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INFORMATION

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！ 三芳町にお住いの方へ 広告

お迎えから火葬まで、消費税も含めて

費用が安くても、安心できる葬儀には理由があります

追加費用一切なし

24時間
365日

ふじみ野市大井中央4-9-12

厚労省認定 葬祭ディレクター１級所持

安置施設を所有（安置の追加費用不要）

安心のしののめの里のご葬儀安心のしののめの里のご葬儀

詳しくは

お気軽にお問い合わせください

三芳町北永井394-2

建築物･貯水槽清掃業登録

☎049-257-2658

㈱アゼル

で埼玉アゼル 検　索

0120-028-350Ⓡ

普通救命講習

▶�日時	 6/19 ㈰　9:00 ～ 12:00
▶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　6/6 ㈪～
10㈮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)

▶	対象：現在受給者証を持ち、引き続き
治療が必要な 20歳未満の人の保護者
▶期間：6/15 ～ 7/29 まで（平日のみ）
▶提出場所：朝霞保健所
※保健所から必要書類が郵送されます。
問	朝霞保健所☎ 048-461-0468

小児慢性特定疾病
医療費支給継続申請

5月31日㈫の納期限は次のとおりで
す。納期限内に納付してください。
■町県民税（第 1期）

納期限にご注意

水道台帳作成のため、上下水道課が委託し
た調査員が、ご家庭・事務所に設置してい
る給水装置（止水栓・水道メーター・貯水槽）
の位置確認のため現地にうかがうことがあ
ります。
�■請求行為は絶対行いません

調査員は、腕章・水道業者
発行の身分証明書を携帯し
ています。委託調査員は
物品の販売・料金の請求行
為は行いません。
▶委託業者：
東日本総合計画㈱
▶調査期間：
6/10 ～ 10/15
問	上下水道課
水道施設担当
☎274-1014

止水栓・水道メーター
貯水槽現地調査

問	関東総合通信局
■不法無線局による混信・妨害
　→☎ 03-6238-1939
■テレビ・ラジオの受信障害
　→☎ 03-6238-1945
■地上波デジタルテレビ放送の受信相談
　→☎ 03-6238-1944

電波利用環境
保護周知啓発強化期間

参加・体験型の講習で自分の運転能力を
学ぶ安全運転教室です。
▶日時：7/17 ㈰ 9:00 ～正午
▶会場：セイコーモータースクール
▶定員：60人（先着）　▶料金：無料
▶	対象：東入間警察署管内在住の 65歳
以上の普通免許所持者。

問	申東入間警察署☎269-0110 内	413
※ 6/1 から受付。平日 8:30 ～ 17:00。

安全運転教室
シルバードライバードック

大人の救急電話相談
(#7000）の時間拡大

私立幼稚園就園
奨励費補助金

町では、国の補助金交付で入園料、保育
料の一部を補助しています。
▶	対象：町に住民登録があり満３歳（誕
生日から）、3・4・5歳児を私立幼稚
園に就園させている世帯

▶	補助金：今年度の住民税課税額などで
補助額を決定。※未申告は対象外

▶	申込方法：各幼稚園で配布する申請書
類を幼稚園に提出。※ 1月 2日以降
の転入者は前住所地発行の平成 28年
住民税課税（非課税）証明書を添付

問	学校教育課学務担当内 525	

受付開始

老齢基礎年金は 20歳から 60歳になる
までの 40 年間保険料を納めなければ、
満額の年金を受け取ることができませ
ん。国民年金保険料の納め忘れなどによ
り、保険料の納付済み期間が 40年間に
満たない場合は、60 歳から 65 歳にな
るまでの間に国民年金に任意加入して満
額の年金に近づけることができます。な
お、老齢基礎年金を受給するためには、
保険料の納付済期間や保険料の免除期間
等が原則として 25年以上必要となりま
すが、この要件を満たしていない場合は、
70歳になるまで任意加入することがで
き、海外に在住する日本国籍の人も国民
年金に任意加入することができます。

付加年金保険料（月々 400 円）
を納めて年金を増やす。
第1号被保険者（及び任意加入被保険者）
は、希望により利用できます。月々の定
額保険料に付加保険料（400 円）をプ
ラスして納めると、老齢基礎年金に付加
年金が上乗せされ受け取れます。受け取
る付加年金は、定額のため物価などに
よってスライド（増額・減額）しません。
２年間受け取ると、納めた保険料と同額
になるため大変お得です。詳しくは下記
担当課、またはお近くの年金事務所まで。
問	住民課保険年金担当内 156

