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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
！

観光バス・貸切バスは
お任せ下さい！

志木発の高速バス「VIPライナー」も運行中！

INFORMATION

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。

INFORMATION

5 月 31 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。
■軽自動車税 ( 第 1 期 )
■固定資産税・都市計画税 ( 第 1 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

選挙事務学生アルバイト
登録募集

三芳町選挙管理委員会では、若者が実際
に選挙事務を経験し、選挙への関心を高
めてもらうため、投票事務の学生アルバ
イトを登録募集します。登録された人の
中から日程等の都合のいい人を調整し、
各投票所で仕事をしていただきます。選
挙がどのように行われているか実際に体
験できる絶好の機会です。ふるって登録
してください。
▶登録できるひと
　町内在住の満 18 歳以上の学生
　（高校生を除く）
　または町内の大学に通学してる人
▶応募締切　平成 25 年５月 31 日㈮
※詳細は町ＨＰまたは選挙管理委員会へ
　問合せください。
問問 選挙管理委員会内 402・403

老齢基礎年金の支給開始年齢は原則とし
て 65 歳ですが、65 歳前に繰上げて減
額された年金を受けることができます。
ただし、支給を繰上げた場合、生涯減額
された年金を受けること、障害基礎年金
を請求できなくなるなど、注意が必要で
す。また、66 歳以降に老齢基礎年金を
受け始める繰下げの場合は、年金額が増
額されます。詳しくはお住まいの市町村
役場またはお近くの年金事務所まで問い
合わせください。
問住民課保険年金係内 156

老齢基礎年金の
繰上げ・繰下げ

5 月は自動車税の納期です。忘れずに納
めましょう！
自動車税は車をお持ちの人にかかる県の
税金です。5 月 31 日㈮の納期限までに
忘れずに納めてください。埼玉県の自動
車税は金融機関・郵便局のほか、コンビ
ニエンスストアでも納められます。ぜひ
ご利用ください。
※自動車税全般に関すること、住所変更・
納付書紛失などの連絡、納付状況の確認
などについては、自動車税コールセン
ターにご連絡ください。自動車税収入額
の一部は、「彩の国みどりの基金」に積
み立て、県内のみどりの保全や創出など
に活用させていただいています。
問自動車税：自動車税コールセンター
　☎ 050-3786-1222
　彩の国みどりの基金：県環境部みどり自然課
　☎ 048-830-3140

5 月は自動車税の納期です

「学校支援ボランティア
 養成講座」のお知らせ

県立所沢おおぞら特別支援学校では、学
校の子どもたちと一緒に、文化祭などの
行事や学習場面に入ってくれるボラン
ティアを募集します。まずは講座に参加
し、学校のことや障害のことを知るとこ
ろから始めませんか。お待ちしています。
学生で、授業の関係で平日参加が難しい
人は夏休み等での振替が可能です。

6 月 8 日㈯ 学校紹介と見学・講義「ボラ
ンティア活動の心得」

6 月 22 日㈯ 障害についての講義・知的障
害疑似体験・車椅子体験

6 月 24 日㈪ クラスへ入っての体験
7 月 3 日㈬ クラスへ入っての体験
7 月 6 日㈯ 振り返り・「終了証」授与

問   県立所沢おおぞら特別支援学校
　実施場所：所沢市南永井 619-7　
　☎ 04-2951-1102  04-2951-1105
　コーディネーター：田中

あなたの得意技は何です
か？会員ボランティア募集

ふじみの国際交流センターでは、あなた
の得意なことで、あなたの空いている時
間にお手伝いしてほしいことがありま
す。子どもの学習指導、日本語指導、外
国人生活相談スタッフ、翻訳、書類作成
などのボランティアを募集します。また、
会員になって外国人支援活動を支えてく
ださい。
問 NPO 法人ふじみの国際交流センター
　事務局☎ 256-4290

あんどうりす氏による「ちいさな命を守
るためのナチュラル防災講座」
▶日時
　6 月 12 日㈬　13：30 ～ 15：30
▶場所　竹間沢公民館・音楽室
▶   内容　阪神大震災体験とアウトドアの

