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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。

ふれあいセンター
利用受付

J-ALERTでの
情報伝達訓練

平成 30年度利用予約の受付を 3/1 ㈭
から開始します。利用希望団体はふれあ
いセンター窓口で指定の申請書をご提出
ください。
※�予約団体はご希望のバス停から送迎で
きます。申請時にご相談ください。

問�三芳ふれあいセンター☎ 258-7211
※�事前に三芳町地域コミュニティメール、
町ツイッターでも周知します。

3月14日㈬

地震や武力攻撃などの発生時に備え、情
報伝達訓練を実施します。

 ■ 訓練で行う内容
町の防災行政無線から、一斉に次の放送
がされます。

20歳以上の学生で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」を利用でき
ます。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月中に送られる継続申請のハ
ガキに必要事項を記入し、返送すれば継
続して納付特例を受けられます。詳しく
は年金事務所または下記にお問い合わせ
ください。※期間内にハガキを返送しな
い場合、再度申請が必要となります。
▶�対象：学校教育法に規定する大学（院）、
短期大学、高等学校、高等専門学校、
専修学校、各種学校（修業年限 1年
以上）、一部の海外大学の日本分校に
在学する人

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

飼い犬には登録と毎年 1回の狂犬病予
防注射が義務付けられていますので、下
表の会場で、狂犬病予防注射を受けてく
ださい。また、登録者には 3月中にハ
ガキを郵送しますので、持参してくださ
い。

日程 時間 場所

4/18
㈬

9:30～11:00 上富第1区集会所

13:00～14:30 町役場駐車場P1

4/19
㈭

9:30～11:00 北永井第2区集会所

13:00～14:30 藤久保第2区集会所

4/20
㈮

9:00～10:00 藤久保第3区集会所

10:30～11:30 唐沢小学校駐車場

13:00～14:30 竹間沢第1区集会所

問�環境課環境対策担当内 216・217

集合狂犬病予防注射

原則毎月第 1土曜日に、下記の課を開
庁しています。業務によっては予約する
必要がありますので、事前にお電話くだ
さい。なお、土曜日は他市町村や関係各
所などが閉庁のため、取り扱いできない
業務もありますので、ご了承ください。

土曜開庁

課名 担当名・内線

住民課 【住民担当】内 142～146
【保険年金担当】内 153～158

税務課
【住民税担当】内 132～134
【資産税担当】内 135～138
【収税担当】内 122～125
【管理担当】内 126～127

福祉課
【福祉担当】内 172～173
【障がい者庶務担当・障がい者
支援担当】内 174～178

健康増進課 【介護保険担当】内 184～187

こども支援課【児童福祉担当】内 242～244
【保育担当】内 253～255

学校教育課【学務担当】内 524～525
（3/31㈯・4/7㈯のみ開庁）

藤久保出張所
竹間沢出張所

　�258-0626
　�259-8313

▶第1土曜日でない土曜開庁（平成30年度）
9/8 ㈯【みよしまつりのため第 2 週】
3/30 ㈯【3月は第 1土曜日を含め 2回】
問�住民課住民担当内 142～ 146

☎
☎

▶日時：4/7 ㈯ 13:30 ～ 15:00
▶集合：歴史民俗資料館
▶対象：中学生以上 10人
▶料金：100円（保険料）
▶�申込み：3/18 ㈰までに下記に電話
問���歴史民俗資料館�☎ 258-6655

こぶしの里の
自然観察会

各種届出の受付は住民課のみの取り扱い
で、出張所では手続きができません。

【住民票の写しは土日でも受け取り可能】
原則金曜日の 9:00 ～ 16:00 までに
電話で予約し、土・日曜日の 8:30 ～
17:00 の間に、役場地下 1階の日直室
で受け取ることができます。

【証明書などを郵送で申請する場合】
①申請書②返信用封筒③手数料額の定額
小為替④身分証明書のコピーを同封し郵
送してください。
※戸籍関係は本籍地が三芳町の場合。

【身分証明書の提示のお願い】
各種届出の受付、各種証明書 ( 住民票、
戸籍など )を請求する際、個人情報の保
護や不正取得を防止するため、本人確認
が法律上のルールとなっています。
※�代理人申請の場合は、委任状の提出お
よび身分証明書が必要です。

