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広報

みよし

今月の広報みよしは < 子育て特集 >

「笑顔で繋ぐオヤコミュニティ」
未来をともに。愛しい君へ。
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今月の表紙 : 緑地公園で開催した「おひさま広場」
みんなでシャボン玉を作って遊びました

未来をともに。愛しい君へ。

「笑顔で繋ぐオヤコミュニティ」
「コミュニティ」
共同体、地域という意味を持つこの言葉。
みんなが笑顔で子育てを。地域全体でサポートを。
町ではコミュニティを展開し、子育てのお手伝いをしています。

相談相手がいない…
都市化や核家族化等が進み、
地域の繋がりが薄れてきていま
す。そのため、子育ての困難に
直面しても相談できる相手や手
助けしてもらえる相手がいない
というケースが増えています。

５年間で 倍に増加
した虐待相談

た虐待相談処理件数は、平成
倍に増えていま

男性の育児休暇取得
率はわずか約 ％

ます。

とが社会全体の問題となってい

我が子に向いてしまっているこ

その精神的な不安やストレスが

で負担を背負い、
孤立感を深め、

挙げられます。お母さんが一人

からの孤立が大きな要因として

難とともに、親族・近隣・友人

疾患・ひとり親家庭・経済的困

る家庭の状況には、母親の精神

育児放棄や児童虐待につなが

す。

前に比べて

年度は３４４９件となり、５年

22

県内の児童相談所に寄せられ

ました。

が多く見受けられるようになり

などで、このような凄惨な事件

など、新聞やテレビのニュース

食事を与えず死亡させてしまう

て、前の夫との子どもに夫婦で

婚後新しい男性との同棲を始め

るい死亡させてしまったり、離

幼い子どもに何度も暴力をふ

1.5

1.5

平成 年度の雇用均等基本調

なっています。

出産、育児にと臨む人が多く

難しい現在。育児休業を取得し

仕事を一度辞めたら再就職が

1.4

得率は ・７％、男性の育児休

査によると、女性の育児休業取

22

業取得率は１・ ％となり、依

83

を行っています。■

たちが笑顔で遊べる様々な事業

けづくりのお手伝いや、子ども

でしょうか。町ではそのきっか

談相手がいたらどれだけ心強い

悩みがあるときに、ママ友や相

妊娠中の不安なとき、育児の

三芳町ができること

のが実情です。

てはお母さんの力を頼っている

結果から見ても、まだまだ子育

んも増えてきていますが、調査

積極的に育児参加をするお父さ

近年は「イクメン」と称し、

水準となっています。

然と男性の育児休業取得率は低

38

ほっとサークル
（育児学級）

02

学んで覚えて、
ママ友も作れる教室

引っ越してきたばかりで近所に知り合いがいない、同じ月齢く
らいの子どもを持つ知り合いがほしいといった悩みを持つ方に
人気の教室です。
【問い合わせ】保健センター☎ 258-1236

Mama'sTime（両親学級）
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「両親学級がきっかけで、参

ら後日メールが届きました。

今回の取材後、参加者の方か

いでしょうか。

支え合うことができるのではな

辛い時や、苦しい時にお互いに

持ちでいるママ友ができれば、

両親学級で、出産前に同じ気

しました。
」

友ができたらいいなと思い参加

から、この学級を通じて、ママ

290

赤ちゃんを授かった
喜びと不安

参加人数が多く講師に質問も出

「病院の講習も受けましたが、

尽きない時期を楽しく安心して
来ない状態でした。でも、この

やすく、楽しみながら講習を受

299
300

お腹の中で動きを感じた頃か
らママになると感じたり、健診
の時に超音波で子どもの映像を
見ながらママになると感じたり
……。これから出産をし、子育
てが始まる喜びと不安。妊娠中
は何を気を付けたらいいのか、
赤ちゃんにどうやって母乳を
あげたらいいのか、沐浴なんて

過ごせるお手伝いを町では行っ
両親学級は少人数制なので、周

やったことがないなど、不安が

ています。
それが両親学級です。

けることができました。
」

りの人や講師に気軽に声をかけ

夫婦で赤ちゃんを
迎える準備
ママだけでなく、パパも参加
つに、出産前に「ママ友」が作

また、この学級の特徴のひと
できるこの学級。参加者からは
隣になった人が必ずしも近所の

れることです。
病院の講習では、

では必ず町内のママ友を作るこ

人とは限りませんが、両親学級

こんな声が届きました。
「主人に、育児に対する意識
を高めてもらうため、沐浴実習
とができます。

参加者の半数が
「ママ友がほしい」

勉強になりました。
」

さを舌で確認できて、とっても

与える食事を目で見て、柔らか

「離乳食の試食は、子どもに

取ってみようと思いました。
」

普段はとらない『天然だし』を

ん。 で す

がいませ

お 友 達

こ ろ か、

ママ友ど

で近所に

「私は三芳町出身ではないの

を一緒に体験して欲しかったの
で参加しました。貴重な体験す
ることができ、主人もパパにな
る実感がでてきたみたいです。
」
病院でも、同じような講習が
ありますが、参加者が多く、話
がしにくく孤立してしまうこと
もあるようです。

「ほっとサークル」は
どんなところ？
０歳のねんね時期の子を持つ
ママは、子どもと出掛ける準備
や授乳が大変で、なかなか外出
ができず家に閉じこもりがちに
なります。
そこで町ではほっとサークル
（育児学級）を開催し、生後２
～４ゕ月児の乳児とその家族を
対象として、子育て講話や離乳
食の始め方などを学びつつ、同
じ月齢の子どもを持つ家族との
交流を深めてもらうため、フ
リータイムを設け仲良くなる機
会をつくっています。

Ｑ 参加したママたちに
聞きました！
ほっとサークルに参加してみ

加したみんなで食事会を開くこ
とになりました。このつながり
を大切にママになる喜びをみん
なで分かち合いたいです！」■

わかりやすい説明をここ
ろがけ、楽しく受講でき
るように工夫している。
２児のパパ。

参加者にアンケートを行った

三芳町に誕生した赤ちゃんの統計を上
記のグラフに表しました。この５年間、
300 人弱の出生で推移しています。

池田康幸さん

ところ、
「ママ友がほしい」と

282

両親学級、育児学級ともに年々参加者が増え、参加者のニーズも時代とと
もに変化しています。最近は、地域のママたちとの繋がりを求めてくる参加
者が多いため、情報を教えるというよりも“地域で行う学級の意味”を考え
ながらプログラムを考えています。
食卓を囲み家族一緒に食事することで、学校であったことや、悩んでいる
ことを話合ったりするだけでなく、子どもの「変化」を読み取ることができ
ます。食を通じた家族のコミュニケーションをぜひ大切にしてください。
管理栄養士

答えたママが半数を占め、同じ
気持ちを共有する仲間を必要と
している人が多いことがわかり
「２人子どもがいて、下の子

288

講師の声

過去 5 年間の出生状況

ました。
その中の一人の声です。
の遊び友達が欲しかったこと
と、同年代のママ友が欲しかっ
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「食でつなぐ家族の
コミュニケーションを大切に」

昨年、三芳町内に誕生した
赤ちゃんは 289 人！
たので参加しました。
」■

294

LECTURER'S VOICE

（人）

管理栄養士を交えたフリータイム

|

|

｜

ていかがでしたか？
「離乳食の始め方の話を聞き、

離乳食の作り方を赤ちゃんと一緒に勉強

|

|

｜

ママになる実感を
両親学級で分かち合う

いよいよママになる実感が湧いてくる妊娠中期、妊婦生活を楽し
く安心して過ごせるように、Mama's time（両親学級）を開催し
ています。
【問い合わせ】保健センター☎ 258-1236

同じ年頃の孫と触れ
合える喜び
子供たちの手がありました。

子供がいて、１人はニューヨー
るこの事業を皆さんはご存知で

ター。通称ファミサポと呼ばれ

ファミリーサポートセン

ファミリーサポート
センターとは？

クに、もう一人は千葉に住んで

「私には結婚している二人の

います。二人とも子供がいます
子育てを手助けしたい人 提
(

しょうか？

に会う機会がありません。早く

が、遠方のために、なかなか孫
に主人と死別してしまったの
供会員 と
) 、手 助 け を し て ほ
しい人 依
( 頼会員 が
) 会員と
なって、地域の子育てを助け

日は親子で自分だけの凧

コミュニケー

ントを行っています。

で、孫と同じ年頃の子どもと

に参加した皆さん。この

皆さんご存知でし

合っていく組織、それがファミ

われた「あそびのへや」

本を楽しく紹介するイベ

ションをとる

共働きで、近くに頼る人がい

タイム」など、おすすめ

一番だということ、

サポです。現在会員数は 人、

稚園の送り迎えや帰宅後の預か

ない場合、子供たちの送迎に悩

貸出冊数が県内で

ことができて、

りです。その他には、習い事の

「子どもたちは私が家にいる
んでいる方が多くいると思いま

写真は北永井児童館で行

昨年４月から 月までの依頼は

保在住の辻
送迎、保護者等の短時間・臨時

と、
「今日は預かりの日じゃな
す。また、子供や孫が遠方に住

このほかにも、ぐりぐら

嬉 し い し、楽

弘 美 さ ん。そ
的就労、外出・病気・急用の場

「この子たちを夕方に藤久保
いの？」と聞いてくるほど、辻

んでいるため、なかなか会えず

住民一人当たりの

２１２３件、およそ１日 件の

の辻さんの手
合等の援助など、様々な活動を

学童保育所に迎えに行って、私
さんと会って遊んでもらうこと

図書館の子ども向けイベント情報や問い合わ
せは P20 をご覧ください。

しいです。
」そ

にはしっかり

されているからこそ、安心でき

の家で夕食を食べ、だいたい８
を本当に楽しみにしています。

児童館のイベント情報・問い合わせは、P21 の
子ども通信のページをご覧ください。

図書館では、子どもたちが楽しめるイベントを行
い、本の魅力を子どもたちや保護者に伝えていま
す。

う笑顔で答え

と握りしめた

る。取材の際、私の目には３人

一番多い利用は、保育所や幼

家が奈良と高松にあるため、親
が本当のおばあちゃんと孫のよ

時頃にママが迎えに来てます

にさびしい思いをしている方も

三芳町には「藤久保」
「北永井」
「竹間沢」の
３つの児童館があります。親子で遊べるイベ
ントも企画し、毎回多くの方が参加します。

「ブックスタート・ブックスタートプラス」

利用があります。

に頼ることができません。そこ
うに映りました。

てくれた藤久

行っています。

考えたそうです。

でファミサポを利用することを

ね。食事には気を使い、のどに
私自身も、ファミサポがなけれ

いると思います。それを解決す

ひろみ

ファミサポがあるか
ら仕事ができる

詰まらせないように注意をして
ば仕事を続けることが難しかっ

るための方法としてファミサポ

ほうせい

辻さんがサポートしている

います。
」
たと思います。ファミサポは、

があります。地域密着だからで

ゆうか

この制度。登録を一度検討して

きる、子供が好きだからできる

なくてはならない存在です。
」

ん（５）の二人は辻さんが作る

、芳世く
宮内佑佳ちゃん（８）
料理が大好きで、
「カレーと手

みてはいかがですか。利用には
登録が必要です。登録方法など

信頼関係の
先にある安心感
サポートする側とサポートさ

はファミサポにお問い合わせく

作りのお寿司がおいしくて大好
き！おばちゃんと一緒に作って

れる子供。双方が絆でしっかり

ひ参加してもらいたいです。

いるんだよ。
」と佑佳ちゃんは

子どもとふれあうことで、大人は生きる活
力の源となり、子どもは大人から知恵や経験
を学ぶといった循環が出来れば良いと思って
活動しています。私と同世代の皆さんにも、ぜ

ださい。■
小学生の２人のお子さんを、朝は登校班の集
合に間に合うように自宅のチャイムを押して声
をかけ、夕方は学校から町外の学童へ車で送迎
しています。
最近は、サポートする子以外の子どもたちも
私に慣れて、
大きな声で「おはようございます！」
と挨拶を交わしてくれるようになりました。

結ばれていて、信頼関係が構築

こどもから「生きる活力」を。
おとなから「知恵と経験」を。

サポートする辻さんと、サ

中山四郎さん
【サポート歴】６ヶ月
【趣味】登山・グラウン
ドゴルフ

教えてくれました。
ポートされる子供たち。サポー
トが始まり１年近く経ちまし
た。一番印象に残っているのは
東日本大震災が起こった日のこ
ひろみ

とだそうです。それは子供たち
の母、裕美さんも同じでした。
「震災の日は電話で連絡をと
ることができずに不安でした。
連絡手段がないため、確証のな
いまま辻さんのお宅に行ったと
ころ、子どもたちを預かってく
れていてホッとしました。
」

北永井在住

を作りました。
たか？

子育ての援助を受けたい人と、援助する人の懸け橋と
なる組織が「ファミリー・サポート・センター」です。
どんなことができるのか、
どんな人が利用しているか。
皆さんご存知ですか？

