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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。

3 月 28日㈪から心身障がい児・者が安
心して外出できるように、障がい者地域
福祉バス、および障がい者福祉タクシー
利用券を交付します。

【障がい者地域福祉バス】
▶�対象
　�心身障がい児・者（身体障害者手帳１・
２級、療育手帳A・A�）
▶�助成
　�地域福祉バス ( ライフバス ) 利用料金
を助成。1か月につき8枚（該当月分）
の利用券を交付。※自動車燃料費補助
事業の助成を受けている人は除く。

▶�申込み
　�印鑑、身体障害者手帳もしくは、療育
手帳を持参のうえ、福祉課または各出
張所へ申請してください。

【障がい者福祉タクシー】

▶�対象　
　�心身障がい児・者（身体障害者手帳１・
２級、療育手帳A・A、精神障害者保
健福祉手帳１・２級）

▶�助成
　�利用料金の初乗り運賃相当額を助成。
1か月につき４枚 ( 該当月分 ) の利用
券を交付。※自動車燃料費補助事業の
助成を受けている人は除く。

▶�申込み
　�印鑑、身体障害者手帳もしくは療育手
帳を持参のうえ、福祉課または各出張
所へ申請してください。

※�精神障害者保健福祉手帳１・２級の人
は、印鑑、精神保健福祉手帳を持参のう
え、福祉課へ申請してください。

問福祉課障がい者庶務担当内 174～176

障がい者地域福祉バス・
障がい者福祉タクシー助成

20 歳以上の人は、学生であっても国民
年金に加入しなければなりません。しか
し、学生は一般的に所得が少ないため、
本人の所得が一定以下の場合、国民年金
保険料の納付が猶予される「学生納付特
例制度」を利用することができます。
対象となる学生は、学校教育法に規定す
る大学（大学院）、短期大学、高等学校、
高等専門学校、専修学校および各種学校
（修業年限１年以上である課程）、一部の
海外大学の日本分校の在学者です。また、
夜間・定時制課程や通信制課程の人も含
まれます。
学生納付特例の承認期間は４月から翌年
３月までとなりますが、次の年度も在学
予定である場合、３月中に継続申請のハ
ガキが送られてきますので、引き続き学
生であれば、必要事項を記入の上ご返送
ください。
詳しくは、お住まいの市区町村役場国民
年金担当窓口またはお近くの年金事務所
へお問い合せください。
※申請時期によりハガキが届かない場
合、再度、学生納付特例申請が必要とな
ります。
問�住民課保険年金担当内 156

ご存知ですか？
「学生納付特例制度」

町では、自転車事故の多発化傾向に鑑み、
自転車の安全な利用の促進に関して、行
政、住民、自転車利用者、関係団体等の
責務等を定め、まちぐるみで自転車交通
マナーの向上や利用環境の改善を図っ
て、自転車事故を１件でも減らすべく、
自転車の安全な利用の促進に関する条例
の素案を作成しました。
この素案について、ご意見を募集します。
▶募集期間　３月１日㈫～ 31日㈭
▶対象　町内在住、在勤、在学者
▶閲覧および用紙の配布
　�役場自治安心課（２階）・情報資料室（４
階）、各公民館、図書館、町ホームページ

▶�提出方法　３月 31日㈭までに直接自
治安心課に提出するか、郵送、FAX
またはメールで提出してください。

※�注意点　意見提出の際は、住所・氏名
など必ず記入してください。公表しま
せんが、匿名での意見は、受け付けま
せん。提出された意見に個別回答はし
ませんが、提出された意見に対して町
の検討結果とその理由を町ホームペー
ジ等で公表します。

問自治安心課防犯防災担当内 265・266
〒 354-8555 自治安心課FAX 274-1009
chiiki@town.saitama-miyoshi.lg.jp

自転車の安全な利用の促進に関する
条例（案）のパブリックコメント

「その請求に困ったら司法書士
にご相談ください」強化月間

▶��日時　13:00 ～ 16:00�（全日土曜）
　　3月 5日、12日、19日、26日
▶��相談方法　電話相談（無料）
　☎ 048-872-8055（当日のみ通話可）
問埼玉司法書士会事務局☎048-863-7861

