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和太鼓教室
　　　　　生徒さん募集

和太鼓という楽器を扱う基礎打法から、みんなで音を合わせて
一つの曲を演奏するための応用まで親切丁寧にご指導します。

和太鼓スタジオ「鼓屋」　三芳町藤久保850-5
☎049-293-5820（太鼓部） メール contact@kajihei.com
http://kajihei.blog136.fc2.com
←50歳・60歳・70歳からのニコニコシニアクラス同時募集！

6歳
から

参加
でき
ます
！

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

MIYOSHI 16MIYOSHI17

お知らせ①
information

東京銘曲堂～魅惑のジャズナイト～
馴染み深いジャズ。スタンダードで上
質な演奏をお楽しみください。

ちくまざわマンスリー
スクゥエアーVol.11501

問埼玉県人権推進課☎ 048-830-2258

日程 12 月 7 日㈮
時間 開場 18:30・開演 19:00
場所 竹間沢公民館ホール

参加券 前売り / 中学生以上 500 円　
当日売り / 中学生以上 600 円

対象 中学生以上
出演 東京銘曲堂

申込み 町内各公民館で参加券を購入し
てください。

サロンコンサート
～マリンバの調べ～

日程 12月２日㈰
時間 開場 13:30・開演 14:00
場所 藤久保公民館ホール

参加費 前売り 800 円 ( 飲食代等 )

出演
富田紗規子 ( マリンバ ) 野口
杏梨(ピアノ)石澤裕子(キー
ボード )

申込み

町内公民館で参加券購入し
てください。毎回売切れと
なりますので、お早目にお
求めください。11/6 ㈫から
平日 (9:00 ～ 17:00)

 問藤久保公民館☎ 258-0690 FAX 258-9625
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問竹間沢公民館☎ 259-8311 FAX 259-8345

07 淑徳/みよしコミュニ
ティ・カレッジ2012

開催日 テーマ
11/17 なぜ、台湾は親日なのか？

11/24 中国の受験地獄、科挙とは
何か？

12/1 ２つの英語：イギリスのこ
とば、アメリカのことば

12/8 欧米のクリスマス

場所 淑徳大学埼玉みずほ台キャ
ンパス

時間 13:00 ～ 14:30
定員 先着 150 人
費用 1,000 円 ( 全 4 回分）

申込み

はがき・FAX・Ｅメールの
いずれかで、下記事項を記
入し申込み①講座名②郵便
番号③住所④氏名 ( ふりが
な ) ⑤電話番号⑥年齢⑦性別
⑧電話番号・FAX
申込締切 :11/9 ㈮

ストーンペインティング
石絵08

日時 12 月 1 日㈯ 10:00 ～ 12:00
場所 藤久保公民館ホール
定員 町内小学生 40 人 ( 先着順 )

申込み 11/7 ㈬から。電話申込可。
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問県南西部の自転車活用による地域づく
り協働事業実行委員会・県南西部地域振
興センター☎ 048-451-1110 FAX 048-
451-1113 j511110@pref.saitama.lg.jp

自転車ツアー

日時 11 月 25 日㈰ 9:00 ～ 12:00
小雨決行。荒天 12/2 延期

参加費 無料 ( ただし拝観料は自費 )
申込 締切 11/14 ㈬ 16:00 必着

内容

A：朝霞と和光・公園と古民家
めぐり（約 15㎞）
B: 野火止用水とかっぱ伝説の
志木・引又宿めぐり（約 20㎞）
C：川越街道と循環型農業の三
富新田めぐり（約 15㎞）
D：新河岸川サイクリングと歴
史めぐり（約 20㎞）

紅葉が鮮やかな秋
の一日「ガイド付
自転車ツアー」に
参加しませんか？

問広域ごみ処理施設建設室 ( ふじみ野市
役所内 ) ☎ 262-9027 FAX 263-6111

人権・同和問題を考える
県民の集い

日時 12月1日㈯9:30～15:00
場所 埼玉県熊谷会館

内容

①山本コウタローさんによ
る人権講演会②ザ・ニュー
スペーパー番外編 ( コント集
団 ) によるアトラクション③
隣保館、教育集会所利用者
及び障害のある人の活動成
果発表④啓発資料展示、ビ
デオ上映、法務省人権擁護
委員による人権相談

