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寄　附

　社会福祉協議会に、次の寄附が寄
せられました。貴重な財源として役
立たせていただきます。ありがとう
ございました。（敬称略）
【愛の福祉基金】ASA つるせ中央
7,000円／嶋村清 3,000円／寺尾雅
治 3,000円／林耐生 1,500円／ふれ
あいセンター募金箱 5,338円／三
芳町献血推進協議会 867円／田崎
良廣 1,500円／荒田光男 1,500円／
早川徹 1,500円／塩野英男 1,500円
／匿名 4人計 6,000円
【けやきの家指定寄付】ケアウェル狭
山店…車いす

「暮らしの便利帳」掲載広告募集33

教育さいたマガジン32
　埼玉県教育委員会メールマガジン
「教育さいたマガジン」（無料）を読
んでみませんか？
　県教委からのメッセージやアドバイス、
各種イベント情報、高校入試情報など最新
情報をお届けします。（毎月21日発行、無料）
U埼玉県教育委員会ホームページ
Gwww.pref.saitama.lg.jp/page/meruma
ga-touroku201004.html
Z埼玉県教育局総務課 048（830）6714

　町では、株式会社サイネックスと官民
協働で、まちの紹介や行政情報、生活
情報などを掲載する「暮らしの便利帳」
を発行します。この便利帳に、有料で広
告掲載を希望する広告主を募集します。
募集期間：9月～ 10月末日
Uサイネックス埼玉支店048（643）7120
■「暮らしの便利帳」概要
発行日：平成23年12月～平成24年1月配
布（予定）　発行部数：1万8,000部（予定）
※全世帯配布のほか、転入者などに窓口で配布
仕様：A4判、100ページ程度
Zサイネックス埼玉支店048（643）7120
　政策秘書室秘書広報係（H311～313）
F（274）1054

9月の土曜開庁は3日です！
　9月の土曜開庁日は「9月3日」で
す。本庁、出張所ともに午前8時30分
から正午まで開庁しています。
（注）9月3日はみよしまつり開催
のため、ライフバスは本庁に停
車しませんのでご注意ください。

　国民年金保険料は、日本年金機構
から郵送される納付案内書などに
より、毎月の保険料を翌月の末日ま
でに納めることになっています。
保険料の納め忘れがあると、将来受
け取る老齢基礎年金の額が少なく
なったり、場合によっては年金が受
けられなくなることがあります。
　また、万一のときの障害基礎年金
や遺族基礎年金が受けられなくな
ります。
そこで、便利で安心な口座振替のご
利用をおすすめします。口座振替に
しておくと、毎月納めに行く時間と
手間がかからず便利で安心です。
また、口座振替のなかには割引のあ
るお得な振替方法（早割・一年前納・
半年前納）もあります。申し込み方
法は、口座振替申出書に必要事項を
記入・押印（金融機関の届出印）し
てお近くの年金事務所に申し込み
されるか、郵送ください。また、金
融機関窓口にご提出いただいても
結構です。

