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和太鼓教室
　　　　　生徒さん募集

和太鼓という楽器を扱う基礎打法から、みんなで音を合わせて
一つの曲を演奏するための応用まで親切丁寧にご指導します。

和太鼓スタジオ「鼓屋」　三芳町藤久保850-5
☎049-293-5820（太鼓部） メール contact@kajihei.com
http://kajihei.blog136.fc2.com
←50歳・60歳・70歳からのニコニコシニアクラス同時募集！

6歳
から

参加
でき
ます
！

INFORMATION

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

お知らせ
「募集」「イベント」「お知らせ」など
暮らしに役立つ情報をお届けします。

第 10回市民公開講座

▶日時	 ３月 30日㈯
	 14：00～ 16：45
▶場所	 ふじみ野市勤労福祉センター
▶	内容…胃がん検診 ( ＡＢＣ検診 ) につ
いての講座～受けて安心、笑って予防
みんなで受けよう胃がん検診～　

問東入間医師会☎ 264-9592

無料

第 7回
ふれあいコンサート

障がい者団体などが出演するコンサート
です。一緒に音楽を楽しみませんか。ぜ
ひ、お気軽にお越しください。
▶日時	 ３月 10日㈰13：30～15：30
▶場所	 藤久保公民館ホール
▶出演　入間東部みよしの里
　　　　かしの木ケアセンター
　　　　熊谷和子・章彦
　　　　高齢大学コーラス部「けやき」
　　　　高齢大学わらべうたの会
　　　　三芳太陽の家
　　　　レガート、ＭＪフラット
※車での来場はご遠慮ください。
問			町社会福祉協議会☎ 258-0122

▶	日時　３月 23日㈯14：00～16：00
▶場所　	ふじみ野市サービスセンター２

階多目的ホール
▶内容　認知症の理解とかかわり方
　　　　～知ってほしい！認知症～
▶	申込方法　	事前に下記へ電話・メール

で連絡。
埼玉セントラル病院地域医療連携室
☎ 259-0161(9:00 ～ 17:00)
メール：central.renkei@ims.gr.jp

交通指導員募集

小中学校通学路における児童・生徒の交
通安全対策のため、交通指導員を募集し
ます。
▶対象は次のとおりです。
①町内在住 20歳から 55歳までの人
②健康で交通安全に関心と熱意がある人
③視力および弁色力に異常がない人
▶募集　３人
▶	指導場所　藤久保・竹間沢地区小中学
　　　　　校通学路

▶	指導時間　7：30～8：30(休校日除く)
▶	申込み　３月 22日㈮までに履歴書に
顔写真を貼り、持参してください。

問自治安心課防犯防災係内 265・266

70 歳以上の高齢者、心身障がい者が安
心して外出できるように、地域福祉バス
利用料金を3月28日㈭から助成します。
▶	対象…70歳以上 (70歳の誕生月から
交付 )の高齢者、心身障がい者（身体
障害者手帳１・２級、療育手帳Ａ・A	）
▶			助成…地域福祉バス ( ライフバス ) 利
用料金を助成。１か月につき８枚（該
当月分）の利用券を交付。

※	ただし心身障がい者の場合、自動車燃
料費補助事業の助成を受けている人は
除く。

▶	申込み…印鑑、年齢を確認できるもの、
もしくは、身体障害者手帳、療育手帳
を持参のうえ、福祉課または各出張所
へ申請してください。

問福祉課福祉係内 172・173
問福祉課障がい庶務係内 174・175

障がい者が安心して外出できるように、
タクシー利用料金を 3月 28日㈭から助
成します。
▶	対象…障がい者（身体障害者手帳１・
２級、療育手帳Ａ・A、精神障害者保
健福祉手帳１・２級）

▶	助成…利用料金の初乗り運賃相当額の
助成。1か月につき４枚 ( 該当月分 )
の利用券を交付。

※	ただし、自動車燃料費補助事業の助成
を受けている人は除く。

▶	申込み…印鑑、身体障害者手帳または、
療育手帳を持参の上、福祉課及び各出
張所へ申請してください。

※	精神障害者保健福祉手帳１・２級の人
は、印鑑、精神保健福祉手帳を持参の
うえ、福祉課へ申請してください。

問福祉課障がい庶務係内 174・175

地域福祉バス
福祉タクシー助成

春季初心者ソフトテニス
軟式教室

INFORMATION

普通救命講習 定員30人

▶	日時	 ３月 23日㈯ 9：00～12：00
▶場所	 消防本部大会議室
▶対象	 	三芳町・富士見市・ふじみ野

市在住、在勤、在学者
▶	申込方法…3月 4 日～ 8日の間に下
記へ連絡し予約

問入間東部地区消防組合消防本部救急課
☎261-6673（平日のみ8:30～ 17:00)
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こころの健康講座
「歌でこころの健康づくり」

