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イベント

「さあ今日も　水と元気が　蛇口から」
毎日の生活に欠かせない大切な「水」
は、限りある貴重な資源です。水の使
い方を見直してみましょう。
また、町では地震災害に備え、揺れに
強い水道施設の改築等、ループ化を進
め、水道を利用される皆さんに、安全
でおいしい水をお届けできるよう努力
していきます。

町では、幼稚園就園児の保護者の経済
的負担を軽減し、幼児教育を一層普及
させるため、国の幼稚園就園奨励費補
助金の交付を受けて入園料及び保育料
の一部を補助しています。

私立幼稚園
就園奨励費補助金

総務省関東管区行政評価局では、国の
行政などの相談に応じる特設行政相談
所を開設します。無料・秘密厳守で相
談に応じますので御利用ください。

特設行政相談所を
藤久保公民館で開設

健康づくり教室
楽しみながら筋力アップ

【集会室】舞台付き 72 畳の和室、踊り、
歌（通信カラオケ）等が楽しめます。
送迎バス有。町内の概ね 60 歳以上の
人で構成される団体・サークル・同好
会・自治会等で、25 名以上。

ふれあいセンター
利用方法のご案内「おもだか秋子・津軽三味線＆ご当地

民謡（うた）めぐり」～民謡っていい
な！だって日本人だもの～

日本を代表する民謡、
若さあふれるパワー
と歌の上手さ、スケー
ルの大きさ、歌の味
わい深い魅力いっぱ
いのひとときにお招
きします♪
小学生以下は参加整 

　　　　　　理券（無料）が必要です。

ちくまざわマンスリー
スクゥエアー VOl.113

参加料は無料です。持ち物は必要あり
ません。気軽に楽しめます！

ダンボールクラフトを
作ろう！

この制度は平成22年6月から実施し、
住民票の写し等の不正取得を防ぐた
め、本人の代理人及び第三者に交付し
た場合、その交付した事実について登
録者本人にお知らせをする制度です。

ご存じですか？
本人通知制度

取引や証明に使用する業務用のはかり
には、2 年に 1 回の定期検査が義務
づけられています。

はかりの定期検査
（集合検査）

三芳の歴史を学ぶ
エンジョイセミナー

日時 6 月 23 日㈯ 10:00 ～ 12:00
場所 藤久保公民館ホール

定員

町内小学生各 15 人（先着順）
◆小学 1･2 年生…ミニ ASIMO
◆小学 3･4 年生…大 ASIMO
◆小学 5･6 年生…飛行機

受付 6 月 5 日㈫ 9:00 から受付

日時 6 月 23 日㈯ 14:00 ～ 16:00
場所 藤久保公民館　学習室

テーマ 三芳町の歴史　パート１
講師 松本　冨雄
料金 無料

日時 6 月 30 日㈯ 14：00 ～
場所 竹間沢公民館ホール

出演 おもだか秋子（民謡・三味線）
澤瀉　誠（尺八）

料金 前売り中学生以上 500 円
当日売り中学生以上 600 円

申込 町内各公民館で参加券を購入

お知らせ

日時
7 月 5 日㈭
10:00 ～ 12：00、13:00 ～
15:00

場所 三芳町役場　第 1 駐車場
対象 250kg 以下の機械式のはかり

持ち物 検査を受けるはかり、手数料、
計量器定期検査申請書

申請期間 6 月 4 日～ 30 日
申請方法 ふれあいセンターに申請
その他 申請多数の場合は抽選

利用期間 10 月～平成 25 年 3 月
申請方法 随時応相談しています

【和室】12 畳 2 間。4 人～ 20 人位で
親睦会利用できます。CD ディスクカ
ラオケも利用可。送迎バス応相談。 

６月１日～７日は
水道週間です

問藤久保公民館☎ 258-0690 FAX 258-9625

 問藤久保公民館☎ 258-0690 FAX 258-9625

問竹間沢公民館☎ 259-8311 FAX 259-8345

問埼玉県計量検定所☎ 048-652-2171

問みよしふれあいセンター☎ 258-7211

問上下水道課水道業務係 内 254～256（料
金）水道施設係 内 252・253（工事）

問住民課住民係　内 142・143

登録
できる人

町に住民登録している人
本籍がある人

登録料金 無料

必要な
もの

①本人通知登録申請書
②運転免許、パスポート等、
　本人確認ができるもの

通知対象
登録した日から 3 年間に交
付した証明書。（引き続き再
登録することができます。）

通知内容

交付年月日、交付した証明
書の種類、通数、交付請求
者の種別（代理人、第三者
の別）。※国や地方公共団体
からの請求等、通知対象と
ならない請求があります。

 問総務省関東管区行政評価局行政相談課
 ☎ 048-600-2311 FAX 048-600-2335

日時
6 月 28 日㈭
10：00 ～ 16：00
※ 15:30 受付終了

場所 藤久保公民館ホール

相談内容
登記、年金、遺言、相続、
税金等に関する苦情、意見、
要望、問い合わせ等

対象
町に住民登録があり、
満 3･4･5 歳児を私立幼稚園
に就園させている世帯

補助金
今年度の住民税課税額等に
より補助額を決定
※未申告の場合対象外

申込方法

各幼稚園から配布される申
請書類 (6 月予定 ) を幼稚
園に提出してください
※平成 24 年 1 月 2 日以降
の転入者は、前住所地発行
の平成 24 年度住民税課税
( 非課税 ) 証明書を添付

問学校教育課学務係　内 524・525

第35回　埼玉土建
ふれあい住宅デー

日時 6 月 10 日㈰ 10:00 ～ 15:00

場所

竹間沢 1 区第 2 集会所
藤久保 1 区集会所
藤久保 3 区集会所
藤久保 5 区第 2 集会所
北永井 3 区集会所

内容

包丁研ぎ・まな板削り ( 有料 )
網戸の張り替え ( 有料 )
無料住民相談・簡易耐震相談
バザー・物品販売

問埼玉土建ふじみ野支部☎ 251-2540
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問地域包括支援センター　内 188・189

日時
6 月…１１・１８・２５日
7 月…３・９・２３・３０日
8 月…７日

時間 10：00 ～ 12：00
場所 藤久保公民館ホール

持ち物 タオル・水分補給用の飲み物
対象 65 歳以上の人
定員 30 人

参加費 無料

筋力アップと転倒予防・お口の健康度
アップの教室です。（全 8 回）

富士見都市計画では、都市計画の変更
案の縦覧を行います。変更案について、
意見書（縦覧場所に置いてあります）
を提出する人は、縦覧期間終了の日ま
でに下記縦覧場所のいずれかに提出し
てください。

問ふじみ野広域ごみ処理施設建設室
☎ 262-9027（直通）

縦覧期間 6 月 4 日㈪～ 18 日㈪
土・日除く

時間 8：30 ～ 17：15
都 市 計 画

の種類
富士見都市計画ごみ焼却・ご
み処理施設（ふじみ野市決定）

縦覧場所
三芳町環境課もしくは、ふじ
み野市広域ごみ処理施設建
設室・都市計画課

都市計画の
変更案の縦覧12

お知らせ① 三芳町役場 ☎049(258)0019(代表）
〒354-8555　三芳町大字藤久保1100番地1
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お知らせ①
information


