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三芳中学校となり

9/23 入場無料9/23
スポーツと音楽を楽しむイベント

● クリケット･テニス･サッカー体験
● 三芳ウインドオーケストラ ●体力測定
● 三芳の農業を知ってもらうイベント

Web : http://miyoshi-spot. jimdofree.com/
Mail : info-mysg@tsjpan.com

入場無料金祝

問合せ：049-259-9397

豊島区立三芳グランド

『庭木１本から剪定いたします』

樹木医・ 級造園技能士・ 級造園施工管理技士

あきら造園
『剪定、伐採、草取り、庭木消毒、植栽、お庭づくりなど
お庭・ガーデニングの事なら、お気軽にご相談ください』

代表 伊東 晃 富士見市針ケ谷

鷹 -TAKA-
太鼓道25周年記念コンサート

三芳町を和太鼓で元気に！そ
して笑顔に！
三芳町ふるさと大使の和太鼓

奏者・書道家鷹 -TAKA- の太鼓道 25周
年記念コンサート「進化」を開催！ゲスト
に津軽三味線世界大会三連覇を果たして
殿堂入りをしている山中信人氏をお呼び
し、魂を込めた熱い演奏をお届けします。
三芳町のために作曲した合同曲「MI・
YO・SHI」を演奏してくれる参加者も
募集！初心者でも大丈夫です！ 4回の
練習会を経て、一緒にステージを盛り上
げましょう！
※�練習会の日程や内容は町HPにてご確
認ください。

▶�日時：10/29㈯�14:30開場/15:00開演
▶�場所：コピスみよし�ホール
▶�料金：【前売】一般 3,000 円 / 小学生
以下 1,500 円

※当日券は各 500円増
※未就学児はひざ上に限り無料
▶�申込み :上部二次元コードから申し込み。
問��和太鼓暁事務局（近藤）
　☎ 090-2769-6507

令和 5・6年度物品等に係る
競争入札参加資格の新規・更
新申請を受け付けます。

▶�対象：町が発注する物品等の受注を希
望する�人

▶    受付期間：10/6 ㈭～ 11/30 ㈬
※�詳細および申請の手引き等は埼玉県審
査課HPにて（上部二次元コード）

問�施設マネジメント課管財契約担当
　内 452～ 453

競争入札参加資格の
新規・更新申請

ムジカベベ０才からの音楽会
～怪盗ムジカ＆べべ現る！？～

 ■令和 4 年度三芳町芸術文化支援事業
怪盗が音楽を盗みにくるらし
い！音楽が盗まれたらどんな事
が起こるのだろう…。バルーン

アーティストが装飾した舞台の上で、うた
2人・フルート・オーボエ・ピアノが織りな
すストーリー仕立ての音楽会。曲目はドレ
ミの歌、アンダー・ザ・シー、情熱大陸など。
赤ちゃんから小学生や大人まで楽しめる、
盛り沢山の約45分 (休憩なし )。要予約。
▶�日時：9/25㈰�
　【午前の部】10:30開場/11:00開演
　【午後の部】13:30開場/14:00開演
▶�場所：コピスみよし�ホール
▶�料金：SS 席 1,500 円 /S 席 1,300 円
/A席 1,000 円（全席指定席、事前購
入制）※ SS 席と S席はグッズ付き♪
※０才から料金が必要です。

▶�申込み：コピスみよし窓口（S席、A席
のみ）またはムジカベベHP（http://ww
　w.zerosai-ongakukai.com/concert/548
　9/）の予約フォームでチケット販売中。
問��ムジカベベ 0才からの音楽会ふじみ
☎ 050-5580-7436

　 �fujimi@zerosai-ongakukai.com�

反田恭平＆務川慧悟　
デュオ・コンサート

関東では三芳町だけ
の貴重なコンサート!
【町民先行受付】
9/10㈯ 10：00～。
一般発売に先駆けて

数量限定で優先予約を行います。予定枚
数に達し次第終了。座席はお任せくださ
い。一般予約開始は9/17㈯ 10:00 ～
▶�日時：令和5年2月4日㈯�15:00開演
▶�場所：コピスみよし�ホール
▶�料金：一般 4,000 円 / 学生 2,000 円
▶�申込み：下記へ電話で申込み。（1回の
申し込みで 2枚まで）

※チケット引き取りは9/18㈰以降。
問�コピスみよし☎ 259-3211
�　FAX259-3244

三芳町テニス協会では、多くの人にテニ
スを楽しんでもらうために➊ジュニア・➋
シニアテニス教室を開催しています。
令和 4年度の参加者を募集中ですので、
初心者もお気軽にご参加ください。
▶�日時：9/10から10/29毎週土曜日（全
８回）13:00～15:00

　※➊は80分間
▶場所：運動公園テニスコート
▶ 入会金・保険料：➊➋とも 200円（１
回目に持参してください。）

▶ 料金：➊ 100 円��➋ 200 円（各回持
参してください。）

▶ 対象：➊は小学４年生から中学３年生➋
は50歳以上の町内在住・在勤・在学者

▶定員：➊ 12 人、➋ 20 人（先着）
▶ 応 募 期 間：9/6 ㈫、7 ㈬の 9:00 ～
19:00に三芳町総合体育館へ申し込
み。※電話での受付けは不可

