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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
！

志木発の高速バス「VIPライナー」も運行中！

INFORMATION

新築 ・各種リフォーム　無料でお見積りいたします。

お気軽にご相談ください

おかげさまで５０年

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。

障がいを知り共に生きる
あいサポーター研修

都市計画課に
企業誘致担当を設置

私たちが障がい者に対して、できること
は何かを考え理解を深める「あいサポー
ター研修」。1時間半の簡単な研修です。
障がいとは何かを一緒に考えてみません
か。直接会場にお越しください。
▶�日時：4/3 ㈪ 10:00 ～ 11:30
▶�会場：役場 2階　202会議室
問�福祉課障がい者支援担当内 176

町では、町の歳入や雇用拡大を目的に企
業誘致を促進するため 4月 1日から都
市計画課に企業誘致担当を設置します。
問�政策推進室政策推進担当内 422～424

日本に住んでいる 20歳以上 60歳未満
のすべての人は、国民年金に加入するこ
とになります。加入者は、職業などによっ
て 3つのグループに分かれており、そ
れぞれ加入手続きが異なります。

【第 1 号被保険者】
自営業者、学生、フリーター、無職の人
などで、加入手続きは自身の住所地の市
区役所・町村役場の国民年金担当窓口で
行います。

【第 2 号被保険者】
会社員や公務員など、厚生年金保険や共
済組合に加入している人で、加入手続き
は勤務先が行います。

【第 3 号被保険者】
第 2号被保険者に扶養されている配偶
者の人で、加入手続きは第 2号被保険
者の勤務先を経由して行います。
問�住民課保険年金担当内 156

問�総務課職員担当内 407・408

国民年金加入制度

副町長に武澤安彦氏が就任

手話は日本語や英語と同じように、聴覚
障がい者の言語です。その言語を、聴覚
障がい者とふれあい、交流し、お茶を飲
みながら学んでみませんか。
▶�日時：4/25 ㈫ 13:30 ～ 15:00
▶�場所：藤久保公民館　学習室
▶�料金：無料
▶�申込み：直接会場にお越しください。
問�福祉課障がい者支援担当内 176
　�藤久保公民館☎ 258-0690

手話サロン

初めて手話を学ぶ人を対象に、手話奉仕員
の養成講習会を開催します。三芳会場と富
士見会場どちらでも受講できます。この機
会に手話を始めてみませんか(保育あり)。
▶�対象：高校生以上の町内および富士見
市在住・在勤の人

【三芳会場】

【富士見会場】

※開催日などは一部変更になる場合あり。
▶�定員：各会場 20人 ( 先着順 )
▶�料金：5,000 円 ( テキスト代・保険料 )
※保育はお子さん 1人につき 1,300 円
▶�申込み：4/3㈪～21㈮までに下記へ窓
口・郵送 (〒354-0021富士見市大字
鶴馬 1937-7)・FAX(049-252-0111)・
のいずれかで申し込み (申込書は、三
芳町福祉課、富士見市障がい福祉課、
富士見市社会福祉協議会で入手可 )。
問�富士見市社会福祉協議会☎254-0747

手話奉仕員養成講習会

消費税増税分 (3%) の影響を緩和し、社
会全体の所得と消費の底上げを目的に、
臨時福祉給付金を支給します。対象者は
4月中旬に申請書を郵送します。
▶�申請期間：4月中旬～ 7/31 ㈪
▶�支給金額：1人 15,000 円
▶�支給要件：平成 28年度分住民税非課
税で平成 28 年 1 月 1 日に町に住民
票がある人。

※住民税の課税者の扶養親族になってい
　る人や、生活保護の受給者などは除き
　ます。
※配偶者からの暴力を理由に三芳町に避
　難している人は、町に住民票がなくて
　も支給できる場合があります。
問�福祉課臨時福祉給付金担当内165～168

