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↓自慢のさつまいもで作ったポテトサラダを試食

８月28日、富士見市で開催された防災訓練。はしご車を

おしらせ

入間東部地区防災訓練

Information

防災意識向上を目指して
使った救助やAED・心肺蘇生や簡易担架作り等の体験型訓
練が行われました。来年は三芳町で開催予定です。

９月９日、
「知事のとことん訪問」として上田県知事が
上富地区を訪問。さつまいも畑の視察や、川越いも振興
会の皆さんと意見交換を行いました。

↑応急手当の方法を実践中

県内 初の試み！

意見交換型世論調査

８月21日、
「中央公民館等社会教育施設のあり方につ
いて」をテーマに、埼玉県で初となる「意見交換型世論調
査」が実施されました。
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Infomation

こねて磨いて昔体験
夏休み体験「土器作り」

−お知らせ−

８月20日、歴史民俗資料館で土器作り体験が行われ
ました。粘土をこね、縄で模様をつけたりしながら、自分だ
↑グループ意見交換会の様子
−今月の表紙−
9月4日に行われた
「みよしまつり会場」
で、被災地に向けた
メッセージを皆さん
からいただきました。

人口と世帯（平成23年8月末時点）
人口：38,627人（男19,391人／女19,236人）
世帯数：15,513世帯

けの土器を作りました。

配布についてのお問い合わせ：シルバー人材センター 049−258−7171
声の広報みよし：朗読ボランティア「けやき」の皆さんが朗読したものをHPで聞くことができます。

お知らせはＰ から始まります

三芳町川越いも振興会との懇談実施

無料相談

Consaltation

知

事が上富地区視察
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支え愛、
助け愛、

〈東日本

大震災復

「在宅介護」

月４日
に順延と
た今年の
なっ
みよしま
つり。
ご来場あ
りがとうご
ざいまし
た！

「足が悪くなって、母がほとんど外出しなくなった……」
自宅に帰ってからどうしよう……」
「起き上がりが困難な父の退院が決まったけど、
その時のため、介護について一度考えてみませんか？

町の人口は平成23年５月末日時点で38,664人。そのうち
65歳以上の人は8,117人、全体の20.99％、およそ5人に１
人が65歳以上となります。
介護保険制度開始時の平成12年は人口35,179人、65歳以
上の人は3,985人でした。この11年間で65以上の高齢者が

30,262

30,547

6,382

8,117

31,194
3,985

4,132人増加し２倍強になっており、高齢化が進んでいる
ことがうかがえます。
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町の人口推移（※平成23年は５月末日時点です）

突然︑前触れなく

５人に１人が65歳以上

在宅介護の多くは病気や事

故等で︑ある日突然前触れも

なく始ります︒介護を受ける

本人だけではなく︑その家族

歳と

も介護をする立場になってし

まうのです︒

住民の５人に１人が

いう現状では︑もはや﹁介

護﹂は他人事ではありません︒

ずっと笑顔でいたい

介護で重要なことは︑﹃お

年寄りの気持ちを尊重するこ

と﹄﹃介護者の負担を軽減す

ること﹄です︒

ずっと笑顔でこの町に暮ら

して︑年をとっても充実した

毎日を送り︑介護者が負担を

感じずに介護を続けていける︒

これは皆さんの願いではない

でしょうか︒

介護を考える

﹁今はまだ元気だから介護

なんて⁝⁝﹂しかし︑その日

は突然やってくるかもしれま

せん︒お年寄りも介護者も笑

顔で暮らせるように︑みんな

で介護について考えてみませ

んか︒

65

興支援〉

みよしま
つり
台風のた
め９

第21回

特 集

「在宅 介護」

Scene2

Scene1

介護申請とケアマネジャー

介護の現状

介護保険を利用するには申請が必要です。
また、介護サービスを利用するにはケアマネジャーと一緒にケアプランを作成する必要があります。

変化する家族の形

核家族という言葉はご存じ

ですか？﹁夫婦とその未婚の

％を占

子﹂﹁夫婦のみ﹂の家族のこ

とを言い︑日本の約

昔は大家族が多く︑おじい

めています︒

ちゃん︑おばあちゃんを家族

みんなでみるという光景がよ

く見受けられました︒しかし︑

核家族化が進み︑お年寄りを

ます︒

60

の利用も年々増加してきてい

た︒

12

見守る形態も変わってきまし

制度開始から 年

介護を受ける側︑介護をす

介護サービスが
必要とされる理由

11

年か

年が経過

る家族︒それぞれが精神的︑

11

介護保険制度が平成

しました︒その間︑高齢化が

肉体的な負担をもっています︒

ら開始し︑今年で

進むと同時に︑要介護認定者

双方の負担軽減を図り︑日常

生活を円滑に進めるため︑介

の人数も増加してきました︒

護サービスが必要とされてい

スを利用します。

ます︒

●ケアプランに基づいてサービ

健・福祉の専門家が行います。

※介護保険でサービスを利用

結果に基づき、審査・判定を保

年間で認定者が
約４倍に増加

あります）

23

するには申請︑要介護認定が

します。

11

年５月末時点︑町の

ビス計画（ケアプラン）を作成

●主治医の意見書、訪問調査の

平成

行います。

●申請書・別表（窓口に置いて

65

必要となります︒

●かかりつけの病院名と主治医名

歳以上の要介護︵要支援︶

サービスを話し合い、介護サー

65

サービスの種類

本人、家族から聞き取り調査を

863

歳以上

●健康保険証（40〜64歳の人）

233

10

人です︒

マネジャーに依頼し、利用する

在宅介護サービスについて︑

問し、心身の状況などについて

下段に利用頻度の多いものを

●要介護認定された人は、ケア

紹介します︒

●町の担当職員などが自宅を訪

●介護保険被保険者証

【必要なもの】

人に１人が要介護認定

認定結果
申請から1か月以内に、
通知と介護保険証が届きます。

認定者は

訪問調査や審査・判定が
申請後、
要介護度が決定します。
行われ、

の約

健康増進課・介護保険係の
窓口で申請します。

を受けていることになります︒

結果の通知

年の間に認定者は

要介護認定

11

介護制度開始時の認定数は

申請する

人︒この

介護の申請だけではなく、介護についての相談や悩みがありましたらお気軽に窓口
までお越しいただくか、ご連絡ください。Z健康増進課介護保険係（H184-187）

約４倍になり︑介護サービス

●介護申請手順

施設に入所するのではく、住み慣れた自宅で要介護者の生活をサポートすることを
「在宅介護」
といいます。
少子高齢化が進む現在、要介護認定者数や在宅介護サービスを利用する人が増加しています。

社会全体で、介護が必要な人を支え合う
ことが、介護保険の本質となっている

主な在宅サービス

ケアマネジャーって？

るのかを決める計画のことです︒

計画に基づき︑介護サービス事

業者とのやりとりなどをケアマネ

よく耳にする﹁ケアマネ﹂︒
どのようなことをしているかご存じですか？

居宅介護支援専門員︑通称ケア

ビス利用者の心身の状態や日中の

マネジャーと呼びます︒介護サー

ジャーが行ってくれます︒いわば
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生活︑家族・居住環境などを本人︑

5

役のようなものです︒

とりが理解する必要があると思います。

サービス利用者と事業者との仲介

るように「介護」ということについて、一人ひ

合わせた計画を立て︑ケアプラン

住民のみなさんが、いざというときに対処でき

家族の希望を聞きながらその人に

また、一人暮らしで子どもがいない人もおり、

★豆知識★

切だと思います。

文 字で書 くときは﹁ ケアマ

て、スキンシップを図っていくことが非常に大

ネジャー﹂︑声を出して読むと

スがよくあります。家族の間で普段から話をし

められています︒

知らず、どうにもならなくなり相談に来るケー

きは﹁ケアマネージャー﹂と定

親と一緒に住んでいるのに、親のことをよく

を作成します︒

本人と家族の気持ちのずれを感じる
家族間のスキンシップが重要

利用者と事業者の
仲介役的存在

介護制度開始時から、ケア
マネジャーや相談員として、
多くの人を担当してきた。
みずほ苑在勤。

ケアプランとは︑どのような介

千葉 道子さん

護サービスを︑どのくらい利用す

ケアマネジャーに聞く

通所介護
（デイサービス）

訪問介護
（ホームヘルプ）

短期入所生活介護
（ショートステイ）

食事・入浴などの介護を
日帰りで受けられます

身体
自宅にヘルパーが伺い、
介護や生活援助を行います

食事、
施設に短期間入所し、
入浴の介護等を行います

施設等に通い、食事・入浴など

【身体介護】食事、入浴、排泄の

短期間入所し、入浴・排泄・食

の介護サービスやリハビリテー
ション・レクリエーションを日
帰りで受けられます。

お世話、通院の付き添いなど
【生活援助】掃除、洗濯、買い物、
食事の準備、調理など

事の介護等の日常生活の世話や
機能訓練等のサービスを受ける
ことができます。

- どんなときに利用？ -

- どんなときに利用？ -

- どんなときに利用？ -

・本人が足腰が悪く、あまり外

・手足が不自由で、買い物や料理

・介護する人が冠婚葬祭などで

出ができないとき
・本人があまり話す機会がなく
なってしまったとき

をすることが難しいとき
・通院に付き添いが必要で、付
き添う家族がいないとき

外出したいとき
・ 介護する人が息抜きのために
旅行など、外泊したいとき

2011年10月１日発行
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特 集

「在宅 介護」

ずっと元気で
いたいから⁝⁝
今は元気でも︑今後のこと

Scene3

声

予防

︶﹄ま

操〉を行っていると知ったからです。家でテレビをずっ

ことが重要です︒日頃から体を
動かす習慣を身につけたり︑食
生活に気 を配っていますか？

町では︑お年寄りの介護予

健康サポート ！
﹁介護予防事業﹂

頭や体を積極的に使うことで︑
防や健康維持のために︑様々

・

きたらいいな」と思っていたところ、町で〈いもっこ体

役場庁舎の1階、健康増進課に設置されています。

く思います︒﹂︵久子さん︶

知っておくことが大切だと強

なく︑普段から介護について︑

悪くなってから考えるのでは

しみてわかりました︒身体が

みると︑介護の必要性が身に

ついて︑いざ自分が直面して

全く関心のなかった介護に

でよかったと思います︒

て︑最終的に在宅介護を選ん

たが︑家族や相談員と話をし

子さん）

は分からない⁝⁝と思う人は

心身の衰えは回復・予防でき
な取り組みを行っています︒

センター︵

﹃健康増進課・地域包括支援

各事業に参加してみたい人は︑

人や︑お手伝いをしたい人︑

介護予防事業に興味のある

介護予防事業に
参加してみたい

ぐことがとても重要なのです︒

が難しくなります︒未 然に防

なってしまうと︑回復すること

一度 介 護 が 必 要 な 状 態 に

介護予防になります︒

いもっこ体操参加者
でお問い合わせください︒

﹁入院当初は本人はひどく落
ち込んでいました︒時間はかか
りましたが︑介護サービスを

利用したことで︑明るさを取
り戻してくれました︒介護の
手続きがよくわからず︑苦労
しましたが︑町に相談したり︑
病院のケースワーカーに相談
し︑介護サービスを利用する

Voice

ことができました︒﹂︵娘の
堀家さん︶

声

﹁サービス利用当初は︑見
知らぬ人とお話しをしたり︑
家のお世話をしてもらうので︑
気を遣い精神的に苦しかった

意義に時間を使えます。ゆっくりと

多いのではないでしょうか︒

ます︒
特に人気があるのは﹁い
が参加しています︒筋力
維持 ・向 上を 目的と して ︑
月１〜２回開催していま
す︒
﹁健康づくり教室﹂で
は毎回テーマを変えて健
康についての教室を開催
しています︒専門の講師
が丁寧にアドバイスをし
﹁リハビリ相談﹂は毎

