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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
！

観光バス・貸切バスは
お任せ下さい！

志木発の高速バス「VIPライナー」も運行中！

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。

介護職員初任者研修
修了者に補助金交付

町内在住の人で平成 25年 4月以降受講
を申込み終了した人に補助金（3万円限
度）を交付します。
▶受付人数　10人
▶�申込方法　福祉課窓口にて申込み
▶�申込受付　4月 1日㈪から
※受講前に必ず補助金申請してください。
　他制度との併用はできません。
問福祉課福祉係内 172・173

▶�期間　
　Ｈ25年5月～Ｈ26年2月まで
▶入学資格
　町内在住の満 60歳以上の人で、５月
　～2月まで通学可能な人（月2回程度）
▶教室・受講日・定員
��藤久保教室：金曜日午前：定員 100人
��中央教室　：金曜日午前：定員 60人
��竹間沢教室：木曜日午前：定員 60人
▶開講式（3教室合同）
　日時　5月 9 日㈭　10 時～ 12 時　
　場所　藤久保公民館ホール
▶�申込み・問い合わせ
　4月 8日㈪から申込開始
　※平日 9時～ 17時 15分までに希望
　　する公民館へ本人が申込みください
　※定員になり次第締切（先着順）
問藤久保公民館☎258-0690
　竹間沢公民館☎259-8311

三芳町高齢大学
受講生募集

INFORMATION

富士塚土地区画整理組合
が設立許可

固定資産税縦覧
帳簿の縦覧

平成 25 年度固定資産税（土地・家屋）
の縦覧帳簿を縦覧できます。
▶期間　4月 1日～ 5月 31日
▶時間　役場開庁時間内 (土曜開庁含）
▶�場所　役場 1階税務課資産税係
【縦覧できる人】
　町内に所有する土地の固定資産税の納
　税者およびその同居家族または代理人
【必要なもの】
　�納税者本人を確認できるもの（運転免
許証・健康保険証・社員証等）

　※代理人の場合は委任状が必要
問税務課資産税係内 135～ 138

平成 25 年 2 月 5 日付けで三芳町富士
塚土地区画整理組合が土地区画整理法第
14条の規定に基づき埼玉県知事に認可
されました。
▶事業概要
　　地区面積：約 14.6ha
　　事業費　：29億 3千 8百万円
　　計画人口：約 1,500 人
　　事業期間：H24年度～H31年度
※施行地区内において建築行為等を行う
　には土地区画整理法第 76条に基づく
　許可が必要となります。詳細は町ＨＰ
　をご覧ください。
問三芳町富士塚土地区画整理組合（役場
　都市計画課内）☎258-0019 内 238

にっコリ運動教室

「こり」をほぐして、明日もにっこり。
肩こり、腰痛がなぜ起きるのか一緒に考
え、肩こり腰痛予防の体操も紹介します。
▶日程　4月 16 日㈫：「肩こり」につ
　いての原因と解消法　4月 23 日㈫：
　「腰痛」についての原因と解消法・5
　月 7日㈫：「いもっこ体操」を体験
▶時間　午前 10時～ 12時
▶�場所� 藤久保公民館ホール
▶�持ち物　タオル（手ぬぐいサイズ：体
操に使います）・水分補給用の飲み物

▶�対象　65歳以上の人▶�定員　30人
▶�料金　無料
▶�内容　講話と運動（健康体操）
▶�講師　埼玉セントラル病院理学療法
士・作業療法士

問健康増進課地域包括支援センター
　内 188～ 189

▶�期日� H25 年4月29日・受付 8時
　・開会式 8時 30分・スタート 9時
▶会場� 三芳町役場広場前スタートゴール
▶�参加費　一人 500円
▶�コース　12km『山崎公園・水子貝塚
公園（昼食）・歴史民俗資料館方面』
※参加者はコースマップを見て各自の
責任において自分にあった速度とペー
スで歩いてください。原則集団で歩き
ます。昼食は用意してください。

▶募集人員　400人�
▶申込み先　4月2日㈫～4月19日㈮
　役場 5階生涯学習課・総合体育館へ
　参加費を添えて申し込み
問生涯学習課内 516
　総合体育館☎ 258-0311 258-0292