4月中旬に申請書を郵送
臨時福祉給付金

副町長　武澤安彦

教育長　古川慶子

日程
5/9 ㈫～平成 30年 2/9 ㈮の毎
週火曜日。全 46回
※特別講義は毎月第 2金曜日

時間 19:00 ～ 21:00
会場 藤久保公民館、中央公民館

日程
5/10 ㈬～平成 30年 2/7 ㈬の
毎週水曜日。全 46回
※特別講義は毎月第 2水曜日

時間 10:00 ～ 12:00

会場 富士見市市民福祉活動センターぱ
れっと

第2回三芳町議会定例会に
おいて議会の同意を得て、
4月1日付けで前三芳小学
校校長の古川慶子氏が三芳
町教育長に就任しました。

また議会の同意を得て、教育委員が就任
しました。
○教育委員…鈴木信之氏 (新任 )
問�教育総務課施設庶務担当内 533

教育長に古川慶子氏が就任
教育委員の就任

中学生以上で、弓道をやってみたい人、
体験したい人のための教室です。多くの
参加をお待ちしています。
▶�日程：5/6・13・14・27
　　　　6/3・10・11・17・24・25
▶�時間：全日程 14:00 ～ 16:00
▶�場所：三芳町弓道場
▶�定員：20人
▶�対象：中学生以上
　　　　(町内在住・在勤者優先 )
▶�料金：2,500 円 ( 傷害保険など )
▶�主催：三芳町弓道連盟
▶持ち物：弓、矢などは連盟で用意
　　　　　服装は運動しやすいもの
▶�申込み：4/23㈰までに総合体育館 (☎
258-0311) に申し込み。電話受付可。

問�生涯学習課スポーツ推進担当内 516
　�三芳町弓道連盟
　亀井☎ 090-9322-4868
　加藤☎ 090-8512-1042

平成 29年度
初心者弓道教室

平成 29年度固定資産税 ( 土地・家屋 )
の縦覧帳簿が縦覧できます。
▶�期間：4/1㈯～5/31㈬※土曜開庁含む
▶�時間：8:30 ～ 17:15( 土曜は 8:30 ～
　　　12:00 まで )

▶�場所：税務課資産税担当
【縦覧できる人】
町内に所有する土地・家屋の固定資産税
の納税者、その同居家族または代理人。

【必要なもの】
納税者本人が確認できるもの (運転免許
証・健康保険証など )
※代理人の場合は委任状が必要。
問�税務課資産税担当�内 135～ 138

固定資産税
縦覧帳簿の縦覧

パソコンなんでも相談室

パソコンを買ったけど使いこなせない
人、もっと楽に使いたい人など、相談室
を開催するのでご利用ください。
▶相談日：4/10 ㈪・4/24 ㈪・5/8 ㈪・
　　　　5/22 ㈪・6/12 ㈪・6/26 ㈪
▶時間：10:00 ～ 12:00（開催時間中
　　　　であれば随時相談可能）
▶場所：竹間沢公民館学習室
▶相談員：アドバイザー他
▶料金：無料　　▶定員：15人
▶�申込み：事前に予約していただくこと
をお勧めします。
※インターネットは無料のものについて
　は閲覧できます。
問�竹間沢公民館☎ 259-8311

第2回三芳町議会定例会に
おいて議会の同意を得て、4
月1日付けで前埼玉県職員
の武澤安彦氏が三芳町副町
長に就任しました。みよし大崎ジュニア

ハンドボールチーム募集

▶対象：町内・近隣市町に在住の小学 3
　　　　年生から 6年生の男子児童
▶募集人数：10人

▶料金：月額 4,000 円 ( 講師代・施設
　　　　利用料金など )
※その他、スポーツ安全保険 1,450 円
　( 年額 )、連盟登録料 500 円、練習用
　Tシャツ、各大会参加費・遠征費がか
　かります。
▶�申込み：総合体育館へ申し込み。
問�生涯学習課スポーツ推進担当�内 516
　�総合体育館☎ 049-258-0311

日時 場所
第1・2・3木曜日
17:30 ～ 19:30 総合体育館

休日
※詳しい日時は決
　まり次第連絡

総合体育館
または大崎電気工業
株式会社体育館

(三芳町藤久保 1131)

音訳朗読ボランティア
講習会 (中級 )

視覚に障がいがある人への理解を深め、
音訳朗読ボランティアとして必要な知
識・技術を学びます。
▶日時：5/18 ～ 7/27までの毎週木　
　　　　曜日10:00～12:00�全 11回
▶場所：役場 501会議室
▶対象：町内在住・在勤者で音訳朗読講
　習会初級修了者、また同程度の経験能
　力者。
▶料金：無料
▶定員：20人 ( 先着順 )
▶�申込み：4/28 ㈮までに下記へ電話・
FAX(274-1051)・窓口のいずれかで
申し込み。

問�福祉課障がい者支援担当内 178


