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INFORMATION

「秋の川越」
「潮騒の町」
好評発売中！ 電気工事業･管工事業/埼玉県知事（般-24）第45897号

三芳町上富1552

☎（049）258-0470（代）　FAX（049）258-9828

快適空間の創造　　エアコンのことなら！

ジュニア・シニア
硬式テニス教室

三芳町テニス協会では、多くの皆さんに
テニスを楽しんでもらうためにジュニ
ア・シニアテニス教室を開催しています。
▶日時　９月12日㈯からの土曜日（全８回）
　９、10月（13:00 ～ 15:00）
　11、12月（12:00 ～ 14:00）
　※ジュニアは 80分
▶場所	 運動公園テニスコート
▶料金　入会金　200円（１回目持参）
　参加費　	ジュニア100円、シニア200円
　　　　　（各回持参）
▶対象　
ジュニアは小学４年生から中学３年生
シニアは50歳以上町内在住・在勤・在学者
▶定員	 ジュニア 12人、シニア 20人
▶	申込み　三芳町総合体育館に９月２日
㈬・８日㈫９:00 ～ 19:00 に申し込
み（定員になり次第締切）

問	生涯学習課スポーツ推進担当内 516
テニス協会（夜間）	林 ☎ 258-4809　							

岡野	☎	258-9200

▶募集種目／対象
①	防衛大学校（一般 /推薦 / 総合選抜）
高卒（見込含）21 歳未満、推薦は、
高等学校長の推薦等が別途必要です。

②	防衛医科大学校　高卒（見込含）21
歳未満

③	看護学生　高卒 (見込含 )21 歳未満
▶試験日　（一次試験）
①	防衛大学校（一般）11月 7日・8日
　防衛大学校（推薦）9月 26日・27日
　防衛大学校（総合選抜）9月 26日	
②防衛医科大学校　
　10月 31日および 11月 1日
③看護学科学生（自衛官候補看護学科）
　10月 17日
▶	年齢　
　平成 28年 4月 1日現在での年齢
▶応募受付　9月 5日㈯～ 30日㈬
　	防衛大学校（推薦 /総合選抜）につい
ては 9月 5日㈯～ 9日㈬

問自衛隊埼玉地方協力本部入間地域事務所
☎ 04-2923-4691

自衛官採用試験

第 21回三芳町弓道大会
(第8回三芳町町長杯弓道大会 )

近隣弓道愛好家との親善のため、第 21
回三芳町弓道大会 (第 8回三芳町町長杯
弓道大会 )を開催します。
三芳町に在住で弓道経験者は、奮って参
加してください。午前の部は、団体戦
で 1チーム 3人、一人 4射で計 12射。
上位 3位迄を表彰します。午後の部は、
個人戦で 1人 4射、色的の得点制で行
います。上位 5位迄を表彰します。そ
の他、花的、金的もあります。
▶日時　10月 4日㈰　9:30 開始
▶場所　三芳町弓道場
▶料金　1,000 円 ( 昼食付 )
▶申込み　9月 19日㈯までに申し込み
問　生涯学習課スポーツ推進担当内 516
三芳町弓道連盟加藤☎ 258-2421

キッチンスタジオ料理講座

小中学生向け、敬老の日企画
おじいちゃん・おばあちゃんを手作り料
理で喜ばせよう！小中学生のみなさんの
参加を待っています。
▶メニュー　
　	鶏とごぼうの炊き込みご飯、カニあん
かけ茶碗蒸し、抹茶ババロア

▶日時　９月 12日㈯ 11:00 ～ 14:00
▶場所	 中央公民館キッチンスタジオ
▶	料金	 	1,000 円　（取消料金が発生す

るも場合あり）
▶対象	 小・中学生
▶定員	 20 人
　（定員超えた場合抽選）
▶申込み　9月 8日㈫までに
　　　　　窓口へ直接または電話 ･FAX

１回目はすべての献立にみよし野菜の里
芋を使った野菜尽くしの家庭料理、郷土
料理です。郷土料理を通じて、地元の食
文化や家庭料理の大切さを学べます。	
２回目はすべての献立にみよし野菜の里
芋を使った野菜尽くしのアイデア料理と
里芋スイーツです。
▶日時
１回目　10月２日㈮ 11:00 ～ 13:30
２回目　11月６日㈮ 11:00 ～ 13:30
▶場所　中央公民館キッチンスタジオ
▶料金　	各回 1,500 円（取消料金が発

生する場合あり）
▶対象　女性
▶定員　各回 16人	
　（定員を超えた場合抽選）
▶申込み　9月 25 日までに
窓口へ直接または電話 ･FAX
問中央公民館☎258-0050 FAX 258-1833

