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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Ⓡ

ドラムに興味がある中高生を対象とした
初心者のためのドラムワークショップを
開催します。
▶�日時：3/8 ㈬、15㈬、29㈬
　　　　18:30 ～ 20:00　全 3回
▶�場所：中央公民館ホール
▶�料金：無料
▶�対象：町内在住の中学生・高校生
▶�持ち物：スティックを購入
▶�講師：阿部拓也氏 (三芳ウインドオー
ケストラ指導者 )

▶�定員：5人 ( 定員を超えた場合抽選 )
▶�申込み：2/22 ㈬までに下記窓口、電
話、FAX(258-1833) で申し込み。

問�中央公民館☎ 258-0050

ドラムがなくても大丈夫
中高生ドラムワークショップ

運動、口腔ケアについての教室です。
筋肉量や体脂肪量などの測定、健康的な
生活を送るための知識を学びます。
いもっこ体操の体験も行います。
▶�日時：
①2/14㈫、22㈬、27㈪�10:00～12:00
② 3/8㈬、15㈬、21㈫�10:00～12:00
▶�場所：①竹間沢公民館
　　　　②藤久保公民館
▶�持ち物：水分補給用の飲み物
▶�料金：無料　　▶�定員：各会場 30人
▶�対象：65歳以上の町内在住者
▶�申込み：下記に電話・窓口で申し込み。
問�健康増進課地域包括支援センター内188

いきいき元気教室

親子でふれあいながら楽しむ絵本とわら
べうたの会。今月はおはなしサークル「か
にかにこそこそ」がお話しします。
▶対象：０歳から未就学児と保護者20組
▶日時：2/28 ㈫ 10:30 ～ 11:30
▶会場：中央公民館１階子育てスタジオ
▶�料金：無料
▶�申込み：中央公民館に窓口、電話、
FAX(258-1833)で申し込み(先着順)

問�中央公民館☎ 258-0050

おひざでだっこ
えほんとわらべうたの会

2月28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。
■固定資産税・都市計画税（第 4期）
■国民健康保険税（第 8期）
■介護保険料（第 8期）
■後期高齢者医療保険料（第 8期）

納期限にご注意

普通救命講習

教育講座「浜離宮と築地中
央卸売市場を訪ねる」

▶日時：2/19 ㈰ 9:00 ～ 12:00
▶場所：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：2/1 ㈬～ 2/7 ㈫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)

徳川将軍家の別邸であった浜離宮と、築
地中央卸売市場を訪ねて、春の訪れを感
じてみませんか。
▶日時：3/23 ㈭�※雨天決行
　8:30�鶴瀬駅改札付近集合出発
▶場所：新橋駅西口→浜離宮庭園散策→
　築地卸売市場→築地本願寺→歌舞伎座
▶料金：2,700 円 ( 昼食代・保険料など )
▶講師：三宅いづお氏　▶定員：30人
▶持ち物：歩きやすい服装、筆記用具、
　　　　　雨具
▶�申込み：2/1 ㈬～ 2/28 ㈫までに参加
費を添えて、下記窓口へ申し込み (電
話申し込み不可 )。

問�藤久保公民館☎ 258-0690

～今から出来る障害年金の準備～
障がいを持つお子さんの家族を対象に、
障害年金についての勉強会を開催しま
す。障害年金について学ぶことを通じて、
お子さんの未来について一緒に考えてみ
ませんか。
▶�日時：2/18 ㈯�13:00 ～
▶場所：総合体育館 3階研修室
▶料金：無料
▶対象：町内在住・在勤者
▶定員：50人
※学生ボランティアによる保育がつきま
　す。詳細については申し込み時に要相
　談 (定員 10人 )
▶申込み：2/15 ㈬までに下記へ電話ま
　たは窓口へ申し込み (保育希望の人は
　2/10 ㈮まで )。
問�福祉課障がい者支援担当内 176

障がい児とその家族の
ための情報交換会自衛官採用試験

▶日時：2/24 ㈮、25㈯
※会場などの都合により、試験期日を指
　定する場合があります。
▶�場所：陸上自衛隊朝霞駐屯地内
▶�対象：自衛官候補生�男子 ( 採用予定
月の 1日現在、18歳以上 27歳未満 )
▶�申込み：1/12 ㈭～ 2/21 ㈫までに下
記へ申し込み。