費用 無料 ( 先着順 )
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青少年健全育成町民大会05

日程 11 月 10 日㈯
時間 開場 12:00 受付・開会 12:30
場所 藤久保公民館ホール

費用 無料
( 直接会場に来場ください。)

内容

12:50 ～
青少年の主張発表・中学生の部
および青年の部講演会
14:05 ～
又野亜希子さん講演会

「命の輝き～車イスから見える
世界ってけっこう素敵～」

問入間東部福祉会かみふくおか作業所
☎FAX  266-8763

問生涯学習課生涯学習係内 514・515
問淑徳大学埼玉みずほ台キャンパス
〒 354-8510 三芳町藤久保 1150-1
☎ 274-1511 274-1521

kouza@ccb.shukutoku.ac.jp

異文化を学ぶⅡ ( 地球の仲間の暮らし
の流儀）全４回 ( 土曜日 )

06 講演会
ひきこもりを理解する

問朝霞保健所☎ 048-461-0468

日時 11 月 29 日㈭ 14:00 ～ 16:00
場所 朝霞保健所

対象
朝霞保健所管内在住のひきこもり
当事者、家族、関心のある人

費用 無料
内容 臨床心理士による講演会

申込み 下記へ連絡。11/22 ㈭締切

講演会「ひきこもりを理解する～家族
と社会とのつながりを考える～」を開
催します。

 問藤久保公民館☎ 258-0690 FAX 258-9625

川の石を素材に自分だけの作品を作ろ
う！参加費・持ち物は必要ありません。
お気軽に楽しめます。

高齢大学藤久保教室
30周年大学祭09

【発表】11/18 ㈰ 10:30 ～ 17:00
学生のクラブステージ・フロアー発表

《特別参加》
三芳中学校吹奏楽部演奏11:00～11:30
【展示】11/15 ～ 18、10:30 ～ 16:00
ロビー及び２階で、クラブ・学生個人
の手芸品、趣味等の作品展示
【場所】藤久保公民館
問藤久保公民館☎ 258-0690 FAX 258-9625

日時 11 月 17 日㈯ 9:50 ～ 14:00
場所 県立所沢おおぞら特別支援学校

内容 ステージでの発表、作品展示、
作業班製作品の販売など

所沢おおぞら特別支援
学校おおぞら祭10

問県立所沢おおぞら特別支援学校
☎ 04-2951-1102 FAX 04-2951-1105

11 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 5 期 )
■介護保険料 ( 第 5 期 )
■後期高齢者医療保険料 ( 第 5 期 )
収納は藤久保・竹間沢出張所でも
行っています。

納期限にご注意ください
第 29 回三芳町青少年健全育成町民大
会を開催します。

明るい未来に、向かって高大のパワーを！

問県議会事務局政策調査課
☎ 048-830-6257

日程 12 月１日㈯
時間 開場13:00・開演13:30 ～
場所 竹間沢公民館ホール

内容

人権作文発表 ( 朗読・表彰）
村崎太郎さん ( 猿まわし芸人 ) の
講演会「橋はかかる～差別の
ない世の中を目指して～」

費用 無料 ( 手話通訳あり )

12 人権教育実践交流会

問生涯学習課生涯学習係内 514・515
※村崎太郎さんのみの講演となります。

資格 どなたでも可
締切 11/19 ㈪ 17:00 必着

13 県議会フォトコンテスト
作品募集

※応募要項は、県議会ホームページから
ダウンロードできます。

日時 11 月 25 日㈰ 10:00 ～ 14:00
場所 上尾文化センター 202 集会室
費用 無料 ( 予約不要 )

相談例

相続・贈与・売買等不動産の名
義変更登記手続き、会社・法人
の設立及び各種変更手続き、簡
易裁判管轄の各種民事紛争手続
き、成年後見手続き等

11 司法書士による
無料相談会

問埼玉司法書士会☎ 048-863-7861