マンション管理組合および区分所有者に
適切な情報提供および普及啓発を行い、
良好なマンション居住環境を形成するこ
とを目的として一般社団法人埼玉県マン
ション管理士会がマンション管理セミ
ナーと相談会を実施します。
▶日時　3月 26日㈯　13:15 ～ 16:30
　��������（受付 13:00）
▶場所　藤久保公民館　ホール
▶内容
　①�「（二つの老い）建物の再生と管理
形態を考える」

　②意見交換会　③個別相談会
▶参加費　無料
▶�参加方法　参加申込用紙（埼玉県マン
ション管理士会のホームページから取
得できます）に必要事項を記入の上、
FAX または郵送にて 3月 18 日㈮ま
でに申し込み。

問　都市計画課開発建築担当内 236・237
FAX 274-1052

マンション管理セミナー＆
相談会

都市計画法第 34条第 12号（条例
第３条第１項第１号）の区域指定

上富地区の一部において一定の条件を満
たすことにより、流通業務施設が立地で
きる区域を指定しました。当該区域の土
地利用計画書は町ホームページまたは都
市計画課窓口で閲覧ができます。
▶地番　�三芳町大字上富字東永久保

2289番 5他 12筆
▶面積　約 1.4ha　　
▶用途　流通業務施設
問�都市計画課開発建築担当内 236・237

講座「明治・大正時代の流行歌と当時の
日本人の情念」
明治時代の「唱歌」「軍歌」、巷の「里謡」
と新しい流行り唄、大正時代の子どもの
ための流行歌「童謡」と大人向けの流行
り唄を聴きながら、当時の日本人の情念
を振り返ります。
▶日時　３月 10日㈭・17日㈭
　　　　19:00 ～ 20:30（両日とも）
▶場所　藤久保公民館　ホール
▶料金　1,000 円　
▶�申込み　３月７日㈪までにハガキ・
FAX・Eメールのいずれかで、次の事
項を記入し、申し込み。　①郵便番号
②住所③参加者氏名 (ふりがな )
　④年齢⑤性別⑥電話番号⑦ FAX番号
問 ･ 申����淑徳大学埼玉キャンパス総務部
〒 354-8510 三芳町藤久保 1150-1
☎ 274-1511 FAX 274-1521
kouza@ccb.shukutoku.ac.jp

淑徳大学／みよし
コミュニティカレッジ

参加・体験型の講習で、自分の運転能力
について学ぶ体験型の安全運転教室です。
▶日時　4月 17日㈰　９:00 ～ 12:00
▶会場　セイコーモータースクール
▶定員　60人（定員になり次第締め切り）
▶料金　無料
▶対象　�東入間警察署管内に居住する　

65歳以上の普通免許所持者
問�東入間警察署交通課
☎ 269-0110 内 411（8:30 ～ 17:00）

体験型交通安全教室「平成 28年度
第１回シルバードライバードック」

平成 28年４月１日からし尿処理手数料
を次のとおり改定します。皆さんのご理
解とご協力をお願いします。

区　分 改定前 改定後
１世帯につき月額 918円 900円

世帯員１人につき月額 324円 300円
計（１人世帯の場合） 1,242 円 1,200 円

問�入間東部地区衛生組合☎ 261-4891

し尿処理手数料の改定　　
「入間東部地区衛生組合」

『保健センターの事業一覧』は広報みよ
し 4月号で折り込み配布されます。平
成 28年 4月から平成 29年 3月までの
保健センター事業を掲載しています。大
切に自宅に保管し活用してください。
問　保健センター☎ 258-1236

�平成 28年度
保健センターの事業一覧

♪おひざでだっこ♪
絵本とわらべうたの会

赤ちゃんが楽しめる、絵本とわらべうた
の会を開催します。図書館の司書による、
絵本の読み聞かせや、みんなでわらべう
たなどをして楽しみましょう。自由あそ
びの時間もあります。
▶日時　3月 17日㈭ 10:30 ～ 11:30
▶場所　中央公民館　子育てスタジオ
▶料金　�無料
▶対象　０～2歳までのお子様と保護者
▶持ち物　図書館の貸出券（お持ちの人）
▶申込み　�窓口、電話、FAXで申し込み
問中央公民館☎258-0050 FAX 258-1833