Z住民課保険年金係（H156）
窓口にお越しの際は1階番へ
F（274）1101

「国民年金保険料の
　納め忘れはありませんか？」

年金情報

町内工事予定一覧

工事名 完成予定 工事箇所 距離

1 町道幹線20号線道路修繕工事 平成23年12月15日 上富第3区地内 42.50m

2 町道藤久保44号線道路修繕工事 平成23年12月22日 藤久保第5区地内 144.00m

3 町道幹線20号線配水管布設工事 平成24年1月31日 藤久保第4区地内 407.00m

4 町道幹線20号線仮設配水管布設工事 平成24年1月31日 藤久保第4区地内 425.00m

5 町道藤久保54・63号線配水管切廻し工事 平成24年2月29日 藤久保第2区地内 62.00m

6 町道幹線4号線配水管布設工事 平成23年12月9日 北永井第1区地内 58.00m

ZNo1～2…道路交通課道路整備係（H222,223）F（274）1052

　No3～6…上下水道課水道施設係（H244.245）F（274）1053

2223

ジュニア・シニア硬式テニス教室27

硬式テニストーナメント（ダブルス戦）

～健康体操教室～
運動器の機能向上プログラム

30

28

スポーツ

日　程

9月17日からの毎週土曜日（全
8回）（10月1日除）
9・10月午後1時～3時／11・12
月正午～午後2時　※ジュニ

場　所 運動公園テニスコート

内　容
多くの人にテニスを楽しん
でもらうため、テニス教室
を開催しています

対　象
ジュニア…原則小学4年～中
学3年・シニア…50歳以上の
町内在住・在勤・在学者

料　金 入会金200円・参加費ジュニ
ア100円／シニア200円

申込方
法　他

9月5日～14日の間に総
合体育館で受付（午前9時～
午後9時の間）

問い合
わ　せ

総合体育館（258）0311
岡野（258）9200
林（258）4809

日　程 10月2日（予備日10月16日）

場　所 運動公園テニスコート
竹間沢テニスコート

内　容
・男女（A・Bクラス別）ダブル
ス戦・ベテラン（45才以上）ダ
ブルス戦※トーナメント方式

対　象 協会員・町内在住・在勤
者、在クラブ員

料　金 ワンペア2,400円（協会員2,000円）

申込方
法　他

9月3日～17日の土・
日・祝日の午前8時～午後2
時までの間、運動公園コート
6面で受付。メール受付可。
Emat-g5@freeml.com

問い合
わ　せ

午後7時～9時の間
岡野 （258）9200

フラワーカップレディーステニス大会29

健康

日　程 10月13日

場　所 運動公園テニスコート

内　容 女子ダブルス戦
※トーナメント方式

対　象 協会員・町内在住、在勤、在学者

料　金 1組2,400円

申込方
法　他

9月17日～10月1日の土・
日・祝日の午前9時～午後2時
までの間、運動公園コート6面
で受付。メール受付可。
Emat-g5@freeml.com

問い合
わ　せ

午後7時～9時の間
岡野（258）9200
林　（258）4809

i以下の質問に3つ以上該当の人（65

歳以上）
階段を手すりや壁をつたわらずに
昇っていますか
　→「いいえ」の人
椅子に座った状態から何もつかま
らずに立ちあがっていますか
　→「いいえ」の人
15分程度続けて歩いていますか
　→「いいえ」の人
この1年に転んだことがありますか
　→「はい」の人
転倒に対する不安は大きいですか
　→「はい」の人
P10月6日～12月15日の毎週木曜全10回
　午前10時～正午　W30人　S無料
X一人ずつ簡単な体力測定を行った
り、運動のアドバイスをします。
U・Z地域包括支援センター
（H188.189）F（274）1051

！納付の期限にご注意！

　納期限は9月30日です。納期限内
に納付してください。納付忘れにご注
意ください。
■国民健康保険税（3期）
■介護保険料（3期）
■後期高齢者医療保険料（3期）
収納は藤久保・竹間沢出張所でも行っ
ています。

新入学児童就学時健康診断の実施25
　来年度、小学校に入学する子どもの健
康診断を下記のとおり実施します。対象
児の保護者には、通知書を郵送します。
※当日都合がつかない、通知書が届かな
い等ありましたらお問い合わせください。

子ども

学校名 実施日 受付時間

三芳小学校 10月6日 13：10～13：40

藤久保小学校 10月18日 13：10～13：40

上富小学校 10月25日 13：20～13：40

唐沢小学校 10月4日 13：10～13：40

竹間沢小学校 9月27日 13：20～13：40

大井小学校 10月3日 13：00～13：20

西原小学校 10月31日 13：15～13：30

※ 大井・西原小学校はふじみ野市へ
の委託地区の人の日程
Z学校教育課学務係（H524・525）
F（274）1056

ファミサポ講座開催31

その他

　町ではファミリーサポートセン
ターと緊急サポートセンターで活動
するための養成講座を開催します。
地域の子育てのお手伝い、支援を一
緒にしてみませんか？
P9月20日～22日　Q藤久保公民
館・保健センター　Zファミリーサ
ポートセンター　（258）0075

P9月27日午後2時～4時　X福祉
用具の上手な活用術～らくらく介護～
i介護をしている人、介護に関心のあ
る人等　Qみずほ苑　S無料　Z在宅
支援センターみずほ苑 （258）9488

介護

介護教室開催26