共働きの宮内さん夫婦は、実

●サポートする人

問い合わせ…ファミリー・サポート・センター☎（２５８）００７５

三芳町内３つの児童館
本の魅力と出会う図書館

408
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子育てを地域で
助け合う

03

04

親子で遊べる
自遊空間
赤ちゃんから
絵本を！

05

ファミリーサポートセンター

06

育児雑誌より
身近な子育て情報

０歳から親子で交流でき、子育てのことだけでなく家族のこと、ママ
たちが相談できる場であり、気分転換にもなる場です。

なるはずです。

子 育 て 支 援 セ ン タ ー で は、
月１回開催される「おひさま
広場」
「おでかけなかよし広場」
では、運動会やしゃぼん玉遊
びなど誰でも自由に参加でき
る イ ベ ン ト も 行 っ て い ま す。
親子のスキンシップが図るこ
とができて、子どもの成長に
も繋がります。
また、子どもを遊ばせなが
ら、相談に応じる「ひだまり」
を実施し、子育てや家族のこ
となど、何でも気軽に話が出
来る場となっています。
スタッフと話をするこ

れ み

親子で仲良くなれる

ほっとサークルの出会い

初めは緊張！

上の子を遊ばせたい
三芳町が地元でないので、
近所の友達を作りたいと思
い参加をしました。親子で
仲良くなれるところが気に
入っています。

ほっとサークルで仲良く
なったママ友に誘われ参加
するようになりました。マ
マ友たちと話をすること
で、気分転換になります。

子どもを人に慣れさせたく
て参加しています。初めは
緊張していた息子も、今で
は自分から積極的に遊ぶよ
うになりました。

子どもが２人いるので、一
人で面倒を見るのが大変！
ママ友とおしゃべりした
り、上の子を遊ばせたくて
参加しています。

ました。
（Ｓ）■

をいただき、ありがとうござい

も、たくさんの皆さんにご協力

ここで紹介している方以外に

使ってもらえると幸いです。

子に合う事業を選んで上手に

町の子育て支援の中から、親

ることができるはずです。

一歩が、虐待や孤独から回避す

めてみてはいかがですか。その

ならないため、友達づくりを始

親子が家にひきこもりがちに

でいるように感じました。

となり、笑顔が親子の絆を繋い

もの笑顔がママの子育てへの糧

が子どもの心を豊かにし、子ど

ように感じました。ママの笑顔

を抱えながら子育てをしている

聞いているなかで、色々な悩み

取材を通してママたちの話を

しました。

う思いから、今回の特集を企画

育てを楽しんでもらいたいとい

子育て中の家族に、笑顔で子

〈取材を終えて〉

がこの場所にはあります。■

や育児本では得られない「絆」

してママ同士の間には、情報誌

コミュニティ。ママと子、そ

なります。

うことで少しでも気持ちが楽に

も苦しみも、みんなで分かち合

ことがあります。子育ての喜び

う場所だからこそ、共感できる

同じ月齢の子を持つママが集

オヤコミュニティ

せんか。

でふれあい遊びを楽しんでみま

初めの一歩を踏み出し、親子

いように声をかけていました。

をし、ママたちの輪に入りやす

したがスタッフが皆さんに紹介

援センターに訪れた親子がいま

取材の日も、初めて子育て支

んどは、初めは一人です。

ターに来ているママたちのほと

とでしょう。子育て支援セン

行ったことがないママもいるこ

ど、不安でこのような場所に

泣いてしまうのではないかな

手な人や、子どもが人見知りで

初対面の人と話をするのが苦

初めの勇気が
親子の笑顔に繋がる

問い合わせ…子育て支援センター☎（２５８）５１０６

亘くん(１歳 )

とで、ストレス発散や気

玲心ちゃん(８ゕ月)

心菜ちゃん(１歳２ゕ月)

大樹くん(１歳10ゕ月）

わたる

だいき

ここな

分転換になっているママ
が多いようです。
では、実際に参加しているマ
マたちの声を聞いてみましょ
う。

小林 由希さん
三瓶 輝子さん
鷹野 愛さん
吉田 育実さん

ママたちの声
「参加したきっかけや感想を聞かせてください。」

親子でふれあう場

が、きっと子育ての良いヒントに

そして、ママ同士のコミュニティ

をしていきましょう。

一人で悩まず、地域全体で子育て

を担う大切な存在です。

子どもは、
「宝」
。町や地域の将来

顔」でいることが大切です。

と感じてもらうには家族全員が「笑

族で 一 緒 に いる と き が 一 番 幸せ 」

子どもに「パパ・ママ大好き」
「家

子どもを愛おしく感じた日々を。

覚えていますか？

赤ちゃんを授かった時の喜びを。

覚えていますか？

なかよし広場

資料館企画展示紹介

日〜５月

雑木林は︑江戸時代になって︑
作地開墾ばかりでなく畑地の開

台地上の新田開発が進むなか畑

雑木林の多様な価値

雑木林と言う言葉は︑現代の
私たちには︑なれ親しんだ言い
方ですが︑三芳の農家の人々は
﹁ヤマ﹂と呼びます︒高低差が
なくてもヤマという言い方は︑
決して三芳町付近での言い方だ
けではありません︒語源的には

﹁ヤ﹂は﹁大きい﹂︑﹁マ﹂は
﹁恵み﹂という意味を持ちます︒
畑作新田の開墾において︑ヤマ
︵雑木林︶は大きな恵みをもた
らすものだったのです︒
雑木林は︑武蔵野台地で人々
が農業で暮らしていく場合に必
要不可欠なもので︑たくさんの
暮らしに必要な恵みをもたらし
てくれました︒具体的には以下
のような恵みや効果をもたらし
てくれました︒

養分と共に地下水を吸い上げ︑

暑さや寒さを防ぐ効果⁝木は

風や嵐のような南風も防ぎます︒

です︒雑木林や屋敷林は︑寒い北

風を防ぐ効果⁝防風林の効用

えます︒

り上げ︑井戸にも満々と水を蓄

分を吸い上げ︑湿潤な大地を作

根が深く張り地下水と共に栄養

の堆肥が恵みをもたらします︒

養分は少ないが雑木林の落ち葉

武蔵野台地は火山灰土のため栄

畑に欠かせない落ち葉堆肥⁝

役立ちます︒

燃やされ灰は畑の肥料としても

屋敷林の樹木は燃料となります︒

燃料としての役割⁝雑木林や

えます︒

地下水を吸い上げ気温低下を抑

地下水を集める効果⁝樹木は

葉から気化させます︒その際に
冬の落ち葉掃きは必要不可欠の

うした雑木林の役割を

回の企画展示では︑そ

して有益でした︒

竹は住宅の木材と

林の欅や杉・檜・

役立ちます︒屋敷

屋根の梁材として

基礎固めの木材や

松は︑建築の際の

役割⁝雑木林の赤

建築材としての

作業です︒

熱を奪い気温を下げます︒冬は

今

紹介しながら︑動植物の写真や
実際の標本なども数多く展示す
る予定です︒
植物や動物︑昆虫の標本資
料は埼玉県立自然の博物館から
借用することになりました︒ぜ
ひ︑三芳町に広い面積で広がる
雑木林の歴史やその役割を学習
に資料館においでください︒資
料館の近くにあるこぶしの里と
あわせて見学されたなら︑きっ
と自然の大切さが︑よく理解で
きるに違いありません︒
こぶしの里での山野草や植物
の見学会を︑県立自然史博物館
の学芸員や専門家の案内により
企画しています︒ご期待くださ
い︒︵広報みよし４月号で詳細
をお知らせします︶

00
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埼玉県立自然の博物館・歴史民俗資料館共催事業

日まで︑三芳町の特徴の一つ

﹃武蔵野の雑木林と春の息吹﹄
資料館では︑３月
である﹁武蔵野の雑木林﹂をテーマに企画展を開催します︒企画
展示では︑雑木林の成立ちや暮らしとの関係︑多様な雑木林の生

武蔵野に畑作新田が開拓されて

武蔵野の新田開発で全国的

墾と併せて木を植えて雑木林や

にも知られる三芳町の三富新田

屋敷林がつくられたのです︒

深く火山灰土で覆われ︑栄養分
には﹁殿さまがナラの苗を分け

以降に形成された風景です︒そ

や水が少ない台地で︑樹木が繁

れまでの武蔵野は︑地下水位が

き物や植物について紹介をします︒

今の武蔵野は林である

雑木林の成り立ち

茂しにくかったようです︒ほぼ
てくださりヤマ︵雑木林︶をつ

かやはら

光景をもって絶類の美を鳴らし
一面が草原であったと言われて
江戸時代になって︑武蔵野の

て最高のレストラン
また︑秋になり雑木林に多い
ナラやクヌギなどの樹木はどん
ぐりを︑またエノキの実をはじ
めとした様々な実りは︑鳥や小
動物の餌となります︒林は︑鳥
や小動物にとって︑最高のレス
トランです︒

昭和初期にはキツネも
見ることができた
昭和初期の三芳町の雑木林で
はしばしばキツネを見ることが
できたようです︒また︑今も５
月中旬にはカッコウが渡ってき
ますが︑雑木林や屋敷林が多く
広がっている賜物といえます︒
近年︑環境の悪化により︑動
植物の種の減少と言う言葉が︑
しばしば報道されますが︑雑木
林は動植物たちにとっては︑生
命を守ってくれる大事な環境と
武蔵野の新田開発によって形

なっています︒
成された雑木林や屋敷林は︑新

地元ではヤマと呼ぶ

ていたように言い伝えてあるが︑

く に き だ ど っ ぽ

くった﹂と記録に残っています︒

﹁昔の武蔵野は萱原のはてなき

−

います︒

今の武蔵野は林である︒林は実
くにきだどっぽ

に今の武蔵野の特色といっても
よい︒﹂と国木田独歩はその著
「行けども行けども武蔵野は草の原であ
り、その地平まで続く草原から月が上る」
という意味。果てしなき草原の光景が中世
までの武蔵野であったことがわかる

田に暮らす人々にたくさんの恵

はり

書﹃武蔵野﹄に書いています︒
武蔵野というと雑木林を連想
する人が少なくないと思います
が︑かつて鎌倉時代に編纂され
た﹃新古今集﹄や中世の﹃問わ
かや

ず語り﹄などの紀行文などの記
録には︑武蔵野は茅などが生い

新古今集より

雑木林は小動物にとっ

のです︒

出づる月影
草の原より

みをもたらすばかりでなく︑昆

民家の梁に使われた雑木林の赤松

24

茂る草の原であるとしています︒
私たちのイメージする雑木林の武
蔵野とはずいぶんと異なります︒
私たちが武蔵野から連想する

鳥・昆虫・動物の繁殖

豊かな環境を生みだす

雑木林は︑樹木だけではあ
りません︒様々な植物や動物に
とっても大事な生息地となりま
す︒多種の山野草の繁茂︑カブ
トムシやクワガタをはじめとし
た昆虫たちの繁殖︑鳥たちの渡
りや営巣地︑小動物の食糧確保
や生息の場など様々です︒

雑木林が︑強い日差し
から守ってくれる
春先に雑木林の木々が芽吹き
をはじめるころになると︑春の
木漏れ日がさし︑まだ草が生い
茂らない林下には様々な植物が
花を咲かせます︒タチツボスミ
レ・ニリンソウなどです︒立春

空もひとつの武蔵野に

虫・植物・動物の種を増やす役

ホンドギツネ。三芳にも昭和初期まで生息していた カッコウ。5月中旬に来る渡り鳥 ニリンソウ。4月中旬〜下旬に見る
ことができる タテツボスミレ。3月下旬〜4月に見ることができる カブトムシの幼虫。落ち葉を食べ堆肥に変えていく 
こぶしの花。こぶしの里では3月中〜下旬に花が咲きます

−

割もしてきました︒■

国木田独歩著『武蔵野』明治31年



20
行く末は

武蔵野の雑木林（松本渡氏撮影）
【期間】3月24日〜5月20日
【場所】歴史民俗資料館企画展示室
【問い合わせ】258-6655

を過ぎる頃になると︑これらの
山野草は成長し︑５月の初めこ
ろまでには花を咲かせ︑草の背
丈が伸びる頃には草の中に姿が
ここで紹介した植物たちは強

見えなくなるのです︒
い日差しを好みません︒雑木林
の木漏れ日からもれる春の陽に
育ち︑夏の暑い日差しの頃には
草の中に隠れてしまいます︒こ
のように︑雑木林に守られ育つ

三芳町立歴史民俗資料館企画展
『武蔵野の雑木林と春の息吹』








教育だより

豊

出入口付近にある物についても必要で

す。

壁や家具に傷が付いてしまいます

が、命には替えられません、是非実行

してください。※二段重ねの家具など

えて災害物資を備蓄していますが、災

害の被害状況によっては援助を受ける

までには時間がかかる場合も考えられ

ます。各家庭でも、3日程度の非常用

物品の備蓄をお願いします。

年３月

日︑午後２

分︑東日本大地震発生が発

平成

三芳町では震度５弱

時
生し︑三芳町では震度５弱を観
測︒地震発生直後﹁三芳町警戒
本部﹂を設置︒災害対策グルー
プを中心に各課が連携して対策
にあたりました︒
各地で停電が起こり︑電車が

