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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。

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、それぞれ加
入手続きが異なります。
第１号被保険者　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。
第２号被保険者　会社員や公務員など、
厚生年金保険や共済組合に加入している
人で、加入手続きは勤務先が行います。
第３号被保険者　第２号被保険者に扶養
されている配偶者で、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 住民課保険年金担当内 156

国民年金は
誰もが加入する制度です

はつらつ元気教室

身体のゆがみを知り、肩こり・腰痛を予
防するための運動を紹介します。
バランスの良い食事のとり方やお口のケ
アについても学びます。
体とお口の健康を保ち、いつまでもはつ
らつ笑顔で輝きましょう。
▶日時　全日共通　10:00 ～ 12:00
　5 月 22 日㈮、29 日㈮、6 月 5 日㈮
▶会場 竹間沢公民館ホール
▶料金 無料
▶対象 町在住 65 歳以上の人
▶定員 30 人
▶持ち物　水分補給用の飲み物
▶申込み　 地域包括支援センターまで
　　　　　電話または窓口で申し込み
問 　健康増進課地域包括支援センター内 188

リハビリ相談

膝痛、腰痛は悪化すると介護を必要とす
る原因になる可能性があります。理学療
法士・作業療法士が 30 分ほどの個別面
談を行い、各個人の状態に合わせ、痛み
の悪化や筋力の低下を予防するためのア
ドバイスをします。毎月 1 回開催して
います。8 月以降の日程については問い
合わせください。
▶日時
　5 月 8 日㈮、6 月 10 日㈬、7 月 10 日㈮
　全日共通（30 分間）
　9:30 ～、10:00 ～、10:30 ～
▶会場　 藤久保公民館図書室
▶料金 無料
▶対象 町在住 65 歳以上の人
▶定員 各時間 1 人、1 日 3 人まで
▶申込み　 地域包括支援センターへ電話

または窓口で必ず申し込み
問 　健康増進課地域包括支援センター内 188

地域版総合戦略の策定において、広く住
民の皆さんから意見をいただくために

「三芳町まち・ひと・しごと創生総合戦
略審議会」の委員公募を実施します。
▶ 募集人数　2 人　
　 書類選考等を実施します。また、より

多くの人に行政へ参画してもらうた
め、町の審議会委員等の就任歴を考慮
させていただく場合があります。

▶応募資格
　①まちづくりに関心がある人
　②町在住の 20 歳以上
　③平日の日中の会議に出席が可能な人
　　（年 5 回程度）
▶ 任期　
　平成 27 年度中（平成 28 年 3 月末日まで）
▶ 応募方法
　 応募申込書に必要事項を記入の上、「私

の考える三芳町の特色や地域資産を生
かしたまちづくり」を題材に 400 字
程度（様式任意）の作文を添えて、持
参、郵送、メールで役場 4 階政策推
進室へ提出してください。

問 政策推進室政策推進担当内 423
seisaku@town.saitama-miyoshi.lg.jp

三芳町まち・ひと・しごと
創生総合戦略審議会委員募集

町住宅用太陽光発電システ
ム設置費補助金

【対象住宅】
・既存住宅に太陽光発電を設置の場合
・太陽光発電付き新築住宅を購入の場合
・ 太陽光発電付き新築建売住宅を購入の場合

※集合住宅は対象外
【補助対象者】
・対象住宅に電力供給する目的で 1kw
  以上の発電システムを設置する人
・対象住宅に自ら居住する人、申請年度
　内に町内に居住する予定であり当該地
　が住民基本台帳に記載されている人
・建築物の敷地等に建築基準法、都市計
　画法等の違反がない人
▶補助金額　太陽光発電システム 1kw
　以上のものに対し一律 50,000 円
▶受付件数　30 件
▶申請期間　4 月 13 日㈪から
※申請受付は先着順となり予算額に達し
　た時点で受け付けを終了します
問環境課環境対策担当内 216・217

