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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。

三芳町ラケットテニス大会

▶日時	 7 月 5日㈰
　受付　9:00 ～　開会式　9:30 ～
※	試合時間が午後までかかると思われま
すので、昼食の用意をお願いします。

▶場所	 総合体育館アリーナ
▶料金	 1 人 200円
　　　　チーム単位で当日支払い
▶対象	 	町内・近隣市町に在住・在勤・

在クラブ員・中学生以上の在
学者・招待チーム

▶	定員	 24 チーム（定数次第締め切り）
	▶	申込み　
　	6 月 1日㈪～ 14日㈰に所定の申込用
紙に必要事項を記入の上、持参・郵送・
FAX・メールいずれかで生涯学習課ま
で申し込み※持参の受付は 12日㈮ま
で※事務局で申込書を受理後、確認の
連絡をします。

問	生涯学習課スポーツ推進担当内 516
FAX 274-1056
shakai@town.saitama-miyoshi.lg.jp

老齢基礎年金は、20歳から 60歳になる
までの 40年間保険料を納めなければ満
額の年金を受け取ることができません。
国民年金保険料の納め忘れなどにより、
保険料の納付済み期間が 40 年間に満た
ない場合は、60歳から 65歳になるまで
の間に国民年金に任意加入して満額の年
金に近づけることができます。なお、老
齢基礎年金を受給するためには、保険料
の納付済期間や保険料の免除期間等が原
則として 25 年以上必要となりますが、
この要件を満たしていない場合は、70歳
になるまで任意加入することができます。
また、海外に在住する日本国籍の人も国
民年金に任意加入することができます。

付加年金保険料（月々 400 円）
を納めて年金を増やす
第1号被保険者（及び任意加入被保険者）
の人は、ご希望により利用できます。
月々の定額保険料に付加保険料（400
円）をプラスして納めると、老齢基礎年
金に付加年金が上乗せされて受け取るこ
とができます。受け取る付加年金は、定
額のため物価などによってスライド（増
額・減額）しません。　
２年間受け取ると、納めた保険料と同額
になるため大変お得です。
問	住民課保険年金担当内 156

ご存知ですか？国民年金の
任意加入制度

介護予防教室

▶日時　6月 21日㈰ 14:00 ～
▶場所　デイサービスはなまる
　　　　三芳町北永井 891
▶内容　成年後見制度についての講演
　　　　講師　割田久美子氏（保健師）
▶対象　介護予防に関心のある人・高齢者
▶持ち物　筆記用具等
▶共催　地域包括支援センター
　　　　在宅介護支援センターみずほ苑
問在宅介護支援センターはなまる☎258-7067

町民の参画による教育行政運営推進のた
め、三芳町教育振興基本計画策定委員会
委員を公募します。
	三芳町教育振興基本計画策定委員会委員（2 人）
教育基本法第 17条第 2項の規定に基づ
き、次期三芳町教育振興基本計画の策定
を円滑かつ計画的に行うことを目的とし
て、教育委員会の諮問に応じ、計画に関
することについて検討・協議を行います。
【応募資格】
・	町内在住で教育について高い関心と豊

　富な知識をお持ちの人
・	年 4、5回程度平日に開催される会議
　に出席可能な人
【委員の委嘱期間】
・	委員会の審議結果を教育委員会に答申

　するまで（8月から概ね 12月頃まで）
【応募方法】
・	応募申込書（教育総務課、各公民館に

　あります）に必要事項を記入し 6月
				　30 日㈫までに提出してください。
問教育総務課施設庶務担当内 533

混合バレーボール教室

1チーム男女3人ずつで行うバレーボー
ルの教室を行います。6人制バレーボー
ルと同様のルールが多く、抵抗感なく参
加できる競技です。当日は運動しやすい
服装と室内シューズ、タオルと水筒等を
持参し参加してください。
▶日時	 7 月 3日㈮・8月 1日㈯
　　　　19:00 ～ 21:30
▶場所	 総合体育館アリーナ
▶料金	 1 人 1回 200円（保険代含む）
▶	対象　	高校生以上の男女で興味のある

