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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

広報みよし No.899

スポーツ

三芳町親子スキー教室23

講　座

韓国語講座
～ハングル入門編～

24

住民の皆さんに町のホームページを

便利に使っていただくため、「三芳

町ホームページベータ版」の運用を

行っています。

使いやすさやデザイン、レイアウト、

内容などについて、皆さんのご意見

をいただきながら、より一層充実した

ホームページを目指していきます。

Gwww.town.saitama-miyoshi.lg.jp/beta/

Z政策秘書室秘書広報係（H312）

F274-1054

ホームページの
ベータ版公開中

日時 ２月 25日

場所 群馬県 片品高原スキー場

定員 35人

対象者 小学生以上の親子（子どもの
みの参加は小学５年生以上）

参加費

中学生以上 10,000円
小学生 8,500円
リフト代・昼食代・交通費・
講習代・傷害保険料含む
～申込金１人 5,000円

その他 レンタルスキー・レンタルウェ
ア希望者は申込時に申請

集合場所
集合時間

役場北側駐車場
午前４時 30分（集合出発）

内容 基礎スキーの講習会

申込締切 ２月 10日

申込先 三芳町総合体育館
 258-0311

問い合わせ
三芳町スキー連盟事務局
 261-0535（神木）
※午後７時～９時受付

ハングルで話したい！読みたい！海外

旅行でそんな経験はありませんか？こ

れからハングルを始めたい方、韓国の

文化も知りたい方、明るく気さくな講

師と一緒にハングルを学びましょう。

P1月 21日・28日

　2月 4日・18日・25日（全て土曜日）

全５回　午前 10時から正午　Q竹間

沢公民館学習室　W20人（申し込み

多数の場合は抽選）　【講師】ユ　ジャ

ヒ氏　V町内在住・在勤の人

【募集期間】１月 10日から 16日

まで（午前９時 30分から受付開始）

本人が窓口又は電話にて申込み。Z竹

間沢公民館259-8311

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】ソリッソ17,000円

／小野登美子10,000円／三芳町こころ

の健康づくりをすすめる会3,000円／

寺尾雅治1,500円／ふれあいセンター

募金箱4,691円／匿名100,000円

寄　付

町に次の東日本大震災義援金が寄せら

れました。いただいた義援金は日本赤

十字社埼玉支部を通じて被災地へ送り

ます。（敬称略）

女性爽の会／5,000円　

三芳町産業祭実行委員会／2,746円

義援金のご報告

Z住民課保険年金係（H156）
F274-1101

厚生年金・国民年金の「老齢年

金」など、老齢（退職）を支給

事由とする公的年金は、税法上「雑所

得」として所得税の課税対象になりま

す。

このうち、「老齢年金」の額が108

万円以上（65歳以上の人は158万円以

上）の人については、所得税を源泉徴

収することになっています。

　日本年金機構では、平成23年1月か

ら12月中に「老齢年金」を受け取られ

ている人全員に平成24年1月までに源

泉徴収票を送付しています。

　源泉徴収票は、税務署で年金以外に

給与収入があり確定申告をするときや

源泉徴収の還付を受けられるときに添

付する必要があります。

　もし、源泉徴収票を紛失された場

合でも再交付ができますので、お近

くの年金事務所や年金相談センター

または「ねんきんダイヤル」（

0570-05-1165）までお申し出くださ

い。

　なお、「障害年金」や「遺族年金」

については非課税ですので、源泉徴収

票の送付はありません。

源泉徴収票の送付をします

年金情報

21 20