と社会福祉協議会では災
なかなか帰宅できない﹁帰宅困

渋滞が発生︒多くの人が自宅に

ストップし︑信号機も止まり︑
害ボランティアバスパッ
難者﹂に︒川越街道には電車が

日︑６月
いて帰宅の路につく人が多くみ

止まっているため︑長距離を歩

日に町長を含

日には住民の方々が被
﹁ガソリン不足﹂﹁水不足﹂

られました︒

ボランティアに参加した方のコメ

広報みよし７月号では︑実際に
日常に戻りつつありますが︑被

ら１年が過ぎました︒震災前の

日本中が混乱に陥ったあの日か

﹁食糧難﹂﹁計画停電﹂⁝⁝︒

ントを掲載し︑被災地への思い︑

国に先駆け︑農業者が行う農産物

かった三芳町でしたが︑今回の

長く大きな地震とは縁のな

震災から１年
防災担当課より

り返ってみてください︒

させないように︑この一年を振

る途中です︒震災を決して風化

災地では復興に向けて歩んでい

時︑町ではホームページ
上などで放射性物質の検

の放射線影響自主検査の費用に対

生などの被害がありました︒ま

の崩落や停電︑帰宅困難者の発

震災では震度５弱を観測し︑瓦
創設しました︒
さらに︑２月

た︑震災の影響は様々な混乱を

きる﹁共助﹂の地域づくりを進

かけ︑手を差し伸べることがで

くに困っている人がいたら声を

その姿に学び︑日ごろから︑近

越えている最中です︒私たちも

域で共に支え合って困難を乗り

のつながりです︒被災地では地

しものときに心強いのは︑地域

おくことはもちろんですが︑も

非常用の水や食料などを揃えて

には︑
日々の準備が不可欠です︒

いつ起こるかわからない震災

放射線測定器の貸し出しを開始し

日からは簡易型

して︑その一部を補助する制度を

査結果を公開しています︒また全

随

を伝えました︒

ボランティア活動を終えての思い

を行いました︒

として︑ヘドロや瓦礫の処理など

災地へ向かい︑ボランティア活動

日︑７月

めた町職員が︑５月

クを企画し︑５月

町

11

平成 年３月 日午後２時 分

日に救援物資搬送を

被災地の皆様に心よりお見舞い申し上げます

東日本大震災発生から１年

島区と防災協定を締結す
る六市五町の共同宣言に
・

基づき︑町では茨城県常陸大宮市
へ３月
行い︑後日︑常陸大宮市長が来庁

月に行われた

５月には町から保健師を福島

し三芳町との﹁絆﹂を再確認︒
県大熊町に派遣︒
﹁おおくまふるさとまつり﹂で蒸
かしイモの提供を行いました︒大
熊町は福島第一原発事故の影響
で︑住民全員が現在も町外避難を
また︑住民の皆さんからの救

余儀なくされています︒
援物資の受け入れも行いました︒
いただいた物資は当時︑ふれあい
センターに避難されていた被災者
に提供し︑さらに東入間青年会議

興支援をテーマに掲げ﹁み

月 ４ 日︑ 東 日 本 大 震 災 復

所の協力で︑被災地に送られまし
た︒

９
よしまつり﹂を開催︒被災地に向
月号の広報に掲載︒さらに

けたメッセージを来場者からもら
い︑
復興支援Ｔシャツ︑エコバックを
販売し︑その収益とまつり協賛金
等の収入の一部を義援金として被

防止ベルトなどでの固定が必要です。

23

生み︑私たちの日常と意識を大

しましょう。

きく変えました︒

のではなく隣近所に声を掛け合い避難

ました︒貸し出しについての詳細

です。

災地に送りました︒

15
避難路が寸断される状況も考えられま

は２月号の広報みよしに掲載して

災害の状況によっては、予定していた

町内のボランティア団体﹁ギフ

避難経路の確認をしておきましょう。

ト﹂が被災した障がい児のために︑

います︒

ます。日頃から、ご自身の避難場所、

絵やエコバックを売った収益を送
る即売会を実施︒メディアに取り
その他にも町の行事の際に募金

上げられました︒

震災の日。信号機が止まり
警察官が手信号で誘導

地域振興課防犯防災係
（内線 265・266）

を募り︑１月末日現在で集まった

食糧飲料水等の備蓄…町では災害に備

12
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13

24

14
27
※避難する場合は、単独で行動する

46

は、つなぎ目部分の固定も必要です。

46

めていけたらと思います︒

【問い合わせ】

義援金の総額は１千７百万円にの

中学校を、避難場所として指定してい

ぼりました︒

や支え棒で固定します。また、冷蔵庫

13

すので、複数の避難経路の確認が必要

23

や大型テレビなども危険なので、転倒

今後も町では︑できることを考

は色々ありますが、一般的にはＬ金具

災害ボランティア
バスパックを実施

原発事故による
放射性物質の対応
避難所及び避難路の確認…町では各小

11
家具等の転倒防止…家具の固定の方法

11

く、避難路を確保するために扉などの

14

いざというときのため、普段から
防災意識を持ちましょう

被災地支援

義援金と被災地
へのメッセージ
家具の固定は就寝場所だけではな

12

10

え︑支援を継続していきます︒

家庭での防災対策

〈ＮＨＫ
「民謡をたずねて」
公開録音のご案内〉
悪質業者は、高齢者の年金や貯金など財産を狙って、言葉巧みに近づいてきます。
トラブルにあわないための３つのポイントを紹介します。

町とＮＨＫさいたま放送局では、ＮＨＫラジオ第１「民謡をたずねて」公開録音を実施します。
日本各地の民謡を通じて地域の文化や風土を全国に紹介します。

分︵開場午後６時︶

日 ︑ 開 演 午 後

往復はがきで
申し込みください

︻日時︼ ４月
６時
︻場所︼

る案内を送ります︒
※インターネットオークション
などでの売買を目的とした申し
込みはお断りします︒また︑売
買目的の申し込みは抽選対象外
とします︒
※応募の際に頂いた個人情報は︑
抽 選 結 果 の 連 絡 に 使 用 し ま す︒
また︑ＮＨＫでは受信料のお願

文化会館︵コピスみよし︶
︻入場︼無料
いや番組・イベントの案内に使
用することがあります︒

︻応募方法︼観覧を希望の人は︑
記入例のとおり往復はがきに明
︻主催︼三芳町
ＮＨＫさいたま放送局

エピソードを
募集しています
あなたのこころにあ
る風景を訪れる﹁こころ
旅２０１２春の旅﹂では︑皆さ
んが出会った風景とエピソード
を募集しています︒旅人︵火野
正 平 氏 ︶ は そ の 手 紙 を も と に︑
自 転 車 で 千 葉 県 を ス タ ー ト し︑
関東︑東北太平洋側を北上して
北海道を目指します︒

時〜

時

分

分〜８時

日

︻埼玉県の放送予定︼
４月９日〜

〒１５０
８００１

kokoronotabi/
０３︵３４６５︶１３２７

http://www.nhk.or.jp/

０５７０︵０６６︶０６６

ＮＨＫふれあいセンター

︻問い合わせ︼

みください︒

ページ︑ＦＡＸ︑郵送で申し込

３月９日までに︑番組ホーム

︻申込方法︼

土・日／午前

月〜金／午前７時

15

記し︑４月５日︵必着︶まで
に申し込みください︒
︻出演予定︼︵唄︶大塚文雄
小沢千月︑川崎マサ子ほか
分〜０時

︻放送予定︼６月２日・９日・
日︑午後０時

分︿ラジオ第１・ＦＭ・国際﹀

記入しないこと

45
11

※未就学児の観覧はお断りしま
す︒
※ 応 募 多 数 の 場 合 は 抽 選 の 上︑
当選された人には入場整理券
︵ １ 枚 で ２ 名 入 場 可 ︶ を︑ 落 選
された人にはその旨をお伝えす

郵便番号
住所
氏名
電話番号

きり言ってやりましょう。

ＮＨＫ﹁こころ旅﹂係

です。

申込者の住所

︽ １︾ 一 度 契 約 す る と︑ 次 々 勧

器具を買わされてしまうことに
なりかねません。

三芳町役場
﹁民謡をたずねて﹂係

誘されるケースが多くありま

で禁止されています。悪質業者
には「法律違反ですよ」とはっ

契約をしたが︑断りたい︒

褒 め︑
﹁趣味の俳句や短歌など
す︒契約は慎重にしましょう︒

被害に遭わないため
の対策アドバイス

を新聞や文芸書に掲載しません

れ ま す︒ ご 家 族 や ホ ー ム ヘ ル

２１４︶

ます。「必ずもうかります」と
いう話は大きな落とし穴の入口

〈にっぽん縦断「こころの旅」エピソード募集〉
てしまうと後が大変です。いつ
の間にか値段の高い布団や健康

旅人：火野正平さん

G
F

募集

訪問販売や勧誘の電話ははっき
り断ることが大切です。断られ
たのにしつこくすることは法律

申込者の氏名

電話で
褒め上げる手口
自 宅 に 電 話 が あ り︑
﹁あなた

か﹂や﹁絵画や陶芸の作品など
︽ ２︾ 契 約 の つ も り が な い 場 合

の作品は素晴らしい﹂などと

を展覧会へ出展しませんか﹂と
は︑きっぱりと断りましょう︒

フが出来ます︒

か ら ８ 日 間 は ク ー リ ン グ・ オ

は︑ 契 約 書 面 を 受 け 取 っ た 日

セールスマンが訪問する場合

︽ ３︾ 電 話 勧 誘 の 場 合 や 自 宅 に

次々と高額な契約を迫る相談が
増えています︒

実際にあった
被害の事例

パ ー の 方 な ど︑ 周 り の 方 も 気

︽ ４︾ 高 齢 者 の 被 害 が 多 く 見 ら

１年前︑歌会で歌人集を出し

︽事例１︾
た と こ ろ︑
﹁大変素晴らしいお

をつけてあげましょう︒
︽ ５︾ 不 安 な 場 合 は早 めに 消 費
環境産業課商工観光係

生活センターに相談しましょう︒
︵

ＮＨＫさいたま放送局

11
いりません
必ず
もうかります

歌ですね︒新聞に掲載しません
万円で

か﹂と電話が来た︒褒められて
うれしくなり︑掲載料
６首掲載した︒その後電話があ
り
﹁本当に心に残る短歌でした︒
万円の契約を

ぜひ今度は倍の紙面に掲載を
⁝﹂と言われ︑

した︒他の業者とも契約し︑高

皆さんがトラブルに合わないための、３つのポイントを紹介します。

59

きっぱり

−

必要
ありません

請求書
00,000
1
￥ 00,0

額になり払えなくなった︒
絵 画 ク ラ ブ に 入 っ て い る が︑

︽事例２︾
数ヶ月前から電話がかかってき
て﹁とてもいい絵です︒皆さん
褒めていました︒展覧会に出展
万円の

しませんか？﹂と繰り返し勧誘
を受け︑根負けをして

 http://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/
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一人ひとりが被害に遭わないように、しっかりと心がけることが大切です。

55

大塚文雄
川崎マサ子
小沢千月

 http://www.nhk.or.jp/saitama/

3

ＮＨＫＢＳプレミアム
という誘い文句にのせられて悪
質業者から無料の品物をもらっ

将来のことを確実に予言できる
人なんているでしょうか。悪質
業者はあなたの財産を狙ってい
「タダですよ」
「無料ですから」

（平日／午前９時 30 分〜午後６時）

2
ありません

郵便番号

30

町では消費生活相談を行なっています。詳しくはP26の無料相談をご覧ください。
者生活
■埼玉県消費
（川越）
274-0888
0（月〜金）
K 9:30〜16:0
a.lg.jp
.pref.saitam
Ghttp://www
トライン
■消費者ホッ
-370
0570-064
話、プリ
電
Ｐ
Ｉ
、
※ＰＨＳ
電話は
ペイド式携帯
ん。
せ
ご利用できま

はっきり断れば
しつこくできません

354−8555

支援センター

政策秘書室秘書広報係（H 311 〜 313）

（平日／午前８時 30 分〜午後５時 15 分）

3つのポイントを紹介

30
【往信用裏】
【返信用表】

16
【返信用裏】
【往信用表】

Z

！
相談の電話を
まずは、

必ずもうかる話は
ありません

タダより高いものは

1

〈気をつけましょう！褒め上げ商法〉

27
60

H

TEL

30
20

文化会館コピスみよし10周年記念
ほ

【記入例】４月５日必着

ご案内

高齢者は悪質業者のターゲット!!
お知らせ

【問い合わせ】

 048-833-2041

〈集合狂犬病予防注射を行います〉

〈転入・転出などの手続きを忘れずに〉
犬の飼い主には、
「犬の登録をすること」と「犬に毎年１回狂犬病予防注射を受けさせること」が
狂犬病予防法により義務付けられています。

各種届出は住民課で受付。出張所では手続きはできませんのでご注意を。

発症すると
死亡率ほぼ
％

狂犬病は︑人を含めたほ乳類
％です︒

に感染し︑発症すれば治療法は
なく︑死亡率はほぼ
世界中のほとんどの国や地域で
発生し︑毎年５万人以上が狂犬
病で死亡しています︒

電話予約で住民票の
写しを﹁土・日﹂も
受け取れます
●利用できる人⁝本人または同
一世帯の家族
●予約方法⁝原則金曜日の午
前９時から午後４時までに︑電
話で住民課へ申し込んでくださ