問�住民課住民担当内 142～ 146

転入・転出の手続き

届出 届出期間・必要なもの

転入届

【届出期間】
転入した日から 14日以内

【必要なもの】
通知カードまたは個人番号カード、
転出証明書、年金手帳(加入者のみ)、
国民健康保険証(加入者のみ )

転出届

【届出期間】
転出する 14日前から

【必要なもの】
国民健康保険証 (加入者のみ )、印
鑑登録証 (登録者のみ )

転居届

【届出期間】
引っ越しをしてから14日以内

【必要なもの】
通知カードまたは個人番号カード、
国民健康保険証 (加入者のみ )、年
金手帳 (加入者のみ )

世帯
変更

【届出期間】
変更があった日から14日以内

【必要なもの】
国民健康保険証(加入者のみ )

三芳町テニス協会主催による初級者・中
級者を対象とした硬式テニス教室を開催
します。初心者も大歓迎です。
▶�日時：下記の毎週土曜日

▶場所：運動公園テニスコート
▶�対象：テニス協会員および一般（町内
在住・在勤・在学者）※高校生以上

▶料金：5,000 円（保険、ボール代）
▶定員：先着 30人
▶�申込方法：3/12 ㈪～ 3/23 ㈮までに
総合体育館窓口へ直接申込み（電話受
付不可）。

問�生涯学習課スポーツ推進担当内 516
　（夜間の場合）
　テニス協会　林�☎ 258-4809
　　　　　　　岡野�☎ 258-9200

初級・中級
硬式テニス教室

日程 時間
4/7・14・21・28 13:00 ～ 15:00
5/5・12・19・26 14:00 ～ 16:00

野鳥の不審死を発見したら環境課に相談
鳥インフルエンザは通常では感染しない
と考えられています。（感染した鳥との
濃密な接触等の特例な場合を除く）仮
に、野鳥のふん等排泄物等に触れた場合
であっても、手洗いとうがいをすれば過
度に心配する必要はありませんので、冷
静な行動をお願いします。
問��環境課環境対策担当内 216・217

野鳥に関する
鳥インフルエンザ

▶申込み：臨時職員登録申込書を総務課
　へ提出(申込書は総務課またはこども支
　援課窓口、町ホームページから入手可 )。
問�こども支援課保育担当内 253

保育所・学童保育室等
臨時職員募集

勤務地 町内学童保育室(8人程度募集 )

給与
勤務時間

【給与】有資格者：時給950円
※保育士、幼稚園教諭、小学校教
諭、中学校教諭などの資格を有す
る人、2年以上児童福祉施設に従
事していた人。
資格なし：時給 910円

【勤務時間】平日13:15～18:45
の間の4時間30分程度
土曜(月1回程度 )8:00～18:45

勤務地 町立子育て支援センター(1人募集 )

給与
勤務時間

【給与】月給194,900円 (保育士、
幼稚園教諭、小学校教諭、養護教
諭の資格を有する人 )

【勤務時間】平日 9:00 ～ 17:45

勤務地 町内学童保育室(2人程度募集 )

給与
勤務時間

【給与】月給180,000円
※放課後児童支援員の資格を有す
る人

【勤務時間】平日10:00～18:45
の間の7時間45分程度
月1回程度。土曜勤務の場合あり。

勤務地 第二または第三保育所(4人程度募集 )

給与
勤務時間

【給与】有資格者　時給 1,070 円
　　　��資格なし　時給 950円

【勤務時間】①平日15:30～18:30
②平日 16:00 ～ 19:00
※①②行事などにより土曜勤務あり
　その他曜日などは応相談

 ① 子育て支援センター保育士
　(4/1 ～ 9/30 まで・更新あり )

 ② 保育所保育補助
　(4/1 ～ 9/30 まで・更新あり )

 ③放課後児童支援員
　(4/1～9/30まで・更新あり)

三芳町社会福祉協議会
事務所移転のお知らせ

▶ 4 月 2 日㈪から役場 1 階へ移転
平成 30年 4月 2日㈪から三芳町役場
1階へと移転になります。詳細は広報み
よしの折込チラシをご覧ください。
問���福祉課福祉担当内 171�

日時 11：00 ごろ

問�自治安心課内 265・266・277

➊上り４音チャイム
➋「これはＪアラートのテストです」
　  ×3回
 ➌「こちらは防災みよしです」
➍下り４音チャイム

 ③学童保育室　(4/1～9/30まで・更新あり)


