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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。

本人通知制度は、住民登録や本籍がある
人が事前に登録することにより、その人
にかかる住民票の写しや戸籍の謄抄本等
を本人の代理人および第三者に交付した
事実について登録者本人にお知らせする
ものです。これにより、不正請求の早期
発見、事実関係の早期究明するきっかけ
となります。また、本人通知制度が周知
されることで、委任状偽造や不必要な身
元調査等の未然防止につながります。

※�国や地方自治体からの請求等、通知の�������������������
対象とならない請求があります。

問�住民課住民担当内 142～ 144

本人通知制度に
登録しましょう

登録
できる人

三芳町に住民登録のある人
三芳町に本籍のある人

登録
手続き

本人通知登録申請書
本人確認書類（運転免許証、パス
ポート、住民基本台帳カード等本
人確認できるもの）
※住民課または出張所の窓口で登
　録できます。登録は無料です。

通知内容
証明書の交付年月日
交付した証明書の種類及び通数
交付請求者の種別（代理人・第三者の別）

第 10回特別弔慰金が
支給されます

戦後 70周年に当たり、今日の我が国の
平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い
犠牲に思いをいたし、国として改めて弔
慰の意を表するため、戦没者等のご遺族
に特別弔慰金（記名国債）を支給するも
のです。
▶�対象　平成 27年 4月 1日（基準日）
において、「恩給法による公務扶助料」
や「戦傷病者戦没者遺族等援護法によ
る遺族年金」等を受ける人（戦没者等
の妻や父母等）がいない場合に、先順
位のご遺族お一人に支給。
▶内容　額面 25万円
　　　　5年償還の記名国債
▶請求期間　�平成 27 年 4 月 1 日から

平成 30年 4月 2日
問�福祉課福祉担当内 172・173

金婚式（結婚 50年）を迎える
皆さんに記念品を贈呈します

敬老の日に際し、金婚式（結婚 50 年）を
迎えられた皆さんに記念品を贈呈します。
平成28年 3月 31日までの間に金婚式
（結婚50年）を迎えられる人は福祉課へ
連絡ください。
▶�対象
①�婚姻年月日が昭和40年４月1日から
昭和41年３月31日までのご夫婦

②�昭和40年 3月 31日までに婚姻し既に
金婚式を迎え、１年以上三芳町に居住し
ている人で、まだ受贈していない夫婦
※婚姻年月日確認のため、戸籍謄本の提
　出をお願いします。
▶締め切り　8月 14日㈮
問�福祉課福祉担当内 172・173

町では、幼稚園就園児の保護者の経済的
負担を軽減し、幼児教育を一層普及させ
るため、国の幼稚園就園奨励費補助金の
交付を受けて入園料および保育料の一部
を補助しています。

問学校教育課学務担当内 524・525

私立幼稚園
就園奨励費補助金

対象
町に住民登録があり満 3歳（誕生
日から）、3・4・5歳児を私立幼稚
園に就園させている世帯

補助金
今年度の住民税課税額等により補
助額を決定
※未申告の場合対象外

申込方法

各幼稚園から配布される申請書類を
幼稚園に提出
※平成27年 1月 2日以降の転入者は
前住所地発行の平成 27年度住民税課
税（非課税）証明書を添付

郵送用封筒の広告募集

三芳町から発送する一般用郵便封筒に広
告を掲載します。企業 PR・店の宣伝な
どを封筒に掲載しませんか。
▶封筒規格　長形 3号封筒
▶応募期間　7月 1日㈬～
▶掲載規格　1枠　4.5cm×横 9.0cm
▶作成枚数　70,000 枚
▶掲載料金　70,000 円
▶�使用期間　�
　印刷した封筒の在庫がなくなるまで
�▶�申込み　町HPまたは４階財務課窓口
にある申込書に記入し原稿（案）を添
えて、財務課まで提出してください。

問�財務課管財契約担当内 417

止水栓・水道メーター
および貯水槽現地調査

水道台帳作成のため、上下水道課から委
託を受けた調査員が、皆さんのご家庭・
事業所に設置してある給水装置（止水栓・
水道メーターおよび貯水槽）の位置を確
認するため、現地に伺うことがあります。
調査員は、写真のとおり腕章および水道事
業者発行の身分証明書を携帯しています。
委託を受けた調査員は、物品の販売・料
金の請求行為などは行いません。
▶委託業者　東日本総合計画㈱
▶調査期間
　7月 8日～ 10月 15日
問上下水道課水道施設担当
　（浄水場内）☎�274-1014