と枚数︑使用目的を明記

●必要なもの⁝本人を確認でき

ます︒︶
本人確認書類等⁝運転免許証等

定額小為替︵郵便局で購入︶

手数料⁝必要書類に要する額の

本人確認が法律上のルールとなっています。

身分証明書（運転免許証、パスポート、健康保険

書が必要です。

代理人申請の場合は、委任状の提出及び身分証明

協働

〈協働のまちづくり 『寺子屋』〉
４月から出張します！

い︒︵金曜日が祝日の場合や年
末年始の閉庁日は除きます︒︶
●受取方法⁝土曜日および日曜
日の午前８時 分から午後５時
に︑役場地下１階の日直室でお
返信用封筒⁝

円切手を貼付

渡しします︒︵年末年始は除き

るもの︵運転免許証︑パスポー
のコピー

円︶

ト︑年金手帳︑健康保険証な
ど︶︑手数料︵１通／

郵送で証明書等の
申請ができます
●申請できる証明書⁝住民票
の写し︑戸籍謄本・抄本︑戸籍
の附票の写し等︵戸籍関係は︑
本籍地が三芳町の場合︒それ以
外は︑本籍地に請求してくださ
い︒︶
●申請方法⁝次の〜を同封
のうえ郵送してください︒

しては犬の体調に十分留意し
てください︒
・他市区町村より転入した犬
︵登録済の犬に限る︶が注射
を受ける場合︑事前に鑑札を
持参のうえ環境産業課環境対
策係の窓口で登録事項変更の
届出をしてください︒
・ 犬の登録に変更があったと
き︵犬の所有者が変わった・犬
住所が変わった︶は︑町への登

の所在地が変わった・飼い犬の
録事項変更届出が必要です︒
・犬が死亡したときは︑町へ
の死亡届が必要です︒︵電話
連絡可︶
︵２７４︶１０５２

教育文化グループは︑今
年度︑寺子屋を藤久保２区
集会所で開き︑夏休みには︑
藤久保児童館で宿題や卓球
や折り紙などをしました︒
今までとは少し違う活動を
通してこどもたちとの触れ
合いの機会を増やしてきま
した︒その中で感じるのは
﹁こどもは付き合ってくれ
る大人を求めている﹂とい
う事実です︒傍に居るだけ
でもいいですし︑一緒に何
かをしてくれる大人でも良
いのです︒
４月から活動を拡げ︑私
達からこどもの居る場所へ
出掛ける﹁出張寺子屋﹂と
なる予定です︒
︻問い合わせ先︼教育文化
グループ
代表藤崎０７０︵６４６６︶
︶

７１２４又は役場・社会教
育課︵

H
514

申請書⁝本籍地︑筆頭者︑住

んのでご注意ください︒

受けた犬は注射を受けられませ

・１ヶ月以内に他の予防注射を

あらかじめご了承ください︒

見合わせることがありますので

・獣医師による問診で︑注射を

事前に申し出てください︒

・体調に異常のある犬は︑必ず

ください︒

をおさえられる人が連れてきて

所︑氏名︑電話番号︑必要書類

雨天でも実施します︒
なお︑都合により下図の会場
で飼い犬に狂犬病予防注射を受
けさせられない場合は︑必ず
動物病院で獣医師より狂犬病予
防注射を受けてください︒その
後︑動物病院が発行する﹁注射
済証明書﹂を環境産業課環境対
策係窓口に持参し︑注射済票の
交付を受けてください︒

6,300円

年以降狂犬

550円

日本では︑昭和

・ 海外に犬を連れて行く予定の
ある方︑または既にマイクロチッ

2,750円

病の発生はありませんが︑これ

3,000円

は狂犬病予防法によりすべての

プを装 着 されている方は︑注 射

未登録の犬

予防注射に関して
お願いと注意点

3,300円

飼い犬に狂犬病予防注射が義務

の前に必ず申し出てください︒

550円

竹間沢第１区集会所

各種証明書（住民票・戸籍等）を請求する際に

環境産業課環境対策係︵
︶

証、年金手帳等）の提示をお願いします。

会場案内図

「身分証明書」の提示を
お願いします。

・まれに注射による副作用が起

2,750円

こる場合があります︒注射に際

0円

づけられた成果です︒海外から

■手数料（１頭につき）

北永井第２区集会所

30

登録済の犬

・犬の体を清潔にし︑犬の首輪
が抜けないようにして︑必ず犬

竹間沢第１区集会所

狂犬病を侵入させないためにも

藤久保第４区第２集会所

13:20〜14:30

飼い犬には必ず年１回の狂犬病

11:00〜12:00

予防注射を受けさせましょう︒

４月 日〜 日に実施
町では︑多くの飼い犬に狂犬
病予防注射を受けていただくた
めに︑下表のとおり集合狂犬
病予防注射を実施します︒町内
で犬をお飼いの方は︑お近くの

藤久保第３区第１集会所

藤久保第４区第２集会所
藤久保第３区第１集会所
藤久保第２区集会所

計
合
注射済票代
注射料
登録料

会場で狂犬病予防注射を飼い犬
に受けさせてください︒会場で
は︑狂犬病予防注射だけではな
く︑犬の登録も同時に受け付け
ますので︑まだ犬の登録をして
いない場合は︑この機会に登録
を済ませてください︒

９:30〜10:30

届け出の期間
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藤久保第２区集会所

中央公民館駐車場
上富第１区集会所

手続きは役場１階住民課で。
不明な点は職員にお尋ねください。
会場では、狂犬病予防注
射だけでなく、犬の登録
も同時に受け付けます。

80
は、個人情報の保護や不正取得を防止するために、

H

北永井第２区集会所

13:00〜14:30

転出する前

また集合狂犬病予防注射は︑

F

転居届

200
218 Z

中央公民館駐車場

９:30〜11:30

4月12日

13:00〜14:30

100
100

32

12

※代理人申請の場合は委任状が必要です。※届出に必要なものについては、個々により若干異なります。
Z住民課（H142〜144）F 274-1101

上富第１区集会所

4月11日

10

世帯主が変
わったとき、 変 更 が あ っ た 日 国民健康保険被保険者証、福祉医療費受給者証がある
世帯変更
世帯が合併 から14日以内
方は持参してください。
分離したとき
10:00〜11:30

4月10日

場
会
間
時
日
期

転出届

三芳町から
国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者
他の市区町 ※転出証明書を交付
証、介護保険被保険者証、福祉医療費受給者証、障が
します。転出先の住
村に住所を
所を確かめてから届
い者手帳がある方は持参してください。
移すとき
け出してください。 印鑑登録をしている方は印鑑登録証
三芳町内で 引 っ 越 し を し て ※世帯主が転出する場合で世帯員に国民健康保険加入
者があるときは、被保険者証を持参してください。
住所を移し
から14日以内
たとき
■日時・会場

転入届

必要なもの

引っ越しの季節です

届け出

前に住んでいた市区町村から交付された転出証明書
国民年金加入者は年金手帳
各種手当等の受給証をお持ちの方は持参してください。
※新たに国民健康保険に加入する方は、窓口でお話しくださ
い。なお、転入先の世帯に国民健康保険の加入者がいる場合
は、その世帯の被保険者証を持参してください。
他の市区町
村から三芳 転入した日から
町に住所を 14日以内
移したとき

お知らせ

犬の飼い主の皆さんへ
お知らせ

●保健センター

保健・健康

内

容

ママもパパも

笑顔で楽しく

子育てしませんか？

２人目︑３人目の子どもを子

育て中の人も参加できます︒過

去の参加者の多くは﹁ママ友を

作りたい﹂︑﹁育児の情報を知

月生

分

12

りたい﹂という理由で参加して

時

30

︻受付時間︼

分・対象地区外／午後１

分〜２時 分

対象地区／午後１時 分〜２

時

ポリオ集団
予防接種のお知らせ

日

15

います︒

月〜

10

11

02

23

年

まれの子と家族

時〜

10

︻対象︼平成

︻時間︼午前

︵全日程共通︶

組︵定員を超えた場

︻費用︼無料

︻定員︼

合は第１子の人を優先︶

電話・メール・ＦＡＸで保健

時

か月未満の乳幼児

︻対象年齢︼

生後３〜

15

︻申込み方法︼

センター宛に申し込みください︒

メール・ＦＡＸの場合は件名に

﹁子育て講座申し込み﹂︑本文

︻注意︼

予防接種と子どもの健康を

ご確認のうえ接種にお越し

ください︒

体温は︑会場で測ります︒

ポリオ予防票・母子健康手

帳を忘れずに持参してくだ

程

対象地区（行政連絡区）

４月９日

上富・北永井

４月16日

藤久保第１・２・３区

４月23日

藤久保第４・５・６区

５月７日

竹間沢・みよし台

【申込み方法】電話・FAX・E-Mail・窓口【定員】30人（先着順）

時

場

所

費

用

内容・講師・その他



藤久保公民館
２階和室

無料



３月15日
午後１時30分
〜３時

藤久保公民館
１階ホール

無料

「腎臓を守れ！慢性腎臓病（CKD）の最新情報と日常生活」腎臓の機能は加
齢とともに低下していきます。腎臓の状態を知る検査方法や予防についてお答
えする内容です。講師：富士内科クリニック院長 吉田直哉 医師



３月26日
午前10時
〜午後１時

「体験！腎臓にやさしいしお加減」減塩を舌で感じながら、味付けについて考
保健センター 材料費
えます。ご自宅で飲まれているみそ汁などの塩分量も測定します。
２階調理室 （実費）
講師：管理栄養士 持ち物：エプロン・三角巾・タオル

月

３１

⇒

⇒

休日・小児時間外診療
所のご案内

および年末年始︵

月曜

１２

休日診療日 日曜︑祝日

日〜１月３日︶

〜土曜

▼小児時間外診療日

ふじみ野市駒林３５３

三芳町役場

時

亀久保小入口

２０
２３

川越街道
亀久保小

２２

︵２６４︶９５９２

至
池
袋

休日診療時間 ９時〜

東入間警察

大井サティ

２

至三芳町役場

−

至
川
越

１６

時︑ 時〜

至池袋

鶴瀬駅

２０
鶴瀬駅

ふじみ野駅

▼小児時間外診療時間

G.S

休日・小児時間外診療所

時〜 時

至川越

郵便局
交番

富士見市鶴馬３３５１

鶴
瀬
小

１６

︵２５２︶４０５０

富士見市健康
増進センター内
東入間医師会
富士見台中
第二休日診療所

休日診療時間 ９時〜

富士見
市役所

時

広報みよし No.901

【公演日】３月 24 日 開演 14:00
【会場】コピスみよし１階多目的室
【入場料】無料
※ヴィオリラ（Violyre）大正琴が基にして作
られた新しい楽器です。

90

45 15

20

「検査結果から日常生活を考える」健診を受けてはいるものの、その結果を日
常生活にどのように活かせばよいか…？という疑問に答える内容です。
講師：保健師・管理栄養士

21

【公演日】４月 21 日開演 14:00
【会場】コピスみよし ホール
【入場料】全席指定 500 円
【セット券】
「ピュア＆パッション」と「バン
ドネオン特別レクチャー」のセット券です。
※４月 21 日レクチャー開演までの販売になり
ます。2,500 円
《ピュア＆パッション》
NHK みんなのうた「エレファン」を作曲した
注目の作曲家・ピアニスト松本俊明と日本を
代表する若手バンドネオン奏者・三浦一馬に
よる、埼玉西部地区では初公演です !!
【公演日】5 月 20 日開演 14:30
【会場】コピスみよしホール
【入場料】全席指定 2,500 円

さい︒

19

三芳町出身の佐藤恭子に
よる２
１世紀の新しい楽器、
ヴィオリラのコンサートで
す。多彩な音色をお楽し
みください♪

持ち物

３月12日
午後１時30分
〜３時

4／



対象地区以外の日も受けら

【公演日】３月 20 日（火・祝）開演 14:00
【会場】コピスみよし ホール
【入場料】全席指定
・大人 2,000 円・中学生未満 1,000 円
・親子ペアチケット 2,700 円



所

生活習慣病講座（３日間コース）
参加者募集30人

日

http://www.miyoshi-culture.jp/coppice/

三浦一馬による
バンドネオン
特別レクチャー

れますが︑受付時間が対象

子供たちに大人気の、お
とぎのくにのクラシックコ
ンサート！
動物たちが奏でる多彩な
音楽の世界をお楽しみに !!