第 21回ヘルシー三芳
ふるさとウォーキング大会

埼玉県警察官募集

平成 25年度第 1回埼玉県警察官採用試
験を行います。
▶願書受付期間
　Ｈ 25年 4月 1日㈪～ 4月 15日㈪
▶試験日
　Ｈ 25年 5月 12日㈰
問東入間警察署・警務課☎ 269-0110

埼玉県県民相談の一本化

埼玉県では、各地域振興センターの県民
相談を 4月から次のとおり県民相談総
合センター（埼玉県庁）に一本化します。
▶日時　４月 1日より
◆県民相談・行政相談（平日）
　電話 9：00～ 17：00
　面談 9：�00 ～正午�13：00～ 16：00
◆法律相談（要予約）
　　　13：00～ 16：00
　※民事・家庭問題 : 毎週㈪㈫㈭　
　　サラ金・多重債務問題 : 第 1.2.3 ㈮
　　司法書士相談 : 第 3㈬
▶相談・予約　☎ 048-830-7830
▶場所　県庁第二庁舎 1階
　　　　県民相談総合センター
問県民相談総合センター
　☎ 048-830-7830

平成 25年度
スポーツ安全保険のご案内

公益財団法人スポーツ安全協会では、平
成 25年度スポーツ安全保険の加入受付
けをしています。
▶申込み方法
　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
▶対象　スポーツ活動や文化活動などを
　行う 5名以上の団体
▶�対象事故範囲　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・1450・11000 円
　高校生以上：800～ 11000 円
　※活動内容により異なります
▶保険期間　
　H25年 4月 1日～H26年 3月 31日
▶�補償内容
　傷害保険・賠償責任保険・突然死葬祭
　費用保険（加入区分により補償金額は
　異なります）
▶�加入依頼書配布場所
　生涯学習課・総合体育館・藤久保公民
　館・竹間沢公民館
問公益財団法人スポーツ安全協会埼玉県
　支部☎048-779-9580

国民年金は誰もが加入する制度です。日
本に住んでいる 20歳以上 60歳未満の
すべての人は、国民年金にま加入するこ
とになります。加入者は、職業などによっ
て 3つのグループに分かれており、そ
れぞれ加入手続きが異なります。　　　
第1号被保険者は自営業者、学生、フリー
ター、無職の人などで、加入手続きはご
自分の住所地の市区役所・町村役場の国
民年金担当窓口で行います。2号被保険
者は会社員や公務員など、厚生年金保険
や共済組合に加入されている人で、加入
手続きは勤務先が行います。3号被保険
者は第 2号被保険者に扶養されている
配偶者の人で加入手続きは第 2号被保
険者の勤務先を経由して行います。
問住民課保険年金係内 156

国民年金加入方法

町では、住民の皆さんが社会生活の中で
抱える様々な困りごと等の相談に応じら
れるように、平成 25年度より「司法書
士および行政書士による無料相談」の窓
口を定期的に開設することとなりまし
た。ぜひお気軽にご利用ください。
相談料無料・秘密厳守。
【司法書士無料相談】※予約制
▶相談日時　毎月第 3火曜日
　午前 10時～正午（月 1回）　
▶相談時間　1人／ 30分
▶相談場所　三芳町役場１階「相談室」
▶相談内容
　相続・遺言に関する相談、登記に関す
　る相談（不動産登記、商業・法人登記等）
　※司法書士の業務に係る相談
▶相談方法　面接相談〔要予約〕
▶相談員
　埼玉司法書士会川越支部所属の司法書士
▶その他　相談料／無料、秘密厳守
【行政法務無料相談】
▶相談日時　奇数月第 4水曜日
　午前10時～午後4時（２か月に1回）
▶相談時間　1人／ 60分以内
▶相談場所　
　三芳町役場１階「相談室」
　※受付／庁舎１階ロビー
▶相談内容
　主に相続、遺言、成年後見、許認可申
　請・届出、法人設立など
　※行政書士の業務に係る相談
▶相談方法　面接相談〔予約不要〕
▶相談員　
　埼玉県行政書士会東入間支部所属の
　行政書士
▶その他　相談料／無料、先着順
問総務課人権推進係内 404・405

司法書士相談および行政書
士相談の窓口開設

問


