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　　環境に優しい清掃を　　株式会社　アゼル

三芳町北永井　394-2　　☎049-257-2658

された環境に優しいアルカリイオン電解水

お子さん、ペットのいる家庭でも安心して使えます

掃除のプロが自信をもってプロデュース　

化学合成洗剤を一切使用してないので赤ちゃんや

eco clean water（家庭用販売キット）

99.9％の水と汚れを分解する0.1％の電解水で構成

40ｘ90ｍｍ

ビルスコープ株式会社
☎ 049-293-4900

〒354-0041 三芳町藤久保 539-4-303 電気抵抗試験

官公庁・大手の建設会社・マンション管理会社もリピーター 高い精度で原因を特定 

✉ chousa@buil-scope.co.jp

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。

今後の状況により、下記のページに掲載されているイベント等が中止や延期になる
場合があります。詳細は町ホームページを確認、または担当課へお問い合わせくだ
さい。※町主催以外のイベント等については、直接主催者へお問い合わせください。

● information（P10）●お知らせ（P12 ～ 16）●無料相談（P17） 
●図書館だより（P18）●保健・健康（P19）●子ども通信（P20・21）

町内公共施設のイベント等の開催状況！ ◀
町
HP

9 月 30 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。
■国民健康保険税（第 3期）
■介護保険料（第 3期）
■後期高齢者医療保険料（第 3期）
※�口座振替の申請はペイジー口座振
替サービスをご利用ください。

問�税務課管理担当内 126・127

納期限にご注意
イベント・事業名 担当課 状況
みよしまつり 自治安心課内 268 中止

世界一のいも掘りまつり
観光産業課内 215 中止

産業祭
町民体育祭 文化・スポーツ推進課内 433 中止

「いま伝えたい～認知症になって分かっ
たこと～」

【第 1 部】
●�若年性認知症に対する三芳町（けや
きの家）の取り組み

●�認知症当事者・家族・支援者による
シンポジウム

【第 2 部】
　�これでいいのだバンド＆けやきバンド
のミニコンサート

※マスク着用にご協力をお願いします。
▶�日時：10/16㈰13:30～15:45
▶�場所：藤久保公民館�　▶�料金：無料
▶�定員：60人（要予約）
▶�申込み：10/7 ㈮までに下記へ電話・
FAX・メールで申し込み。
※ �FAX・メールの場合、名前・住所・
連絡先・手話通訳要否の有無を記入

問��健康増進課健康長寿担当内 191
　FAX�274-1051
�kenko@town.saitama-miyoshi.lg.jp

若年性認知症講演会

手話サロンでは、聴覚に障がいのある方
を講師に、自分の名前や挨拶など日常生
活で使える手話を学べます。
※�風邪症状のある人、同居家族に体調不
良の人がいる人はご遠慮ください。

▶�日 時：9/20 ㈫、10/18 ㈫、11/15
㈫、12/20 ㈫、1/17 ㈫、2/21 ㈫、
3/28 ㈫

　（第3火曜日※3月は第4火曜日）
10:00～11:30
▶�場所：藤久保公民館�ホール
▶�料金：無料
▶�申込み：各開催日の前日までに下記へ
電話・FAX（名前・連絡先）で申し込み。

問�福祉課福祉支援担当内172～175・192
　FAX�274-1051
　藤久保公民館☎ 258-0690
　FAX258-9625

手話サロン

ハローワーク所沢では、管内及び近隣に
居住する障害を持っている人を対象に
「就職面接会」を開催します。
▶�日時：10/20 ㈭　13:00 ～ 16:00
▶�場所：所沢市民文化センターミューズ
展示室（所沢並木 1-9-1）

▶�申込み：下記窓口・FAX（名前・生年
月日・連絡先）で申し込み。

問��ハローワーク所沢　専門援助部門
☎04-2992-8609�FAX04-2992-2445

障がい者就職面接会

▼  入門課程（全 21 回）
初めて手話を学ぶ人が対象の講座。
▶�日時：10月7日～令和5年3月10日
の毎週金曜日　10:00 ～ 12:00
※ �12 月 2日・30日を除く。（予備日 :
令和 5年 3月 17日・24日）

▶�場所：中央公民館�多目的ホール
▶�対象：高校生以上で三芳町または富士
見市に在住、在勤、在学の人

▶�定員：15人（応募多数の場合は抽選）
▶�料金：3,300 円（テキスト代）
▶�申込み：申込書に記入し、9月 2 日
㈮～ 9月 20日㈫まで（必着）に下記
窓口・郵送・FAXで申し込み。