老齢基礎年金の
繰り上げ・繰り下げ

甲種新規及び乙種
防火管理講習会

▶日時：甲種新規…６/21㈫・22日㈬
　乙種…６/21㈫ (全日9:00～16:00）
▶会場：消防組合消防本部大講堂
▶�申込み：６/6㈪８:30～16:00に消防
本部予防課、東消防署に申請	※郵送不可
▶定員：両種合計 90人	※定員次第締切
▶	受講資格：三芳町、富士見市、ふじみ
野市に在住在勤で管理監督的な立場に
ある人 (各事業所２人以内 )

▶受講料　4,000 円（テキスト代含む）
問	入間東部地区消防組合消防本部
　予防課査察指導係☎ 261-6007
　東消防署消防課消防係☎ 255-4119

心を傾けて聴く知識を学び、地域で傾聴
ボランティアとして活動するための養成
講座の受講生を募集します。
▶�日時：7/7 ㈭・14㈭・21㈭　　　
10:00 ～ 16:00

▶�会場：藤久保公民館ホール
▶受講料：2,000 円　▶定員：30人
▶対象：町内在住者
▶	申込み：6/30㈭までに傾聴ボランティア
「なごみ」☎049-259-2362（斉藤）へ連絡。
問	三芳町社会福祉協議会☎ 258-0122

傾聴ボランティア
養成講座の受講者募集

平成28年 6月6日現在、優良運転者（過
去 5・10・20・25・30・35・40・45
年間無事故・無違反）に該当し、東入間
交通安全協会会員の人を表彰します。申
請に必要な書類は事務局にあります。
▶申請期間：6/6 ㈪～ 8/19 ㈮
問	東入間交通安全協会事務局☎264-0991

優良運転者表彰

パスポートセンター
所沢出張窓口廃止

パスポートセンター所沢出張窓口が 6
月 24日㈮で廃止されます。
問パスポートセンター川越支所☎249-4181

住民票の写しや戸籍などを本人等からの
委任状を持参した代理人や、第三者に交
付した場合、事前登録した人に交付した
事実を通知する本人通知制度を実施して
いす。不正請求を抑止し、不当侵害防止
を目的としています。出張所でも申請が
できます。
▶対象：町に住民登録・本籍がある人
▶�必要書類：本人通知登録申請書・本人
確認書類（免許証など）

▶	通知内容：証明書の交付年月日・交付
した証明書の種類、通数・交付請求者
の種別（代理人・第三者の別）

問	住民課住民担当内 142～ 144

不正請求などを抑制
本人通知制度の登録を

毎日の生活に欠かせない「水」は、限り
ある貴重で大切な資源です。一方、町で
は地震災害に備え、揺れに強い水道施設
の改築などの対策をし、安全でおいしい
水をお届けしています。
問	上下水道課	☎ 274-1014

６/1 ～ 7 は水道週間
じゃ口から 安心とどけ 未来まで

▶日時：6/15 ㈬ 13:00 ～ 16:00
▶会場：大宮ソニック地下展示場
▶	対象：高校・専門学校・高専・短大・大
学（院）などを卒業後概ね3年以内の人。
▶	内容：企業担当者が面接・企業説明。
80社参加予定。

問	埼玉新卒応援ハローワーク☎048-650-2234

既卒３年以内の人対象
就職面接会開催 大人の救急電話相談が７月から日曜・祝

日・年末年始の相談時間を拡大します。
▶相談時間：平日・土曜…18:30～22:30
日曜・祝日・年末年始9:00～22:30
▶電話番号：#7000
※ダイヤル回線、IP 電話、PHS からは
→☎ 048-824-4199
問	県保健医療部☎ 048-830-3559

いいね三芳町
Facebook

三芳町の魅力を

随時発信中！

6/1 ～6/10

地域交流、世代間交流、食育、地産地消
などを目的に、年間を通じて料理講座を
中央公民館で開催。今回が第一弾。
▶日時：6/17 ㈮ 10:30 ～ 13:00
▶会場：中央公民館 2階	キッチンスタジオ
▶料金：1,500円　▶定員：16人（多数抽選）
▶�申込方法：6/7までに中央公民館窓口、
電話、FAX（258-1833）で申し込み。

問	中央公民館☎ 258-0050

キッチンスタジオ料理講座
日本伝統調味料 塩麹作り