24

3／

地区の人と異なりますので

（火・祝）

ロビーコンサート

03
【写真２】

問い合わせ コピスみよし259-3211
コピスみよし

ご注意ください︒

「音楽の絵本」

20

3／

きれいなフォームで
歩く ︵写真 参照︶

親子のための
クラシックコンサート

正しい姿勢を保ちながら歩

▼ コピスみよし 催し物案内

きます︒

※バスケットボール教室は、4月より隔週土曜日に開催予定です。また、
中学生対象クラスも増設します。詳しくは館内告知等にて。

︵４︶姿勢を維持して︑顔と

14：00〜16：00
（小学生）※

2

ただし︑結果を急いで無理を

３／24


目線は進行方向へ

バスケット
ボール教室

︵５︶腕振りは︑肘から腕を

毎週
火曜日

するのは禁物です︒その日の

１回
1,500円

親子ビクス

大きく振るように

1か月
2,000円
支払いは
3か月単位

ひよこクラス（1〜2才）
10：00〜11：00
こっこクラス（2〜4才）
11：00〜12：00

体調に合わせて歩くペースを

1か月
2,500円
支払いは
3か月単位

調節しましょう︒まずは続け

J-POP体操（3〜7才）
16:：00〜16：50
J-MIXダンス（6〜12才）
17：00〜17：50

うに歩く

1か月
3,800円

︵６︶足は膝から前に出すよ

毎週
水曜日

毎週
火曜日

参加費

ることから︒

J-POP体操
J-MIXダンス

時間
U-8クラス（8才以下）
16：00〜17：00
U-10クラス（10才以下）
17：10〜18：10
U-12クラス（12才以下）
18：20〜19：20

いかがでしたか？フォームが

フットサル
教室

日程

確認できたら︑さっそく外へ

出て歩きはじめましょう︒

総合体育館では、小学生以下を対象に様々なスポーツ教室を実施して
います。詳細は総合体育館まで。どれも随時参加者募集中。無料体験
も可能です。

に﹁参加される家族の氏名

【写真１】

キッズプログラム

場

・自己紹介・子育てに関 藤久保公民館 ・母子健康手帳
 ３月12日
するゲームなど
・筆記用具
２階和室
（保健師と一緒に）
・バスタオル
・離乳食についての話、 保健センター ・オムツ、ミルクなど
 ３月19日
離乳食の試食
赤ちゃんに必要なもの
２階調理室 （全日程共通です）
（管理栄養士と一緒に）
各日程とも、可能な限
・絵本と赤ちゃんのふれ 中央図書館
り参加者同士の自由時
 ３月27日
あいタイム
２階会議室 間を設ける予定です。
（図書館司書と一緒に）

子の氏名と生年月日住所電

きく感じられない場合もあり

程

話番号第何子の子か︵兄又は

ますが︑自然を体で感じるこ

日

姉の同伴の有無︶﹂を書いて送

﹃老化は足か

とにより気持ちが安らぎ︑リ

01

Health

「ほっとサークル」
参加者募集

信してください︒

ら﹄という言葉

フレッシュできるでしょう︒

暖かい季節にむけて

を聞いたことは

歩くことから始めましょう

ありますか？

そのためストレス解消に︑と

ても最適です︒

歩く前に姿勢の
チェック ︵写真１参照︶

ウォーキングのすすめ

問い合わせ 総合体育館258-0311
老化と同時に

おこる筋肉の衰え︒中でもそ

の影響を一番受ける部分が足

です︒寒い日が続き︑運動を

怠ってしまうのがこの季節︒

認です︒鏡を見ながらチェッ

これからの暖かい春にむけ

ク！

では︑歩く前に姿勢の確

しょう︒

︵１︶首と肩を離すように︑

て︑少しずつ運動をはじめま

足の筋力づくりのオススメ

肩を真下に下げる

︵２︶お腹を少し凹まして︑

少し力を入れる

に力を入れる

︵３︶お尻の穴を閉めるよう

確認できたら次のステップ

へ︒

がウォーキング︒ウォーキ

ングは︑筋肉量アップの他に

も様々な効果が期待できるト

レーニングです︒体への負担

も少なく︑ケガの危険性が少

ないので︑運動は苦手だ⁝と

いう人でも手軽に行えます︒

ウォーキングの効果

運動不足改善︑脂肪燃焼︑

筋肉量アップ︑むくみ改善︑

冷え症改善などに効果があり

ます︒体に起こる変化は︑大

健康スポーツライフ

保健・健康

258- 1236・FAX258-5994 E hoken@town.saitama-miyoshi.lg.jp

http://www.ne.jp/asahi/higashi-iruma/med/

2012年３月１日発行
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子ども通信

子ども通信

イベント

北永井児童館

対

野菜作りにチャレンジ！
春の子ども服リサイクル
広場
フレンドリーパーティー

藤久保児童館
竹間沢児童館
３館共通

■児童館の行事は基本的に参加無料です︒行事によっては年齢制限や定員設定︑参加費等が必要な場合があります︒
詳しくは各児童館へお問い合わせください︒また︑来館する際は車に気をつけて来てください︒

●北永井児童館 258- 9962 ●藤久保児童館 258- 9965 ●竹間沢児童館 259- 8315

開館30周年記念
人形劇まつり

じゃが芋を植えよう

ゲーム大会

象

幼児親子
小学生以上
子育て中の
保護者

日

程

時

3月3日

3月7日

間

内

14:00〜15:00

（要予約）W20組 児童館の畑にジャ
ガイモを植えよう！土を触るので汚れ
ても良い服装で参加してください。

10:30〜11:30

不要になった子ども服を必要な方に無
料でお分けします。当日は大きめの買い
物袋持参でいらしてください。

幼児親子
小学生以上

3月17日

14:00〜16:00

（要予約）今年度最後のイベント！みん
なでレクゲームをして盛り上がろう！一
輪車クラブの発表もお楽しみに！

全年齢

3月10日

10〜11時受付
10:30〜13:00

子ども達による人形劇と、ゲストによる
テーブルマジック／お土産あり／※事前
に各児童館で整理券を配布（当日券有）
終了後は、片付けの為午後は閉館です。

幼児親子
小学生以上

3月17日

14:00〜

（要予約）児童館の小さな畑にジャガ
イモを植えよう！土を触るので汚れて
も良い服装で参加してください。

14:00〜15:30

個人戦人間カーリングゲームや団体戦
連想ビンゴゲームなどで、おともだち
みんなで楽しもう!!

小学生以上

3月3日

親子おしゃべり広場
みんなでつくろうデー

幼児親子

3月8日

10:00〜12:00

小学生以上

3月15日

15:30〜16:30

きみだけのオリジナル缶バッジを作ろう!

14:00〜16:00

藤久保児童館北永井・竹間沢児童館
児童館の紹介と使い方、遊びの名人の
紹介、レクゲームなど ※実行委員募集
中。詳しくは各児童館まで

新１年生、小学
生以上、幼児、
保護者

新入生歓迎会

4月10日
4月14日

●保健センター
内

容

発表／4月20日から各児童館に掲示しますので、各自
確認をお願いします。
開催期間／10：30〜11：30（各クラス全12回）
【ひよこクラス】水曜日開催／5月16日〜10月10日
【コアラクラス】木曜日開催／5月17日〜10月10日
最終日はひよこクラスと合同開催
備考／複数の児童館への申し込みはできません。

対

象

日

程

自慢の我が子が広報に掲載できるチャンスです！
【応募方法】住所、氏名、電話番号、年齢、夫婦の名前、お子さんの名
前、
メッセージ（30文字以内）
を記入し、写真を郵送、
またはメールで送付
ください。
（メールの場合は件名に「みんなのアイドル係」
と必ず記入）
【問い合わせ】
政策秘書室秘書広報係258-0019（内線312）

平成23年５月生 3月16日

１歳６ヶ月児健診

平成22年８月生 3月2日

２歳児歯科健診

平成21年８月生 3月6日

３歳児健診

平成20年８月生 3月13日

育児相談

0歳〜就学前の
3月2日
希望者

間

備

考

Q保健センター
13：00〜13：40 m母子健康手帳
（時間厳守） １歳６ヵ月・３歳児
コップ、歯ブラシ

9：15〜10：00

Q保健センター
m母子健康手帳

〈平成23年10月から子ども手当制度が変わりました〉
きは
手続
で
ん
済
か？
す
いま

ふみと

松下史翔ちゃん（１歳）

広報みよし No.901

〈メールでの申し込みの場合〉
hisyo@town.saitama-miyoshi.lg.jpまで

藤久保

●子育て支援センター
内

容

月または支給要件に該当した日の翌月に遡って支給されま
す。それ以後は申請月の翌月からの支給となりますので、
ご注意ください。
※郵送の場合は、役場に到着した日が提出日となりますの
で、ご注意ください。
※詳細は広報みよし11月号９ページをご覧ください。
問い合わせ こども支援課（内線167）

258- 5106・F 258- 5136
対

なかよし広場

象

０歳児
ハイハイひろば

3/2、3/8、
3/14、3/22

１歳児

3/6、3/12、
3/16

２歳児〜

3/7、3/13、
3/21
3/19 、3/26 

０〜５歳児

対

時

間

10：00〜12：00

考

Q子育て支援センター
部屋や園庭での自由遊び、絵本の
読み聞かせ、歌や手遊び、ふれあ
い遊びを行います。予約不要

10：00〜12：00 Q藤久保児童館 予約不要
13：00〜15：00 ※26日の午前は『お誕生会』
雨天：藤久保児童館

10：00〜12：00

Q富士塚公園
予約不要

3/23

10：00〜12：00

Q上富・農業センター
予約不要

象

●竹間沢分館
日

程

時

274- 1722・F274- 1722
間

ぐりぐらタイム
（第1・3金曜日）

6ヶ月〜1歳
2・3歳〜

3/2、3/16
4/6

11：00〜11：15
11：20〜11：40

ぐりぐらタイム
（第2・4火曜日）

3歳〜小学生

3/13、3/27

16:00〜16:30

3/24

10:20〜12:00

としょかん・くらぶ
1〜6年生
（第4土曜日・会員制）

備

3/5

258- 6464・F 258- 6488

イベント

程

3/1、3/9、
3/15、3/27

おでかけなかよし広場

●中央図書館

日

０歳児
ねんねひろば

わくわくタイム（午前・午後）

竹間沢
分館

0歳から中学校終了前（15歳到達後最初の3月31日）のお子
さんを持つ対象者すべての人の申請が必要です。手続きは
こども支援課、各出張所まで（公務員の方は勤務先）。
【必要書類】●認定請求書 ●請求者本人の保険証のコ
ピー等（国民年金以外の年金に加入している人のみ）
※保険証のコピーの不足が大変多いので、お忘れのない
ようお願いします。※３月31日までに手続きされた人は、10

〒354-8555
埼玉県三芳町藤久保1100番地1
三芳町役場 政策秘書室秘書広報係
「みよしのアイドル」係

やさしく、元気な子に育ってね！

中央図書館

10ヶ月児健診

時

掲載写真募集中！
どしどしご応募ください！

おひさま広場

平成23年11月生 3月9日

みよしの

アイドル

258- 1236・F258- 5994

４ヶ月児健診

広報デビューしてみませんか？

今月のアイドルはこの子！

From

（要予約）W20組 親子ですいとん
汁を作ります。フーフー食べながらお
しゃべりしましょう。参加費100円

◆平成24年度「前期あそびのへや」参加者募集
対象／町内在住の乳幼児親子
【ひよこクラス】生後6カ月〜2歳未満
【コアラクラス】2歳以上
定員／各クラス70組（登録制）申込み／4月3日〜14
日までに各児童館に来館のうえ、直接お申込みくださ
い。なお、電話や代理の申し込みはできません。

21

Child

容

内

容

絵本・紙芝居・手遊び・本の紹介

合同終了式 ※本の読み聞かせ、ブック
トーク、みんなの「心に残った本」発表

ブックスタート

平成23年11月生 3/9

13:00〜14:00ごろ ４か月児健診時に保健センターにて

ブックスタートプラス

平成21年8月生

3/6

13:30〜15:30ごろ ２歳児歯科健診後、中央図書館にて

ぐりぐらタイム

6ヶ月〜3歳

3/27

11:00〜11:30

絵本・紙芝居・手遊び・本の紹介

スイミーおはなし会

4歳〜小学生

3/22

16:00〜16:30

絵本・紙芝居・ブックトーク

2012年３月１日発行
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日に唐沢小学校で︑３年生か

教育トピックス ﹁地域の一流選手に高い技術を学ぶ﹂

１月
ら５年生までの子どもたちを対象に︑
地元の強豪チームである大崎電気ハン
ドボール部の選手を招いての交流事業
が行われました︒この交流事業は︑地
域の一流のスポーツ選手の動きを見た
り︑一緒に楽しんだりすることによっ

