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松川町役場　松川町元大島3823
　　　   ☎ 0265-36-3111（代表）
　　　FAX 0265-36-5091
まつかわカレンダー発行
　まちづくり政策課　☎36-7014
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議会 本会議（一般質問）
9:30～ 議場

夜間窓口
 19:00まで

くらしの相談会
9:00～ 12:00
えみりあ

福祉医療費支給日

土曜窓口
　正午まで

社会文教常任委員会
9:30～ 役場 会議室

よみまいカー運行日

よみまいカー運行日総務産業建設常任委員会
9:30～ 役場 会議室

夜間窓口
 19:00まで

資料館休館日
図書館休館日

資料館休館日
図書館休館日

資料館休館日
図書館休館日

資料館休館日
図書館休館日
清流苑休館日

清流苑休館日

資料館休館日
図書館休館日

土曜窓口
　正午まで

町内一斉土手焼き日
8:00～ 12:00

YOU …チャンネル・ユー ニュース更新日

町での申告相談 最終日

ひなまつりお楽しみ会
10:00～ おひさま

議会 本会議(総括質疑)
9:30～ 議場

図書館おたのしみ会
「けん玉教室＆認定会」
10:30～ 町民体育館

長野県立大学
インターンシップ公開事業
9:00～12:00
（オンライン配信）

マイナンバーカード申請
臨時窓口開設
8:30～12:00 役場

ノンタンの会
ひなまつりスペシャル
10:30～ えみりあ

およりての森 自然観察会
9:00～ 11:30
およりての森

上下水道料金口座振替日

上下水道料金納期限

司法書士による
「昔の借金」無料相談会
10:00～ 16:00
☎0120-448-788

女性のための就業相談
（予約制）
10:00～ えみりあ

菌ちゃん講演会
「やさいづくりの魅力」
13:30～ えみりあ

町税等口座振替日

議会 本会議（開会）
13:00～ 議場

議会 本会議（再開）
15:00～ 議場

＊掲載したイベントや事業は、新型コロナウイルスの感染状況により、延期または中止する場合があります。

町税等納期限（2月分）

町税等納期限

保育園卒園式

結婚相談
15:00～ 18:00
社会福祉センター

小学校卒業式 中学校卒業式

あそびの楽校カフェ
10:00～ 14:00
旧松川青年の家

町内一斉土手焼き日
8:00～ 12:00

まつかわ町民提案型
まちづくり事業
（第1次）募集締切

松川町花いっぱい
美化活動事業 募集締切

リニアを見据えた
北部5町村の地域づくり
18:00～ 20:00
（オンライン配信）

女性団体連絡会主催学習会
「コロナウイルスと共に生きる
　ーワクチンへの期待ー」
14:00～ えみりあ

○3月の町税諸費等：国保税・後期高齢者医療保険料・介護保険料・保育料・児童館利用料（口座振替：30日）、上下水道料（口座振替：26日）
○燃やすごみの排出日：日・火・木曜日（生東地区は日・木曜日）　○次回の新聞折り込み予定日：3月28日（日）



掲載希望の方へ ●4月版に掲載したい情報は 3月10日までに  メール（seisaku@town.matsukawa.lg.jp）または FAX（36-5091）にてお願いします。

広報 松川町

まつかわら版まつかわら版 月
3

公民館の催し

町からのおしらせ

イベント情報

 申込み・問合せ：松川町中央公民館
　    ☎ 36-2622 / FAX 36-6620

問合せ：生涯学習課 文教施設係
　　　　☎36-2622あそびの楽校まつかわ

21日（日）あそびの楽校カフェ　1年を振り返る

3月

　　　　　　FAX：34-0744　メール：syougaku@town.matsukawa.lg.jp
申込み方法：プログラム３日前までに「えみりあ」にて直接か、FAX・メールで申込み

申込み必要事項
　参加者氏名、保護者氏名（参加有無）、性別、学校名・学年または園名・年齢、住所、
　電話番号、参加プログラム名・参加希望日、特記事項（アレルギーなど）

問合せ：㈱チャンネル・ユー
　　　  ☎36-215212ch番組案内YOU

○卒業式・卒園式を放送！（各日18時スタート）
　16日（火）北小学校・中央小学校 
　17日（水）中学校
　24日（水）保育園（双葉・上片桐）
　25日（木）保育園（名子中央・福与・大島） チャンネル・ユー

Instagram
○今年は東日本大震災から10年を迎えます
　10日（水）18時～「松川高校ボランティア部 花という笑顔を東北へ」（仮）　
　　＊被災地との交流を続けている松川高校ボランティア部の10年の歩みを
　　　まとめました

