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胃がん健診

　下記の日程の胃がん検診の申し込み

を始めます。

　はがきの記入方法等は、「保健セン

ター事業一覧」をご覧ください。

　尚、開腹手術をした方は、医療機関

での受診をおすすめします。

日時　６月28日 ・29日 ・30日

場所　保健センター

対象　三芳町在住の35歳以上の方

検査方法　バリウム検査

定員　130名　　

自己負担金　500円

申込方法　往復はがきによる申し込み

　（定員を超えた場合は抽選）

申込締切　５月31日 （当日消印有効）

問い合わせ　保健センター

　 258 1236　FAX258 5994

献血20回以上の表彰について

対 象　三芳町に在住または在勤してい

る人で、献血の回数が平成22年３月

31日現在で20回以上の人。（表彰済

みの方は対象外となります）

申 請方法　用紙（自由）に氏名（ふり

がな）・住所・生年月日・献血回数

を明記の上、最終回数のわかる献血

手帳の写しを添付し、保健センター

まで提出してください。

　 なお、在勤者は勤務先の証明のでき

るものを併せて提出してください。

受付期間　５月１日 ～31日

　（土・日曜日、祝日を除く）※郵送可

問い合わせ　保健センター

　 258 1236　FAX258 5994

　子育てをするのに大切なものは何だ

と思いますか？

　「情報」？「時間」？あなたの子育

てに大切な「お○も○ち」をみつけに

きませんか？

　赤ちゃんとご一緒に、ご参加くださ

い。

日時・内容

５月26日 、午前10時～11時

　自己紹介、子育てについての座談会

　（保健師と一緒に）

６月２日 、午前10時～11時

　離乳食についての座談会

　（管理栄養士と一緒に）

６月８日 、午前10時～11時

　 子どもの遊びについて・絵本をとお

して（図書館司書と一緒に）

場所　

　 １･２日目／藤久保公民館２階　和室

３日目／図書館２階　会議室

対 象　平成22年１月～３月生まれのお

子さんとその親

定員　20組（先着順）

持 ち物　母子健康手帳・バスタオル・

赤ちゃんの使う物

費用　無料

申込み・問い合わせ　保健センター

　 258 1236　FAX258 5994

はじめて子育て講座

「ほっとサークル」

場所　保健センター

※３日目はお父さんも参加いただける

ように、土曜日に学級を設けてありま

す。お父さんの参加も歓迎します。

※母子健康手帳を持参してください。

問い合わせ　保健センター　

　 258 1236　FAX258 5994

期日　６月４日

受付時間　午前９時15分～10時

場所　保健センター　　

対象者　０歳～就学前

持参する物　母子健康手帳・筆記用具

問い合わせ　保健センター

　 258 1236　FAX258 5994

育児相談

日時・内容

日　時 内　容 持ち物

６月１日
10：00～11：45

・妊娠中の過ごし方
・妊娠中のマイナート
ラブルすっきり解消
※簡単なストレッチ
もあります

筆記用具
､動きやす
い服装で
お越しく
ださい

６月９日
10：00～11：45

・自分でできる母乳
のケア
・赤ちゃんとの生活
って？（座談 会）

６月12日
9：30～12：00

沐浴実習、お父さん
の妊婦体験､歯科ブラ
ッシング指導

歯ブラシ､
コップ、
タオル、
手鏡

６月17日
10：00～11：45

栄養の豆知識
「これだけ…」

Mama's Time

（両親学級）

　子育て支援センターにおいて実施し

ている「一時保育」の利用時間を「午

前８時から午後５時まで」に拡大しま

したので、ぜひご利用ください。

　詳しくは、子育て支援センターまで

お問い合わせください。

問い合わせ　子育て支援センター

　 258 5106　FAX258 5136

「子育て支援センター」

一時保育の利用時間を拡大します

　平成22年４月より、家庭保育室を利

用する保護者の負担を軽減するため、

児童1人につき月額２万５千円を限度

として保育料の一部を町が負担しま

す。

　ただし、町内にお住まいの方で、保

護者が就労等の理由により家庭保育室

を利用する場合に限ります。

　詳しくは、こども支援課までお問い

合わせください。

問い合わせ　こども支援課　　

　（内線162）　FAX274 1051

納期限は、５月 日です

軽自動車税　　　　第１期

固定資産税　　　　第１期

都市計画税　　　　第１期

（上記の収納は藤久保・竹間沢）出張所でも行っています。

お　し　ら　せ

三芳町総合振興計画審議会委員の募集

応募資格　　次の に該当する方

　 応募日現在、三芳町に在住してい

る20歳以上の方。

　 町の他の審議会委員などに就かれ

ていない方。

募集人数　３名程度

応 募方法　「応募申込書」と「三芳町

のあるべき姿・まちづくり」につい

てのご意見（様式任意400字程度）

を、総合政策課政策推進係へメー

ル・持参・郵送のいずれかで提出し

　平成18年に策定しました「三芳町第４次総合振興計画」は策定から５年目を

迎え、計画の見直しについて検討する時期にあたります。

　そこで、三芳町のまちづくりに対し関心を持ち、計画に対してさまざまな角

度からご意見やご提案をいただける委員を下記のとおり公募します。

てください。

　 ※応募者多数の場合は、書類選考と

なります。

応 募申込書　役場４階総合政策課にて

配布します。また、町のホームペー

ジから入手することもできます。

締め切り　５月31日 （必着）

問い合わせ　総合政策課

　（内線422～423）　FAX274 1055

　Ｅメール　seisaku@town.saitama-

　miyoshi.lg.jp

『鶴瀬駅西通り線』

道路の愛称が「みらい通り」

　に決定しました !!

　鶴瀬駅西通り線〔都市計画道路（幅

員 20m）〕の開通に伴い、皆さんに親

しみをもってご利用していただくため

に、「道路の愛称」を募集したところ、

多数のご応募をいただきました。

　この度、道路愛称選定委員会におい

て、鶴瀬駅西通り線の愛称が下記のと

おり決定しました。

道路の愛称　「みらい通り」

愛称採用者　

　川岡タエさん〔三芳町藤久保在住〕

　亀岡亜由美さん〔三芳町北永井在住〕

問い合わせ　道路交通課

　（内線224・225）　FAX274 1052

戸籍の届出に職業の記載を

　 お願いします。

　平成22年度は国勢調査の実施年度で

人口動態職業・産業調査も実施します。

そのため、平成22年４月１日から平成

23年３月31日までに発生した「出生・

死亡」並びに同期間内に届けられた

「婚姻・離婚」の各届出書の職業欄に

職業を記入していただきます。

　お手数をおかけしますがご協力お願

いします。

　なお、調査結果は、厚生労働省の基

礎資料として活用します。届出窓口に

ある「職業、産業分類表」に基づいて

記入していただきます。

※強制するものではありません。　　

問い合わせ　住民課

　（内線146）　FAX274 1101

「家庭保育室」保育料を軽減する

　制度ができました。

お 知 ら せ（ ） （ ）お 知 ら せ
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お 知 ら せ（ ） （ ）お 知 ら せ