中央公民館が５月 15 日㈮に正式開館し
ます。その正式開館を前に、お試し利用
を実施します。今回のお試し利用は、公
民館登録団体による、部屋の大きさや設
備を確認するための、利用内容となりま
す。
▶日時　 ５月　８日㈮ 13:00 ～ 20:00
　　　　５月 10 日㈰ 10:00 ～ 13:00
　　　　５月 12 日㈫ 10:00 ～ 16:00
　 上記の３日間のいずれかで１回のみ。

より多く利用していただくため利用時
間は１時間と限ります。

▶会場　中央公民館　
　住所　三芳町大字北永井 348 番地 2
※ 駐車場に限りがあります。乗り合わせ

等にご協力ください。
▶対象　公民館登録団体のみ
▶ 申込み　４月 13 日㈪～ 15 日㈬　　           

10:00 ～ 15:00、電話予約のみの受付
※ 公共施設予約システム、公民館窓口で

の予約はできません。注意ください。
問中央公民館 ☎ 258-0050

新中央公民館開館
「お試し利用」の実施

土曜体験教室
｢まが玉を作ってみよう｣

縄文時代から作られていた「まが玉」。
好きな色や形のまが玉を作ってみませんか。
▶日時　4 月 25 日㈯　10:00 ～ 12:00
▶会場　歴史民俗資料館 2 階研修室
▶参加費　300 円　　▶定員　20 人
▶申込締切　4 月 23 日㈭
問　歴史民俗資料館 ☎ 258-6655

遺言の日記念
相続問題相談会

埼玉弁護士会では、遺言の日を記念して、
遺言および相続に関する法律相談に応じ
ます。
▶日時　4 月 18 日㈯
　13:00 ～ 16:00（受付 15:30 まで）
▶ 会場　  埼玉弁護士会法律相談センター
　　　　 さいたま市浦和区高砂 4-2-1

パークハウス 1F
▶料金　無料　　▶申込み　 不要
問埼玉弁護士会法律相談センター
☎ 048-710-5666

▶ 日時 4 月 19 日㈰　9:00 ～ 12:00
▶会場 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
▶定員　30 人
▶ 申込み　 4 月 6 日㈪～ 10 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

町では、緑化推進を強化する必要から４
月 1 日より自然環境担当を環境課に設
置します。
スマートインターチェンジの整備を図る
ため、道路交通課にスマートインター
チェンジ整備担当を設置します。
また、総務課の人権推進担当と文書庶務
担当を統合して人権・庶務担当とします。
問 政策推進室政策推進担当内 422 ～ 424

�町の組織の担当が変わります

副町長に西村朗氏が就任
各委員が決まりました

副町長　西村朗

第２回三芳町議会定例会において議会の
同意を得て、４月 1 日付けで前埼玉県
職員の西村朗氏が三芳町
副町長に就任しました。
問 総務課　内 407・408
また、議会の同意を得て、
各委員が就任しました。
○監査委員…荻島詔氏（新任）
　問 総務課人権庶務担当内 402 ～ 405
○公平委員…平岡直也氏（再任）
　問政策推進室政策推進担当内 422 ～ 424
○教育委員…長野真寿美氏（再任）
　問 教育総務課施設庶務担当内 533

平成 27 年度第 1 回埼玉県警察官採用試
験が次のとおり行われます。
▶受付期間　4 月 1 日㈬～ 14 日㈫
▶試験日　第 1 次　5 月 10 日㈰
▶ 最終合格発表　8 月 24 日㈪
※ 受験申込書、受験案内は埼玉県警察本

部、埼玉県内の各警察署、交番、駐在
所で配布しています。詳細は下記ホー
ムページをご確認ください。

http://www.police.pref.saitama.
lg.jp/saiyo/kesatsukan/index.html
問　東入間警察署 ☎ 049-269-0110

平成 27年度　第 1回
埼玉県警察官採用試験


