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INFORMATION

太鼓は実に多彩な音色と、無限のパフォーマンスの可能性を秘めた楽器です。
「はじめのドンッ」から「確立されたドンッ」に至るまで
斜め打法をはじめ、平打ち・大太鼓・セット太鼓など　そんな和太鼓の魅力を
楽しみながら様々な打法と楽器/楽曲に触れてみませんか。

☎049-293-5820（かじ兵衛）
☎03-6824-4316（石塚） ★現在6歳から70歳クラス有り 

石塚由有　和太鼓教室

かじ兵衛太鼓スタジオ「鼓屋-koya-」
三芳町藤久保850-5 （三芳アクロスプラザ 徒歩7分） 

志木発の高速バス「VIPライナー」も運行中！

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。

12月25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3期）
■国民健康保険税（第 6期）
■介護保険料（第 6期）
■後期高齢者医療保険料（第6期）

納期限にご注意

入間東部地区管内の地域や職場、学校の
仲間でチームを組んで参加する駅伝大会
です。多くの参加をお待ちしています。
▶日時：2/16 ㈰ 9:00 スタート
▶�場所：富士見市南畑小学校近隣周回
コース（1 区 4.9km・2 区 2.3km・
3～ 5区 3.9km）

▶�料金：1チーム 10,000 円（保険料等）
中学生のみのチームは 3,000 円

　※中止の場合も返金はしません。
▶�対象：三芳町・富士見市・ふじみ野市
に在住在勤在学する中学生以上の人

▶�申込み：12/2㈪～1/7㈫にMIYOSHI
オリンピアード推進課または総合体育
館に参加費を添えて申し込み
問�MIYOSHIオリンピアード推進課内 434

年金を受けている人が亡くなったときは
「死亡届」を提出してください。届け出
が遅れると年金を多く受け取り過ぎ、返
還しなければならない場合があります。
また、亡くなった人がまだ受け取ってい
ない年金があるときは、生計を同じくし
ていた 3親等以内の親族からの請求が
できます。詳しくはお近くの年金事務所
までお問い合せください。
問�住民課保険年金担当内 156

年金受給者が
亡くなったとき

第51回入間東部
地区駅伝競走大会

パル薬局
presents

15 ～ 44 歳の未就労の人の家族を対象
にしたセミナーを開催します。（要事前
申し込み・先着順）
▶�会場：上福岡西公民館 2階集会室
▶�申込み：下記へ電話で申し込み。
�▼��保護者セミナー
▶日程：12/7 ㈯
▶時間：13:30 ～ 16:30（開場 13:15）
▶�定員：20人
�▼��出張プレ相談
▶日程：12/14 ㈯
▶時間：1組 30分（13:10 ～ 17:00）
▶�定員：5組
問�若者自立支援センター埼玉
☎048-255-8680（9:00～16:30日・祝除く）

わが子の職業的自立に悩む
家族のためのセミナー

県内在住の交通遺児等を対象に、援護金
を給付します。
▶�対象：交通事故により死亡または重い
障害を負った保護者に養育されている
平成13年 4月2日以降に生まれた県
内在住の18才以下の人（所得制限あり）
▶給付額：10万円（子ども 1人に 1回）
▶�申込み：自治安心課または学校で配布
する申請書類を 1/31 ㈮までにみずほ
信託銀行浦和支店に郵送または持参。

　さいたま市浦和区高砂 2-6-18
　☎ 048-822-0191
問�県防犯・交通安全課
　☎048-830-2958

交通事故
被害者家族への援護金

�12/4 ㈬～ 10㈫までは人権週間
IT を悪用した人権侵害やヘイトスピーチ
など新たな人権問題が発生するなか、「ヘ
イトスピーチ解消法」や「部落差別解消
推進法」も施行されています。この機会
に人権について理解を深めてみませんか。
問�総務課人権・庶務担当内 403
�人権週間記念講演会開催
▶日時：12/7 ㈯ 13:00 ～ 15:30
▶場所：さいたま市民会館おおみや
▶定員：274人
▶�内容：全国中学生人権作文コンテスト
埼玉県大会表彰式、朝霞市朝霞第五中
学校吹奏楽部によるミニコンサート

問�さいたま地方法務局人権擁護課
　☎ 048-859-3507

第71回人権週間

経済センサス基礎調査

総務省統計局では、経済センサス基礎調
査を実施します。この調査は調査員が全
国すべての事業所の活動状態を実地確認
し、新たに把握した事業所など一部の事
業所には調査票を配布します。調査への
ご理解・ご協力をお願いします。
問�財務課電算統計担当内 413

