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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。

皇居のシンボルである桜田門・二重橋を
見た後、皇居外周の尾崎記念公園・千鳥ヶ
淵公園などを散策します。ぜひ、春の訪
れを感じてみませんか。
【講師】三宅いづお氏
【持ち物】筆記用具、雨具、歩きやすい服装
【集合】鶴瀬駅改札付近８:00 集合出発
▶日程　３月 23日㈬※雨天決行
▶場所　桜田門→二重橋→尾崎記念公園
　�　　　→千鳥ヶ淵公園→北の丸公園
　　　　〔解散予定 15:00 九段下駅〕
▶料金� 2,500 円（昼食代・保険料など）
▶対象� どなたでも
▶定員　30人（定員になり次第締切）
▶申込み　２月８日㈪～ 29日㈪
　�9:00 ～ 17:15 土日祝日除く。参加費
を添えて藤久保公民館へ申し込み。
　（電話申込み不可）
問�　藤久保公民館�☎ 258-0690

教養講座
「皇居外周を散策する」

稲わらを編んで昔懐かしいわらぞうりを
作ります。自然のものを生活に生かした
昔の人の知恵を学びなから、自分だけの
一足を作りましょう。
▶日時　2月 27日㈯ 10:00 ～ 15:00
▶定員　10人（小学4年生以上・先着順）
▶参加費　200円
▶集合場所　歴史民俗資料館研修室
▶持ち物　弁当、水筒、タオル
　　　　　�汚れてよい服装
▶申込み　�2 月 23 日㈫までに電話にて

申し込みください
問歴史民俗資料館☎ 258-6655

土曜体験教室
「わらぞうり作り」

文化協会まつり

三芳町文化協会では、多くの町民の皆さ
んに文化への関心を深めることを目的と
して、毎年「文化協会まつり」を開催し
ています。今回は真打による落語を中心
とした伝統芸能鑑賞に加え、様々な展示
も行います。
【出演】
　春風亭柳之助、春雨や雷太、林家楽一
▶日時　２月 11日（木・祝）13:00 ～
▶場所� 藤久保公民館ホール
▶料金　1,000 円（自由席）
　　　　未就学児は無料
▶定員� 200 人
▶申込み　�生涯学習課、もしくは各公民

館で申し込み
問生涯学習課生涯学習担当内 514

淑徳大学／
みよしコミュニティカレッジ

高齢者向けスマホ講座
スマートフォンの使い方がわからない、
もっと活用したいという人を対象に、電
話・メール・インターネット・カメラ・
地図・データ管理・アプリなど基本的な
スマホの使い方を学びます。
▶�日時　２月 17日㈬ 13:00 ～ 16:30
▶�場所　淑徳大学埼玉キャンパス
▶�料金　無料
▶対象　�60 歳以上のスマートフォン使

用者
▶�定員　先着 30人
▶�申込締切　2月 12日㈮

もうすぐ春だよ！
親子で遊ぼう・わくわく広場
幼稚園教諭・保育士をめざす学生と一緒
に、パネルシアターやくねくねへびさん
のパペットダンスなど、歌やお話を親子
で楽しみませんか？遊べるおもちゃを作
る工作コーナーもあります。
▶日時　2月 27日㈯　13:30 ～ 14:50
　　　　（開場 13:00 ～）
▶�場所　淑徳大学　埼玉キャンパス
▶�料金　無料　
▶対象�　乳幼児～小学校低学年親子
▶�定員　先着 50組
▶申込締切　2月 19日㈮
【共通申込み】

�はがき・FAX・メールのいずれかで、次
の事項を記入し、申し込み。
�①講座名②郵便番号③住所④参加者氏名
( ふりがな ) ⑤年齢⑥性別⑦電話番号⑧
FAX番号
問�淑徳大学埼玉キャンパス総務部
☎ 274-1511 FAX 274-1521
kouza@ccb.shukutoku.ac.jp

ダンス ･コントなど、楽しくゆかいなパ
フォーマンスで子どもフェスティバルを
盛り上げてくれる参加者を募集します。
▶�日時　５月 14 日㈯�予備日 15 日㈰　�����������������
　　�����9:15 ～�12:30
▶�会場　町立運動公園
　※ステージ広さ間口9.0 ｍ×奥行5.4 ｍ
▶�定員　10組　多数の場合抽選
▶�対象　構成員の過半数が町内在住 ･在
勤 ･在学・在活者で、子どもたちを中
心とし、性別問わずパフォーマンスを
行う個人およびグループ

