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INFORMATION

電気工事業･管工事業/埼玉県知事（般-29）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！

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

手話通訳者をめざすための講座です。
※保育あり（原則 1歳以上の未就学児）
▶�日時：5/27 ㈬～令和 3年 2/17 ㈬
（12/30 ㈬・令和 3年 1/6 ㈬を除く）
の毎週水曜 10:00 ～ 12:00

▶�場所：富士見市市民福祉活動センター
ぱれっと

▶�対象：次の条件をすべて満たす人
○�高校生以上の三芳町・富士見市在住・
在学・在勤者

○�手話奉仕員養成講習会を修了している
人または、それと同等の技術を持つ人

○�地域の聴覚障がい者とおおむね 1年
以上の関わりがある人

○ 5/20 ㈬の受講審査を受けられる人
▶�定員：10人
▶�料金：6,500 円（テキスト代・保険料）
▶�申込み：4/13 ㈪～ 5/11 ㈪に下記の
電話・窓口・FAX で➊名前➋住所➌
電話番号を伝えて申し込み。

問��富士見市社会福祉協議会
　☎ 254-0747�FAX252-0111

手話通訳者講習会Ⅰ

初心者弓道教室

弓道をやってみたい人、体験したい人の
ための教室です。
▶�日時：5/9 ㈯・16㈯・17㈰・30㈯・
31㈰・6/6 ㈯・13㈯・20㈯・27㈯・
28㈰　全て 14:00 ～ 16:00

▶場所：三芳町弓道場
▶対象：中学生以上（在住・在勤者優先）
▶料金：2,500 円（傷害保険等）
▶定員：20人
▶�申込み：4/26 ㈰までに総合体育館に
申し込み。☎ 258-0311

問�MIYOSHI オリンピアード推進課
　文化・スポーツ担当内 434
　三芳町弓道連盟�亀井☎090-9322-4868
　加藤☎090-8512-1042

フレイルとは筋力などが低下し、介護が
必要となる状態です。フレイル予防のた
めの運動、栄養、口腔に関する基本的な
知識を 4日間で学びます。
▶�日程：4/23㈭・28㈫・5/12㈫・21㈭��
▶�時間：10:00 ～ 11:30��
▶�場所：藤久保公民館
▶対象：65歳以上
▶定員：40名程度
▶申込み：下記に電話・窓口で申し込み。
問��地域包括支援センター内 188・189

65 歳から始める
フレイル予防講座

 ・歯周疾患予防検診（一般成人向け）
▶�実施期間：令和 2年 4月 1日～令和
3年3月31日※定員に達し次第終了。
▶対象：20歳以上の男女�▶定員：100人
▶�申込み：健康増進課へ事前に、窓口・
はがき・メール・FAX（住所・氏名（ふ
りがな）・生年月日・性別・電話番号
を明記）で申し込み、診査票が届いた
ら、実施医療機関に予約後受診。
※同一年度内に 1回のみ。歯科治療中、
総入れ歯の人は対象外です。

▶ 実施期間：受診票交付から出産日まで
▶ 対象：町内在住で母子健康手帳の交付
を受けた妊婦。※検診日に町外に転出
している人は対象外。
▶�申込み：母子健康手帳交付時に診査票
をもらい、実施医療機関に予約後受診。

▶�内容：歯科検診・歯周病検査・ブラッ
シング指導（希望者のみ）
▶料金：各 500円（生活保護世帯は無料）
▶実施医療機関

問�健康増進課健康支援担当内 270～273

歯周疾患予防検診
妊婦歯科検診

 ・妊婦歯科検診（妊婦向け）

 ・共通項目

医療機関名 電話番号

清水歯科医院 258-7475

三芳歯科医院 258-5200

大進歯科医院 259-1138

はばら歯科 258-7615

ユナイトみよし歯科 274-5418

井上歯科医院 274-1977

うららか歯科 293-4841

おがた歯科小児歯科医院 258-2205

国民健康保険に加入している人が、職場
の健康保険などに加入した場合は、国民
健康保険をやめる届け出が必要です（下
記へ電話予約のうえ郵送で手続きも可
能）。また、職場の健康保険をやめたと
きやその扶養を外れた場合は国民健康保
険への加入が必要です。加入手続きは窓
口のみの受付となります。
問�住民課保険年金担当内 153～ 158