てくれます︒
月開催しています︒詳し
の無料相談欄を

ご覧ください︒

くはＰ

なぜ介護予防が
必要なのか
誰でも年を取ります︒
日常 から 健康 に気を 遣い ︑
体を動かすことで︑健康
を維持することができ︑

突然車いす生活に
去年の８月から年末まで入
院生活を送っていた久子さん︒
入院のきっかけは去年の夏︑
娘の千晶さんと旅行中に﹁足
が痛いな﹂と感じたことでし
た⁝⁝︒
ひだりだいたいこつこっとう

帰宅後に病院に向かい受診
え し

をした結果︑
﹁左 大 腿 骨 骨 頭

壊死﹂の診断︒この先ずっと
車いす生活になると宣告され
ました︒
退院が決まった時︑介護施
設に入所することも検討︒し
かし︑まずは住み慣れた我が
家で生活してみてから施設入
所を考えることに︒

維持に努めたいと思います。（ノブ
さまざまな相談に対応しています。
その温かさが必要であると感じまし

のですが︑今は楽しくサービ

よいです。これからも参加して健康
業者、ボランティアと協力しながら地域の高齢者の
の「絆」の温かさを知り、介護でも

問題は︑帰宅後もひとり暮

した体操なので、二人にはちょうど
なって、市町村や地域の医療機関、サービス提供事
東日本大震災が起こり、人と人と

スを利用しています︒

的に支えていく体制が必要です。
であると思ったからです。

らしであること︒子どもは２

体を動かすほうが楽しいですし、有
る問題であり、解決する一つの方法

やっぱり自分の家は落ち着

と見ているよりも、健康のために身
なく、地域ぐるみで高齢者一人ひとりの生活を総合
関係を築けるか、それが介護の抱え

きます︒施設入所も考えまし

めには、介護や医療といった個々のサービスだけで
受ける側がお互いに愛おしく思える

もっこ体操﹂︒毎回多くの人

年までは健康に過ごしていた。

健 康 を 維 持 す る た めに は ︑

14年前に夫と死別後は一人暮らし。その頃乳がんを発症。その
後、骨にがんが転移するが、趣味の水泳やダンスを継続し、去

元気なうちから体に気を使う

村田 久子 さん（78）みよし台在住

6
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地域包括支援センターって何？
の理由は、介護者（家族）と介護を

人いますが︑遠方に住んでい

がっているから、とても明るい村田

て︑年中面倒をみることがで

する。三者がしっかりとした絆で繋

きない⁝⁝︒その時に初めて

さんでいれるのだと思います。

家でテレビをずっと見ているよりも
健康のために身体を動かすほうがいいです
も家族を理解し、ケアプランを作成

住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らせるた
え愛、家族愛」と銘打ちました。そ

−
家族はケアマネを信頼し、ケアマネ

参加する最初のきっかけは、「夫と一緒に運動がで
この特集の見出しに「助け愛、支

189

子の絆を毎日の電話で繋いでいる。

﹁介護サービス﹂を家族で考
じました。娘さんは県外に在住。親

「地域包括支援センター」はその体制の中核と

た。（Ｓ）

えることになりました︒

サービスを利用して
明るさが戻った
介護を利用するには申請等
の手続きが必要︒娘の堀家さ
んが献身的に動き周り︑退院
後に介護サービスを利用でき
ることになりました︒

村田さんの取材の際、「絆」を感

22

身体の基礎となる筋力を
落とさないように考えら
れた体操です。定期的に
行っています。
体の痛みなどの悩みがあ
る人を対象に、
快適に生活
できるようにアドバイスを毎
月行っています。
（要予約）
専門の講師を招き、健康
づくりのアドバイスをする
教室を、定期的に行なっ
ています。

いもっこ体操
リハビリ相談
健康づくり教室

夫の久夫さんと妻のノ
ブ子さんは2年前からい
もっこ体操に参加。藤久
保在住。

H
188

−

健康を維持していく心がけが、介護予防につながります。
町では
いもっこ体操などを行い、
いつまでも笑顔で健康な生活を送るためのお手伝いをしています。
突然介護が必要となった場合、介護を受ける本人や周りの家族はどうすればいいか……
特集の最後に介護サービスを利用している人の"声"をお聞きください。

小林さん夫婦
取材後記

▲家族の力で在宅介護を可能に
（写真右）娘の堀家千晶さん

7

LastScene

未来につなげよう

三芳の文化

10

第 46回 み よ し 町 民 文 化 祭

22 〜

【問い合わせ】社会教育課（H515）F 274- 1056・地域振興課（H263）F 274- 1052
藤久保公民館258- 0690 F 258- 9625・中央公民館258- 0050 F 258- 5466

10

竹間沢公民館259- 8311 F 259- 8345

30

音
event

音楽祭

歌

10月22日

event

多彩な楽器と澄んだ歌声、胸に響く音の祭典で
す。参加者の熱演をご期待ください♪
【場所】コピスみよし
【時間】開場：午前 11 時 30 分

カラオケの集い
10月23日

〜♪歌の力で 幸せの笑顔を 咲かせて♪〜
聞いて、参加して、心に響く歌のイベントです。
【場所】コピスみよし

開演：正午

終演予定：午後４時

【時間】開場：午前 11 時

開演：午前 11 時 30 分、

終演予定：午後４時

Welcome to the cultural festival.

芸
art

作品展示
10月29日〜30日

三芳の芸術作品が勢ぞろいしました。皆さんのお
越しをお待ちしています。

踊
event

民舞民謡・ダンスの集い
10月30日

世界のダンスがここに集結。キッズからベテラ
ンまで、華やかにくり広げる唄と踊りの祭典です。

【場所】藤久保公民館

【場所】コピスみよし

【時間】午前 10 時〜午後４時（30日午後３時まで）

【時間】開場：午前９時 45 分

■ホール：絵画、書道、文芸、陶芸、写真、彫刻等

１部〔民舞民謡〕開演：午前 10 時

■２階各部屋：パッチワーク、和小物、編物、シルク

２部〔ダンス〕開演：午後１時 30 分（予定）

【内容】音の祭典♪合唱、吹奏楽、大正琴、オカリナ、

【内容】懐かしのメロディー、カラオケレクチャー、

オペラ、ハワイアンなど…16 団体の皆さんが熱演し

男歌を女が唄う・女歌を男が唄う、ソロ・デュエッ

スクリーン等 手工芸品

ます。

トなど、様々な

■ロビー：生け

【内容】民舞民

コーナーを設け

花、フラワーア

謡、キッズダン

て４部構成で開

レンジメント

ス、フラダンス

催します。

■保健センター

＆タヒチダン

１階：山野草

ス、 よ さ こ い、

終演予定：午後４時

太極拳など、15
団体が熱演しま
す。

芸
art

子どもの絵画写真展
10月22日〜30日

子どもならではの自由な発想・タッチ、子どもカ
メラマンの作品を鑑賞ください。

踊
event

みらい広場イベント
10月29日（雨天中止）

みらい広場で開催する幸せイベント！屋外ライブ
ならではの、演出をご期待ください。

催
event

催し
10月29日・30日

お茶席・講談・社交ダンス・囲碁将棋大会を開
催！皆さんの参加をお待ちしています。

eat

軽食・喫茶コーナー
10月29日・30日

つくし会が軽食・喫茶を行います。味の芸術・文
化をお楽しみください。

【場所】藤久保公民館保育室

【場所】藤久保公民館みらい広場

【日程】10 月 22 日〜 30 日

【時間】午前 11 時 30 分〜午後１時 30 分

■10月29日

【場所】保健センター調理室・藤久保公民館入口

【時間】午前 10 時〜午後４時（30 日午後３時まで）

【内容】今年は、ダンス３団体・ハーモニカ・ハワイ

【内容】三芳の文化を担っていく、町内在住の小学生
による絵画作品と子どもカメラマンの作品展です。

【場所】藤久保公民館

食

■軽食コーナー

10月29日・30日

・午前 10 時〜午後３時〔ロビー〕お茶席（300 円）イ

【時間】午前 11 時〜

アンバンドが出演します。

ス席でのお茶席です。

（なくなり次第終了。変更になる場合あり）

フォークダンスフリージア

・午後１時 30 分〜午後３時〔和室〕講談四天王の会

【内容】29 日：赤飯・汁物 300 円 30 日：おにぎり・

ププケア

■10月30日

とん汁 300 円

みよしのハー

・午前 10 時〜

■喫茶コーナー

午後３時

10 月 30 日

モニカクラブ
フラワーレイ
キッズダンス
ピーチ

〔 和 室 〕 囲 碁・
将棋大会
・午後６時〜９時
〔ホール〕社交
ダンスの夕べ

【場所】藤久保
公民館ロビー
【時間】午前 11
時〜
【内容】
コーヒ−とお菓
子 200 円

9
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多
報告

【入室資格】町立小学校の１〜４年生で、保護

【入所資格】平成 18 年 4 月 2 日から平成 23 年

者の就労などで家庭がいつも留守の児童。

保護者が就労などにより保育できない児童。

入室申込書就労証明書または保育に欠ける
ことを証明する書類

【必要書類】入所申込書

24

就労証明書また

※・の書類は役場こども支援課及び各学童

は保育に欠けることを証明する書類

保育室、各保育所で配布します。

査票

家庭調

※の書類は役場こども支援課及び

各保育所で配布します。

【受付日時】
●唐沢学童及び竹間沢学童の入室申し込みをさ

【受付日時】11 月 16 日・17 日

れる人→ 11 月 10 日午後 3 時〜 6 時

午前 9 時〜正午・午後 1 時 30 分〜 4 時

●藤久保学童、北永井学童及び上富学童の入室

【受付場所】役場 3 階会議室

申し込みをされる人→ 11 月 11 日午後 3 時

【面接】受付時面接をおこないますので、お子

〜6時

さんをお連れください。

【受付場所】藤久保公民館ホール

【その他】町内の私立認可保育所を申込む場合
も方法は同じです。第 1 保育所の新規入所申

【面接】受付時面接をおこないますので、お子
さんをお連れください。

込みはできません。

こども支援課で随時受け付けます。
１次受付：一斉受付日以降から平成 23 年 12 月 12 日まで
受付の選考は1次で受け付けた人の選考後に空きがある場合のみ行います。
）
Z こども支援課保育係（H162 〜 164）F 274 − 1051