わかる道路案内板は便利なものです︒

できる時代ですが︑ひと目で行き先が

携帯電話で行き先や乗り継ぎが検索

の燈籠型道しるべは︑庚申塔とともに

申塔﹂脇に立つ文化九年︵一八一二︶

もありません︒上富 南止の﹁正徳の庚

ち 続 けているものは︑残 念 ながら一つ

情の変化により︑建 立 当時の位置に立

みよし歴史探訪

道しるべ

ましてや地図も発達していなかった江
けやき並木通りの南突き当たりにあり

文化財を訪ねて
第十二回

戸時代の旅人にとって︑分岐点に立て
ましたが︑昭和四九年に移設されまし

こんりゅう

られた道しるべは︑とてもありがたい

道しるべの内︑道案内の目的で立てら

を兼ねるものです︒町内に残る四基の

的で立てた石仏などを利用して道案内

を目的としたもの︑もう一つは他の目

きます︒一つは本来の姿である道案内

道しるべは︑大きく二種類に分類で

変電所付近︶にありました︒万延元

供養塔型道しるべは︑市街道︵竹間沢

す︒文化年間︵一八〇四〜一六︶の

竹間沢地内から二基移設されていま

たものです︒歴史民俗資料館庭には︑

しるべは︑永久保の地蔵街道辻にあっ

た︒多福寺入口脇に立つ供養塔型の道

みなしず

ものであったに違いありません︒

れたものは一基のみです︒他の三基は

て︑スポーツに親しみながら︑子ども

トボールの経験を生かし︑スムーズな

で扱う運動は︑子どもたちの投力を伸

り︑ハンドボールのようなボールを手

また町では子どもの投力に課題があ

です︒

たちの体力向上を目指そうというもの

ばすためにとても適したスポーツです︒

て鬼ごっこから始まりました︒体が温
く指導をしてくれたのでとてもやる気

参 加 し た 子 ど も た ち か ら は︑
﹁楽 し
意 味 だけでなく ︑道

結びつく背景には︑﹁道﹂が単に道路の

います︒このように︑道しるべが信仰と

供養 塔が道しるべを兼ねる形となって
立っていたといわれます︒

市街道の辻︵竹間沢小プール付近︶に

みょうごう

まると︑実際にハンドボールに触れま
が 出 ま し た ︒ ﹂ ま た︑
﹁あ き ら め ず に
徳的な意味を持つた

は準備運動と相手をかわす練習を兼ね

す︒ハンドボールは︑ドッジボールよ
努力することが大切だということを教
めといわれています ︒
てることが功 徳とな

12 月を除く）第１回目は、4 月

28 日です。

地域文庫
【時間・対象】10：10 〜 11：00 ／１・

２年 生（ 定 員 40 人 ）
、11：10 〜

つくし文庫…３月 17 日 10：00 〜 12：00
【内容】おすすめ本の読み聞かせ

場所 / 上富第１区集会所
と読書力にあわせた本の紹介。

あらた文庫…開庫・火曜日、15：30 〜 18：00
子どもが本好きになれるように

場所/荒田自宅
工夫を凝らしています。

（藤久保536-4 三芳東中学校近く）
【申込み】４月３日 10：00 から中央図書館にて受け付けます。

BOOK SELECTION

【図書館の本棚】
「手紙」ー家族、恋人、友人、師弟などに宛てた手紙にまつわる本を紹介しますー

５１７︶

りもやや小さいので扱いも楽に見えま
えてくれました︒﹂などの感謝の言葉
地域の一流選手を招いての交流事業
り ︑死 後 も 道に迷わ

くどく

ていねいな指導によって︑さらに上手
は︑なかなか見られない高い技術を直

【日程】第４土曜日に開催（7、
9、

社会教育課︵

すが︑そう簡単ではありません︒初め
がたくさん出ていました︒

になっていきました︒ジャンプシュー
ず 往 生できるという

る。

接感じられるだけでなく︑町への愛着

叶えるまでの道のりを綴った自伝。

トの練習では︑タイミングが合わずに

のに充てた手紙は心を温かくしてくれ

信 仰に強 く 結びつい

分を信じること」の大切さを学び夢を

うまくボールが投げられず苦労してい

の作品を収録している。大切な人、も

ているものと見るこ

内容の手紙を広く募集し、選りすぐり

の手紙を送ってくれた。そこから「自

を高めることのできる有意義な機会で

づけずにいる人や事について感謝した

す︒この体験を生かし︑町の子どもか

闘病生活をしている間も、終えた後

も主治医の先生が毎日のように励まし

ましたが︑みんなとても楽しそうでし

開館時間 11：00 〜 18：00

町内に残る四基の

いた気持ちに気付いていく。

とができます︒

休館日/毎週月曜日、月末日、土・日除く祝日

道しるべは︑交 通 事

なかで、うまく言葉にできずに抱えて

ら将来世界で活躍できる選手が生まれ

【申込み】中央図書館で受付中。
（定員になり次第締切）

５２３︶

品。かつての友人と同じ目標に向かう

た︒５年生は昨年度に引き続き２回目

Z

たら素敵ですね︒

開館時間 /10:00 〜 19：00
（土・日は 18:00 まで）

H
児童書の貸出、お話会などを行います
12：00 ／３〜６年生（定員 55 人）

学校教育課︵

夫に先立たれた妻が、夫と実際に交わし
た手紙のやりとりや、その時々の気持ち
の動きを書き記した一冊。「もしも最後
がいつ来るかわかっていたなら何をしま
すか？」と読者に問いかける。
届いたことから始まるフィクション作

ま た︑道 しるべを 立

てハンドボールに触れた子どもたちは︑

とができました︒

年︵一八六〇︶の道標型道しるべは︑

本人か家族のみ申し込みができます。

仏や真言︵呪文︶︑名号などが刻まれた

図書館にある申込書に記入してください。電話不可。

動きで協力しながらゲームを楽しむこ

ハンドボール選手との交流の様子

当日は気温が低いこともあり︑実技

休館日/毎週月曜日、月末日、土・日除く祝日

の体験で︑最後に試合をすることがで

【対象・定員】大人（中学生以上）60 人

Z

816ココ

H
本書は普段の生活の中でなかなか気

22
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【日時】３月３日 14：00 〜 15：00【場所】中央図書館視聴覚室

きました︒ルールの似ているバスケッ

【作品】
「羅生門」
「ビルマの竪琴」他

請求記号
青春出版社 2006年９月初版発行
請求記号 289イカ
碇浩一/著

竹間沢分館  274-1722

としょかん・くらぶ
会員募集開始

258-6464
中央図書館
【朗読】寺田道雄（アナウンサー、
「七月の朗読会」講師）

心に残る111通の愛の手紙
イカリ少年がもらった奇跡の手紙

静岡県袋井市文化協会/編
朝日出版社 1998年11月初版発行

ーお医者さんの道を選んだ病室での８年間ー

一般書
一般書

リチャード・カールソン/著 クリスティーン・カールソン/著
田内志文/訳 日本実業出版社 2009年２月初
版発行請求記号 159カル
昔の自分が書いた手紙が突然手元に

ーいちばん大切な人に伝えたい思いー』

Ｋ913ナ
請求記号
梨屋アリエ/作
金の星社 2005年11月初版発行

Education

Event information on a library

図書館イベント情報

『君に贈る最後の手紙
一般書

空色の地図
児童書

http://www.lib.miyoshi.saitama.jp

3

ー 平成24年度 −

3

4/


図書館だより
大人のための朗読会〜名作に親しむ〜
3/


教育・図書
教育・図書

多福寺入口脇に移設されている道しるべ

﹁みよしのピカソ﹂が全国へ！
今月のキラリは藤
久保在住の高校２年
生︑渡辺春菜さんで
す︒美術部に所属す
る渡辺さんが︑昨年
７月に開催された第
回高校生国際美術

展で佳作準入選を果
たし︑さらに夏から
創り上げた作品﹁Ｈ
ｅｌｌｏ﹂で︑来年
度の全国高等学校総
合文化祭に出品されるこ

渡辺春菜
さん︵藤久保︶

情を手の動くままに描いた結

は︑﹁自分自身﹂︒溢れる感

この作品のコンセプト

絵を書くことを続けていきま

ことです︒その夢に向かって

た︒夢はアニメーターになる

感じている感情を表現しまし

びたい気持ち︑今自分が

あったり︑叫

果︑このような素晴らしい作

とが決定しました！

品になったそうです︒

俳苑
●投稿先・林 保 三芳町上富六六六 ︵２５８︶４１７９
※投稿は官製はがきで 日までに

瀞

にぎわいの 笑顔を連れて 初句会
島嵜

登坂
恵子

喜子

小林
母想ふ コスモス優しき 色を添ふ

武蔵野の 空かけ抜けて 雪しぐれ
正三
一郎

田中
星野

息災を 願い参加の 初句会
木枯しや 潜る酒場の 縄のれん

斉藤

信乃

駅伝の 争覇見守る 三が日
高野

そ う は

京よりの 源氏絵美しき 賀状かな
萩原

かね

澄江

通学路 踏み音残し 霜柱
西片

小泉

沖野

新成人 白い歯と歯に 笑みこぼれ
森下
八十路かな 欠かさぬ 慣い七種粥
武

うふふふふ 宝船敷く まくらかな
伊藤

幸子

雅夫
五ノ井節子

や

そ

じ

ろうのうらっき

土歩

木もれ日に ひつそりと 咲く福寿草 抜井満智子

ふくじゅそう

新年会 飲めない酒を 横にらみ

浩子

和子

茂

和子

さ ざ ん か

初景色 明け行く町の シルエット
島津
金谷

山茶花や こぼれて気づく 花の塵

夫もまた 新年会と はずむ足
誤字一つ 混ざりて孫の 年賀状
林

嘉子

ランドセル ピンクときめて 春を待つ 沼波そめ子
日脚伸ぶ 老農落暉を 背に受けて

佃

●選者 椎名恒治︵日本歌人クラブ参与︶
●投稿先 吉田和代︵藤久保三九二八 二〇︶
※投稿は官製はがき︑電話番号明記︒

意を尽し 自画自賛して 初句会

歌壇
慶子

の 月から取材を行い︑私は
当しました︒

主に写真撮影と紙面構成を担
ファインダー越しに映る皆

感じてほしい︑伝えたいとい

思っていましたが︑意外とわ

う気持ちでシャッターを切り

さんの笑顔︑伝わる温もり︒
さん︶

その温もりを住民の皆さんに
■埼玉県で１位に！全国へ！

かりやすかったので次からも

︻編集担当よりお知らせ︼

読もうと思います︒︵上富Ｔ

◆各コーナーが見やすくなり

平成

から︑見る人に寄り添った紙

◆広報のデザインが変わって

︵北永井Ｉさん︶

今後も皆様のご意見をいただ

品されることになりました︒

全国広報コンクールに推薦出

県町村部門で特選に選ばれ︑

︵特集﹁在宅介護﹂︶が埼玉

ぱいの広報を作っていきたい

みやすく︑楽しく︑魅力いっ

報﹂を目指し︑見やすく︑読

けしましたが︑﹁日本一の広

弱︒多くの方にご迷惑をおか

私が広報を担当して１年

を超えました︒

続け︑その回数は２千５百回
ました︒今後も見る側に目線

年 月号の広報みよし
をおいて頑張ってください︒

面になったと思います︒︵藤

きながら︑より良い広報をお

2 月号の答えは『900 号』
。応募総数 20 名、
正解者は 20 名でした

す︒﹂

西尾
歌野

和子

（椎名恒治）

久保Ｋさん︶

正解者の中から抽選で５名の方に、図書カー
ド 500 円分が当たります。※当選結果は発送
をもって代えさせていただきます。

と思います︒︵佐久間︶

携帯からクイズに参加！
QR コードで簡単応募
記入事項をお忘れなく！

わざわい

内藤

永石

末吉せつ子

思い出す母の言葉が身に沁みる今なら私素直に聞ける
繁子

村上美奈子

鈴木

献立は夫の好物金時豆甘さ控えめ自慢の一品

和子

勝男

編集後記

さんへの感謝か。期待にそむかずみなさまご健詠を。
今月号は子育て特集︒去年

町田

祖父江桂子

折田

山口みさ子

﹁洗米﹂に一粒も流すなと落穂拾いし祖母の面影
久々に夫は外出たまさかの有り合はせにて孤食も旨し
しゃくちょうくう

年︑初耳のことばかりで

町長は釈迢空の後輩にて短歌欄消すことなかりき

て

した︒︵北永井Ａさん︶
◆成人式の写真を見ました︒
エネルギーいっぱいだった

んの雪は初雪のときの想いでしょう。町田さんは町長

︵北永井Ｍさん︶

歳のころを思い出しました︒

珍しく今年は積雪、厳しい寒さがつづきます。西尾さ

◆広報は大人向けのものかと

９

20

お ち ぼ

日溜まりに身はほぐれつつ深呼吸晴れ晴れとして空は真っ青

憧れはつひに叶へり目の前にセガンティーニの﹁アルプスの真昼﹂

朝顔の哀れなる花十二月の寒き朝にたった一輪

十三回忌夫の法要つつがなく済ませて侘し茜雲ゆく

わび

禍 を鎮むるごとく降る雪をガラスの曇り拭きつつ見入る

−

◆地域にまつわる豆知識がと

〈メールでの申し込みの場合〉
hisyo@town.saitama-miyoshi.lg.jp まで
件名→「広報クイズ３月号係」

届けしていきます︒

10

﹁もやもやした気持ちで

レンジで簡単 !

