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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。

INFORMATION

12月25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。
■固定資産税 ･都市計画税（第 3期）
■国民健康保険税（第 6期）
■介護保険料（第 6期）
■後期高齢者医療保険料 (第 6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

町では、ひとり親家庭の児童が小・中学
校へ入学するとき、就学祝品を差しあげ
ています。
【対象】①～③の全てに該当する人
①�ひとり親家庭の父・母または父母のい
ない児童を養育している人

②�子が平成 26�年 4 月に小・中学校に
入学予定

③�平成 25�年度市町村民税非課税世帯の人
（生活保護世帯を除く）
※�平成 25�年１月１日の住所地が三芳町
以外の人は、平成 25�年度市町村民税
非課税証明書を添付ください

【支給品目】商品券（5,000�円）
【申請】１月 31 日㈭までに、下記へ申
請してください
問�こども支援課児童福祉係内 165

ひとり親家庭児童就学
祝品支給制度

固定資産税は、土地や家屋のほか、償却
資産をお持ちの人にも課税されるので、
1�月 1�日現在、三芳町に所在している
償却資産を所有している人は、1�月 31�
日までに申告をお願いします。償却資産
とは、法人や個人事業主が、その事業の
ために使用している機械、器具、備品等
をいいます。次の①～④
①構築物…門、塀、広告塔、舗装路面等
②機械及び装置…印刷機、工作機等
③車両及び運搬具…フォークリフト等
�④工具器具及び備品…机、いす、パソ
　コン、陳列ケース、冷暖房機等
問�税務課資産税係内 137

償却資産申告のお願い

【対象】��県内在住の平成 26�年４月に中学校
に入学する児童を養育している、ひとり親家
庭の父・母および父母のいない児童を養育し
ている人で、申請者および同居している扶養
義務者のそれぞれ全員が市町村民税非課税世
帯の人（生活保護世帯を除く）
【支度金額】1�人につき 10,000�円
【申請締切】12�月 27�日㈮まで
【申請】　振込先金融機関の通帳（申請者名
義の普通口座に限る）を持参し、下記へ申
請してください。※締切後は、申請の受付が
できません。また、申請書を提出しない人は
支給されませんのでご注意ください。※配偶者
から１年以上遺棄されている場合や配偶者に
障がいがある場合など、窓口で確認ください。
※平成 25�年１月１日の住所地が三芳町
以外の場合は、平成 24�年度の市町村民
税非課税証明書を添付ください。
問�こども支援課児童福祉係内 165
埼玉県少子政策課☎�048-830-3337

▶�受付日時　1月 6日㈪～ 1月 31日㈮���
8:30 ～ 17:00( 土日祝日除く )

▶提出書類　
①登録申請書　②食品衛生監視票の写し
③作業員の細菌検査成績表の写し
④営業経歴書 (新規登録の時 )
⑤市町村民税の納税証明書
⑥従業員名簿　⑦健康診断書の写し
�※登録申請用紙は、学校給食センターに
あります
問 ･ 申������三芳町立学校給食センター
☎ 258-3550 FAX 258-9647

平成 26 年度三芳町学校給食
用物資納入業者登録申請受付

高校や短大、大学等の入学のため、入学資
金の調達が困難な人にその資金の融資あっ
せんを行います。
【融資あっせん対象者】���������������������
①町に引き続き 2年以上居住していること　
�②�高等学校、大学（短大含む）、専修学
校に入学が確実であること

③入学資金の調達が困難であること
④町税を完納していること
⑤�取扱金融機関の融資条件に適合すること
（取扱金融機関の審査あり）
▶融資額　高校30万円、大学 50万円まで
▶返済期間　3年 ( 月賦返済 )
▶利子補給　完済後、町より利子を全額補助
▶申込み　2月 28日㈮まで
問�学校教育課学務係内 524･525

入学資金融資あっせん制度

ひとり親家庭児童就学
支度金支給制度

工業統計調査の実施

工業統計調査は国の工業実態を明らかにす
ることを目的とした統計法に基づく報告義
務がある重要な統計です。調査結果は中小
企業施設や地域振興などの基礎資料として
利活用されます。調査時点は 12月 31 日
です。調査へのご回答をお願いします。
問��財務課電算統計係内 413