理由が消滅
理由確認ができるもの
するまで

住宅新築・改修等で１年以内に転居予定の場合

随時

理由が消滅
住宅購入契約書等
するまで

保護者の勤務事情により、放課後、親族や施設に預ける
場合（預け先の地区の指定校に限る）

随時

理由が消滅
預かる者の承諾書
するまで

学校内の対人関係等の事情で、精神的に過重な負担があ
ると認められる場合

随時

卒業まで

-

中学校の部活動において、指定校に希望する部活動がな
い場合（翌年度、中学校に就学予定の児童に限る）

12月の第1
金曜日まで

卒業まで

-

学年途中の転居による場合（引き続き転居前の在学校に
就学を希望する場合）

随時

卒業まで

-

及びの理由により、変更が認められた兄弟姉妹であ
る場合

随時

卒業まで

-

その他、教育委員会が特に必要と認める場合

随時

︿町立小中学校の指定校変更﹀

随時

学校
特別な理由︑事情のため指定校への就学が困難な場合︑
次の変更基準により指定校の変更ができます︒

庭の事情や身体的な事情によ

り︑指定校変更を希望する保

護者は︑次に示す﹁変更基準﹂及び

﹁通学の条件﹂をご確認いただき︑

通学時間や通学方法など︑無理のな

しょう。

いよう十分検討のうえ︑申請してく

・犬に首輪をし、身元や連絡先がわかるようにしましょう。

ださい︒

ても飼育できなくなった場合は、新しい飼い主を見つけま

通学の条件

が義務づけられています。

●登下校中の事故については︑保護

・途中で飼育放棄することなく終生飼育しましょう。どうし

者の責任において対処することにな

元が分かるようにしましょう。

が必要になります。また、鑑札と注射済票は犬に着けること

心身の障害や疾病により、就学校への就学が困難な場合



予防注射を受けさせることが義務付けられており、町に届出

ります︒

・首輪を付けるなどして、飼い主がいることを明確にし、身

●通学路及び通学方法を明確にして

（その他）

・生後 91 日以上の犬は生涯に一度の登録と毎年１回狂犬病

ください︒

・各種寄生虫のワクチン接種を定期的に受けましょう。

※通学方法は︑原則徒歩になります︒

・各種寄生虫のワクチン接種を定期的に受けましょう。

変更基準

けましょう。

けましょう。

※下記表を参照のこと︒

・繁殖を望まない場合は、獣医師と相談し不妊去勢手術を受

については︑三芳町立小学校６学

・繁殖を望まない場合は、獣医師と相談し不妊去勢手術を受

年の保護者に︑９月下旬に学校から

（健康管理）

た場合は、水で洗い流しましょう。

配布された﹁中学校の指定校変更に

・健康のために散歩をしましょう。必ず水を持参し、尿をし

ついて﹂をご参照ください︒

う。

なお︑私立小学校６学年に在学し

場合もあるので、周辺の見回りをし、排泄物の除去をしましょ

ている児童の保護者は︑教育委員会

の防止など基本的なしつけをしましょう。

︶

けをしましょう。出入りが自由な猫は、屋外で排泄している

添付書類



●室内に猫用トイレを設置し、その場で排泄をするようしつ

●家庭内のルールとコミュニケーションの取り方、無駄吠え

許可期限



や無駄吠えの原因となり、近隣住民の迷惑にもなります。

申請期限



をしましょう。

由



●飼育場所は常に清潔に保ちましょう。不潔な状態は、病気

理



●エサや水は室内で与え、感染症予防のためにも室内で飼育



う。

●放し飼いは禁止されています。必ずリードをつけましょう。

523



●飼い主としての責任を自覚し、愛情を持って飼育しましょ

情を持って飼育しましょう。

・

「猫」の飼育管理

522

まで連絡をお願いします︒

︵２７４︶１０５６

学校教育課指導係︵

F Z

家

お願い

ペットの
適正飼育

年ペットは︑ともに暮ら

し︑時には心を通い合わせ

る人生のパートナー︑家族の一員

となっています︒

一方で︑不適正な飼育などから

近隣トラブルが発生し︑しばしば

感情的な対立を引き起こすことが

あり︑町にも様々な苦情が寄せら

れています︒

ペットの飼育に責任をもち︑

動物の生態︑習性及び生理を理解

し︑愛情をもって取り扱うことで

近

２次受付：平成 23 年 12 月 13 日から平成 24 年 2 月 10 日まで（2 次

●その犬に適した飼育し、飼い主としての責任を自覚し、愛

広報みよし No.896

24 年 2 月 5 日まで）に生まれ、町内に居住し、

▲6月19日唐沢小学校体育館会場の様子

「犬」の飼育管理

11

9 月 30 日まで（あずさ保育園については平成

【必要書類】

H

（健康管理）

こども

【受付期間】申し込み一斉受付日以降は保育所及び学童保育室も次の日程で、

トラブルは未然に防ぐことができ

ます︒人とペットが共生できる町

〜 ︶

218

づくりを図るために基本的なルー

H

216

ルを守りましょう︒

環境産業課環境対策係
︵

︵２７４︶１０５２

F Z

「保育所」受付方法
︿保育所・学童保育室の入所受付﹀

■今回の懇話会でいただいたご意見・ご提案は、今後十
分に検討・熟慮し、町の政策形成に反映させていきます。
Z政策秘書室政策推進係（H 422・423）
F 274−1054

︿まちづくり懇話会﹀概要

住民と町長が町の未来について語り合いました

・住宅地域と工業地域の隣
接問題

「学童保育室」受付方法

平成 年度の保育所入所・学童保育室入所の申し込み受付を行います︒

くの住民の声を町の政策形成に

住宅地域と工業地域の混
在について

12

日 ・

・予定地の今後の開発
・アンケートの実施

19

反 映 させるため︑６月

近世開拓資料館建設予定
地であった時の利活用に
ついて

日に﹁まちづくり懇話会﹂を小学

・三芳町第４次総合振興計
画事業の達成率
・住民への町の財政（歳
出）の分かりやすい説明

185

校区単位で開催いたしました︒両日合

三芳町第４次総合振興計
画及び三芳町の財政につ
いて

わせて 人の住民が参加しました︒

都市基盤整備について

・信号設置
・大規模公園
・歩道の設置
・工業地域の立地

今 年 度 は ︑新 た な 試 み と し て 共 通

・中央公民館の必要性
・中央公民館の利用人数に
対する考え方

テーマ・各地域の個別テーマを町で設

中央公民館等複合施設建
設について

定し︑担当課よりそれらテーマに関す

・ライフバスの運行本数
・バス網の整備

る 現 状 の 説 明 ︑そ の 上 で 住 民 か ら 意

バスなどの交通網の整備
について

見︑提案をいただきました︒

意見・提案

また︑町長からも積極的に質問を投

テーマ

げかけ︑住民との貴重な意見交換が行

われました︒

表）テーマと寄せられた意見・提案（抜粋）

理由が消滅 学校長の所見書、その
するまで 他必要書類
2011年10月１日発行
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このような子どもたちにはどのように関わればよいですか？
できたことをほめて、

絵や図を使って説明して

できないことを叱らない

あげましょう。

か？
いる子どもたちはいません
学校生活で、思い悩んで

具体的な説明や指示を、

〜発達障がい・情緒障がい等のある児童のため〜

ようにしましょう。
いけないことや

順を追って短くして

迷惑なことは、

あげましょう。

通級指導教室 開設！

具体的にはっきり教えて
あげましょう。

新しく竹間沢小学校に設置

人混みや大きな音、
光などの不快な刺激を

温かい目で見てあげましょう。

減らしてあげましょう。

平成19年４月に学校教育法の一部が改正され、特別な
教育的支援が必要な児童生徒に実態に応じた指導や支

発達障がいがあるといっても、特徴の現れ方や困難なこと、そして苦手なことが一人一人
違います。一人一人の特徴に応じて配慮したり、支援したりしていくことが重要です。

援が、以前より増して行われるようになりました。今回
は、発達障がいと新たに竹間沢小学校に開設される通級
指導教室について紹介します。

通級指導教室とは何ですか？
発達障がいとはどのような障がいなのですか？

通級指導教室とは、普段は通常学級に通いながら特定の時間に、
一人一人の児童の教育的ニーズに応じて指導・支援を行うところです。

発達障害者支援法第２条に『「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群などの広汎性発達障害、

発達障がい・情緒障がい等のある小学生の一人一人にあった

学習障害、注意欠陥多動性障害などこれに類する脳機能障害であってその症状が通常低年齢において発
現するものとして政令で定めるものをいう。』と定義されています。

個別の支援をします。

通級指導教室のシステムは？

どんな子どもたちが
入級できるの？

時間割はどうなるの？

通級指導教室に通う児童生徒

現在小学校の通常学級に在籍

普段在籍している学級の時間

は、各教科の指導は主として通

していて、発達障がいや情緒障

割の週２単位時間分だけ、通級

常学級で受け、個々に支援が必

がい等のため、学習に支障をき

指導教室に通う時間として変更

要とされる学習や社会生活、体

たしていたり、集団生活がうま

します。指導時間は90分間程度

験について通級指導教室で学び

くいかなかったりする児童です。

ですが、往復にかかる時間は含

ます。

入級はいつから始まるの？
入級の申請があり、許可のお
りた時点で通級が始まります。
申請は、学校を通じて随時受け

入級に関しては、町の就学支
援委員会※の判断が必要となり
ますので、希望する全ての児童
が入級できるわけではありませ
ん。

みません。

決められた曜日の決められた
時間に、保護者の方の送迎をお

○言葉のおくれがある

伴うことも

○コミュニケーションが苦手

あります。

○人との関係づくりが苦手
○パターン化した行動をとる

自閉症

○こだわりがある

注意欠陥多動性障がい
（ＡＤ/ＨＤ）
○集中することが苦手
○じっとしていることが苦手
○考える前に行動してしまう

広汎性発達障がい

指導するのは誰？
通級指導教室担当教諭が専門的

アスペルガー症候群

に行います。
学習する内容によって

学習障がい（ＬＤ）
○「読む」「書く」「計算す

担当者が変わることはありません。

付けています。

どのように通うの？

知的な遅れを

る」等

○基本的に言葉のおくれはない
通級指導教室・発達障がいに関する情報の集め方は？
三芳町の通級指導教室についてのお問い合わせは、三芳町教育委員
会の就学支援担当（258-0019 H523）までご連絡ください。

願いします。基本的には、学習

また、発達障がいについての詳しい情報については、政府広報オンラ

中は控え室でお待ち頂きます。

イン「発達障がいって、何だろう？」（http://www.gov-online.go.jp/

の能力のうち、

特定のものの習得と使用

○コミュニケーションが苦手

に著しい困難を示す

○人との関係づくりが苦手
○パターン化した行動をとる
○興味・関心にかたよりがある
○言葉の発達のわりには不器用

※発達障がいは、複数の障がいが重なって現われることもある。また、障がいの程度
や年齢（発達段階）、生活環境などによっても症状が違ってくるなど、多様である。

featured/201104/contents/sodan.html）をご参照下さい。

発達障がいの子どもはどれくらいいるのですか？
出典（絵）：政府広報オンライン
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※就学支援委員会とは、特別な教育的支援を必要とする幼児・児童・生徒の一人
一人の教育的ニーズに応じた適切な就学を支援する組織です。医師・小中学校
長・各校就学支援担当者・学校教育課長・指導主事等で構成されます。