▶�申込み　2月 26日㈮までに、メール
･FAX または生涯学習課窓口に提出し
てください

　※詳細は町HPをご覧ください�
問�生涯学習課生涯学習担当内 514･515

第 37回子どもフェスティバル
『ステージ』出演者募集

三芳町合唱祭
合同演奏一般参加者募集

5 月 28日㈯にコピスみよしで開催する
「第 29 回三芳町合唱祭」のステージで
一緒に歌いませんか？町内を中心に活動
する 10の合唱団の発表会です。各団体
の演奏のほか、歌うことが好きな人を一
般公募し、おなじみの名曲を合唱団体と
合同発表します。ていねいな指導による
全 4回（途中からの参加可）の練習です。
【予定曲目】
・365日の紙飛行機（NHK朝ドラあさが来た）
・大地讃頌
【練習日程】　全日程　14:00 ～
　第 1回：2月 6日㈯　藤久保公民館
　第 2回：3月 5日㈯　中央公民館
　第 3回：4月 3日㈰　藤久保公民館
　第 4回：5月 7日㈯　藤久保公民館
▶料金　�900 円（チケット 3枚分）
▶対象� 町内および近隣在住者
▶申込み　直接会場までお越しください
問合唱祭実行委員会西田☎ 259-2302
山田☎ 090-4533-0737

平成 28年度の公立小・中学校における
臨時的任用教職員および非常勤講師を募
集します。
▶応募資格
①�教員については教員普通免許状、学校
栄養職員については栄養士免許状また
は管理栄養士免許状を所有している者
または取得見込みの者

②�地方公務員法第 16条および学校教育
法第９条の欠格事項に該当しない者

※�応募の際は「希望調書」の提出が必要
になります。詳しくは埼玉県教育委員
会のホームページをご覧ください。

問�学校教育課指導担当内 522・523
埼玉県教育局西部教育事務所人事・学事担当
☎ 049-242-1805

埼玉県公立小・中学校臨時的任用
教職員および非常勤講師の募集

運動の成果を確かめたい人、運動する
きっかけを作りたい人、自身の健康・体
力をチェックする良い機会です。測定結
果にトレーナーがアドバイスをしますの
で、お気軽に参加ください。
▶日時　3月 12日㈯ 10:00 ～ 15:00
▶場所　総合体育館　3F研修室
▶料金　無料
▶対象　大人から子どもまで
問�総合体育館　☎ 258-0311

平成 27年度 3月
健康・体力測定会

遺跡の発掘調査協力員募集

あなたも遺跡の発掘調査に参加してみま
せんか？発掘現場での調査業務で主に大
きなスコップを使った土掘り作業です。
▶勤務場所　三芳町内
▶雇用期間　平成28年3月末まで
　※仕事のない待機期間もあります
▶勤務時間　9:00～16:30
　　　　　　（週3日以上の勤務）
▶賃金　時給910円
▶採用条件　�町内在住、55歳までの男

女で心身共に健康な人
▶募集人数　若干名
▶�申込み　2月12日㈮までに、下記へ
電話にて申し込み。２月17日㈬10:00
より歴史民俗資料館にて面接を行いま
す。（履歴書持参）
�問　文化財保護課☎258-6655
　歴史民俗資料館　竹間沢877番地

経済的な理由で就学困難と認められる児
童・生徒の保護者に対し、学用品費、給
食費、医療費などの援助をしています。
▶申込期間　2月 15日㈪～ 4月 28日㈭
※この期間以降も随時受け付けていますが����
　申請のあった月からの支給となります。
▶�申込方法　申請書に記入し、家族全員
の平成 27年分の所得がわかるものを
添付し、学校教育課に提出 (郵送不可 )
現在、援助を受けている家庭も改めて
申請してください。

問�学校教育課学務担当内 524・525

平成 28年度
就学援助当初申請受付

埼玉県市町村職員採用
情報フォーラム 2016

①基調講演②大学生、大学職員、市町村
職員によるディスカッション③質問コーナー
▶日時　2月 18日㈭　13:00 ～ 16:00
▶会場　さいたま市民会館おおみや
▶参加費　無料　　▶申込み　不要
問彩の国さいたま人づくり広域連合
☎ 048-664-6681 FAX 048-664-6667


