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町と社会福祉協議会に、次の寄附が寄せられ

ました。貴重な財源として役立たせていただ

きます。ありがとうございました。（敬称略）

【愛の福祉基金】ASAつるせ中央14,000円

／寺尾雅治1,500円／荒田光男1,500円／嶋

村清1,500円／島田喜久雄1,500円／林耐生

1,500円／田崎良廣1,500円／すくすくネッ

トワークぽけっと2,189円／匿名14,000円／

ふれあいセンター募金箱13,511円【物品】

松下多賀子／ＤＶＤ【町への寄付】故・加

島重盛100万円（故人の遺志により）

第43回入間東部地区
駅伝競走大会
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義援金のご報告
■９月４日に行われた「第21回みよしまつり」

で集められた東日本大震災義援金700,000円

がみよしまつり実行委員会より日本赤十字社

埼玉県支部を通じ被災地へ送られました。

■復興支援Ｔシャツの収益23,370円についても

同様に東日本大震災義援金として送りました。

■皆さんの温かいご協力ありがとうございました。

12月26日の納期限は次のとおり

です。納期限内に納付してください。

■固定資産税（第３期）

■国民健康保険税（第６期）

■介護保険料（第６期）

■後期高齢者医療保険料（第６期）

収納は藤久保・竹間沢出張所でも

行っています。

納期限にご注意ください 年金受給権者の死亡

Z住民課保険年金係（H156）
F274-1101

年金を受ける権利は、本人が死

亡すると無くなりますので、年

金を受けている人が亡くなられたと

きは、「死亡届」の提出が必要です。

この届出が遅れますと、年金を多く

受け取り過ぎて、あとで返さなけれ

ばならなくなることもありますので、

ご注意ください。

　なお、亡くなられた人がまだ受け

取っていない年金があるときは、生

計を同じくしていた遺族の人からの

請求によって、その年金が支払われ

ます。請求できる遺族の範囲・順位は、

年金を受けていた人の死亡当時、そ

の人生計を同じくしていた、配偶者・

子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹です。

年金情報

日時
平成24年２月26日
受付：午前７時40分
午前９時スタート

コース

大井東中学校（6.3）→三
芳町役場（3.7）→富士見
市立針ヶ谷コミュニティセ
ンター（5.3）→富士見市役
所（3.4）→さぎの森小学
校（2.7）→大井東中学校
合計21.4

部門

一般の部・壮年の部（40歳
以上）・女子の部　各部門
とも１チーム７人（選手５
人、控え２人）

参加資格
三芳町・ふじみ野市・富士見
市に在住・在勤・在学の中学
生以上

参加費 １チーム6,000円（中学生
のみのチームは2,000円）

申込み
問い合わせ

12月７日～平成24年１月10
日の午後５時までに下記へ
・地域振興課文化スポー
ツ係
（H262.263）F274-1053
・総合体育館
258-0311 F258-0292

日時
平成24年１月22日
受付：午前９時～９時30分
午前10時スタート

コース 三芳町役場　周回コース

種目

親子1 の部
　小学１年～３年生と保護者
小学生1の部
　小学生（１年～３年・男女別）
小学生2の部
　小学生（４年～６年・男女別）
一般2の部
　中学生以上（男女別）
一般3の部
　中学生以上（男女別）

参加資格 町内在住・在勤・在学者（小
学生以上）

参加費 500円／親子1,000円

申込み
問い合わせ

参加費を添えて12月12日
～１月13日までに地域
振興課又は総合体育館に
申込み
・地域振興課文化スポー
ツ係
（H262.263）F274-1053
・総合体育館
258-0311 F258-0292
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相談種類 と　き ところ 相談員 連絡先

教育相談 毎週月～金曜日（祝日除）
総合体育館4階教育相談室
電話相談は274-1023

常任相談員
教育委員会学校教育課指
導係（H522）

消費生活相談

毎週火・金曜日（年末年始・祝日除）
午前10時～午後4時

役場2階環境産業課隣
消費生活相談室

専任の消費生活相談員
消費生活相談室
（H292）

毎週月・水・木曜日（年末年始・
祝日除）午前10時～午後4時

環境産業課 行政職員
環境産業課商工観光係
（H214）

内職相談
毎週水曜日（年末年始・祝日除）
午前10時～午後4時

役場2階環境産業課隣
内職相談室

専任の内職相談員
環境産業課商工観光係
（H214）

女性相談
毎月第2・第4金曜日（年末年始・
祝日除）午前11時～午後3時30分

役場1階住民相談室
（予約制）

専門の心理カウンセラー
総務課人権推進係
（H404・405）

外国人生活相談
毎週月曜日午前10時～午後1時
毎週木曜日午後1時～4時

ふじみの国際交流センター
電話相談は 269-6450

専門の相談員
総務課人権推進係
（H404・405）

成人健康相談
毎月第1月曜日
午前9時30分～11時（予約制）

保健センター 管理栄養士、保健師
保健センター
（258-1236）

住民相談
毎月第1・第3木曜日（祝日の場
合翌週）午後1時～5時

役場1階住民相談室
（予約制）

弁護士、人権擁護委員、
行政相談委員

総務課人権推進係
（H404・405）

子育て相談
毎週月～金曜日
随時受付

各保育所・
子育て支援センター

各保育所所長・専任の
相談員

第1保育所258-0512

第2保育所258-6858

第3保育所258-9961

子育て支援センター258-5106

こども家庭
　　何でも相談

毎週月～金曜日（祝日除）
午前9時～午後5時

役場1階こども支援課 家庭児童相談員
こども支援課
258-0055

こころの
　　　健康相談

毎月第3火曜日
午後1時～3時30分（予約制）

地域生活支援センター
（予約制）

保健師・精神保健福祉士
・（医師）

地域生活支援センター
 274-3472

介護・認知症相談

月～土曜日  午前9時～午後5時
※緊急時は随時対応、電話相談可

在宅介護支援センター
みずほ苑 専任の相談員（介護支

援専門員、社会福祉士
等）

在宅介護支援センター
みずほ苑 258-9488

火～土曜日  午前9時～午後5時
※緊急時は随時対応、電話相談可

在宅介護支援センター
はなまる

在宅介護支援センター
はなまる 258-7067

リハビリ相談
（対象：65才以上）

毎月第4水曜日 午前10時～正午
（予約制・個別相談）

藤久保公民館2階図書室 理学療法士・作業療法士
地域包括支援センター
 （H188・189）

福祉・生活相談
生活なんでも相談

毎週月～金曜日（年末年始･祝日除）
午前8時30分～午後5時15分

社会福祉協議会 社会福祉士
三芳町社会福祉協議会
 258-0122