発達障がいのある子どもたちは、全体の約６％いるといわれています。
（平成14年の文部科学省の全国調査より）
2011年10月１日発行

12

防災の日
災等の発

あ

で

子どもた

生により︑

１ 日は︑全国 各 所で避 難 訓
ちだけで

残すのみとなりました︒生

かし︑今では町内に数棟を

した茅葺き屋根の住宅︒し

かつては︑至る所で目に

りの中央に位置する

が備えられ︑九間取

いようにする心張棒

戸を押さえて動かな

金具や︑内側から雨

﹁御嶽の間﹂は︑内

活と密着した﹁古民家﹂も

ることが
町では二棟の古民家を移築

人々の暮らしや技術を今に

本大震災により︑防災対策や
できない
復 元し︑保 存 活 用 を図って
一棟﹁ 旧 池 上 家 住 宅 ﹂

側からすべて鍵をか

けることができ︑か

つ押入れの床板を外

して床下に抜けられ

る仕掛けがあるなど︑

外からの侵入に対す

る備えが厳重に施さ
れています︒
文化に触れる秋︒
日曜日の午後には︑

移築復元
︵約二〇ｍ︶︑梁間六間

九間取りで︑桁行十一間
旧池上家住宅に︑足を運ん

で︑懐かしさが体験できる

れるいろりのお茶と昔の話

14
2011年10月１日発行

る９月

練が行われました︒特に今年
は下校す

避難訓練 等の大切さがあら
という想
います︒今回は︑そのうちの
を紹介します︒
昭 和 六三年
︵一九八八︶︑
資料館の

歴史民俗

された旧
︵約十一ｍ︶︑建坪六十六

地元のお年寄りが入

池上家住
５１７︶

でみてはいかがでしょう︒

このよう な大 型の民 家 を

この住宅には外側から雨

社会教育課︵

坪︵二一七 八
.︶の大型
の民家であることです︒

間沢の池上仁家
建築することができたのは︑

五九年まで竹

宅 は ︑昭 和

敷 地 内に

旧池上家住宅の間取り

は︑３月 日に発生した東日

ためて認 識された年でもあ
定のもと︑

伝える貴重な文化財として︑

り ︑例 年より も大 規 模な訓

ことで︑無事に全

保護者に
学校まで迎えに来ていただ

練 等が実 施されたところが
多かったようです︒町内の小

実際の訓練では︑事前に
子 ども

員家庭に帰る

保について取り組んでいます︒
保護者から提出された引き
たちは︑

き︑子どもたちを確実に引

ところで︑皆さんは﹁引
渡しに関する確認用のカー
保 護 者に

中学校でも毎年避難訓練を

き渡し訓練﹂という取り組
ドを使い︑一人一人の子ど
会 う とホッ

ことがで き

みをご存じですか？今回は
もたちを確実に保護者に引
とした表情を

き渡す訓練のことです︒

小学校で実施された︑この
き渡していきました︒迎え
浮かべていました︒

実施し︑児童生徒の安全の確

引き渡し訓練についてご紹
に来た保護者の皆さんは︑
の住宅として使用さ

地 震 な どの自 然 災
時 代 が 幕 藩 体 制の 崩 壊 期

引き渡し場所で並んで順番
れていました︒住宅の建て

ました︒

介します︒
引き渡し訓練とは︑大震
害はいつ起こるかわかりませ

れるほ ど ︑藍 染 め 用の藍 玉

を待ち︑スムーズに訓練が

ました︒調査の結果︑今か
生 産で財 を 成 していたこと

明 治 期 に﹁ 藍 大 尽 ﹂と 呼 ば

今 回の震 災 を 機に︑あ らた
ら一四五年ほど前の江戸時

で あったこと と ︑池 上 家 が

この日︑やむを得ない事
めて各学校でも防災計画等
が 背 景 に あったよ う で す ︒

替えに伴い︑氏のご厚意に

情により訓練の時間に来る
の 見 直 し を 行っていま す ︒
代末から明治時代初頭の建

より町が部材の寄贈を受け

ことができなかった家庭に
家庭でも︑震災時の対応

旧池上家住宅の特徴は︑
戸が外されないようにする

期の建築を裏付けるように︑

部屋の配列が三列三段列の

化財となっています︒

また︑幕末︑明治の動乱

ん︒﹁備えあれば憂いなし﹂︒

対しては︑保護者が来るま
について話し合ってみては

築と推定され︑町の指定文

実施されていました︒

で学校で先生と待っていた

５２３︶

いかがでしょうか︒
学校教育課︵

り︑最終的には先生が送っ
たりするという対応を取る

︻一般書︼﹃本田にパスの ％を集中せよ ーザックＪＡＰＡＮ
ｖｓ 岡
.田ジャパンのデータ解析ー︵文春新書︶﹄

図書館の本棚 ﹁サッカー﹂ー２０１４Ｗ杯予選開催中︒がんばれニッポン！ー別置紹介中
︻一般書︼﹃ＢＢＢビーサン ー 万円ぽっちワールドフット
ボール観戦旅 For all Football lovers
ー︵講談社文庫︶﹄
文藝春秋 ２０１１年６月初版発行

森本美行 著

場所／荒田自宅にて

竹田聡一郎 著

（４か月児健診時に、保健センターにて）

H
場所／上富１区第１集会所にて

請求記号 Ｓ７８３

大人対象

Ｂ７８３タケ

○ブックスタート

２０１０年９月初版発行

（昔話などを覚えて語る練習会）

講談社

つくし文庫‥10月15日、10：00〜12：00

﹁岡田ジャパンが残したもの﹂と﹁ザック

（児童書の貸出、お話会など。）

Ｊａｐａｎが目指すもの﹂とは何かを日本代

（絵本・紙芝居・手遊び・本の紹介）

表の分析担当だった筆者による豊富なデータ

◆スイミ−おはなし会

を元に徹底解説︒日本代表を戦術的に見つめ

11:00 〜 11:30 ６か月〜３歳（保護者同伴）

る︒

（絵本・紙芝居・手遊び・本の紹介 )

真咲ナオ 絵

第４火曜日

岩崎書店 ２００４年９月初版発行

〈竹間沢分館〉

風野潮 作

しみます。

Z

第七回 旧池上家住宅

女子サッカー部が無い⁝︒サッカーがした

【地域文庫のお知らせ】

文化財を訪ねて
おはなしサークルかにかにこそこそ

請求記号

◆

請求記号 ９１３カ

※本の読み聞かせとブックトークで本に親

子どものころ試合をした相手は日本をと

ほごしゃどうはん

び越え海外で活躍していた︒プロじゃなくて

11/3 11/4
休

旧池上家住宅
三芳東中学校近く）
（藤久保536−4

15：30〜18：00
あらた文庫‥毎週火曜日

しょうかい

てあそ

ほん

ぐりぐらタイム

ほごしゃどうはん

も︑ピッチのそばにいたい︒情熱が高じてラ

（絵本・紙芝居・手遊び・本の紹介 )

イターになった著者の海外サッカー観戦した

11/2

休

︻児童書︼﹃もう一度キックオフ﹄

第１・３金曜日

記録︒

11/1

31

しょうかい

︻一般書︼﹃グラシアス ーサッカーからの贈り物ー﹄

29

くて仕方のない女子中学生ハルに力を貸した

３〜６年生 50 人

月初版発行

28

のは元Ｊリーガーのトモヤだった︒２人力を

１・２年生 35 人

11：10 〜 12：00

羽中田昌 著

27


４歳〜小学生

みよし歴史探訪
10：10 〜 11：00

四谷ラウンド １９９９年

26

合わせて壁を乗り越えゴールを目指す︒

第４土曜日・会員制

請求記号 ９１６ハチュウ

25

36

としょかん・くらぶ

その日彼は︑県庁を辞めた︒テレビの中で

22

☆
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15

21

30

16:00〜16:30

引き渡し訓練を行いました
H
第２・４火曜日 16：00 〜 16：30 3 歳〜小学生

活躍する旧友に刺激され︑身体に不自由があ

1

★講座「紙しばいの楽しみ方・演じ方−実技指導あり−」
10月15日 13：00〜16：00 中央図書館にて
内容 演じ方一つで、伝わる世界がガラリと変わる紙芝居。その
コツを学びましょう。
講師 吉松美代子氏（人形劇団みやしろ代表、紙芝居研究家）
対象 図書館、学校、保育所、地域の施設などで紙芝居を演じて
いる人、興味のある人
定員 40人（実技指導は４〜５人のみ）
☆えほんとにんぎょうのへや
（絵本と小さな人形劇）
10月23日
10：30〜11：00
１・２歳以上向き 30人
11：30〜12：00
３〜８歳向き
35人
※３歳以下は保護者同伴で。
ボランティアの皆さん
第４木曜日

20

24

かみしばい

えほん

19

23

10：00〜12：00
第３水曜日

18
17

休

15
○

16

２・３ 歳 〜 （保護者同伴）
11：20 〜 11：40

ろうとも自身は監督となるべくスペインに留

◎ブックスタートプラス

Z
ぐりぐらタイム

!!

学︒スペイン留学で見た﹁プロ意識﹂を綴

〈中央図書館〉

15

10 月 の 予 定

る︒

11：00 〜 11：15 ６ヶ月〜１歳（保護者同伴）
さい

11/5

14

休

13



12
◎

11
休

10

てあそ

10

7

★

6

9

かみしばい

えほん

8
5
4
3

休

2

土
金
木
水
火
月
日

《募集中！》 申込みは中央図書館で受付中！（電話可）
（２歳児歯科健診のあと、中央図書館にて）

11

中央図書館 ２
５８-６
４
６
４
火〜金 １０
：０
０〜１
９：
００ 土、日１
０
：
０
０〜１
８
：
０
０
竹間沢分館 ２
７４-１
７
２
２
火〜日 １１
：０
０〜１８
：０
０

北永井児童館 258−9962
藤久保児童館 258−9965
竹間沢児童館 259−8315
イベント

問い合わせ 総合体育館 258-0311
北永井

基礎代謝って？

夏

春・秋

秋
食の

め、基礎代謝の機能が低下します。夏バ
いう経験はありませんか？基礎代謝の機

「基礎代謝」とは、一日中何もしなくても消

も半減するわけです。

費されるカロリーのことをいいます。ということ

るのがこの季節。

は、この「基礎代謝」を高めるだけで、何もしな

過ごしやすい環境

くてもダイエット効果が期待できるのです。男性

なので運動の習

で1,450〜1,500kcal、女性で1,100〜1,200kcalが

慣化も身につけや

ませんか？冬は基礎代謝の機能が高いこ

標準といわれています。

すく、ダイエット

とが関係しています。気温が低いため、

効果も出やすい時

体温を維持する機能が活発になります。

期といえます。

これが、エネルギーの消費量を増加させ

食事量が増えても太らないことがあり

9:30受け付け
第13回
10月23日
わくわくカーニバル
10:00〜13:30

るのです。
（ただし、
食べ過ぎは禁物です。
）

してしまうのがこの「基礎代謝」なのです。

「ジャグリーマン」によるジャグリ
ングショー／射的やくじ引きなど
なし なし のあそびのコーナー／豚汁やソー
スせんべい等の食べ物コーナー
※10月22日は準備の為、
閉館します。

全年齢

11月2日

10:00〜12:00 乳幼児親子 なし なし 巧技台あそび他

ふれあい広場＆
お菓子パーティー

10月15日 10:30〜11:30 小学生以上 30人

◎

参 加 費 50 円 地 域 の お 年 寄 り の
方々と、おいしいお菓子を囲んでの
楽しいミニパーティー

うきうき工作

10月26日
14:00〜16:00 小学生以上 30人
10月27日

◎

割り箸鉄砲作り 手作りの割り箸
鉄砲を作って的当ての練習

児童館であそぼう 10月29日 13:00〜15:00 小学生以上 30人

◎

割り箸鉄砲などでの射的大会

11月1日

10:30〜11:50 乳幼児親子 なし なし ボールプール、箱車、巧技台など

みんなでつくろう
10月20日 15:30〜16:30 小学生以上 なし なし スライム作り
デー
親子おしゃべり広場


11月2日

10:00〜12:00 乳幼児親子 なし

◎

季節や環境によって基礎代謝が変化するので、
季節に応じたダイエットを行なった方がいいですね。

アリーナの個人利用

今は秋！基礎代謝が安定しているので、
ジョギングだけでもダ
イエット効果を引き出すことのできる、
申し分のない季節です。
「食の秋」だけではなく、
「運動の秋」であることを忘れずに。