▶募集職種　保健師・看護師
　保健師　�乳幼児健診および特定保健指

導における相談業務
　看護師　�乳幼児健診の身体計測、診察

の介助
▶勤務場所　三芳町保健センター
　三芳町藤久保 185番地 1
▶勤務時間　9:30～ 15:30　5時間勤務
▶勤務回数　月４～ 5日程度
▶募集人数：若干名
▶報酬　看護師　7,500 円
　　　　保健師　8,000 円
▶�その他　申込者対象に別途オリエン
テーションを行います。日時等は、申
込者に個別に通知します。

問・申　保健センター☎ 258-1236

保健センター
嘱託職員の募集

夏季は食中毒が多く発生する時期です。
肉類を生や加熱不足で食べることによる
カンピロバクター食中毒や腸管出血性大
腸菌食中毒が多発しています。肉やレ
バーを食べるときには次の点に注意しま
しょう。
�■�レバーなどの内臓や食肉の調理をする
ときは、しっかり加熱（75℃で１分
間以上）して食べましょう。表面が焼
けていても、内部が生であることがあ
ります。

■�食肉は、購入から調理までの間、細菌
が増殖しないよう低温保存（10℃以
下）しましょう。

■��焼肉やバーベキューをするときは、生
肉を扱った箸やトングで、焼きあがっ
た肉やサラダなどを食べないようにし
ましょう。

■�野菜、果物、調理済みの食品は、生肉
やその肉汁と接触しないようにしま
しょう。

■�肉の調理に使用した包丁やまな板など
の器具類は、そのつど、洗浄消毒しま
しょう。

■�調理前や生肉に触った後、トイレの後
は、手指の洗浄消毒をしましょう。

問　朝霞保健所☎ 048-461-0468

食中毒に気をつけましょう

いもっこ体操健康教室

いつまでもはつらつとした毎日を送るた
めのポイントを学びます。栄養士による
講話や脳トレなど楽しく学びましょう。

日時 会場（集会所）

7月 8日㈬�� 10:00～ 11:30 藤久保 2区
7月 30日㈭ 10:00 ～ 11:30 藤久保 6区
8月 4日㈫�� 13:30 ～ 15:00 北永井 3区
▶料金� 無料
▶申込み　直接会場へお越しください
問　健康増進課地域包括支援センター内 188

急募！夏休みに子どもと関わる
仕事をしてみませんか

【学童保育室臨時職員（夏休期間）】3人
▶勤務地　各学校の学童保育室
▶任期　7月 21日～ 8月 31日
　　　　　　　　　（勤務日数等要相談）
▶勤務　月～土のうち週5日（祝日休み）
　8:00～18:45のうち5時間程度（交代制）
▶賃金　児童厚生員有資格者（時給890円）
　　　　児童厚生員無資格者（時給830円）
【保育所有資格者】4人
　勤務地・賃金・勤務時間等は要相談
▶�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。

問北永井児童館☎ 258-9962
　第 3保育所☎ 258-0512

後を絶たない悪質商法。振り込め詐欺や
架空請求、送り付け商法、ワンクリック
詐欺などには絶対だまされない！悪質商
法を撃退する方法を、わかりやすい落語
で笑いながら学んでみませんか。
▶日時　7月 15日㈬ 10:00 ～ 12:00
　　夢見亭わっぱ氏（落語家）
　　二ノ宮百合子氏（消費生活相談員）
▶場所　竹間沢公民館ホール
▶定員　150人　　▶料金　無料
問・申観光産業課商工観光担当内 214

笑って学ぼう！落語で学ぶ消費生活講座
～悪質商法にはだまされないぞ！～

児童虐待をなくし、子どもたちの笑顔を守
るため、覚えやすい３桁の番号になりまし
た。虐待かと思ったら☎189（いちはやく）
問　埼玉県川越児童相談所☎049-223-4152��

児童相談所全国共通ダイヤル
☎189（いちはやく）