24
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25

10

〒 354-8555
三芳町藤久保 1100 番地 1
三芳町役場 政策秘書室秘書広報係
「広報クイズ３月号」係

50

出品される絵画「Ｈｅｌ
ｌｏ」。自分自身を
紹介するという思いが込められている
【まちのキラリ★募集中！】
まちのキラリと光る皆さんを募集しています。情報をどしどしお寄せください！
※宗教団体・政治団体・営利目的の方は掲載できません。ご了承ください。
【問い合わせ】政策秘書室秘書広報係258-0019（内線312）
【まちの掲示板掲載について】宗教団体・政治団体・営利目的の投稿はご遠慮ください。１団
体につき、年間１回まで先着順で掲載できます。※100字以内。要点のみの掲載となる場合もあ
ります。予めご了承ください。◆紙面の予約は前々月の10日まで受け付けます。（土・日・祝日
の場合はその前日）【申込み・問い合わせ】政策秘書室秘書広報係258-0019（内線312）

FROM READERS
【応募方法】○に入る言葉を記入の上、住所、
氏名、年齢、職業、
「広報みよし」の感想を書
いて、3 月 15 日までに下記にはがき（当日
消印有効）またはメールでご応募ください。

ても興味深く︑三芳に転入し

「ファ○サポ」

渡辺春菜さん

藤久保中学校出身
一般参加者を募集します
【日時】５月26日午後１時〜
【場所】コピスみよし
【合同練習】3/10、3/25、
4/1514：00〜
【参加費】1,000円
【問い合わせ】258-9010
岡田

広報みよしに寄せられた声をお届け！

【問題】
ファミリー・サポート・センターの通称は？

幼稚園の頃か
ら、
絵を描く事が
好
きでした。将
来は
アニメーター
に
なりたいです
！
俳句が好き、始めたい方は、お
気軽にお越しください。
【開催日】毎月第１月曜日
13：30〜15：30【場所】ボラ
ンティア活動室（藤久保小敷
地内）【費用】無料【問い合わ
せ】258-0122社会福祉協
議会

【材料（ 1 人分）】ほうれん草 １束
★味噌…大さじ 1 ★砂糖…大さじ 2
★煮汁…小さじ 1 すりごま…適宜
【調理方法】
ほうれん草をラップで包み、電
子レンジで 4 分加熱する。★
の調味料を混ぜにのせて、お好
みですりごまをふりかける。
【コツ・ポイント】
レンジで温めたあとに出る汁で★
の調味料を混ぜると味噌にコクが
でます。

第25回三芳町合唱祭

おたよりだより
広報クイズ

ほうれん草の甘味噌和え
地域サロン「俳句」

カロリー

カメラ三芳「写真展開催」

【期間】3/7〜3/16 10：00
〜17：00【場所】藤久保公民
館【会員募集】『写真は楽し
く!』をモットーに撮影会、定
例会、写真展を行っています
【会費】年間3,000円【問い合
わせ】259-3752千葉

1人分約

新ゆったりヨガ教室

Everyone

「まちのキラリ★」まちでキラリと光る
皆さんをご紹介！
みよしごはん

まちの掲示板

↓第12回高校生国際美術展で準入選した作品

まちで採れる素材を生かしたお手
軽で簡単な料理をご紹介します！
ヨガ、気功、ティラピスを織り
交ぜたストレスを和らげるのに
最適なエクササイズです。【日
時】4/12開講 第２、第４木
曜日10：30〜11：30【費用】
３か月4,000円【場所】藤久保
公民館 【問い合わせ】
258-1751合田

みんなの広場
みんなの広場

information

術雑誌があり、研究調査の相談に応
じる他、館外貸出も行っています。

不用品情報を紹介しています。モノを

Z淑徳大学みずほ台図書館

買う前、捨てる前に、ぜひご利用くださ

体験型交通安全教室「第１回シルバー

274-1508 F274-1522

い。モノを大切に長く使って、資源の節

ドライバードック」を開催します。

Elibrary2@ccb.shukutoku.ac.jp

約やごみの減量に取り組みましょう。

P４月15日午前８時30分〜正午

Ghttp://library.ccb.shukutoku.ac.jp

■ゆずります

Qセイコーモータースクール

※自家用車での来学が出来ません。み

藤久保小学校体操着サイズ130／チャ

（富士見市上沢３−７−37）

ずほ台からのスクールバスを利用くだ

イルドシート／地デジチューナー

V65歳以上の人

さい。自転車での来学は可能です。

■ゆずってください

S無料

W60人

みふじ幼稚園制服・体操着・くつ ／

X参加・体験型の講習を通じて、自分

寄

付

Z東入間警察署交通課

町と社会福祉協議会に、次の寄附が寄せられ

校使用済教科書／みふじ幼稚園女子制

269-0110（H411）

ました。貴重な財源として役立たせていただ

服・体操着

きます。ありがとうございました。
（敬称略）

【投稿・問い合わせ】環境産業課環境

【愛の福祉基金】匿名／3,000円、荻島

対策係（H216〜218）F274-1052

詔／3,985円、ふれあいセンター募金箱

Ekankyo@town.saitama-miyoshi.lg.jp

その他

9,240円、荒田光男／1,500円、寺尾雅治／

淑徳大学では、地域にお住まいの皆さ

1,500円、匿名／1,500円、早川徹／1,500円、

んに大学図書館を公開しています。

社会福祉協議会窓口募金箱／4,568円、匿

図書館には約17万冊の学術図書・学

名／1,500円、ソリッソ／7,000円

学生納付特例制度
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20歳以上の人は、学生であっても国民年金に加入しな
ければなりません。しかし、学生の人は一般的に所得が
少ないため、本人の所得が一定額以下の場合、国民年金
保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があり
ます。
対象となる学生は、学校教育法に規定する大学（大学
院）、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及
び各種学校（修業年限１年以上である課程）、一部の海
外大学の日本分校に在学する人です。また夜間・定時制

毎週火・金曜日（年末年始・祝日除） 役場2階環境産業課隣
午前10時〜午後4時
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・
環境産業課
祝日除）午前10時〜午後4時

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） 役場2階環境産業課隣
午前10時〜午後4時
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・ 役場1階住民相談室
祝日除）午前11時〜午後3時30分 （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
専門の相談員
電話相談は 269-6450

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 役場1階住民相談室
合翌週）午後1時〜5時
（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

第1保育所258-0512
各保育所所長・専任の 第2保育所258-6858
第3保育所258-9961
相談員
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 地域生活支援センター
274-3472
・（医師）

月〜土曜日 午前9時〜午後5時 在宅介護支援センター
※緊急時は随時対応、電話相談可 みずほ苑

在宅介護支援センター
専任の相談員（介護支 みずほ苑 258-9488
援専門員、社会福祉士
在宅介護支援センター
等）
はなまる 258-7067

消費生活相談

G twitter.com/miyoshi̲machi

Z 住民課保険年金係（H156）F274-1101
課程や通信制課程の人も含まれますので、ほとんどの学
生の人が対象となります。
平成23年度において学生納付特例制度により、保険料
納付を猶予されている人で、平成24年度も引き続き在学
予定の人へ、３月下旬に基礎年金番号等の印字されたハ
ガキ形式の学生納付特例申請書が送付されます。同一の
学校に在学する場合は、このハガキに必要事項を記入す
るだけで申請ができます。この場合は、在学証明書又は
学生証は不要です。
また、平成24年度は学生納付特例制度を利用せず、保
険料の納付を希望される場合は納付書を送付しますので、
お手数ですがお近くの年金事務所にご連絡ください。

介護・認知症相談

火〜土曜日 午前9時〜午後5時 在宅介護支援センター
※緊急時は随時対応、電話相談可 はなまる

リハビリ相談
毎月第4水曜日 午前10時〜正午
（対象：65才以上） （予約制・個別相談）

藤久保公民館2階図書室

福祉・生活相談
毎週月〜金曜日（年末年始･祝日除）
社会福祉協議会
生活なんでも相談 午前8時30分〜午後5時15分

こども支援課
258-0055

理学療法士・作業療法士

地域包括支援センター
（H188・189）

社会福祉士

三芳町社会福祉協議会
258-0122

お知らせはＰ から始まります

お知らせはＰ から始まります

年金情報

教育委員会学校教育課指
導係（H522）

毎週月〜金曜日（祝日除）

ツイッター配信中！
イベント情報やお知らせ、みらいくん
とのぞみちゃんのつぶやき配信中 ！

連絡先

無料相談

パラソル2,000円、正賢寺ふじみ野霊園／

総合体育館4階教育相談室
電話相談は274-1023

相談員

Consaltation

Consaltation

無料相談

淑徳大学図書館を
19
ご利用ください

／6,441円、ＮＰＯ法人生活支援グループ

ところ

常任相談員

教育相談

富士見台幼稚園女児制服／自転車用
子供補助席／家庭保育室の教材／小学

き

おしらせ

運転教室です。

と

Information

Information

おしらせ

の運転能力について学ぶ体験型の安全

相談種類

写真館

利用詳細は、
下記に問い合わせください。

無料相談

Watching

Watching

写真館

シル バードライバー
18
ドッグの開催

リサイクル

★記号一覧 P…日時 Q…場所 R…期日 S…参加費など T…受付 U…申込方法 V…対象 W…定員 X…内容
Y…持ち物 I…その他 E…メールアドレス G…ホームページアドレス F…FAX H…内線 Z…お問い合わせ
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information
募

又は視機に障がいのある人。 卒業
時の資格：あん摩マッサージ指圧師国

集

13 春季初心者ソフトテニス

家試験受験資格、はり師・きゅう師国家

谷理療技術高等盲学校

を募集します。

玉県熊谷市中央１-88048-521-0164

〒360-0018埼

【職種】看護師 生活支援員 運転手
【内容】障がい者の健康管理・支援

スポーツ

業務補助 障がい者の支援業務 大
型車両運転業務

運営する施設
【勤務時間】８:30〜17:00（月〜金曜日）

日時

４月８日 予備日４月15日

集合

ＨＰ掲載の最終ドローにより時
間・場所を確認の上、試合会場
に直接集合してください。

Ａ変則勤務（シフト制・１日７.75時間）
Ｂ８:30〜17:00（月〜金曜日）C9:00〜16:00

場所

（週3〜5日）１日４時間（月〜金曜日及
び土曜日隔週）※ともに曜日・時

料等】月額236,000円 Ａ月額171,600
円・Ｂ月額167,420円・C時給950円 時間
額1,000円賞与・退職金（１年以上勤
格】准・正看護師資格 高等学校卒
業以上の方 大型自動車免許【応募期
間】随時問い合わせ

Z（福）入間東部

福祉会本部事務局（入間東部みよしの里
内） 三芳町上富322-２258-8120

11

熊谷理療技術高等
盲学校生徒募集

あん摩マッサージ指圧師・はり師・
きゅう師課程（年齢制限なし）
入学資格：中卒以上の学歴で、視力

●３月10日〜24日の土、
日、
祭日は
午前８時〜午後４時・
３月24日は、
午前８時〜午後2時の間に、総合
運動公園テニスコートの協会役
員に申込み。●電子メール
（mtag5@freeml.com）でも受付可。
申込み
参加費は３月24日午後２時までに
受付
総合運動公園コート６面の協会
担当役員に申込書添付の上、
お
渡しください。
※申し込み最終日
（24日）が雨天等でテニスコート
が使用できない場合は、総合運
動公園管理棟で受け付けします。
問い合 岡野258-9200 林258-4809
わせ
（午後7〜9時まで）

総合運動公園テニスコート

ください。

習（注１）
・初回免許更新者講習（注２）

対象

小学校４年生以上の町内在
住・在勤・在学者

参加費 １人１回100円（当日徴収）
持ち物

ソフトテニス用ラケット（貸出
可）
・テニスシューズ（平底靴可）

その他

事前申込不要。直接、会場に
お集まりください。

地域振興課（H262・263）
庭球連盟役員（午後７時〜
問い合
９時）新井田（にいだ）
わせ
258-5556、給前（きゅうぜ
ん）259-1791

【加入依頼書配布場所】役場地域振興

に該当される人は、鴻巣の運転免許セン

新日までに継続して免許（仮免許を除

ターで更新の手続きをしなければなりま

く）を受けていた期間が５年未満の人

Z
（財）
スポーツ安全協会埼玉県支部

せんが、この講習を受けることによって

■当日は本人確認のため、運転免許証

048-779-9580

地元警察署で運転免許証の更新手続き

をお持ちください。

が短時間でできます。ただし、講習終了

15

第29回初級・中級硬
式テニス教室

町テニス協会主催による初級者・中級
者を対象に、硬式テニス教室を開催し

14 スポーツ安全保険
日時

会では、平成24年度スポーツ安全保険
の加入受け付けを開始します。
U郵便局窓口で払込後、払込受付証明
書を貼付した加入依頼書を埼玉県支部
へ郵送する。
Vスポーツ活動や文化活動などを行う
５名以上の団体。
※対象となる事故の範囲は、団体管理
下での活動中（国内）の事故など。
【掛金】中学生以下800円・1,450円・
11,000円／高校生以上800円〜11,000
円