ご存知でしょうか？体育館や武道場は、団体
登録しなくても使うことができます。毎月指定し
た日や、団体の予約がない時
は、誰でも自由に利用するこ

〜スタジオプログラムの紹介〜

10月12日
午前10時〜11時30分／午前9時30分受付
総合体育館1階アリーナ

各クラス70組（登録制）

対象

町内及び町外在住の乳幼児親子

内容

かけっこや障害物競走など乳幼児向けの楽しい競技

申込み

10月1日〜15日までに各児童館に来館

の上、直接申し込みください。なお、電話

申込方法

や代理の申し込みはできません。また、複

備考

当日直接会場にお越しください。

当日の午前10時〜午後1時30分は、各児童館とも臨

数の児童館への申込みはできません。

時閉館します。詳しくは各児童館にお問い合わせく

10 月 21 日から各児童館に掲示しますので、

ださい。

各自確認をお願いします。
開催期間

児童館の行事は基本的に参加無料です。行事によっては
年齢制限や定員設定、参加費等が必要な場合があります。
詳しくは、各児童館へお問い合わせください。また、来
館する際は車に気をつけてお越しください。

各クラス全12回

【ひよこクラス】水曜日開催／11月 9日〜2月29日
【コアラクラス】木曜日開催／11月10日〜3月1日

決定戦に参戦！

日 北本市で開催

26

今年も埼玉Ｂ級ご当地グルメ王

11

月

○三芳町特産のさつまいもで

昨年は︑﹁切り株揚げ﹂で出場しま

﹁さつまいもコロッケ﹂に挑戦！

したが︑今年は新たなメニュー﹁さつ

まいもコロッケ﹂で出場します︒紅東

と紫いものさつまいもで黄色と紫色の

２色のコロッケを作ります︒

このさつまいもコロッケは︑３月６

日の﹁まちづくりフェア２０１１﹂で

行われた料理コンテストにも出品され

当日は︑みんなが力を合わせ上位進

ました︒

出を目指すと意気込んでいます︒皆さ

んも足を運んではいかがですか︒

︻問い合わせ︼産業観光グループ

代表 井田 ︵２５８︶０９５６

又は役場環境産業課︵内線２１５︶まで

コピスみよしカルチャークラブ

口笛コンサート ︵無料公演です！︶

口笛教室２０１１受講生と講師によるコンサートで

す︒懐かしの名曲や︑馴染みのある曲などを演奏し

開演／午後１時

ます︒一緒に吹いたり歌ったりして︑お楽しみくだ

26

さい︒

︻公演日時︼ 月 日

︻会場︼コピスみよし ２階ミニホール

新井薫

コピスみよしロビーコンサート ︵無料公演です！︶

共演

ハープの饗宴

井上久美子

紅葉の季節

出演

休日の午後︑秋が深まる季節にゆったりとハープ

開演／午後２時

の音色に浸ってみませんか♪

︻会場︼コピスみよし 一階ロビー

︻公演日時︼ 月５日

サキソフォンカルテット

いのちのもりコンサート

シエル

三芳の平地林の中で迫力あるサキソフォンの演奏

広報みよし No.896

出演

時

10

を堪能してみませんか？

︻公演日時︼ 月 日 開演／午前

︵詳しくはお問い合わせください︶

︻会場︼大東ガスとなり平地林

︻参加費︼中学生以上 ５００円

文化会館コピスみよし︵２５９︶３２１１

チケット取り扱い・問い合わせ

17

20

10

日時
場所

定員

発表

★

【コアラクラス】2歳以上

気持ち良いです

合わせください。

ら、気軽に始めてみてください。

★

★

第 26 回あそびのへや運動会

町内在住の乳幼児親子

たり、筋トレしたりするのも

詳しくは総合体育館までお問い

す。スクールではないので、好きな時か

★

ボールプールと巧技台で遊ばせな
がら親子交流しましょう!!申し込
み書は児童館にあります。
〔申し込み期間〕10/15〜10/25

通

3館共

【ひよこクラス】生後6カ月〜2歳未満

ミントンもいかがですか？

ら、優雅な動きで心身の健康をはかりま

11

対象

が、たまにはバスケや卓球、バド

るダンス。ハワイアン音楽に癒されなが

★

平成 23 年度

『後期遊びのへや』参加者募集

フィットネスルームで走っ

楽しく、ゆっくりとステップを踏み踊

11

★

とができます。

フラダンス 担当：星野
毎週火曜日14:30〜15:15

内容

のびのびタイム

親子であそぼう
竹間沢

この「基礎代謝」を高めるには筋肉量を増やす

藤久保

能が低下した状態では、ダイエット効果

が一番安定してい

冬

ぎずで、基礎代謝

ことが一番適していますが、季節によっても変化

参加できる人 定員 予約

テで食欲が落ちても、体重が減らないと

暑すぎず、寒す

ご紹介します。

時間

気温と体温がほとんど変わらないた

暑い夏が通り過ぎ、いよいよ過ごしやすい日々
がやってきました。今回は「基礎代謝」について

日にち

さつまいもコロッケ

2011年10月１日発行
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●選者 椎名恒治︵日本歌人クラブ参与︶
●投稿先 吉田和代︵藤久保三九二八 二〇︶
※投稿は官製はがき︑電話番号明記︒

くちなし

背伸びせば届きておりし棚の上今朝は頼みの踏み台探す

ごと

競うように咲き続きいるペチュニアよまだ蕾つけてる梔子あり

ひと

山桃を一つ摘みて口に入れその酸っぱさに独り言いう

真日の下真青に伸びるメヒシバの美しさなど農夫は言わず

菜園の真中に立てば吾もまた野菜の仲間緑に染まる

切なさよ心のままに会話せし友は微笑む遺影となりぬ

﹁食べることは生きることだ﹂と辰巳先生の真剣なる声と眼差

何年も故障のクーラーそのままに過ごせし夏がありきなつかし

−

ゆうと

遠藤勇翔ちゃん（１歳）

吉田

泉

茂

和代

郁子

上村理恵子

森下

明男

村上美奈子

布川

八重倉シズエ

勝男

香川日出子

町田

浩子

人も松も藍色深く沈めたる陸前高田そばへ降るなり

西瓜割り目隠しとりて天仰ぐ

佃

李知

慶子

野辺に咲く水晶の如き露の草

綿引

靖子

西尾

露草や友の通夜に友と会い

中西

かね

里心誘ふ花なり雨に濡れ蛍袋の紫垂るる

如春

朝どりの枝豆ありと軒下に

小泉

利子

●投稿先・林 保 三芳町上富六六六 ︵２５８︶４１７９
※投稿は官製はがきで 日までに

照子

初出しの味噌の香満つる八月かな

望月

靖子

窪田

昌雄

はなれじと引かれし手と手終戦日

石川

爽やかな風に手で梳く洗い髪

喜子

被災にも負けず伸びよと青田風

嘉子

重田

静壷

佐々木年郎

登坂

善満

高野

平井

金谷

夏蝶の雌雄縺れて海に出る

久夫

平井

坂田ふみ子

半沢

南子
つの立てて瓦礫の街やかたつむり

川口

津波跡無人の庭にあやめ咲く
晃

晃治
針田

桑田

会うことのかなわぬ君よ天の川

蜩や秘湯の宿をひとり占め

稲光り闇引きさきて空渡る

滴りし桃の甘香や老人会

七夕や母を慕えて紫短冊

八月や被災球児の甲子園

伝統を守り伝える地蔵尊

立秋や仏の飯を丸く盛る

被災地の思ひよとどけ天の川

（竹間沢）

「可愛い勇翔へ」
色んな事に挑戦して、大きく元気に成長してね。
パパ・ママより

【選評】猛烈な暑さの中、皆さんそれぞれ実感の

井山

こもった力詠です。日常の些事でも短歌に残して

登

た、香川さんのクーラーなど故障しても平気だっ
た夏がなつかしい。みな実感です。（椎名恒治）

おいでください

東入間居合道同好会
活動日

年目

機を見て刀を抜き︑美しい体勢

れる武道﹁居合道﹂︒設立
10

で刀をさばく︑迫力と美しさあふ

教士七段の方の指導のもと︑多く

を迎えた東入間居合道同好会では︑

の人が稽古に打ち込んでいます︒

富士見市︑ふじみ野市の参加

者が多い中︑藤久保から通って

：

い る と い う ご 夫 妻︵写 真 右︶は︑

居合道歴約一年︒居合道のかっこ

会 に も 出 場 す る な ど ︑更 に 上 を

よさに一目ぼれし︑今では県の大

体幹が鍛えられるなど健康へ

目指して奮闘しているそうです︒

のメリットも多い居合道︒みな

さんも体験してみませんか？

︻問い合わせ︼

栗山 ︵２６２︶２６４６

広報みよし No.896

【問題】地域ぐるみで高齢者一人ひとり
の生活を支えていく体制の中核を担う、
役場庁舎１階にあるセンターの名称は？
【応募要領】答え、住所、氏名、年齢、職
業と「広報みよし」の感想を書いて、10
月15日までに（当日消印有効）
【９月号の答え】
問１− 問２− 問３−
（応募総数20通、正解20通）
【正解者】記念品を正解者５人に。広報
クイズ正解者の発表は、当選者への賞品
の発送をもって代えさせていただきます。

ゆくことが生きる証。上村さんの踏み台を探すう

■携帯端末サイトのご案内

ライフバスの時刻表が確認できたりと︑便利なサイトです︒ＱＲコードに対応した

携帯電話で読み取ると簡単にアクセスできます︒

︻募集要項︼アイドル⁝１人につき１回︒未就学児限定︵ただし︑初めての未就学児と一緒に写っていれば︑２回目・小学生も可︒︶順次掲載︒アンテナ・みよしパレット！⁝宗教団体・政治団体・営利目的︵営利団体を
含む︶の投稿はご遠慮ください︒１団体につき︑年間１回︵アンテナは年間２回︶まで︒︵先着順︶※紙面の都合上︑要点のみの掲載となる場合もありますので︑予めご了承ください︒
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25

■各コーナーへの投稿を募集しています。投
稿は、
「住所」
「氏名」
「電話番号」を楷書で
忘れずに明記してください。
（あて先）三芳町藤久保1100番地１
役場政策秘書室
（258）
0019
（H311〜313）FAX274-1054
E hisyo@town.saitama-miyoshi.lg.jp

毎週火曜日…午後６時〜９時
毎週金曜日…午前９時〜正午
（他に土・日曜日不定期あり）
場所 ふじみ野市総合センター「フクトピア」
入会金 1,000円
月会費 1,000円

●藤久保ダンスサークル▽ダン
スパーティーを下記の内容で開催
します。リズムに乗って健康で楽
しい社交ダンスを踊りましょう。
抽選会もあります。皆さまお誘
い合わせのうえお越しください。
▽P10月９日、午後６時〜９時
▽Q町総合体育館３階▽S1,000
円（抽選会・飲物・ミキシング・
駐車場有）▽会員も募集してお
ります。多少ダンスを踊れる方。
男女、年齢は問いません。一度
見学に来てください。▽S《入会
金》1,000円《会費》2,000円（月
４回）▽P毎週金曜日、午後７時
30分〜９時30分▽Q藤久保公民館
又は近隣の公民館、体育館、コピ
ス▽講師／プロの若手女性講師▽
Z久保倉258−6751

会員募集

▲三芳町在住の夫妻。今年初段取得。

●みよし一水空気功サークル▽腹
式呼吸で体をゆっくり動かしてみ
ませんか。無料体験も行っていま

す。▽P金曜日（月４回）、午前
10時〜11時30分▽Q藤久保第三区
第二集会所▽S《入会金》1,000
円《会費》2,300円（月４回）・
1,200円（月２回）▽V女性▽Z
重田090−7813−8328
●英会話サークル「サンシャイ
ン」▽外国人講師による英会話
サークルです。初心者歓迎。女性
だけの楽しいグループです。ぜひ
見学にいらしてください。▽P毎
週木曜日、午後７時30分〜９時▽
Q藤久保公民館▽V女性▽Z石井
090−3697−1203

