
広

告

広

告

MIYOSHI 20MIYOSHI21

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。

INFORMATION

9月30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。
■国民健康保険税 (第 3期 )
■介護保険料（第 3期）
■後期高齢者医療保険料 (第 3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

ファミリー・サポート・センター
のアドバイザー募集（臨時職員）

▶勤務地　子育て支援センター１階
▶�勤務日　月～金曜日　（週 4日で月 16日以内）
▶勤務時間　原則 8:30 ～ 17:00�
▶募集人数　1人
▶賃金　時給 840円
問�こども支援課保育係内 162

【三芳町商工会青年部チャリティゴルフ大会】
▶日時　10月 29日㈫　8:00 スタート
▶場所　武蔵OGMゴルフクラブ
▶�参加費（6,000円）・プレー費（13,000円）
▶�申込方法　申込用紙に参加費を添えて三
芳町商工会事務局に 9月 30日㈪までに
申込み（申込用紙は商工会にあります）

【三芳町商工会加入の勧め】
商工会は、商工業者の経営支援や地域の
活性化を図るための様々な活動を行って
います。加入方法、入会金等の詳細は下
記まで問合せください。
問�三芳町商工会☎274-1110 FAX 258-2815

三芳町商工会からのお知らせ

平成25年２月５日付けで藤久保富士塚地
区が市街化区域に編入されました。
これに伴い、平成26年度課税から固定資
産税の評価が変わり、新たに都市計画税が
賦課されます。現況地目によっては固定資
産税の税額も増えることがありますので、
対象区域等の詳細は町のホームページを
ご参照ください。
また、資産の状況により増額幅は各々違いま
すので、個別に対応いたします。ご希望の対
象者は下記までお問い合わせください。なお、
電話等による問い合わせにつきましては、本
人確認のためお手持ちの納税通知書一面に
記載の通知書番号をお聞きすることもありま
す。ご協力およびご理解のほどよろしくお願
いいたします。※通常、この件以外の電話等
による税額に係る照会は一切おこなっており
ませんので、ご了承ください。
問�税務課資産税係内 135～ 138
����zeimu@town.saitama-miyoshi.lg.jp

▶日時　11月 10日㈰�９:30 ～ 15:00
▶場所　三芳町立運動公園
▶参加費　飲食店／１小間　8,000 円
　　　　　即売店／１小間　7,000 円
　　　製品の展示／１小間　6,000 円
※�コンセント、電灯等は別途費用負担とな
ります。１小間：間口 3.6m、奥行 2.7m

▶�申込期限　9月27日㈮まで（期限厳守）
　�※新規出店は、町内に事業所または住
　所を有している人

�　�※三芳町商工会員でない場合は、１小
　間 10,000 円

▶申込み　参加費を添えて直接下記に申
　込みください。（郵送 ･FAX不可）
問�観光産業課商工観光係内 214

第 33回
三芳町産業祭出店募集

来年度、小学校に入学する児童の健康診断
を下記の日程で実施します。対象児童の保
護者には通知書を送付します。今月末まで
に通知書が届かない人、当日都合のつかな
い人は、学校教育課までご連絡ください。
学校名 実施日 受付時間

三芳町小 10月 1日㈫ 13:10 ～ 13:40
藤久保小 10月 15日㈫ 13:10 ～ 13:40
上富小 10月 2日㈬ 13:20 ～ 13:40
唐沢小 10月 22日㈫ 13:10 ～ 13:40
竹間沢小 10月 29日㈫ 13:20 ～ 13:40
大井小 10月 4日㈮ 13:00 ～ 13:15
西原小 10月 30日㈬ 13:15 ～ 13:30
※大井小学校・西原小学校はふじみ野市
への委託地区の人の日程です
問�学校教育課学務係内 524・525

新入学児童就学時健康診断

身近な問題である「聴こえ」に関する講演
会を富士見市と共催で開催します。
▶�日時　9 月 25 日㈬　13:30 ～ 16:00
（開場 13:00）
▶会場　富士見市立鶴瀬西交流センター
　３階多目的ホール（駐車場はありません）
▶定員　100人（先着順・申込不要）
▶参加費　無料
▶�内容　１部【聴こえない世界とコミュ
ニケーション】講師：埼玉聴覚障害者
福祉会理事長　永井紀世彦氏