※活動内容に異なります。

【保険期間】平成24年４月１日〜平成
25年３月31日
（４月１日以降の申し込みは加入依頼
書を郵送した消印日と払込日のいず

注２初回免許更新者講習該当者：更

課・総合体育館・各公民館

証の有効期間が受講日から６ヶ月以内と

４月７日〜５月26日の毎週土
曜日（全８回）
予備日／６月２、９、23、
30、７月７日
４月／午後１時〜３時、
５・６・７月／午後２時〜４時

場所

総合運動公園テニスコート

対象

町内在住・在勤・在学者及び
テニス協会員

定員

日時

３月27日
午後５時30分〜７時30分

場所

総合体育館３階研修室

対象

平成24年９月26日までに免
許更新を予定している人で、
平成24年２月28日から平成
24年10月26日までに誕生日
を迎える満69歳（昭和18年10
月26日生）までの人

３月13日午前９時〜午後8時
より参加費を添え、総合体育
申込み 館に申請してください。先着
順とし、締切日前でも定員に
なり次第締め切ります。
締切

受講料 １人1,800円
定員

80人

受付

３月16日までに、運転免許
証・受講料を持参の上、三芳
町商工会に直接申し込みくだ
さい。（申請書は三芳町商工
会にあります。）受講後、特
定任意講習終了証明書を交付
します。

先着30人

参加費 5, 000円

３月23日
（定員になり次第締切）

昼間：総合体育館258-0311
問い合 夜間：岡野258-9200
Etsu-oka714@ye4.ﬁberbit.net
わせ
夜間：林258-4809

17 普通救命講習会

なるため、更新日を確認してください。

ます。初心者も大歓迎です！

３月１日より財団法人スポーツ安全協

時30分から正午まで開庁しています。

問い合
三芳町商工会274-1110
わせ
注１違反運転者講習該当者：誕生日の
40日前を起算日として、過去５年間に
おいて交通事故などで４点以上の点数
が入力されているか、または３点以下
の軽微な違反でも２回以上ある人。

P３月24日午前9時〜正午
V三芳町・富士見市・ふじみ野市に在
住・在勤の人

W30人

U３月12〜

16日の間に下記まで連絡し予約をし
てください
救急課

Z入間東部地区消防本部

（261）6673（平日のみ）

午前8時30分〜午後５時まで受付

お知らせはＰ から始まります

お知らせはＰ から始まります

務）
・各種手当・保険制度あり。
【応募資

協会員1,000円／１人 一般1,200
参加費 円／１人 参加費の計算方法は
申込書記載のとおりです。

場所

ます。更新時講習の区分が違反運転者講

無料相談

月１日〜平成25年３月31日（更新可）
【給

対象
団体

町テニス協会加盟団体ならび
に一般団体（参加者全員が協
会員、町内在住・在勤・在学の
いずれかであること）参加団体
多数の場合は、加盟団体を優先
し、一般団体は抽選とします。

自動車運転免許更新時講習会を開催し

又は「あらまし」を読み、内容を確認

３月の土曜開庁日は「３月３日・31
日」です。本庁、出張所ともに午前8

Consaltation

Consaltation

無料相談
31

間応相談【勤務期間】平成24年４

総合運動公園２〜６面・竹間
沢1〜４面テニスコート

※必ず「スポーツ安全保険のしおり」

16 出前講習会

おしらせ

若干名

【勤務場所】入間東部福祉会の

５／５・12・19・26 午前10時
６／２・９・23・30 〜正午

より補償金額は異なります。）

Information

Information

おしらせ

【募集人員】各１名

12 第２３回団体戦（テニス）

険・突然死葬祭費用保険（加入区分に

日時

受験願書請求など随時受付中。 Z熊

社会福祉法人入間東部福祉会臨時職員

４／７・14・21・28 午前９時
〜11時

土曜開庁は3日・31日です

写真館

※入学相談、学校見学、

講習会

Watching

Watching

写真館

10 臨時職員募集

試験受験資格

れか遅い日の翌日から有効。）
【補 償 内 容 】 傷 害 保 険 ・ 賠 償 責 任 保

31

納期限にご注意ください
４月２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。
■町県民税（第５期）
■国民健康保険税（第９期）
収納は藤久保・竹間沢出張所でも
行っています。

広告

広告
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住民の皆さんに耳よりな情報をお届けします

（258）
0019
049
三芳町役場
〒354-8555 三芳町大字藤久保1100番地1

02 協働のまちづくりフェア2012

Q

G

P４月７日午前10時〜午後４時

イベント

午後１時30分〜３時30分

たま浦和会場：さいたま市浦和コミュニティ

い人「後期高齢者医療被保険者証」

くできた「ラスク」な

Q藤久保公民館２階学習室

センター第６集会室、
川越会場：丸広百貨店

Z住民課保険年金係（H153〜158）

01 ありがとう中央公民館

ど「ジモトのおやつ」

V介護している人、介護に関心のある

川越店８階バンケットルーム

F274-1101

が集まります！

人等

県不動産鑑定士協会

埼玉県南西部地域の

《中公フェスタ》

P３月11日午後1時30分〜4時30分

６市１町（三芳町、朝霞市、志木市、

P３月17日午前10時〜午後３時30分

Q藤久保公民館ホール及びみらい広場

和光市、新座市、富士見市、ふじみ野

Q中央公民館

Xまちづくり活動の発表・野菜や作品

市）で「ジモトのおやつ」をテーマと

X作品展示・ステージ発表

の販売・地震体験や煙体験

した地域振興に取り組んでいます。

Z地域振興課自治協働係（H268）

P３月11日午前10時〜午後４時

F274-1053

《映画会》
「はやぶさ／HAYABUSA」
20世紀フォックス配給

S無料

Z
（社）
埼玉

048-838-0483

Z・U在宅介護支援センターみずほ苑
258−9488

お知らせ

09 求職者支援訓練実施
厚生労働省（ハローワーク）では、平成
23年10月から求職者支援制度に基づき

いま子どもたちにできること。ワクチ

高額な外来診療を
受ける皆さんへ

した求職者支援訓練を実施しています。

Q朝霞市産業文化センター（朝霞市浜

ンデビューは生後２ヶ月から〜ワクチ

平成24年４月１日からは、高額な外来

求職者支援制度とは、雇用保険の受給

崎669番地１）

ンで防げる病気（ＶＰＤ）について〜

診療を受けたとき、限度額適用認定証

ができない失業者で、支援の必要があ

06 第9回市民公開講座

08

雇用保険を受給できない人等を対象と

X「ジモトのおやつ」試食・販売、「ジ

等や被保険者証等を提示すれば、ひと

る人に対し、〜を行う制度です。

モトのラスク」コンテスト、クッキー

月の医療機関等の窓口での支払が一定

職業訓練を受講する機会を確保する。

の金額にとどめられます。

一定の要件のもと、訓練を受講し易

P３月17日午後２時〜４時

づくりコーナーなど。コバトンと南西

後１時

Q藤久保公民館学習室

部のご当地キャラも大集合します！

これまでは、高額な外来診療を受けた

くするため訓練期間中に給付金を支給

X三芳の歴史にかかわる言葉と文字

ZＮＰＯ法人東上まちづくりフォーラ

とき、ひと月の窓口負担が自己負担限度

する。ハローワークが中心となり、

ム 048-476-4600

額以上になった場合でも、いったんその

訓練期間中から訓練修了後の一定期間

額をお支払いただき、後で医療保険者か

まで就職支援を行う。

Q中央公民館

S無料(整理

券必要)３月６日より各公民館・社

会教育課にて入場整理券を配布します。 【講師】海老根

歴史民俗資料館イベント情報
イベント名

日

時

３月25日
古民家劇場
1回目：午前11時〜
「影絵・埼玉の民話
2回目：午後2時〜
〜見沼の竜ほか〜」
※旧池上家住宅

W

X

【民家歳時記】
「ひな人形展示」

２月22日〜
資料館：3月11日まで
旧池上家：3月18日まで

【企画展】
「武蔵野の雑木林
と春の息吹
- 雑木林の成り立
ちと生き物 -」

３月24日〜
５月20日

勉氏

S無料

Z藤久保公民館258-0690F258-9625

Z中央公民館258-0050F258-5466

Z・U歴史民俗資料館
258-6655 F 258-8466

域振興センター

埼玉県南西部地

048-451-1110

※持ち物等の詳細は、申し込み時にお伝えします。

元気な明日のために〜がんに負けない

ら高額療養費としてお返ししていました

毎月、求職者支援訓練の各種コース

〜の講演を行う「女優：仁科亜希子氏」

が、平成24年４月１日からは、医療機関等

が決定し、ハローワーク窓口での周知

P３月24日午後２時〜４時30分

の窓口に限度額適用認定証等（※）を提

及び埼玉労働局ホームページ等へ開講

Q文化会館（コピスみよし）

示すれば、限度額を超える分を支払う必

コースが掲載されますが、申し込みは

S無料

要はなくなります。また、保険薬局、指定

一定の要件があるため、ハローワーク

●無料相談コーナー

訪問看護事務業者についても同様の取扱

での事前の職業相談が必要です。

接種スケジュールなど予防接種に関す

いを受けることができるようになります。

Zハローワーク所沢04-2992-8609

定員

参加

申込締切

内容・備考

50
人

無料

３月22日


影 絵『 い ろり 座 』に よ る 公
演。旧池上家住宅で素敵な影
絵をどうぞご覧ください。

−

寄贈されたひな人形を資料館
と旧池上家住宅に展示します

る相談に専門医が答えます。
※詳細は東入間医師会ホームページを

療保険者に事前に申請し、交付を受け

武蔵野の雑木林の成り立ち、
雑木林が育んだ多様な生態を
紹介。植物・昆虫の標本や剥
製も展示します

ご覧ください。

る必要があります。申請方法、自己負

Ghttp://www.ne.jp/asahi/higashi-

担限度額等、詳しくはご加入医療保険

iruma/med/

者にご相談ください。

Z東入間医師会事務局264-9592

（※）70歳未満の人、70歳以上の

−

−

無料

無料

−

W500人

限度額適用認定証等は、加入する医

お知らせはＰ から始まります

Z

X介護者同士の交流

Qさい

P３月18日午後１時30分［開場］午

F

H

03 みよしエンジョイセミナー

出演：竹内結子、西田敏行ほか

U

V

証」75歳以上で非課税世帯等ではな

P３月13日

ナツ、クッキー。新し

Consaltation

T

非課税世帯等ではない人「高齢受給者

無料相談

S

額減額認定証」70歳以上75歳未満で

に応じます。

ジモトのだんご、ドー

E

R

不動産鑑定士が不動産の価格等の相談

おしらせ

I

05 介護者交流会

Information

⁝日時
⁝場所
⁝期日
⁝参加費など
⁝受付
⁝申込方法
⁝対象
⁝定員
⁝内容
⁝その他
⁝メールアドレス
⁝ホームページアドレス
⁝ＦＡＸ
⁝内線
⁝お問い合わせ

P

〜見て、食べて、持ち帰る〜

非課税世帯等の人「限度額適用認定
証」、または「限度額適用・標準負担

写真館

★記号一覧
⁝持ち物

Y

ジモトのおやつフェスタ

07 不動産の無料相談会

Watching

information

04

講座・相談会

31

ホームページβ版公開中
町のホームページβ版を公開していま
す。ぜひご活用ください。
G www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/beta/

広告

広告
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広報
3

月号

日
26

お知らせ情報はこちらから ▲ ▲ ▲

みよしイベントレポート

月
27

2012 年 3 月
火

28

水
29

4 5 6 7
11 12 13 14
18 19 20 21
25 26 27 28

木

金

土

1 2 3
8 9 10
15 16 17
22 23 24
29 30 31

広報に掲載された方で希望者には、カラーの写真を差し上げま
すので政策秘書室にご連絡ください。☎ 258-0019( 内線 312）

ろう！みんなで！

走

第 31 回新春ロードレース大会
会

1 月 22 日㈰、第 31 回新春ロードレース大会が役場で行わ
が役場で
れました。
非常に寒い日でしたが、
参加者は元気いっぱい！
359 人の参加者が集まり、沿道の人から「がんばれ～！」
と大声援が送られました。

↑淑徳大学内で行われた講演の様子

富を未来に！

三

第２回「農」と里山シンポジウム

１
月 28
日 ㈯、 第 ２ 回 シ ン ポ ジ ウ ム が 開 催 さ れ、
しんじ
いそや
進士五十八氏による「農あってこその都市社会」の講演と
三富地域の課題や未来などの議論が行われました。
会場座席に座れないほど、大勢の皆さんが集まりました。

↑出演したダニエル・カールさん

んばっぺ、オラの大好きな日本

が

ヒューマンフェスタ 2012

2 月 11 日㈯、コピスみよしでヒューマンフェスタ 2012 が
開催されました。
タレント・山形弁研究家の
「ダニエル・カー
ル」さん講師として参加。ユーモアを交えたトークで来場
者の皆さんを楽しませてくれました。

広報みよし 第 901 号 3 月 1 日発行 発行人 : 三芳町長 編集：政策秘書室 ☎ 049-258-0019
人口と世帯 ( 平成 24 年 1 月末現在 )
〒 354-8555 埼玉県入間郡三芳町大字藤久保 1100 番地 1 http://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp
人口：38,561 人 ( 男 19,355 人 / 女 19,206 人 )
配布についてのお問い合わせ：シルバー人材センター☎ 049-258-7171
世帯数：15,518 世帯
声の広報みよし：朗読ボランティア「けやき」の皆さんが朗読したものを HP で聞くことができます。