リサイクルの広場
【投稿・問い合わせ】環境産業課環
境対策係（H216〜218）F274−1052
E kankyo@town.saitama-miyoshi.lg.jp
▽ゆずります
五月人形（丹後飾り）／徳川家康
26巻（山岡荘八）／現代世界ノン
フィクション全集／新平家物語６
巻（古川英治）／ダルタニアン物
語５巻／武蔵坊弁慶10巻／鬼平犯
科帳13冊（池波正太郎）／剣客商

売16冊（池波正太郎）子供用自転
車20インチ・14インチ／ミニ四駆
コース／オイルヒーター／子供用
自転車24インチ・22インチ（男児
用）／電子ピアノ／みふじ幼稚園
男児・女児制服／チャイルドシート
▽ゆずってください
折りたたみベッド／自転車24イン
チ／銀の鈴幼稚園女児制服／ひな
人形／ロックミシン／女性用トル
ソー／子供用一輪車／一輪車

ミニひろば

おたよりコーナー

★「三芳＝サツマイモ」と、特に
深く考えたことはなかったのです
が「サツマイモの来た道」は読ん
でいて面白かったです。小学校で
町の歴史の勉強をした時、すごく
楽しかったのを思い出しました。
（藤久保Ｏさん）
★現在、地震対策としてテレビや
新聞で取り上げられていますが、
いざという時は身近な人が頼りに
なると思います。Ｑ＆Ａは役に立
ちます。（藤久保Ｋさん）
2011年10月１日発行
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子育て支援センター

20

木

☆n（0歳児ハイハイひろば）

10:00〜12:00

子育て支援センター

21

金

☆n（2歳児〜）

10:00〜12:00

子育て支援センター

22
23

土
日
☆（午前）なかよし講座
『かわいいマペット作り』

24

月

☆（午後）わくわくタイム
●予防接種（ポリオ）

10:30〜12:00

藤久保児童館

i講座：0〜5歳児 t親子10組 S250円
y10月11日より受付（電話可）

13:00〜15:00

藤久保児童館

i0〜5歳児

13:15〜14:00
（対象地区）
13:30〜14:15
（対象地区外）

保健センター

対象地区：藤久保４〜６区
i３カ月〜７歳カ月未満 m母子手帳

☆子育て支援センター258-5106・F 258-5136

至三芳町役場

三芳野病院

北永井890−６

259−3333

山田内科クリニック

北永井３−11

259−4462

富士内科クリニック

藤久保16−15

257−0601

遠山脳神経外科

北永井997−5

274−7666

あさの内科クリニック

みよし台６−14

274−6221

こうの医院

北永井694−５

257−8187

２０
鶴瀬駅

ふじみ野駅

至
川
越

東入間警察

至
池
袋

亀久保小入口

２０
２３

川越街道
大井サティ
亀久保小

２２

１６

三芳町役場

１２

３１

休日・小児時間外診療
所のご案内

広報みよし No.896

i0〜5歳児

−

259−0161

月

21

藤久保児童館

至池袋

鶴瀬駅

上富2177

および年末年始︵

【問い合わせ】●保健センター258-1236・F 258-5994

至川越

G.S

埼玉セントラル病院

休日診療日 日曜︑祝日

31

（午前）わくわくタイム「お誕生会」 10:00 〜 12:00
月
（午後）わくわくタイム
13:00 〜 15:00

郵便局
交番

258−2323

時

土
日

鶴
瀬
小

２

29
30

i0〜5歳児
i平成22年12月生

藤久保266−1

休日・小児時間外診療所

258−3251

日〜１月３日︶

保健センター

イムス三芳総合病院

〜土曜

竹間沢旧池上家

258−5258

▼小児時間外診療日 月曜

10:00〜12:00
13:00〜13:40

藤久保345−46

ふじみ野市駒林３５３

☆おでかけなかよし広場
●10ヵ月児健診

１６

橋本医院

時〜

子育て支援センター

藤久保3990−５ 258−6713

時︑

金

10:00〜12:00

三芳診療所

時

28

☆n（1歳児）

上富402−５

時〜

木

富士見市健康
増進センター内
東入間医師会
富士見台中
第二休日診療所

時

27

富士見
市役所

電話番号

安田医院

︵２６４︶９５９２

子育て支援センター

住所

休日診療時間 ９時〜

子育て支援センター

10:00〜12:00

医療機関名

▼小児時間外診療時間

10:00〜12:00

☆n（2歳児〜）

富士見市鶴馬３３５１

☆n（0歳児ハイハイひろば）

水

︵２５２︶４０５０

火

26

休日診療時間 ９時〜

25

【三芳町内委託医療機関】

⇒

10:00〜12:00

昨年の新型インフルエンザ（A/H1N1）は、平成23年4月1日から通常の季節
性インフルエンザに変わりました。それに伴いインフルエンザ予防接種の接
種費用の助成対象も下記のとおりとなりました。

⇒

☆n（0歳児ねんねひろば）

〈

水

コーナー

19

m母子健康手帳、筆記用具

健康

要予約

いもっこ体操
地域サポーター養成講座

保健センター

３

10:00〜11:45

保存版﹁保健センター事業一覧﹂を配布中

●Mama's Time（両親学級）

認知症相談

i平成20年3月生

１

保健センター

高齢者インフルエンザ予防接種

【助成対象】接種日において年齢が満65歳以上の希
望者、年齢が60歳以上65歳未満の人で一定の障害を
有し、接種を希望される人。
（以外の人は、対象となりません。）
【自己負担金】1,000円（生活保護世帯:無料）
【実施期間】10月20日〜12月25日
【接種場所】三芳町・富士見市・ふじみ野市の委託医
療機関
※上記以外の医療機関での接種希望者は、保健セン
ターにて事前に手続きが必要です。
【接種方法】医療機関に電話予約の上、健康保険証を
持参し接種してください。（予診票は医療機関にあり
ます。生活保護世帯は生活保護受給者証を持参してく
ださい。）
※接種前に医療機関に置いてある予防接種の説明を必
ず読みご理解の上、お受けください。
Z保健センター258-1236 F 258-5994