人と出会い、共に歌うことで「こころの
健康づくり」を始めてみませんか？
▶日時	 ３月 31日㈰14：00～16：00
▶場所	 藤久保公民館ホール
▶対象	 町内在勤・在住の人
▶定員　100人 ( 先着順 )
問福祉課
障がい者支援係
内 177・178

ぬくもり健康入浴券助成

無料

◆地域福祉バス

◆福祉タクシー

先着 30人

▶	日程　4月…6、13、20、27日
　　　　5月…4、11、18、25日
　　　　6月…1、8、22、29日
▶	時間　4月…9：00～ 11：00
　　　　５・６月…10：00～ 12：00
▶場所	 運動公園テニスコート
▶対象	 	小学４年生以上の町内在住・

在勤・在学者
▶	参加費　1人 1回 100円
問生涯学習課スポーツ推進係内 516
　庭球連盟役員 19：00～ 21：00
　新

に
井
い
田
だ
☎ 258-5556給

きゅう
前
ぜん
☎ 259-1791

申込不要

第 30回初級・中級硬式
テニス教室

▶	日時　4月 6日～ 5月 25日
　　　　毎週土曜日 (全 8回 )
　（予備日 6月 1、8、22、29日）
▶場所	 運動公園テニスコート
▶対象	 	一般 ( 町内在住・在勤・在学者 )

およびテニス協会員
▶	申込方法…3月 14日㈭から総合体育
館へ申込み。先着順のため定員になり
次第締め切ります。締切 3月 22日㈮

問総合体育館☎ 258-0311
　《夜間》岡野☎ 258-9200
　tsu-oka714@ye4.fiberbit.net
　《夜間》林☎ 258-4809

運転免許更新時
出前講習会

交通違反などで鴻巣の運転免許センター
で更新手続きを行わなければならない人
が、下記の講習会を受講することで、地
元警察で運転免証の更新手続きが済みま
す。(有効期限は受講日から6か月以内 )
▶	日時	 3 月 19日㈫ 17:30 ～ 19:30
▶	対象…9月 18日㈮までに免許更新を
予定している満 69歳までの誕生日を
迎える人で①違反運転者の人②初回免
許更新者の人

▶	場所	 総合体育館３階研修室
▶	受講料　1人 1,600 円
▶	申込み…商工会窓口に運転免許証およ
び受講料を事前に持参し申込み。　

▶	締切	 3 月 8日㈮まで
問 ･ 申商工会☎ 274-1110

先着 80人

4月1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。
■町民税・県民税 (第 5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

公開医療講座 	無料先着約 100人

下記の入浴施設を利用する人に、年６枚
を限度として入浴の利用料金の一部を 3
月 28日㈭から助成します。
▶	対象…町内在住65歳以上の人 (平成
26年３月31日までに65歳になる人)

▶助成金額　１回の利用につき 300円
▶	入浴施設…川越湯遊ランド、ふれあ
い健康センター「ゆうパークおごせ」、
健康湯ランド、つるせ浴場、富士見浴
泉、所沢温泉湯楽の里	、ゆとりの郷に
いざ温泉、真名井の湯大井店、埼玉ス
ポーツセンター天然温泉、岩盤房・二
股温泉きらく、おふろの王様志木店

▶	申込み…対象者に、利用券の引換えは	
			がきを郵送するので、必要事項を記入
の上、福祉課または各出張所で利用券
と交換してください。

問福祉課福祉係
内 172・173

４月号から広報みよしの
パンチ穴がなくなります

広報みよしのとじ穴を今月号をもち終了
させていただきます。穴を空ける作業に
1部１円以上のコストがかかっており、
廃止することで、経費削減になります。
今後は各自で穴を空けていただきますよ
うに、ご理解とご協力をお願いします。

第３回東入間防災フェア

被災地復興への祈りを込めて、東日本大
震災復興チャリティーイベントを開催し
ます。被災地支援東北物産展や学んで遊
べる子どもブース、ウォーキングなど
▶	日時	 3 月 10日㈰10：00～15：00
▶場所	 ふじみ野市福岡中央公園
問東入間青年会議所☎ 261-2283


