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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。

いきいき元気クラブ

楽しく体操を行います。からだのゆがみ
を知り、腰痛・膝痛を予防しましょう。「い
もっこ体操」の体験も行ないます。
食事や栄養についての話・お口のケアに
ついての話も行います。
▶�日時� 10:00 ～ 12:00
　�9月9日㈬、9月16日㈬、9月28日㈪、
9月 30日㈬、10月 7日㈬　　　

▶場所� 竹間沢公民館ホール
▶持ち物　水分補給用の飲み物、タオル
▶料金� 無料
▶対象� 65 歳以上の住民
▶定員� 30 人
▶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

埼玉県庁ホームページに
「悪質商法通報サイト」を開設

悪質事業者の情報（悪質商法の手口、事
業者の名称や所在地など）をお寄せくだ
さい。いただいた情報は悪質事業者の調
査に活用します。なお、トラブルの解決
や相談を希望する人は、三芳町消費生活
相談室（☎ 258-0019 内 292）か埼玉
県消費生活支援センター ( ☎ 048-261-
0999) へ。
▶アクセス方法　
「埼玉県　悪質商法通報サイト」で検索
問　埼玉県県民生活部消費生活課
　☎ 048-830-2933

糖尿病重症化予防のお知らせ

糖尿病は、心筋梗塞や脳卒中のリスクを
高め、腎症、網膜症、神経障害などの合
併症にかかると日常生活に大きな影響を
及ぼします。糖尿病になっても質の高い
生活を送るためには、糖尿病の早期発見
と継続的な治療、そして食事や運動面で
の生活習慣の改善が重要です。
糖尿病の初期は自覚症状が出にくいた
め、放置すると気付かぬ間に重症化する
ことがあります。
このため、当町では国民健康保険の被保
険者を対象に、特定健診データや医療機
関受診状況を確認して、糖尿病の治療が
必要な人や治療を中断された人に対し
て、８月から 10月にかけて医療機関受
診についてのお知らせや電話連絡をさせ
ていただきます。お知らせの送付や電話
連絡があった場合は、速やかに医療機関
を受診してください。
問住民課保険年金担当内 154

ワクワクドキドキの豊かなまちづくり
三芳町芸術文化支援事業の募集

住民の皆さんが主人公となる芸術文化活
動を支援します。平成 28 年 4 月 1 日
から平成 29年 3月 31日までにコピス
みよしで実施を予定している事業が対象
で、支援対象に選ばれた事業に対して、
経費面の支援および独創的な事業が実現
できるよう助言等のサポートをします。
詳しくは生涯学習課、コピスみよし、各
公民館窓口で配布する募集要項および申
請書をご覧ください。町のホームページ
からもダウンロードできます。
▶�申請方法　申請書（指定様式）を期間
内に下記申込先に提出してください。

▶受付期間　8月 1日㈯～ 9月 30日㈬
問 ･ 申�生涯学習課生涯学習担当内 514

三富新田世界農業遺産推進協議会では、
三富新田が持つ多面的な機能を知っても
らうワークショップを開催します。三
富のコナラなどの木材を使ったワーク
ショップや、みよし野菜を使ったピザ作
り体験、女性農業者がつくる鮮やかなク
ラフトバッグなど、三富を身近に感じる
ワークショップです。
▶�日時　8月 22日㈯　10:30 ～ 16:30
▶�場所　�コピスみよしミニホール・展示