﹁いもっこ体操﹂は︑身体の基

13:00〜13:40

礎となる筋力を落とさないように

3歳児健診

最近︑ご自身またはご家族の中

火

考えられた体操で︑現在７か所の

18

で︑物忘れが目立つ・ささいなこ

子育て支援センター

地区で実施しています︒

10:00〜12:00

とで怒るなど︑認知症ではないか

☆n（１歳児）

対象地区：藤久保１〜３区
i３カ月〜７歳カ月未満 m母子手帳

︽サポーターの活動例︾

保健センター

●予防接種（ポリオ）

と心配をされている人がいました

13:15〜14:00
（対象地区）
13:30〜14:15
（対象地区外）

月

i0〜5歳児 雨天：場所（藤久保児童館）
桑の実三芳保育園子育て支援センター共催

ら︑お気軽にご相談ください︒

町緑地公園

30

いもっこ体操の会場準備︑受付︑

10:00〜12:00

日

☆おひさま広場
『みんなでニコニコしゃぼん玉』

月

日

︻日程︼

16

30

声かけなど︒

要予約 m母子健康手帳、筆記用具、歯ブラ
シ、コップ、タオル、手鏡

12

分

保健センター

10

分〜３時

9:30〜12:00

︻時間︼午後１時

●Mama's Time（両親学級）

︻対象︼介護予防に関心があり︑

土

︻場所︼竹間沢公民館２階図書室

15

〈

自ら健康になりたい人

i平成23年6月生

︻内容︼個別相談︻費用︼無料

保健センター

︻場所︼藤久保公民館ホール

13:00〜13:40

︻定員︼６人︵予約制︶

●4ヵ月児健診

︵ ︶は講師

金

30

人︻費用︼無料

14

︻定員︼

子育て支援センター

︻日程・内容︼

10:00〜12:00

30

分です︒

☆n（1歳児）

26

※相談時間は一人約

子育て支援センター

︻相談員︼・地域包括支援センター

10:00〜12:00

月 日﹇午後１時

☆n（0歳児ハイハイひろば）

■１日目

木

m母子健康手帳、筆記用具

・在宅介護支援センターみずほ苑

13

要予約

30 10
分﹈・高齢者の心身

保健センター

分〜３時

10:00〜11:45

・在宅介護支援センターはなまる

●Mama's Time（両親学級）

10

︵理学療法士︶

水

i平成21年3月生

機能について

子育て支援センター

11

30

時

保健センター

10:00〜12:00

月９日﹇午前

13:00〜13:40

☆n（0歳児ねんねひろば）

■２日目

●2歳児歯科健診

子育て支援センター 11月1日楽しいおいも掘り［予約開始］

〜正午﹈・高齢者の身体機能を高

10:00〜12:00

16

認知症
サポーター養成講座

☆n（2歳児〜）

30

２

i0歳〜就学前までの希望者
m母子健康手帳

めるためには︵健康運動指導士︶

保健センター

月 日﹇午後１時

●育児相談

■３日目

i平成22年3月生

認知症について正しく理解し︑

保健センター

30 11
分﹈・高齢者の筋力

13:00〜13:40
９:15〜10:00
（時間厳守）

30 11

30

分〜３時

●1歳6ヵ月児健診

F

認知症の人やその家族を暖かく見

子育て支援センター

月 日﹇午後１時

火

トレーニング︵理学療法士︶

子育て支援センター

10:00〜12:00

分﹈・高齢者に忍び

10:00〜12:00

☆n（0歳児ハイハイひろば）

土
日
月

12

17

☆n（0歳児ねんねひろば）

30

分〜３時

11

保健センター

寄る栄養問題︵管理栄養士︶

8
9
10

金

10:00〜11:45

︵２７４︶
１１０７

7

●Mama's Time（両親学級）

H

※全日程︑いもっこ体操実技あり

木

要予約 m母子健康手帳、筆記用具
動きやすい服装（簡単なストレッチあり）

〜申込み・問い合わせ

6

■４日目

子育て支援センター

m母子手帳

健康増進課地域包括支援センター

水

守り︑応援する認知症サポーター

子育て支援センター

10:00〜12:00

30

を養成する講座を開催します︒

10:00〜12:00

☆n（2歳児〜）

28

日

☆n（1歳児）

月

保健センター

対象地区：上富・北永井
i３カ月〜７歳カ月未満

︻日程︼

13:15〜14:00
（対象地区）
13:30〜14:15
（対象地区外）

10

分

i0〜5歳児
（午前）9月30日おひさま広場予備日

50

︵ １８８︶

5

備考

︻時間︼午後２時〜３時

藤久保児童館

月

火

i…対象

10:00〜12:00
13:30〜15:30

●予防接種（ポリオ）
4

m…持ち物

場所

☆（午前）わくわくタイム
☆（午後）わくわくタイム
3

t…定員
時間

︻場所︼竹間沢公民館ホール

土
日

事業

︻内容︼・認知症とは⁝

1
2

y…要予約

・認知症の人への接し方など

曜日

︻講師︼キャラバンメイト

日

人︻費用︼無料

n…なかよし広場

10 月

︻定員︼

健康・子育て支援センターカレンダー

http://www.ne.jp/asahi/higashi-iruma/med/

2011年10月１日発行
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information

住民の皆様に耳よりな情報をお届けします

研修会

ジモトのおやつ

象に研修会を行います。
P11月７日午前10時〜11時

X「食の安全・安心を

守るために」
格のある人

Q朝霞保

S 無料

W30人

募集します。
R11月30日※30組に達するまで
i幼稚園、保育園の園児、あるいは
小学生の児童と保護者の一家族で一

退職（失業）による
特例免除制度をご利用ください。

民年金の加入手続きを行い、
月額15,020

ムページhttp://j-oyatsu.com/から

申請によって保険料の納付を免除され

応募してください。

る「特例免除制度」があります。この制

I平成24年1月20日までに、3つ以

度は、退職（失業）後の年度および翌年

上の記事を書き込んでいただくと謝

度に限り、利用することができます。

礼を、上位ベスト10の親子探検隊に

通常、保険料の免除には、申請者本

朝霞保健所

担当：田中まで

相 談

は賞状と副賞があります。

人・配偶者・世帯主の所得が基準範囲
内であることが必要ですが、特例免

34 行政書士無料相談会

人の所得を除外して審査を行います。

社会福祉協議会に、次の寄附が寄せ

特例免除を申請する場合は、雇用
保険受給資格者証や雇用保険被保険

たせていただきます。ありがとうご

者離職票等の公的機関の証明書の写

ての無料相談（相続・遺言・成年後見・

ざいました。（敬称略）

しを添付してください。

離婚・交通事故等） Z東入間支部（総

【愛の福祉基金】ASAつるせ中央

なお、学生の方で国民年金保険料

務）前田行政書士事務所251−7361

14,000円／北村弘・渡辺美恵8,145円

を納付することが困難な場合は、学

／寺尾雅治1,500円／荒田光男1,500

生納付特例制度をご利用ください。

円／匿名1,500円／ふれあいセン

Z住民課保険年金係（H156）

10月31日の納期限は次のとおり

27

です。納期限内に納付してください。
■町県民税（第３期）

F 274−1101

町内工事予定一覧
工事名

役場職員

環境産業課商工観光係
（H214）

内職相談

毎週水曜日（年末年始・祝日除） 役場2階環境産業課隣
午前10時〜午後4時
内職相談室

専任の内職相談員

環境産業課商工観光係
（H214）

女性相談

毎月第2・第4金曜日（年末年始・ 役場1階住民相談室
祝日除）午前11時〜午後3時30分 （予約制）

専門の心理カウンセラー

総務課人権推進係
（H404・405）

外国人生活相談

毎週月曜日午前10時〜午後1時
毎週木曜日午後1時〜4時

ふじみの国際交流センター
専門の相談員
電話相談は 269-6450

総務課人権推進係
（H404・405）

成人健康相談

毎月第1月曜日
午前9時30分〜11時（予約制）

保健センター

管理栄養士、保健師

保健センター
（258-1236）

住民相談

毎月第1・第3木曜日（祝日の場 役場1階住民相談室
合翌週）午後1時〜5時
（予約制）

弁護士、人権擁護委員、
行政相談委員

総務課人権推進係
（H404・405）

子育て相談

毎週月〜金曜日
随時受付

各保育所・
子育て支援センター

第1保育所258-0512
各保育所所長・専任の 第2保育所258-6858
第3保育所258-9961
相談員
子育て支援センター258-5106

こども家庭
何でも相談

毎週月〜金曜日（祝日除）
午前9時〜午後5時

役場1階こども支援課

家庭児童相談員

こころの
健康相談

毎月第3火曜日
午後1時〜3時30分（予約制）

地域生活支援センター
（予約制）

保健師・精神保健福祉士 地域生活支援センター
274-3472
・（医師）

月〜土曜日 午前9時〜午後5時 在宅介護支援センター
※緊急時は随時対応、電話相談可 みずほ苑

在宅介護支援センター
専任の相談員（介護支 みずほ苑 258-9488
援専門員、社会福祉士
在宅介護支援センター
等）
はなまる 258-7067

介護相談
完成予定

工事箇所

距離

■国民健康保険税（第４期）

1 町道幹線13号線道路修繕工事

平成23年12月16日

上富第3区地内

■介護保険料（第４期）

2 町道幹線15号線道路修繕工事

平成24年1月20日

北永井第1区地内

124.00m

■後期高齢者医療保険料（第４期）

3 町道藤久保221号線舗装本復旧工事

平成23年12月7日

藤久保第3区地内

97.00m

収納は藤久保・竹間沢出張所でも

4 藤久保第2区地内雨水管布設替工事

平成24年2月24日

藤久保第2区地内

56.43m

行っています。

5 藤久保第6区地内雨水管布設替工事

平成24年1月20日

藤久保第6区地内

43.75m

30.50m

火〜土曜日 午前9時〜午後5時 在宅介護支援センター
※緊急時は随時対応、電話相談可 はなまる

リハビリ相談
毎月第4水曜日 午前10時〜正午
（対象：65才以上） （予約制・個別相談）

藤久保公民館2階図書室

福祉・生活相談
毎週月〜金曜日（年末年始･祝日除）
社会福祉協議会
生活なんでも相談 午前8時30分〜午後5時15分

こども支援課
258-0055

理学療法士・作業療法士

地域包括支援センター
（H188・189）

社会福祉士

三芳町社会福祉協議会
258-0122

お知らせはＰ から始まります

お知らせはＰ から始まります

られました。貴重な財源として役立

ター募金箱11,670円

毎週月・水曜日（年末年始・祝日除）
環境産業課
午前10時〜午後4時

消費生活相談

除では、審査の対象となる申請者本

X行政書士の業務に属する事項につい

納期限にご注意ください

消費生活相談室
（H292）

27
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無料相談

Qサンライトホール（鶴瀬駅ビル１階）

附

専任の消費生活相談員

毎週月〜金曜日（祝日除）

Consaltation

Consaltation

無料相談

P10月８日午前10時〜午後４時

寄

総合体育館4階教育相談室
電話相談は274-1023

連絡先

おしらせ

納めることが経済的に困難な人には、

相談員

Information

Information

おしらせ

る人のみ。「ジモトのおやつ」ホー

ところ

毎週火・金曜日（年末年始・祝日除） 役場2階環境産業課隣
午前10時〜午後4時
消費生活相談室

めることになります。ただし、保険料を

U氏名、電話番

き

教育委員会学校教育課指
導係（H522）

円（平成23年度の金額）の保険料を納

組とします。ブログ書き込みができ

と

常任相談員

教育相談

厚生年金に加入していた人が退職（失
業）
した場合、市区役所・町村役場で国

i栄養士資

号を記入しFAXで申込み
F 048−460−2698

込んでいただける親子探検隊を継続

相談種類

写真館

栄養士で地域活動に関心のある人を対

「ジモトのおやつ」をブログに書き

年金情報

無料相談

★記号一覧 P…日時 Q…場所 R…期日 S…参加費など T…受付 U…申込方法 V…対象 W…定員 X…内容
Y…持ち物 I…その他 E…メールアドレス G…ホームページアドレス F…FAX H…内線 Z…お問い合わせ

Watching

Watching

写真館

33 栄養士資格のある人へ

健所大会議室

（258）
0019
049
三芳町役場
〒354-8555 三芳町大字藤久保1100番地1

22

information
お知らせ

など何らかの理由で親がこどもを育て
られない場合、一時的または継続的に
子どもを預かり、育てる人のことです。

「開かれた議会」
「身近な議会」を目指し、 【里親になるには】特別な資格は必要あり
日々活動しておりますが、その一環とし

ません。
必要なものは、
熱意と豊かな愛情、

心身の健
て下記のとおり議会報告会を開催します。 子育てに対する深い理解と環境、
P第１回10月22日午後６時〜８時

■里親制度の解説、里親による養育体

第２回藤久保公民館・中央公民館

験や元里子へのインタビュ−が収録さ

限度額

利率

※申込みに当たっての要件（県内居住、
年齢要件等）と申し込み後、中央労働金
庫の審査があります。

Z県勤労者福祉課048−830−4518

固定資産評価審査
委員会委員選任

28

です。本庁、出張所ともに午前8時

島満夫氏が固定資産評価審査委員会委

ナシ・花みずき・アイビーの葉などで

30分から正午まで開庁しています。

員に選任されました。 Z総務課文書

シックで華やかなリースを作ります。

庶務係（H 402.403）F 274−1055

P11月２日午前9時30分〜正午

Q中央

公民館ホール 【講師】岸千恵氏

W 20人

26 違反建築なくそう運動実施

U10月５日より、参加費

淑徳大学／みよしコミュニティ・カレッジ2011
全５回、各テーマで、海外の人々の

建築なくそう運動」を実施します。この期間

Z中央公民館258−0050 F258−5466

生活に根ざした考え方を淑徳大学の教

れたビデオを貸出しています。興味の

ある人は気軽にお問い合わせください。 浄化槽を使用されている方は年１回の

開催します。 P10月20日午後２時〜４時

Z議会事務局（H601・602） F 274−1057

Zこども支援課児童福祉係（H167）

Q川越市東部地域ふれあいセンター

X東

授・准教授を講師に迎え学びます。

29 普通救命講習会
P10月22日午前9時〜正午

i三芳町・

務付けられています。10月からの定期水

日本大震災における建物の被害状況報告、

富士見市・ふじみ野市に在住・在勤の人

川越児童相談所223−4152

質検査では、検査項目が追加されます。

全国削ろう会（川越大会）の報告会など

W 30人

家庭用の浄化槽は、県知事が指定した検

Z都市計画課開発建築係（H 236・237）

まで連絡し予約をしてください Z入間東

査機関と提携した保守点検業者が、補助

川越建築安全センター243−2102

手帳

規格：価格500円、14×8.5 色：黒とグ

F 274−1056

レイッシュブルー

頒布場所：財務課電算

ター／県物産観光館そぴあ／その他県内一
部書店 Z財務課電算統計係（H412.413）

講習会・講座

てください。なお、定期水質検査の手数
Z知事指定検査機関048−649−5151

統計係／県統計相談室、県民活動総合セン

24 建築物実態調査

261−6673
（平

日のみ）
午前8時30分〜午後５時まで受付

査を受けていない人は、検査の手続をし
料（10人槽以下5千円）は変わりません。

部地区消防本部救急課

第２回
親の夢・こどもの夢 -現代イ
11月19日 ギリス社会の価値観
第３回
中国人 名前のタブー -現代
11月26日 に伝えられる
「避諱（ひき）」
第４回
韓国から見た日本人と日本
12月10日 から見た韓国人
第５回
ハワイのシンプルライフ-ポ
12月17日 イとロコモコ、フラとマナ