人、運動に制限がない人、バレー
ボール経験者

▶	定員	 1 回　30人
▶	申込み　	7 月 24 日㈮までに参加費を

添え生涯学習課または総合体
育館に申し込み

問	生涯学習課スポーツ推進担当内 516
　総合体育館☎ 258-0311

第 17 回町長杯
グラウンド・ゴルフ大会

▶日時	 7月 4日㈯　予備日 7月 7日㈫
　　　　受付8:30　開会 9:00 ～
▶場所	 総合運動公園グラウンド
▶料金	 1 人　500円（会員 300円）
▶	対象　町内在住・在勤在学者
▶	定員	 120 人
▶	申込み　6月 15日㈪までに所定用紙
に記入し参加費を添えて生涯学習課に
申し込み

問	生涯学習課スポーツ推進担当内 516
　グラウンド・ゴルフ事務局☎ 090-3539-4620

卓球教室

▶日時	 7月 11日㈯・18日㈯・25日㈯
　　　　9:00 ～ 12:00
▶場所	 総合体育館
▶料金	 500 円（保険代当日集金）
▶	対象　小学 3年生以上
▶	申込み　7月 2 日㈭までに生涯学習
課、総合体育館、または卓球連盟事務
局に申し込み

問　三芳町卓球連盟事務局㈲ワールド鈴木
☎ 258-2064 FAX 259-2741

電波利用環境保護周知啓発
強化期間 6 月１日～ 10 日 

問関東総合通信局
●不法無線局による混信・妨害
　☎ 03-6238-1939
●テレビ・ラジオの受信障害

　
☎ 03-6238-1945
●地上波デジタルテレビ放送の受信相談
　☎ 03-6238-1944

三芳町教育振興基本計画
策定委員会委員募集

求人企業合同説明会
▶場所　大宮ソニックシティ4F市民ホール
▶	対象　28年 3月専門学校・短大・大学
（院）等を卒業見込、既卒３年以内の人
http://www.kotaikyou-saitama.ne.jp/

問　埼玉県雇用対策協議会☎048-647-4185

6月25日㈭
13:00～16:00

保育所・学童・児童館の
臨時職員募集

【第 3保育所臨時職員】〈保育士〉4人
▶任期　6月1日～9月30日（10月に更新）
▶	勤務　月～金（行事により土曜勤務有）
① 7:00 ～ 19:15（内 7時間 15分）

　　保育士の有資格者　日給 8,400 円
　② 12:30 ～ 18:00　
　　保育士の有資格者（時給 1,000 円）
　　保育士の無資格者（時給 920円）
【学童保育室臨時職員（夏季期間）】10人
▶	勤務地　藤久保第 1・第 2、北永井、
　　　　唐沢、上富、竹間沢学童保育室

▶	任期　7月 21日～ 8月 31日
　　　　　　　（勤務日数要相談）

▶勤務　月～土のうち週5日（祝日休み）
　8:30 ～ 18:45 の内 5時間（交代制）
▶賃金　児童厚生員有資格者（時給 890円）
　　　　児童厚生員補助員（時給830円）
【児童館臨時職員（夏季期間）】3人
▶勤務地　藤久保、北永井、竹間沢児童館
▶任期　7月 1日～ 9月 30日
▶勤務　火～土の週 5日（祝日は休み）
　　　　9:00 ～ 17:00（うち 7時間）
▶賃金　児童厚生員有資格者（時給 890円）
　　　　児童厚生員補助員（時給830円）
▶	申込み　臨時職員登録申込書を総務課
へ提出。申込書は町HPでダウンロード、
総務課、こども支援課で入手できます。

問こども支援課保育担当内 253～ 255

週末ほっとワークス①
【社会講座】

地域や社会の問題、日常生活に関わる
事例などをテーマにした講座を開催しま
す。今回は『三芳の土地に刻まれた歴史』
についての講座です。
週末の時間を利用して、皆さん、三芳の
生い立ちにふれてみませんか？
●講師　鈴木義雄氏（前歴史民俗資料館長）
▶日時	 ７月４日㈯　10:00～ 11:30
▶場所	 藤久保公民館ホール
▶料金	 無料　　▶対象　どなたでも
▶定員	 100人
▶申込み	　	前日まで藤久保公民館へ申

し込み（電話可）
問　藤久保公民館☎258-0690

小児慢性特定疾病医療費支給
継続申請の受付を開始 

▶	対象…現在受給者証をお持ちで引き続
き治療が必要な 20歳未満の人の保護者
▶期間　６月 12日㈮から７月 31日㈮
▶場所　各県保健所
▶	必要書類　
　	申請書、医療意見書、受診者の加入す
る公的医療保険の被保険者の市町村・
県民税課税（非課税）証明書など

問朝霞保健所　☎ 048-461-0468