スペース・スロープ展示
▶�参加費　�入場無料、ただし工房等での

体験には費用がかかります。
※�詳細は、チラシ、町ホームページ参照
※�先着 200 人にローズマリーの苗木プ
レゼント

問・申　観光産業課農業振興担当内 219

世界農業遺産セカンドステージ
さと・農・まち LIFE ワークショップ開催

国民年金の加入中等に初診日がある病気
やケガなどで障害の状態になったとき、
障害認定日（初診日から 1年６ヶ月を
経過した日またはその期間内に症状が固
定した日）において、障害等級の 1級
または 2級に該当した場合は、障害基
礎年金を受けることができます。
ただし、初診日の前日において、初診日
の属する月の前々月までの被保険者期間
のうち、保険料納付済期間と免除期間（若
年者納付猶予期間・学生納付特例期間を
含む）を合わせた期間が 3分の 2以上
必要となります。（初診日が平成 28 年
3月 31日以前にあるときは、特例とし
て初診日の前々月までの直近の 1年間
に保険料の未納がなければよいことに
なっています。）なお、20 歳前に初診
日がある病気やケガによって障害の状態
になった人は、障害等級の１級または２
級に該当すれば、20歳から（障害認定
日が 20歳以降の場合は、障害認定日か
ら）受給できます。ただし、この場合、
本人に一定額以上の所得や他年金の受給
がある場合、支給が制限されます。
※障害者手帳にある等級とは異なります
のでご注意願います。
問�住民課保険年金担当内 156

障害基礎年金

地方創生の事業により、人生の節目を迎
える人に祝い金を交付します。
▶�対象者　平成 26年 8月 16日～平成
27年 8月 15日の間に

○喜寿を迎えた人
○第２子以上を出産された人
○結婚された人（所得制限あり）
▶祝金　
　町内取扱店で使える商品券 5,000 円
▶商品券利用可能期間　
　�平成 27 年 8 月 16 日～平成 28 年 1
月 11日まで

問�政策推進室政策推進担当内 422

三芳町　
人生の節目応援事業

自分の情報が流出しているのでは？など、
ご心配な人は、下記専用電話窓口または
お近くの年金事務所へご相談ください。
問日本年金機構専用電話窓口
☎ 0120-818211（平日及び土日）
受付時間 8:30 ～ 21:00（通話料無料）

「年金情報流出」を口実にした
犯罪にご注意ください！

排水設備工事責任技術者
共通試験

▶試験日　11月１日㈰
▶会場　埼玉工業大学（深谷市）
▶受付期間　８月 10日㈪～９月 18日㈮
▶申込方法　郵送（受験案内を参照）
▶料金　10,000 円
▶�申込み　受験案内は８月 10日㈪より
三芳町浄水場２階の上下水道課にて配
布しています。

問　　上下水道課下水道業務担当☎274-1014

平成 27年６月 25日に衛生組合議員が
決まりました。（敬称略）
　管理者（ふじみ野市長）　高畑博
　副管理者（富士見市長）　星野信吾
　副管理者（三芳町長）　　林伊佐雄
　監査委員（識見）���　　　神木洋壽
○衛生組合議会議員
　議長　篠田剛　副議長　岩城桂子
　監査委員（議会選出）山口正史
三芳町選出議員
　鈴木淳（○建設）岩城桂子（総務・議運）
　安澤豊（○総務）山口正史（建設）
　本名洋（総務・○議運）
富士見市選出議員
　篠田剛（総務）　根岸操（◎建設）
　大谷順子（総務）吉田和江（建設・議運）
　今成優太（総務・議運）
ふじみ野市選出議員　　　　　　　　　
　伊藤美枝子（建設・◎議運）　　　　
　小林憲人（◎総務）　谷新一（建設）　
　伊藤初美（総務）足立志津子（建設・議運）
※◎委員長○副委員長（６月 25日現在）
○管理者あいさつ

私は管理者として、適正なし尿
処理とともに入間東部広域斎
場しののめの里がより安全・安

心に利用できる施設として、誠心誠意努
力してまいります。みなさまのより一層
のご支援とご協力を賜りますようお願い
申し上げます。
○議会議長就任あいさつ

私は、衛生組合議会議長として、
事業の円滑な推進と発展に向け
努力する所存でありますので、

みなさまのご支援、ご協力をお願い申し
上げます。
問入間東部地区衛生組合☎ 261-4891

入間東部地区衛生組合議会
議員が決定

パソコンなんでも相談室

これからパソコンを買おうと思っている
人、パソコンを買ったけど使いこなせな
い人、もっと楽に使いたい人など、相談
室を開催していますのでご利用ください。
▶相談日　全日程月曜日
　８月10日・24日、９月 14日・28日、
　10月 19日・26日
▶�時間　10:00 ～ 12:00
▶場所　竹間沢公民館　学習室
▶相談員　生涯学習アドバイザー他
▶費用　無料　　
▶定員　15人
▶�申込み　�人数の関係上、予約していた

だくことをお勧めします。
問竹間沢公民館☎ 259-8311