Q淑徳大学国際コミュニケーション学

30 甲・乙種防火管理講習会

部１号館２階201教室
２時30分

時間：午後１時〜

W先着150人

S1,000円（全

27 運転免許更新時講習会

学校、病院、工場など、たくさんの人

５回分） U10月22日締切、下記まで

更新時講習の区分が違反運転者講習・

が出入りをする建物では防火管理者を

Z淑徳大学国際コミュニケーション学

初回免許更新者講習に該当する人は、

定めることが義務づけられています。

部総務部 274−1511 F274−1521

この講習を受講することで地元警察署

P甲種新規／10月20日・21日

国土交通省では、毎年「建築物実態調

での免許更新が短時間でできます。

査」を実施しています。

P10月21日午後5時30分〜午後7時30分

Q消防本部大会議室 i三芳町、
ふじみ野

本調査は、本年11月15日までの間に市

Qふじみ野市商工会上福岡事務所３階

市、
富士見市に在住・在勤で管理監督的な

を受診し、ご自身の健康状態を確認しま

21 選挙管理委員の就任

町村区調査員がお宅を訪問して、質問

i平成24年４月20日までに免許更新を予定

立場の人 W70人 S3,500円
（テキスト代）

今一度自社の経営を見つめ直すことの

しょう。11月末まで、三芳町、富士見市、ふ

委員の退職に伴い、10月１日付けで補

形式により実施します。調査内容は、

している満69歳までの人 S1,800円 W先

U10月6日午前8時30分〜午後4時に

重要性や計画経営、経営革新の必要性

じみ野市の医療機関で特定健診が行われ

充員の金野聰氏が選挙管理委員に就任

目的以外に使用することはありません。

着40人

消防本部予防課、富士見消防署、上福

をお伝えする講習会を開催します。

ています。受診には、受診券・保険証・自

されました。

Z都市計画課開発建築係（H236・237）

受講料を持参し、直接申込みください。 Z

岡消防署へ申し込み

P11月20日午後1時30分〜4時30分

己負担金（千円）が必要です。 Z住民課

Z総務課文書庶務係（H402.403）

埼玉県都市整備部建築安全課

ふじみ野市商工会上福岡事務所261−3156

Z入間東部地区消防組合消防本部予防

Q新座市商工会館

保険年金係（H153〜156） F274−1101

F 274−1055

048−830−5524

／ふじみ野市商工会大井支所261−3444

課261−6007

S無料

県統計協会048−830−2330

国民健康保険加入者で、40歳から74歳の
人が受診対象です。年に１度の特定健診

25
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U10月14日までに運転免許証・

乙種／10月20日午前9時〜午後4時30分

32

本気で経営に取組んでいる
経営者や後継者の人へ

W 30人（先着順）

U・Z三芳町商工会274−1111

2011年10月１日発行

24

お知らせはＰ から始まります

お知らせはＰ から始まります

Z教育総務課施設庶務係（H 535）

業務が行えるようになりました。まだ検

U10月11〜14日の間に下記

第１回
２つのヨーロッパ-アルプス
11月12日 の「こちら」と「むこう」

無料相談

F 274−1051

善一氏が教育委員として任命されました。 販売期間：10月18日〜12月22日

特定検診の受診期間は
18
11月30日
（水）
までです！

建築相談・建築に関する法令等の説明会を

サミ、エプロン

Consaltation

Consaltation

無料相談

議会の同意を得て、10月１日付けで池上

S3,000円（教材費として） m筆記用具、ハ

異文化を学ぶ（全5回）
地球の仲間の暮らしの流儀

を添えて中央公民館へお申し込みください。

X平成22年度決算等の審議結果報告・議会

もって荻島詔氏が退任されました。また、

31

県下一斉に10月11日〜20日の期間「違反

や町政に対する住民の皆さんとの意見交換

平成24年版
20
埼玉県民手帳の販売

10月の土曜開庁日は「10月1日」

プリザーブドフラワーのソフトクチ

に一斉公開パトロール、無料耐震診断、無料

教育委員の任期満了に伴い、
９月30日を

10月の土曜開庁は１
日です

議会の同意を得て、10月１日付けで荻

10月から定期水質検査
23
制度が新しくなります
「定期水質検査」の受検が法律により義

シックなリースを
作ってみませんか？

おしらせ

Q第１回竹間沢公民館・農業センター

資金使途

【育児】妊婦から小学校入学
100万円 1.9%
までに発生する育児費用
（別途
保証率
【教育】入学金、
授業料等の教育
200万円 0.7%）
資金
（義務教育終了後に限る）

25

Information

Information

おしらせ

きを経て、
県知事が認定、
登録をします。

17 教育委員会委員の退任・任命

27

康です。
所定の研修を受講後、
一定の手続

第２回10月23日午前10時〜正午

勤労者向け融資制度
−子育て支援資金−

写真館

町 議 会 では 、住 民 の 皆 さまにとって

【里親とは】保護者の病気や家庭の事情

22

Watching

Watching

写真館

16 議会報告会の開催

19 里親制度ご存じですか？

27

（258）
0019
049
三芳町役場
〒354-8555 三芳町大字藤久保1100番地1

住民の皆様に耳よりな情報をお届けします

01 みよしエンジョイセミナー
P10月15日午後２時〜４時

S無料

講師：田村博一

Z藤久保公民館258−0690

−三富新田と上富まつり−

障害を持った人たちと地域住民が関わ

P11月3日（木・祝）午後２時開演

三富の開拓の息吹を感じ、にぎやかな

Qフォーシーズンズ志木ふれあいプラザ

Q町立みどり学園

S前売り1,000円／当日1,200円 Xバイオリ

午前8時30分〜午後5時15分

P11月6日 午前9時30分〜午後2時頃

P10月29日午前10時〜午後２時

ンとピアノによる幅広いジャンルで癒しと

より土曜勤務有）

※雨天の場合13日に順延

元気をお届け Z 癒しスポット提供委員会

日〜平成24年3月31日まで（更新有）

・F 048−474−3072

【資格要件】保育士有資格者

【主なコース】多福寺・旧島田家住宅・

フリーマーケット、東北物産品の販売、

【賃金】日給7,600円

三富開拓地割遺跡・上富まつり見学等

被災状況の展示、ふくしまなのはなプ

（注）駐車場に限りがありますので、

ロジェクトの参加など

09 みかんの里で秋まつり

I厚生年金、健康・雇用・労働災害保

できる限り公共交通機関のご利用をお

Zかみふくおか作業所266−8763

特別養護老人ホームみかんの里では、

Zこども支援課保育係（H162〜164）

07 青少年健全育成町民大会

U社会教育課

文化財保護係（H517）F 274−1056

05 「唐小の森」除幕式

中学生の部、青年の部講演会（午後2

Zみかんの里048−482−2947

ちゃ、その他生活用品

部総務部

夜神楽をはじめ、染色体験や
10月1日 午後1時〜
なし 無料 申込不要
クイズラリー、焼芋等の販売も
7時半 ※雨天、翌日順
10月16日


黒曜石で自分だけのナイフを
作ってみよう

化の杜公園）午前10時〜午後２時30分

土曜体験「縄文 11月26日
料理を作ろう」 午前10時〜午後2時

30人

500
円

11月20日


石器で肉を切り、土器で煮炊
きをして縄文料理を楽しもう！

まで開催。季節の花販売、縁日など

【企画展】さつ 10月1日〜12月18
−
まいもの来た道 日

−

三芳に伝わって260年のさつま
いも。その「道」をたどります

−

8月31日に行われた竹間沢
里神楽保存会の公演の様子
を写真展示します

Z入間東部むさしの作業所252−5270

27
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無料
無料

※持ち物等の詳細は、申し込み時にお伝えします。

W先着50人

S 1,000

R10月14日締切

274−1511

F 274−1521

【提供方法】社会福祉協議会窓口まで
U・Z社会福祉協議会
F 258−0180

県民のつどい（入場無料・申込制）が
Qサ

13 視覚障がい者交流バスツアー

X基調講

視覚障がい者の人を対象に日帰りバス

U10月11日ま

ツアーを開催。参加者を募集します。

P11月５日午後１時〜４時50分
ンシティ（越谷）小ホール
演及びコンサート等

15 オープンソフトテニス大会

でに以下に申込み

Z埼玉県警察本部

犯罪被害者支援室

048−839−1362

ツイッター配信中！
イベント情報やお知らせ、みらいくん
とのぞみちゃんのつぶやき配信中 ！
G twitter.com/miyoshi̲machi

P10月27日午前９時〜午後５時
X榛名湖に行き「竹久夢二伊香保記念
館」を見学します。 V町内在住の視覚
障がい者と付添い１人

S2,500円（食事

代・見学料・負担金） I自宅近くまでバ
スで迎えに行きます。 Z三芳町社会福
祉協議会258−0122

F 258−0180

日時

11月23日祝日
8:30受付 9:00試合開始

場所

運動公園テニスコート

種目

参加費

【男子】フリー・成年（45歳
以上）・シニア（60歳以上）
【女子】フリー・成年（40歳
以上）・シニア（55歳以上）
ペア2,000円

■申込締切11月12日
地域振興課（内262.263）
給前259−1791※
申込み
竹内258−8394※
問い合わせ
※19:00〜21:00受付
連盟役員 土・日・祝日運動
公園テニスコートで直接受付

2011年10月１日発行
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内容・備考

300
30人
円

10月12日〜11月２日

リーニング済のもの

犯罪被害者支援
10
「県民のつどい」
次のとおり開催されます。

定員 参加 申込締切

※大型家具・

10時〜11時30分

本等は対象外。衣類は新品またはク

三

Z・U歴史民俗資料館258-6655 F 258-8466

Q藤久保小学校体育館

Consaltation

時5分〜）／ミュージカル落語家

土曜体験
10月22日
「石器作り」 午前10時〜正午

募集期間は

時間：午前

X青少年の主張発表（12時50分〜）／

Z中央公民館258−0050 F 258−5466

10月1日〜16日
【土蔵ぎゃらりー展】
※旧池上家住宅土蔵 −
里神楽写真展
にて

バーンゴルフ場、体育館

Z淑徳大学国際コミュニケーション学

11月25日からの犯罪被害者週間に伴い、 258−0122

資料館のつどい

Q淑徳大学国際コミュニケーション学部

円（全３回分）

券800円（ケーキ・コーヒー代込） U10

時

ミニテニス
インディアカ
バスケットピンポン
（ミニ卓球）

【対象物品】食器、寝具、衣類、おも

F 274−1056

日

第３回
11月14日

R10月3日〜11月25日

Z唐沢小学校258−8900

イベント名

フライングディスク（円
盤を投げるフリスビー）
インディアカ
（手で羽根つき）

ヨーヨー釣り・山中会による演奏会

後２時

歴史民俗資料館イベント情報

第２回
11月7日

かき氷、フランクフルト他）・踊り・

S無料

Z社会教育課社会教育係（H515）

【出店協力金】1,000円

正午〜３時頃まで

バーンゴルフ（18ホール
のミニゴルフ）

Q藤久保公民館

P10月５日午前10時30分〜11時

Iフリーマーケット参加者を募集します。

P10月２日

12 福祉バザー販売提供品募集

第１回
10月31日

X屋台（焼きそば、たこ焼き、焼き鳥、 P11月27日

P11月19日開場午後1時30分／開演午

P11月５日（イオン横）・12日（文

りを開催します。是非ご参加ください。

して、5種類のスポーツを体験します。

P11月5日正午受付／12時30分開会

笛隊が出演します。是非ご参加ください。 遊亭亜郎氏による講演

03 むさしの作業所秋まつり

険加入有、有給休暇有、通勤手当有

地元住民の皆さんも参加できる秋まつ

S300円（保険料・資料代等）

計画委員会の子どもたちと６年生の鼓

月11日より町内3か所の公民館で販売

気晴らしができ、体力を養えるものと

X協賛出店コーナー、自主製品販売、

いしれてみませんか？
S 前売

R平成23年11月21

Qふじみ野市東久保中央公園

迫力ある民謡・津軽三味線の世界に酔

Q中央公民館ホール

老若男女で、心地良い運動量があり、

【集合】多福寺駐車場午前9時00分受付

願いします。

淑徳大学／みよしコミュニティ・カレッジ2011

※状況に

無料相談

サロンコンサート'43
〜波・風・雪 東北に民謡でエールを〜

【勤務時間】平日

り合うイベントです。地域の皆さんのフ

m昼食・飲み物・雨具

02 民謡・津軽三味線コンサート

11 保育士臨時職員（パート） 14 スポーツレクリエーション講座

お囃子の音色に耳を傾けてみませんか。 リーマーケット出店も募集しています。

W30人

F 258−9625

スポーツ

Information

コライフのすすめ

テーマ：エ

06 いきいきフェスティバル

集

おしらせ

Q藤久保公民館学習室

04 秋の文化財めぐり

募

写真館

イベント

がんばろう日本！
しゃべくりコンサート

Watching

information

08
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