犬の飼い主は、必ず犬に年 1回予防注
射を受けさせ、町に狂犬病予防注射済票
交付申請をしてください。
問��環境課環境対策担当内 217

狂犬病予防注射済票
交付申請

森圭一郎氏による人権トーク＆ライブや
人権啓発DVDの放映、コバトン・ふっ
かちゃんとのふれあいなどを行います。
▶日時：12/7㈯ 10:00 ～ 19:00
▶場所：アリオ深谷センターコート
問��県人権推進課☎ 048-830-2258

三芳町総合体育館アリーナの利用を12
月１日㈰から再開します。予約再開は
11月 30日㈯正午から予約システム、
総合体育館窓口で受付を開始します。
※三芳町総合体育館は、埼玉県ふるさと
創造資金の補助を受けて整備しました。
問�MIYOSHIオリンピアード推進課内 434

ヒューマンスクウェア 総合体育館アリーナ再開

▶受付日時：1/6㈪～ 1/31㈮
　8:30 ～ 17:15（土・日・祝除く）
▶申込み：➊登録申請書（学校給食セン
ターで入手）➋食品衛生監視表の写し（製
造・加工業者）➌従業員の細菌検査成績
表の写し（製造・加工業者）➍営業経歴
書（新規登録の時）➎市町村民税の納税
証明書➏従業員名簿を下記へ持参して申
し込み。
問��学校給食センター☎ 258-3550
　FAX258-9647

令和 2・3年度学校給食用
物資納入業者登録申請受付

令和2年1月1日㈬現在、町内に事業用
の償却資産を所有している人は、1/31㈮
までに申告をお願いします。※償却資産と
は、法人や個人事業主が事業のために使
用しているパソコンや机、看板、印刷機と
いった機械や備品などです。
問��税務課資産税担当内 137

償却資産申告のお願い

個人情報保護の観点から、令和 2年 3
月 31日で土地・家屋台帳の閲覧を廃止
します。それ以降、土地・家屋の登記情
報は、さいたま地方法務局川越支局（☎
243-3824）の窓口かインターネットの
「登記情報提供サービス」をご利用くだ
さい。
問�税務課資産税担当内 135～ 138

土地・家屋台帳
閲覧廃止

人気の給食メニューを作って、栄養バラ
ンスの良い献立を学びます。
▶日時：12/26㈭ 9:00 ～ 13:00
▶場所：中央公民館2階キッチンスタジオ
▶料金：親子で 800円（2食分）
▶対象：小中学生親子
▶定員：12組 24人（多数の場合抽選）
▶申込み：12/13 ㈮までに健康増進課
へ窓口・電話・FAX のいずれかで➊名
前➋住所➌電話番号➍学校名➎学年を伝
えて申し込み。
問��健康増進課健康支援担当内 270～273
　FAX274-1051

人気のある学校給食を
つくろう講座

親子のふれあい、絵本や、わらべうた、
新しいおともだちとの出会いの場。
▶日時：12/17 ㈫�10:30 ～ 11:30
▶場所：中央公民館1階�子育てスタジオ
▶料金：無料
▶定員：20組（先着順）
▶対象：乳幼児と保護者
▶持物：図書館の貸出券（お持ちの人）
▶申込み：中央公民館窓口、電話、FAX
問�中央公民館☎ 258-0050�
　FAX�258-1833

♪おひざでだっこ♪
えほんとわらべうたの会

江戸時代から受け継がれる「竹間沢車人形」。
三芳町の誇る伝統芸能をぜひご覧ください。
▶�日時：12/8㈰開場13:00 開演 13:30
▶場所：コピスみよしホール
▶�料金：一般1,000円 /小中学生300円
問�コピスみよし☎ 259-3211

第 18回竹間沢車人形公演

▶日時：1/19㈰9:15開会式（受付8:30）
▶場所：役場周辺
▶料金：1人 500円
▶�対象：町内・在勤・在学・在クラブの
小学生以上

▶�申込み：12/2㈪～12/24㈫にMIYOSHI
オリンピアード推進課か総合体育館の窓
口で申し込み。
問�MIYOSHIオリンピアード推進課内 434

第40回三芳町
新春ロードレース大会

町の旬をお届け！

三芳町観光サイト