問�自衛隊埼玉地方協力本部入間地域事務所
　☎ 04-2923-4691

学校や病院、工場など多数の人が出入り
し勤務、または居住する建物では、消防
法で定める資格を有する人の中から防火
管理者を定め、消防長に届け出なければ
なりません。消防本部では、管内に在住
または在勤の人を対象に、講習会を開催
します。　
▶日時：9:00 ～ 16:30
　①甲種新規　2/16 ㈭、17㈮
　②乙種　2/16 ㈭
▶場所：①②とも消防本部大講堂
▶定員：①②合わせて 90人 ( 定員にな
　り次第締め切り )
▶対象：三芳町、富士見市、ふじみ野市
　に在住または在勤で管理監督的な立場
　にある人 (各事業所 2人以内 )
▶料金：4,000 円 ( テキスト代含む )
▶申込み：2/2 ㈭ 8:30 ～ 16:00 に消
　防本部予防課 (ふじみ野市大井中央　
　1-1-19) または東消防署 ( 富士見市大
　字鶴馬 1850-1) へ直接申し込み ( 郵
　送不可 )。
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

甲種新規および乙種
防火管理講習会

日本人に親しまれている「演歌」。しかし、
明治大正時代の演歌と、昭和の演歌は歌
詞の内容や歌い方が全く違います。今回
の講座では、それらの時代を比較し、演
歌の正体を解説した後、それぞれの時代
の有名な演歌をピックアップしその録音
と歌詞を味わいます。
▶�日時：① 2/22 ㈬「明治大正の演歌」
　　　　② 3/1 ㈬「昭和の演歌」
▶�場所：①②とも藤久保公民館
▶�料金：1,000 円 ( 全 2回分 )
▶�講師：岩村沢也氏 (淑徳大学経営学部
教授 )

▶�申込み：2/10 ㈮までに、はがき・メー
ル・FAX(049-274-1521) のいずれ
かで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番号を記入し申し込み。

問�淑徳大学埼玉キャンパス総務部
　小島☎ 274-1511
�kouza@ccb.shukutoku.ac.jp

歌詞と音楽から見る演歌
時代によって異なる演歌の質

地域包括ケアを進めていくには～人を支
えるやさしい社会～
▶日時：�3/4 ㈯ 14:00
▶場所：富士見市民会館�キラリ☆ふじみ
　マルチホール(富士見市大字鶴馬1803-1)
▶内容
【第一部】「母に歌う子守唄～介護するこ
　と、されること～」落合恵子氏(作家・
　子どもの本の専門店クレヨンハウス代表)
【第二部】「生きていて良かった～人生に
　ありがとうと思える社会を目指して～」
　小澤竹俊氏(めぐみ在宅クリニック院長)
▶料金：無料
▶共催：一般社団法人東入間医師会
　　　　大鵬薬品工業株式会社
▶申込み�：直接会場にお越しください。
問�東入間医師会事務局�☎ 264-9592

第 14回
市民公開講座

平成29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　
　人、または取得見込みの人。
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人
※応募の際は「希望調書」の提出が必要
　になります。詳しくは県教育委員会の
　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�☎ 242-1805

県公立小・中学校臨時的任用
教職員・非常勤講師募集

農業委員会の委員の推薦・応募の中間時
点 (1/13 ㈮現在 ) の状況について、下
記のとおり公表します。
【農業委員の推薦および公募状況】
推薦を受けた者3人(内、認定農業者3人)
応募した者 1人 ( 内、認定農業者 0人 )
※詳しくは町ホームページをご覧ください。
問�三芳町農業委員会事務局�内 212

農業委員会委員の応募状況

平成28年10月1日から、埼玉県最
低賃金が時間額845円に改正されま
した。なお、特定の産業については
特定最低賃金が適用されます。
問�埼玉労働局賃金室
　☎ 048-600-6205
または最寄の労働基準監督署

必ずチェック！最低賃金
埼玉県最低賃金時間額 845円