少人数レッスン　参加者募集！

※親子ビクスの対象年齢は、１～３歳です。　

予約　５月７日 、午前10時より予約受付を開始します。

　※参加希望の方は、直接来館、または電話にて申込みください。

　※各クラスとも定員になり次第、受付は締め切ります。

問い合わせ　総合体育館　 258 0311

　（指定管理者：東京ドーム・トールツリーグループ）　

日時　
　 ５月16日 、午前10時～午後３時30分

内容　
○作品展示
　 美術、手工芸、園芸など、中央公民

館に集う芸術家の皆さんの力作をご

鑑賞ください。

○ステージ発表
　 民舞民謡、ダンス、歌など、熟練の

手さばき足さばきにご注目！優美な

姿に酔いしれてみませんか？

第16回中公フェスタ開催

～思い出づくり　夢づくり　中公フェスタで　幸せづくり！～

○模擬店
○ 野菜の直売（三芳町４Ｈクラブ）
　午前10時～11時30分

場所　中央公民館
駐 車場
　 三芳中学校となりの公民館駐車場・

軽自動車検査協会

　※公民館前には駐車できません。

問い合わせ　中央公民館
　 258 0050　FAX258 5466

　今年も中公フェスタの季節がやってきました。ご家族、ご友人、ご親戚、お

誘い合わせの上、ご来場ください。

殺虫剤を無料配布します

　ハエ、蚊、ボウフラなどの駆除殺虫

剤を次のとおり無料配布します。

対象　町内の各世帯

配布期間　５月24日 ～６月30日

　（土･日曜日、祝日を除く）

配布場所　環境産業課環境対策係窓口

　※印鑑を持参してください。

　 また、代表者が各世帯分を取りまと

めて受け取ることもできます。

配布量　

　１世帯当たり（殺虫剤５ｇ）３袋

使 用上の注意　○使用前に注意書きを

よく読み、定められた用法、用量を

厳守してください。

○ こどもの手の届かない安全な場所に

保管してください。

○ 殺虫剤を散布する際には、体の露出

部分を少なくし、また吸引しないよ

うに注意してください。

○ 使用後は、石鹸と水で体や使用した

容器等をよく洗ってください。

問い合わせ　環境産業課　環境対策係

　（内線216～218）　FAX274 1052

みよしエンジョイセミナー

　何でも知りたい好奇心の広場です。

日時　５月15日 、午後２時～４時

場所　藤久保公民館　学習室

テ ーマ　森の役割（温暖化防止、水質

浄化等についてお話します）

講 師　田村博一氏（森林インストラク

ター）　　参加費　無料

問い合わせ　藤久保公民館　

　 258 0690　FAX258 9625

一人ひとりに細やかな指導を行います。

クラス 親子ビクス 癒しのヨガ らくらく健康体操

講　師 戸井玲子 大塚晴美 溝越優貴子

日　程

５月11日･18日･25日、
６月 1日･ 8日･ 15 日
･ 22日･ 29日　
※全て火曜日（全8回）

５月11日･18日･25日、
６月 1日･ 8日･ 15 日
･ 22日･ 29日　
※全て火曜日（全8回）

５月13日･20日･27日、
６月3日･ 10日･ 17日
･ 24日、7月1日　
※全て木曜日（全8回）

時　間 10時30分～11時30分 10時30分～11時30分 11時15分～12時15分

場　所 武道場 多目的室 武道場

定　員 20組 15人 15人

料　金 4,000円 4,000円 4,000円

　平成22年度から、町では自主防災組

織の育成・活動に対し補助金を支給す

ることになりました。

　地域の防災は地域の皆さんで、協

力・助け合いをしましょう。

　詳しくは、地域振興課にお問い合わ