▼  基礎（全 25 回）
手話奉仕員養成講習会の入門を受講者、
または同等レベル向けの講習会。テキス
ト改訂前に講座を受講した人も可。
▶�日時：10 月 12 日～令和 5 年 2 月 8
日の月曜日と水曜日　10:00 ～ 12:00
※�第3月曜日は休講（予備日1月23日・
2 月 6 日）

▶�場所：ふじみ野交流センター
▶�対象：高校生以上で三芳町または富士
見市に在住、在勤、在学の人

▶�定員：15人（応募多数の場合は抽選）
▶�料金：無料
▶�申込み：申込書に記入し、9月 5 日
㈪～ 9月 22日㈭まで（必着）に下記
窓口・郵送・FAXで申し込み。

※�申込書は三芳町福祉課、富士見市社会
福祉協議会窓口または、ホームページ
よりダウンロード可。

問��富士見市社会福祉協議会〒354-0021
富士見市鶴馬1932-7 市民福祉活動セ
ンターぱれっと内
☎ 254-0747　�FAX252-0111
HP http://www.fujimi-shakyo.or.jp

手話奉仕員養成講習会

すてるな！するな！
動物虐待！

9/21㈬～30㈮は愛護動物の遺棄等虐待
防止旬間です。動物の習性、年齢、大き
さに適した飼育環境や方法で、最後まで
愛情と責任を持ち、子犬や子猫が飼えな
い場合は不妊・去勢手術をしましょう。
問�（犬）朝霞保健所☎ 048-461-0468
��（猫）県動物指導センター南支所　
☎ 048-855-0484

動
物
虐
待
は

犯
罪
で
す
。

小川典子
ピアノ・リサイタル

ロンドンと東京を拠
点に世界中で活躍
するピアニスト、小
川典子によるリサイ
タル。ドビュッシー、
グリーグ、ショパン
の名曲を美しい色

彩感でお届けします。ワールドクラスの音
楽に触れられるチャンスです。
▶�日時：10/2㈰�15:00開演
▶�場所：コピスみよし�ホール
▶�料金：一般 2,000 円 / 学生 1,000 円
▶�定員：先着 497人
▶�申込み：下記窓口・電話・オンラインチ
ケットサービスにてチケット販売中。

■ 公開マスタークラス（公開レッスン）
▶�日時：10/1㈯�15:00開演
▶�場所：コピスみよし�ホール
▶�料金：聴講無料
▶�申込み：下記窓口・FAX・メールで申
し込み。（FAX・メールの場合、名前・
生年月日・連絡先を記入）

問�コピスみよし☎ 259-3211
　FAX259-3244
�coppice-miyoshi@kpb.co.jp

恒例の秋季初心者ソフトテニス教室を開
催します。（申し込み不要）
▶ 日付：9/10・17・24・10/8・15・22・
29（全て土曜日）

▶ 時間：9:00 ～ 11:00
▶�場所：運動公園テニスコート
▶料金：1人 1回 200円（当日徴収）
▶対象：小学 4年生以上
▶定員：50人
▶ 持ち物：ソフトテニス用ラケット（貸
し出し可）・テニスシューズ（平底靴
可）・タオル・水筒

※当日の体温チェックをお願いします。
問�ソフトテニス連盟役員（19:00～21:00）
　大澤☎ 080-5490-2497
　青柳☎ 090-4676-8603

秋季初心者
ソフトテニス教室

認知症サポーター講座

■養成講座
認知症について正しく理解し、認知症の
人や家族を温かく見守る応援者「認知症
サポーター」を養成する講座です。
▶日時：9/15 ㈭�13:30 ～ 15:00
▶場所：藤久保公民館�ホール
▶対象：町在住・在勤者
▶定員：20人 ( 予約制 )
▶ 申込み：下記へ電話・FAX（名前・連
絡先）で申し込み。

問�地域包括支援センターみずほ苑みよし
☎293-7341　FAX293-7342

■ステップアップ講座
ボランティアとしての心構えや、認知症の
当事者からの話の紹介などを行います。
▶日時：9/13㈫、20㈫�14:00～16:00
▶場所：認知症サポートセンター
▶ 対象：認知症サポーター養成講座を受
講したことがある人。

▶定員：15人（予約制）
▶ 申込み：下記へ電話・FAX（名前・連
絡先）で申し込み。

問�認知症サポートセンター
☎259-2525　FAX274-3366


