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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。

平成 28年度よりはじまる第５次総合計
画のスローガンとロゴマークを以下のと
おり募集します。
■募集内容
スローガン
○�緑豊かな環境の中で、人とまちと自然が
共生・調和しつながっていくイメージ

○�持続可能なまちづくりにより次の時代
に、町の財産を引き継いでいくイメージ

○�未来に向けて「ひと・まち・みどり」
を育んでいくイメージ

「ひと・まち・みどり」のフレーズを必ず入
れ、短い言葉で三芳町の将来像を表現して
ください。
ロゴマーク
　三芳町の「ひと・まち・みどり」に合っ
た三芳町のロゴを「みらいくん・のぞみ
ちゃん」を使って表現してください。
■応募条件
町内在住であれば、どなたでも応募でき
ます。ロゴマークについては、町内在住
を問いません。ただし、未発表の自作の
ものに限らせていただきます。応募用紙
一枚につき一点とします。
■�応募方法　応募用紙に作品を添付し、
下記の応募先へ郵送、電子メール、ま
たは役場担当課窓口へ直接提出。

■応募期間　11月 20日㈮ 17:00 必着
■�入賞　スローガン、ロゴマーク共に最
優秀作品 1点、優秀作品１点に薄謝

※�採用作品の著作権、使用権等の一切の
権利は町に帰属します。
※詳細はホームページをご覧ください。
問 ･ 申�政策推進室政策推進担当内 423
〒 354-8555 三芳町藤久保 1100－１
FAX 049-274-1055 seisaku@town.
miyoshi-saitama.lg.jp

第５次総合計画　
スローガンとロゴマーク募集

介護についての悩みや体験など、一息入
れながら介護者同士で語りませんか。
▶日時　11月 25日㈬ 13:30 ～ 15:30
▶場所� 藤久保公民館　２階　学習室
▶料金� 無料
▶対象� 男性で介護をしている人
▶定員� なし
▶申込み　当日まで可
▶共催　地域包括支援センター
　　　　在宅介護支援センターはなまる
問 ･ 申�在宅介護支援センターみずほ苑
☎ 258-9488

介護者交流会

認知症の症状やその対応等について正し
く理解し、認知症の人や家族の応援者と
なるための講座を開催します。
▶日時　12月 2日㈬ 14:00 ～ 15:30
▶場所� 藤久保公民館　ホール
▶料金� 無料
▶対象� 町内に在住・在勤の人
▶定員� 50 人
問 ･ 申�健康増進課地域包括支援センター内 188

認知症サポーター養成講座

第 32回三芳町青少年
健全育成町民大会

▶日時　11月 7日㈯
　受付・開場 12:00 ～　開会 12:30 ～
【青少年の主張】　12:50 ～
　中学生の部、青年の部
【講演会】　14:00 ～
　「映画づくりから見た地域の魅力」
　講師　阿部勉氏（映画監督）
　「コピスde映画プロジェクト」総監修
▶会場　中央公民館ホール
▶参加費　無料
問　生涯学習課生涯学習担当�内 515

平成 28年成人式

▶日時　平成28年 1月 11日（月 ･祝日）
　　受付　10:40 ～　
　　式典　11:10 ～ 12:20
▶会場　コピスみよし
▶�対象者　平成 7年 4月 2日から平成
8年 4月 1 日までに出生し三芳町に
在住している人（※対象者には 12月
初旬にハガキを発送します）

問　教育総務課施設庶務担当�内 533

協働のまちづくりみどり環境グループエ
コ推進実行委員会では、家庭で不用なも
のを、再使用（リユース）するために、フリー
マーケットを開催します。
▶日時　�11 月 8 日㈰ 9:30 ～ 15:00　

（小雨決行）
▶場所　役場コピス前広場
問�環境課環境対策担当内 216・217

フリーマーケット

体力づくりと口の健康アップの教室で
す。楽しみながらできる体操や口のケア
の話や口の体操をします。また、自宅で
できる運動のアドバイスも行います。
▶日時　10:00 ～ 12:00
　H27　12/9 ㈬、15㈫、22㈫
　H28　1/6 ㈬、13㈬、20㈬、28㈭
　全 7回コース
▶場所　藤久保公民館　ホール
▶持ち物　タオル・水分補給用の飲み物
▶対象　65歳以上の人
▶定員　30人
▶料金　無料
問�健康増進課　
　地域包括支援センター内 188・189

わくわく元気教室

▶応募資格
平成 28 年 4 月 1 日現在、15 歳以上
17歳未満の男子で、中学校卒業者また
は中等教育学校の前期課程修了者（平成
28年 3月に中学校卒業または中等教育
学校の前期課程修了見込みの人を含む）
▶受付期間　
　推薦　11月 1日㈰～ 12月 4日㈮
　一般　11月 1日㈰～ 1月 8日㈮
▶試験日　
　推薦　�1月 9日㈯～ 11日㈪の指定日
　一般　1次　1月 23日㈯
　　　　2次　2月 4日㈭～7日㈰の指定日
　　　　　　　（1次試験合格者のみ）
問自衛隊埼玉地方協力本部入間地域事務所
☎ 04-2923-4691

陸上自衛隊
高等工科学校生徒採用案内

▶日時　11月 8日㈰
　　　　受付 13:30 ～�開始 14:00 ～
▶会場　デイサービスはなまる
　　　　三芳町北永井 891
▶内容　
　�「転ばないための、簡単トレーニング」
　講師　健康運動指導士　内村亮氏
▶�対象　
　介護予防に関心のある人・高齢者等
▶持ち物
　運動のできる服装、上履き、タオル
▶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 ･ 申�在宅介護支援センターはなまる
☎ 258-7067

介護予防教室

働く上で知っておきたい！
パートタイム労働法セミナー

パートに有給はない？パートは解雇自
由？こうした誤解をはじめ、パートタイ
ムで働く人、これから働きたいと考えて
いる人に、働く上で知っておきたい「パー
トタイム労働法」の基礎を専門家がわか
りやすく解説します。
▶�講師　桑原和弘氏（フリスコ社労士事
務所代表取締役・特定社会保険労務士）

▶日時　11月 26日㈭ 14:00 ～ 16:00
▶場所　藤久保公民館ホール
▶対象　二市一町に在住・在勤者（託児なし）
▶定員　30人
▶料金　無料
▶主催　�入間東部地区労働行政担当課
　　　　事務連絡会
問 ･ 申�観光産業課商工観光担当内 214

▶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　�11 月 2日㈪～ 9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)

上級救命・普通救命講習Ⅰ

種別 日時
上級救命講習 11月 21日㈯ 9:00～18:00
普通救命講習Ⅰ 11月 29日㈰ 9:00～12:00

第 18回町長杯
グラウンドゴルフ大会

▶日時　12月 5日㈯　予備日12月 8日㈫
　受付８:30　開会9:00　競技開始9:30
▶場所　三芳町運動公園グラウンド
▶料金　一般参加　500円
▶対象　三芳町在住・在勤者
▶定員　120人
▶�申込み　11 月 20 日までに生涯学習
課スポーツ推進担当に所定用紙を記入
の上参加費を添えて申し込み。　　

問生涯学習課スポーツ推進担当内 516
　グラウンドゴルフ連盟事務局有賀
　☎ 090-3539-4620 FAX 274-3422　

11 月は後期高齢者医療制度保
険料の滞納整理強化期間です

保険料負担の公平性と収入確保のため、
滞納整理強化期間は、夜間の訪問や電話
による催告を実施します。なお、特別な
事情により納付期限までに納められない
場合は、必ず担当課へご相談ください。
問�住民課保険年金担当内 157