　10日（水）20時～「知っとる？　東日本大震災から10年」（仮）
　　＊震災当時の様子を体験された方から、お話をお聞きしました

3/3 水

○問題提起「5町村の広域地図をつなげて見えてきたこと」
○基調講演「リニア中央新幹線と地域経営～7年後への視点と工程表～」
○パネルディスカッション
　　　「リニア時代の下伊那北部5町村の未来をどう描くか」
参加方法：オンライン（YouTube Live）こちらからご覧ください→
問合せ：まちづくり政策課 公共交通係・まちづくり推進係　☎36-7014

　2027年にリニア中央新幹線（品川～名古屋間）の開業が予定され、長野県駅が
設置される南信州地域は、大きく飛躍発展する可能性があります。今からリニア
開業後を見据えた地域づくりに、町村枠を越え、連携して取り組むことが重要と
なります。今回、オンライン配信により開催します。（参加無料・申込み不要・
後日視聴可・スマホ視聴可）　皆さまのご参加・ご視聴をお待ちしています。

18：00～ 20：00　オンラインシンポジウム

リニア時代を見据えた北部5町村の地域づくり

＊掲載したイベントや事業は、新型コロナウイルスの感染状況により、延期または中止
　する場合があります。ご了承ください。

3/2 火

対象者：町内在住で0～3歳児の保護者・親子
定　員：15組　　　　　　　申込み期間：2月22日（月）～3月1日（月）
場　所・申込み・問合せ：子育て支援センターおひさま　☎37-3303

ひなまつりお楽しみ会
10：00～11：00受付 9：45～

　みんなで歌をうたったり、親子で遊んだりして、楽しみましょう。

土曜窓口で「マイナンバーカードの申請」を
　　　　　　　　　　　　　受け付けています

　土曜窓口では、証明書発行のほかに「マイナンバーカード
の申請受付」を行っています。
　カードを取得したい方は、本人確認書類（運転免許証）と
通知カードをお持ちになって窓口でお申し出ください。
その場で顔写真の撮影をし、オンライン申請します。

問合せ：住民税務課 住民係　☎36-7024

松川町議会 令和3年 第1回定例会 (3月) 日程
会　期：3月2日～3月23日(22日間)　問合せ：議会事務局　☎36−7020 

期　日 時　間 会　議　名
  3月  2日（火） 13：00～ 本会議　開会
  3月  3日（水）
  3月  5日（金）

　9：30～ 本会議　総括質疑
　9：30～ 委員会審議　総務産業建設常任委員会

  3月  9日（火） 9：30～ 委員会審議　社会文教常任委員会
本会議　一般質問  3月18日（木）    9：30～
本会議　再開  3月22日（月）  15：00～

3/14 日

講　師：吉田 俊道 氏（NPO法人 大地といのちの会 理事長/㈱菌ちゃんふぁーむ 代表取締役）
場　所：えみりあホール
親子で菌ちゃん流野菜作り体験会：親子10組（要申込み・先着順）15:40～16:30
申込み・問合せ：産業観光課（農業委員会事務局）　☎36-7027

「菌ちゃんやさいづくりの魅力」
　自然の一部である菌には、さまざまな働きがあり、腸内環境を整えることで、
子どもたちの体調が改善される方法があります。
食生活の改善で、便の切れが良くなったり、臭くなくなったり、爪や髪の質が変わ
る。体温が上がって体調が良くなり集中力も向上、心も穏やかになる。
講演会を聴いて実践することにより、うれしい体験の数々が報告されています。
ご自身の生活に、子育てに今すぐ取り組み、そんな奇跡の体験をしてみませんか。
ぜひお子さんと一緒に、お友だちを誘って、ご来場ください。

講演会 13：30～ 15：30 申込み不要・参加費無料
どなたでもご参加いただけます

令和2年度 長野県地域発元気づくり支援金事業

町内一斉土手焼き日
8：00～12：00（時間指定）

　越冬害虫駆除および剪定枝焼却を目的とした町内一斉土手焼き日を設定します。
設定日以外に行う場合は、個々で高森消防署（☎35-0119）へ届出が必要です。
風の強い場合は実施を見合わせる、水を準備しておく、作業中は火のそばを離れな
いなどの注意事項を守り、安全に実施してください。

3/6 日・7土

問合せ：産業観光課 農業振興係　☎36-7027

　渋滞緩和のため、一方通行とさせていただきます。ご理解ご協力をお願いします。

収集場所：樫原旧一般廃棄物最終処分場
　　　　　・入口→上片桐方面から（左折）　・出口→大島方面へ（左折）
問合せ：環境水道課 環境係　☎36-7026

粗大ごみ・小型家電 収集
9：00～11：00　　一方通行にご協力ください！3/13 土

3/10 水

講　師：飯田保健福祉事務所 所長　松岡 裕之 氏
場　所：えみりあホール　　　　　　定　員：50人
募集対象：松川町内在住の方　　　　申込み締切：3月8日（月）　
主　催：松川町女性団体連絡会

14：00～　私達のための町づくり学習会

コロナウイルスと共に生きる
ーワクチンへの期待ー

＊入場無料
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