　�２部【聴覚障害について】講師 : そう
か光生園　言語聴覚士　柳田美佐氏

　※手話通訳 ･要約筆記 ･磁気ループ有
問�福祉課障がい者支援係内 177

聴こえとコミュニケーション
に関する講演会

藤久保富士塚地区の市街化区域編入に伴う
固定資産税及び都市計画税の変更

▶�日時　9月 3日㈫　18:00 ～ 21:30
▶�場所　役場 7階議場
▶�内容　議員 3人による一般質問
※�傍聴希望者は 6階議会事務局で受付
（会議途中の入退場は自由）
問�議会事務局議事調査係内 602

夜間議会の開催

総務省統計局（埼玉県・三芳町）では、
我が国における住宅や居住している世帯
に関する実態を調べるため、10月 1日
に住宅・土地統計調査を実施します。調
査の対象は、全国から無作為に選定した
約 350 万世帯です。この調査から得ら
れるデータは、暮らしと住まいに関する
計画や施策の基礎資料として幅広く利用
されます。調査の対象となった世帯には
9月下旬に統計調査員が調査票の記入の
お願いに伺いますので、ご協力をお願い
します。
問�財務課電算統計係内 412・413
����埼玉県総務部統計課人口統計担当
����☎ 048-830-2314

平成 25年
住宅・土地統計調査

▶�日時� 9 月 28日㈯�　9:00～12:00
▶場所� 消防本部大講堂
▶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…9月 9日㈪～ 13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)

普通救命講習

いつまでもハツラツとして、元気で過ご
せるように、「健康教室」を開催します。
▶日時　9月 17日㈫　10:00 ～ 11:30
▶場所　藤久保第 4区集会所
▶�内容　健康体操 ･脳トレ実技 ･食生活
のポイントについての講話��
▶費用　無料
※申込みの必要はありません
問�健康増進課地域包括支援ｾﾝﾀｰ内 188･189

いもっこ体操健康教室

若年求職者を対象に、2日間の就職支援
セミナーを開催します。
▶�日時　�9月 25日㈬・26日㈭�18:30 ～ 20:30
▶�場所　サンライトホール（富士見市西
出張所内）鶴瀬駅西口より徒歩 1分

　駐車場はありません
▶�内容　1日目 : 自己分析と応募書類の
書き方　2日目：面接対策

▶�対象　三芳町・富士見市・ふじみ野市
に在住・在勤で 44歳未満の求職者（2
日間とも参加できる人）

▶�定員　30人（先着申込順）
▶�持ち物　筆記用具
▶�主催　入間東部地区労働行政担当課事
務連絡会

▶�申込み　9月 3日㈫より電話受付開始
問�観光産業課商工観光係内 215

若年求職支援セミナーの
ご案内

女性人権擁護委員による
特設人権相談所～開設～

�家庭内のもめごと、結婚、離婚、相続、夫・
恋人からの暴力、ストーカー、女性特有
の人権問題、近隣関係などでお困りの人
は、お気軽にご相談ください。
▶�日時　9月 26日㈭　11:00 ～ 16:00
▶�場所　ＪＲ・東武東上線川越駅東口　
アトレビル 6階　コミュニティルームA
▶�相談担当者　川越人権擁護委員協議会
所属女性人権擁護委員

問���川越人権擁護委員協議会事務局
　�さいたま地方法務局川越支局☎243-3824

富士見都市計画事業鶴瀬駅西口土地区画
整理事業の保留地を公売します。
▶�公売地 /富士見市大字鶴馬地内 2区画
番号 2 7
位置 4街区 3画地 14街区 14画地
面積 101.13㎡ 572.54㎡
価格 21,540,690 円 177,487,400 円

▶�受付期間　10月 16日㈬～ 10月 22日㈫
　10:00 ～ 16:00（土 ･日曜も可）
▶公売方法　公開抽選　�10/27 ㈰　10:00 ～
問�鶴瀬駅西口整備事務所☎ 252-2171

保留地公売案内