国民健康保険の
脱退・加入の手続き

認知症の人や家族、介護者など誰もが気
軽に集まって、楽しく過ごせる場所とし
て開催しています。入院・外来の医療費
のしくみについてのミニ講座を行います。
▶日時：4/15 ㈬
　13:30 ～ 15:30（入退場自由）
▶�場所：埼玉セントラル病院2階大会議室
問��健康増進課地域包括支援センター
　内 188・189
　埼玉セントラル病院☎274-2080

認知症カフェ
（埼玉セントラル病院）

地域の高齢者が集い、知識・教養・趣味
などの学びを通じて、交流する機会を創
出する高齢大学が 6月から始まります。
 ・中央公民館
▶学習日：金曜日の午前
▶定員：40人
 ・藤久保公民館
▶学習日：金曜日の午前
▶定員：100人
 ・竹間沢公民館
▶学習日：木曜日の午前
▶定員：60人
▶�対象：町内在住の満 60 歳以上で、6
月～令和 3年 2月まで通学可能な人

▶�申込み：5/12 ㈫以降、平日 9：00
～ 17：00に希望する公民館の窓口
に申し込み（代理・電話不可）。

問��中央公民館�☎ 258-0050
　藤久保公民館�☎ 258-0690
　竹間沢公民館�☎ 259-8311

高齢大学受講者募集

町では、自転車による交通事故被害軽減
を図るため、自転車用ヘルメットの購入
費の一部補助を実施します。
▶���対象：町内在住の小学 6年生までと
70歳以上の人

▶�内容：SGマーク等安全基準を満たす
自転車用ヘルメットの購入金額の半
額（100 円未満は切り捨てた額）を
1,000 円までを上限に補助。

▶�申込み：購入時の領収書（申請者氏名
の記載があるもの）と安全基準を満た
していることを証するものを添付し、
申請書（下記窓口・町ホームページで
入手）を自治安心課窓口へ持参して申
請（先着順）。

問�自治安心課防災・交通安全担当
　内 265～ 267

自転車用ヘルメット
購入補助

健康づくりをしながら商品を獲得できる
歩数計アプリ「埼玉県コバトン健康マイ
レージ」の登録が 4月1日から開始され
ます。詳しくは上記QRコードからご確
認ください。
問�埼玉県コバトン健康マイレージ事務局
　☎ 0570-035810

健康マイレージで
商品獲得

健康増進法の改正により、4月 1日から
飲食店・オフィス・商業施設などでは原
則屋内禁煙となります。また、学校や病
院などでは敷地内禁煙となっています。
問�県健康長寿課☎ 048-830-3582

4 月 1日から
飲食店など屋内禁煙

第 1回三芳町議会定例会において議会
の同意を得て、4月 1 日付けで公平委
員が任命されました。
○公平委員…鈴木栄治氏
問�政策推進室政策推進担当内 422

公平委員会委員の選任

ラケットテニス大会
（団体戦）

詳細は町ホームページをご覧ください。
▶日程：5/24 ㈰�
▶時間：受付 9:00�開会式 9:30
▶場所：総合体育館アリーナ
▶�対象：町内・近隣市町に在住・在勤・
在学・在クラブの中学生以上の人

▶料金：1人 300円
▶�申込み：4/1 ㈬～ 4/28 ㈫に申込用
紙（下記窓口か町ホームページで入手）
を下記へ持参・郵送・FAX・メールの
いずれかで提出。

問�MIYOSHI オリンピアード推進課
　文化・スポーツ担当内 434
　FAX274-1055
　 sports@town.saitama-miyoshi.lg.jp

▶ 対象：国民年金第 1号被保険者で出
産日が平成 31年 2月 1日以降の人

　�※出産とは妊娠 85日（4ヶ月）以上
のことで、死産、流産、早産を含む。

▶ 免除期間：出産予定日または出産月の前
月から4ヶ月。多胎妊娠は、出産予定
日または出産月の３ヶ月前から６か月間。

▶届出時期：出産予定日の6か月前から。
問�住民課保険年金担当内 156

産前産後期間の
国民年金保険料の免除

▶日程：4/26 ㈰
▶時間：9:00 ～ 12:00
▶�場所：消防本部 4階大講堂
▶�対象：二市一町在住・在勤・在学の人
▶定員：30人（先着順）
▶�申込み：4/6㈪～4/10㈮8:30～17:00
に下記に電話で申し込み。
問��入間東部地区事務組合消防本部救急課
　☎ 261-6673（土・日・祝日を除く）

普通救命講習Ⅰ