▶�対象　以下の質問に 3つ以上該当す
る 65歳以上の人

�①�階段を手すりや壁をつたわらずに上って
いますか「いいえ」の人

②�椅子に座った状態から何もつかまらずに立
ち上がっていますか「いいえ」の人

�③ �15 分ぐらい続けて歩いていますか
「いいえ」の人
�④�この 1年に転んだことがありますか
「はい」の人
�⑤�転倒に対する不安は大きいですか「は
い」の人

▶��日時　全日 10:00 ～ 12:00　
　1月 14日、20日、27日
　2月 10日、17日、24日
　3月 4日、10日、17日、24日
▶�会場　藤久保公民館ホール
▶�定員　30人
▶�費用　無料
▶内容　一人ずつ簡単な体力測定をしま
す。やわらかいボールやゴムバンドを
使って楽しみながら筋力アップをしま
す。自宅でできる運動のアドバイスをし
ます。
問�三芳町地域包括支援センター内 189

健康体操教室
楽しみながら運動する健康づくり教室

平成 25･26 年度町が発注する物品の納
入 ･役務等の提供（各種業務委託を含む）
を希望する業者の参加登録の追加受付を
行います。
▶�受付期間　1月 27日㈪～ 2月 7日㈮
（土 ･日曜日は除く）
▶受付時間　9:00 ～ 11:30、13:30 ～ 16:30
▶受付場所　役場 4階、財務課管財契約係
▶�提出書類　入札参加資格審査申請書1部を

封筒 (A-4 ｻｲｽﾞ ) に入れて提出してください
▶�要領の配布　町ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞよりﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ
▶�有効期限　平成 26年度 (1 年間 )
▶�注意事項　①申請書類は持参もしくは
郵送にて提出 (提出期限厳守してくだ
さい ) ②建設工事、設計 ･調査 ･測量
及び土木施設維持管理につきましては
県の共同受付になりますので、今回は
受付をしません※詳細については町ﾎｰ
ﾑﾍﾟｰｼﾞをご覧ください

問�財務課管財契約係内 416

入札参加資格審査登録受付
（追加受付）

「ゲートキーパー」とは、こころが疲れ
ている人に気づき・声をかけ・支援につ
なげる事の出来る人です。
期日 内容 講師
1/16㈭ ゲートキーパーとは何か ?

その役割について 精神保健福祉士

1/30㈭ こころとからだの関係、
うつ病について 臨床心理士

2/17㈪ 声のかけかた、つなぎ方 臨床心理士
2/26㈬ 自分自身の健康づくり 健康運動指導士
▶場所　竹間沢公民館・ホール
▶時間　10:00 ～ 11:30
▶�対象　地域活動などで、幅広く人と接
する機会の多い住民の人

▶定員　20人（無料・申込順）
問 ･ 申����福祉課障がい者支援係内 176～ 178

こころのサポーター（ゲー
トキーパー）養成講座

　年金を受ける権利は、本人が死亡する
となくなりますので、年金を受けている
人が亡くなられたときは、「死亡届」の
提出が必要です。
　この届出が遅れますと、年金を多く受
け取り過ぎて、後で返さなければならな
くなることもありますので、ご注意願い
ます。
　なお、亡くなられた人がまだ受け取っ
ていない年金があるときは、生計を同じ
くしていた遺族からの請求によって、そ
の年金が支払われます。
　請求できる遺族の範囲・順位は、年金
を受けていた方の死亡当時、生計を同じ
くしていた配偶者、子、父母、孫、祖父
母、兄弟姉妹です。
問�住民課保険年金係内 156

年金受給者の死亡

くぬぎ山保全管理活動

雑木林を若返らせて生物多様な森にする
手入れをします。
▶�日時　12月 15日㈰��10:00 ～ 15:00
　( 受付 9:30 ～）
▶�集合場所　山脇学園用地（所沢市下富
1456-1）

▶�服装　野外活動用 ( 長袖、長ズボン、
帽子、タオル、軍手等）

▶持参品　昼食、飲み物
▶�申込み　12/10 ㈫までに電話で申込み
問 ･ 申����くぬぎ山地区自然再生協議会　
(県みどり自然課 )☎ 049-830-3151