問�テニス協会（19:00 ～ 21:00）
　林☎ 258-4809　岡野☎ 258-9200

第36回ジュニア・シニア
硬式テニス教室

住民の皆さんが主人公となる芸術文化活
動を支援します。
詳しくは募集要項と申請書（文化スポー
ツ推進課・コピスみよし・各公民館で入
手）をご覧ください。
▶�対象：令和 5年 4月 1日～令和 6年
3月 31日にコピスみよしで実施を予
定している事業。

▶�支援内容：会場使用料の支援・独創的
な事業を実現するための助言サポート等
▶�申込み：11/30 ㈬までに申請書を下
記へ提出。

問�文化スポーツ推進課内 432～434

令和5年度
芸術文化支援事業の募集

運動・栄養・口腔ケアの講座です。
※ �65 歳以上で下記の質問に 3つ以上該
当する人が優先。

➊手すりや壁を伝わらないと階段を登れない
➋�イスから立ち上がる時に何かにつかま
らないと立ち上がれない

➌ 15 分以上続けて歩けない
➍この 1年間で転んだことがある
➎転倒に対する不安が大きい
▶�日時：9/30㈮、10/13㈭、20㈭、27㈭、
11/2㈬、10㈭、17㈭、24㈭、12/1㈭
　(9日間コース )�10:00～12:00
▶�場所：三芳町総合体育館�
▶�料金：無料　▶�定員：20人
▶�申込み：9/14㈬までに下記窓口・電話・
FAX( 名前・生年月日・連絡先・質問
に当てはまる項目の番号・送迎バスの
有無を記入 )で申し込み。

問��健康増進課健康長寿担当内 188～191

健康づくり教室
藤久保方面からバスあり

部落差別のない社会の実現を目指して「埼
玉県部落差別の解消の推進に関する条例」
が７月８日に公布・施行されました。この
条例は、部落差別の禁止規定を設けると
ともに、同和問題について正しい認識を一
人ひとりが持つことによって、部落差別
をなくしていくことを目的としています。
問�埼玉県県民生活部人権・男女共同参画課
　☎ 048-830-2258

埼玉県部落差別の解消の
推進に関する条例の施行家庭内のもめごと・結婚や離婚・夫や恋

人からの暴力・ストーカー・人権問題等で
困っている人は、お気軽にご相談ください。
▶日時：9/15 ㈭�10:00 ～ 15:30
　（受付は 15:00 まで）
▶場所：ウェスタ川越３階�相談室
問�川越人権擁護委員協議会事務局
　☎ 247-4022（㈫・㈮ 9時～ 16時）
　さいたま地方法務局川越支局
　☎ 243-3824（平日 9時～ 16時）

女性人権擁護委員による
特設人権相談所

総務省統計局（三芳町）では、10月１日
現在で就業構造基本調査を実施します。
日本の就業・不就業の実態を明らかにす
る目的で国が行う調査の中でも特に重要
なものとされる「基幹統計調査」です。
パソコンやスマートフォンを使って簡単に
回答できます。9月下旬から調査員が調
査をお願いする世帯に伺いますので、回
答をお願いします。
問�財政デジタル推進課電算統計担当
　内 413

就業構造基本調査実施

一部地域で
テレビ映像乱れの恐れ

9 月中旬から 11月中旬にかけて、各携
帯電話事業者が新しい電波（700MHz
帯）を使用する予定です。これに伴い、
町内一部地域でテレビの映像が乱れる恐
れがあります。対象地域では、一般社団
法人 700MHz 利用推進協会による対策
工事が行われていますので、テレビ映像
に影響が生じた場合は、下記までお問い
合わせください。
問��一般社団法人700MHz利用推進協会
コールセンター�☎ 0120-700-012

介護の仕事に就くために必要な知識や技
術を学びます。研修は基礎講座1日と入
門講座3日で行い、研修修了後には就職
先として、介護事業者の紹介も行います。
▶�日時：10/31㈪、11/7㈪、14㈪、21㈪
　8:50～16:10�※11/7のみ17:20まで
▶ 場所：認知症サポートセンター（藤久
保 27-9）※ 11/7 のみ特別養護老人
ホームみずほ苑（竹間沢 735-1）

▶定員：15人
▶�申込み：認知症サポートセンター（☎
259-2525�FAX274-3366）へ来所、
電話、FAX（名前・連絡先）で申し込み。

問�健康増進課健康長寿担当内 188

介護に関する入門的研修

救命講習

入間東部地区事務組合では、
普通・上級救命講習を実施し
ています。新型コロナウイルス

の影響で日時が流動的であるため、詳しく
は組合ホームページをご確認ください。
問�入間東部地区事務組合消防本部
　救急課救急係☎ 261-6673

登録者の戸籍の謄抄本などを第三者に交
付した場合、その事実を登録者にお知らせ
する制度です。※国や地方公共団体など、
通知の対象とならない請求があります。
▶�対象者：三芳町に住民登録をしている
か本籍がある人。
▶�申込み：本人確認書類（マイナンバー
カード、運転免許証など）を持参して
下記窓口か出張所で本人が申し込み。

問�住民課住民担当内 142

本人通知制度への登録