秋季初心者
ソフトテニス（軟式）教室

▶日時　全日程土曜日
　9/12・19・26　9:00 ～ 11:00
　10/10・17・24・31	9:00 ～ 11:00
　11/7・14・21・28	10:00 ～ 12:00
▶場所　運動公園テニスコート
▶対象　	小学 4 年生以上の町内在住・

在勤・在学者
▶料金　1回　100円（当日徴収）
▶持ち物　テニスシューズ（平底靴可）
　ソフトテニス用ラケット（貸出有）
▶	申込み　不要、直接会場に集合　
問　生涯学習課スポーツ推進担当内 516
庭球連盟（19:00 ～ 21:00）	新

に い だ
井田☎ 258-5556																																											

																														給
きゅうぜん
前 	☎ 259-1791

歌でこころの健康づくり！

三芳町こころの健康講座「歌でこころの
健康づくり」を今年も開催します。
人と出会い、一緒に歌うことで「こころ
の健康づくり」を始めてみませんか？
皆さんのご参加をお待ちしております。
▶日時　	９月19日㈯14:00～ 16:00
▶場所	 藤久保公民館　ホール
▶料金	 無料
▶対象	 町内在住・在勤者
▶定員	 100人
▶共催　三芳町こころの健康づくりを
　　　　すすめる会
問 ･ 申						福祉課障がい者支援担当	内 177

夜の古民家という独特の雰囲気の中、笑
い話からちょっと怖い話まで、昔語りを
楽しみませんか。
▶日時	 9月 12日㈯　18:30～ 20:30
▶場所	 歴史民俗資料館旧池上家住宅
▶料金	 無料
▶対象	 中学生以上
▶定員	 70 人（事前申込み制・先着順）
▶	申込み　電話にて歴史民俗資料館まで
問 ･ 申						歴史民俗資料館☎ 258-6655

歴史民俗資料館旧池上家住宅
｢民家で夜語り｣

ガイド「ジモトの魅力伝え隊」付き
自転車ツアー参加者大募集！

さわやかな秋の一日、県南西部の見どこ
ろスポットを巡るガイド付き自転車ツ
アーに参加してみませんか？
朝霞市役所・鶴瀬駅発着の全4コース（全
コース約 20㎞ HP参照）
▶日時　10月 4日㈰（小雨決行）
　　　　荒天時 10月 10日㈯に延期。
▶対象　	発着地まで自転車持参で参加で

きる小学生以上（HP参照）
▶定員　各コース 10人
▶料金　無料（拝観料等は参加者負担）
▶申込み　９月 16日㈬までに電話また
は申請書（指定様式）を FAX・ﾒｰﾙで提出。
http://www.pref.saitama.lg.jp/

soshiki/b0103/index.html
問 ･ 申	埼玉県南西部地域振興センター
☎ 048-451-1110 FAX 048-451-1113
j511110@pref.saitama.lg.jp

あいサポーター研修
あなたも「あいサポーター」になりませんか？！

障がいがある人もない人も暮らしやすい
『地域社会（共生社会）』を皆さんとつくっ
ていく運動が「あいサポート運動」です。
▶日時　9月 16日㈬ 13:30 ～ 15:00
▶場所	 藤久保公民館
▶料金	 無料　　
▶対象　どなたでも
▶定員	 なし
▶申込み　直接会場にお越しください。
問　福祉課障がい者支援担当内 176

放射線測定器使用法講習
普通救命講習Ⅰ

放射線測定器使用法講習と普通救命講習
会を行います。どなたでも参加可能です。
▶日時　９月 18日㈮　９:30 ～ 13:00
▶会場　総合体育館３階　研修室
▶定員　30人（先着順）
▶締切　９月４日（金）
▶料金　無料
▶主催（公社）川越法人会三芳地区会
　　　　後援：三芳町商工会
問 ･ 申	商工会事務局
　　☎ 274-1110 FAX 258-2815

くぬぎ山保全管理活動

セイタカアワダチソウ等、外来植物の除
去を行います。
▶日時　９月 27 日㈰ 10:00 ～ 12:00
　　　　（受付９:30 ～）
▶場所　駒ケ原特別緑地保全地区内
　所沢市公有地（所沢市下富 1456-1）
▶	服装等　野外活動用（長袖、ズボン、
帽子、タオル、軍手、飲み物等）
▶申込み　９月 24日㈭までに申し込み
問	くぬぎ山地区自然再生協議会　　　
　県みどり自然課内☎ 048-830-3150

オータムジャンボ宝くじ
1等前後賞合わせて5億円

この宝くじの収益金は市町村の明るいま
ちづくりや環境対策、高齢化対策など地
域住民の福祉向上のために使われます。
▶発売期間　9月 28日㈪～ 10月 16日㈮
▶抽せん日　10月 23日㈮
問	埼玉県市町村振興協会☎ 048-822-5004

みよし野菜 ２か月連続講座！