せください。

問い合わせ　地域振興課

　（内線265）　FAX274 1053

電気式生ごみ処理機購入費の補助 手話通訳者養成講習会

　一般家庭から排出される生ごみ減量

化の試みとして、電気式生ごみ処理機

購入費を補助いたします。希望する人

は、下記の要領で申し込みください。

応募要件

・ 町内に１年以上居住している人（事

業所は除く）

・ 設置した生ごみ処理機を常に良好な

状態で維持管理できる人

・ 堆肥化された生ごみを肥料として自

家処理することができる人

応募期間　５月７日 ～12月17日

　（土・日曜日、祝日を除く）

補 助金の額　購入金額の2分の1で２万

円を限度とする。（千円未満は切捨

てとする。）

補助件数　10件（申込み順）

申 込み　環境産業課環境対策係へ補助

金交付申請書を提出してください。

※購入前に必ず申請してください。

問い合わせ　環境産業課　環境対策係

　（内線216～218）FAX274 1052

　手話通訳者を目指す方を対象に、富

士見市と共同で講習会を開催します。

日時　６月15日から、毎週火曜日

　午後７時～９時まで

場 所　三芳町総合体育館、富士見市西

交流センター　※日程・会場の詳細

は申込書とともに配布します。

対 象　手話通訳者を目指す方。手話奉

仕員養成講習会（入門・基礎）課程

を修了し、地域等で聴覚障がい者と

の関わりが概ね１年以上ある方。

※ 手話通訳者の養成目的で開講される

ため、ある一定以上の手話技術が必

要となります。受講決定のための審

査（６月１日 ）があります。

参加費　1,500円（テキスト代等）

　※応用･実践課程で別途かかります。

申 込み　福祉課にある申込書に必要事

項を記入し、５月21日 までに福祉

課へ提出してください。

問い合わせ　福祉課

　（内線174～176）　FAX274 1051

自主防災組織育成活動

　　 の補助について

　平成22年4月より、ファミリ・サ

ポート・センターの依頼会員の要件を

下記のとおり緩和します。

　また、依頼会員及び提供会員の募集

も引き続き行っております。

　詳しくは、ファミリー・サポート・

センターまでお問い合わせください。

【変更前】　

　援助を依頼する会員（以下「依頼会

員」という。）になることができる者

は、原則として同居している生後6月

以上10歳未満までの児童を有する者と

する。

【変更後】　

　援助を依頼する会員（以下「依頼会

員」という。）になることができる者

は、原則として同居しているおおむね

生後６月以上の乳幼児または小学生を

養育する者とする。

問い合わせ　ファミリー･サポート･センター

　 ･ FAX258 0075

　住民参加による「ごみゼロの日・ク

リーン三芳町民運動」も、地域の慣例

行事として今年で28年目になります。

　今年も町と区長会が主体となり、住

民のみなさまや関係団体で運動を展開

することになりました。

　地域で実施されるこの運動に、皆さ

んもぜひ参加してください。

「ごみゼロの日・クリーン三芳町民運動」

皆さんも、ぜひご参加ください

日 時　５月30日 （小雨決行）、午前

９時～午前11時30分

※ 集合時間、場所等については、各区

の区長さんの指示にしたがってくだ

さい。なお、雨天の場合は、６月６

日 に延期されます。

問い合わせ　環境産業課　環境対策係

　（内線216～218）　FAX274 1052

ファミリー・サポート・センター

～依頼会員の要件を緩和します～