知識を活かした防災ファシリテーター
として活躍され、子育てとアウトドア
スキルを活かした実践的内容が好評で
す。楽しくてすぐに実践したくなる、
毎日の生活を充実させるヒントがたく
さんある講座です。

▶定員　20 人（定員になり次第締切）
▶料金　無料
問ファミリー・サポート・センター
　☎ 258-0075

ファミリー・サポート・
センター講演会

全国健康保険協会（協会け
んぽ）加入者の特定健診

本人の特定健診は、生活習慣病予防健診
と言います。主に中小企業で協会けんぽ
に加入されている本人とその扶養者は、
市町村の特定健診は受けられません。協
会けんぽでは、直接事業所へ本人用の申
込用紙をお送りしています。また、その
扶養者の受診券は、25 年度より直接自
宅へお送りしています。なお、協会けん
ぽの任意継続保険へ加入されている人
は、協会けんぽまでお問合せください。
問 全国健康保険協会（協会けんぽ）埼玉支部        
　  ☎ 048-658-5915 保健グループ

自治基本条例検討町民会議
が発足しました

「自治基本条例」は町の憲法のようなも
のです。三芳町らしい条例をまちぐるみ
で検討するため、4 月 22 日に約 30 人
の住民により「（仮称）自治基本条例検討
町民会議」が発足しました。今後は、条
例についての学習や意見交換会などを行
い、さらに多くの人に参加いただきなが
ら、条例の骨子を作成していきます。　
問自治安心課自治協働係内 267

地域レポーター・チアリー
ダーチームメンバー募集

▶地域情報ボランティアレポーター募集
　東入間地域密着情報基地インターネッ
　ト配信「きずな．ＴＶ」にて、地域の
　出来事・風景・イベントを紹介してく
　れるレポーターを募集します。老若男
　女・経験不問
▶チアリーダーチームメンバー募集
　地元を元気に応援するチアダンスチーム
　を結成します。スポーツイベントを始め、
　地域の様々なイベントをあなたの笑顔と
　ダンスで応援しませんか。経験不問
※それぞれオーディション日時募集要項
　等はＨＰ (http://kizuna-sta.jp) にて
　近日お知らせいたします。
問 NPO 法人安心安全ネットワークきずな
　☎ 257-0080　  259-9215

埼玉県では、県内各地の高等技術専門校
等において、技能講習を実施しています。
介護に役立つ医療知識やリハビリテー
ションケアを学びます。
▶対象　 介護職員・これから従事しよう

とする人、年齢不問・男女
▶日時　①川越 02　6/14 ㈮・6/21 ㈮
　　　　②川越 05　7/30 ㈫・8/2 ㈮
　　　　①②とも 9：00 ～ 16：00
▶受講料　2,000 円
▶申込期間
　①川越 02・5/1 ～ 10 ②川越 05・6/1 ～ 10
　①②とも往復はがき、または電子申請
　（専門校ＨＰより）
問埼玉県立川越高等技術専門校
 ☎ 049-235-7070  049-235-7071
 http://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/j18/

介護スキルアップ講習

家族を介護している人が、気軽に集い・
リフレッシュする場です。介護の苦労・
悩み・不安などを共有し、より良い介護
を皆さんで考えましょう。
▶日時　 
　５月 30 日㈭　13：00 ～ 16：00
▶場所　藤久保公民館２階和室
▶費用　100 円（茶菓子代）
▶内容
　お茶を飲みながら、気軽に自由に話を
　し ましょう
▶申込み　不要
問協働のまちづくりネットワーク（柄澤）
　☎ 258-2178

家族介護者の憩いサロン

平成 25 年度一般会計予算は、広報 4
月号において、議会に上程した予算案
をお知らせしましたが、議会審議の中
で一部組替えを行い、歳入歳出それぞ
れ 113 億 5,655 万 9 千円となりまし
た。そのため、平成 24 年度と比較して
3 億 703 万 7 千円の減額となり、歳入
における繰入金が 5 億 3,943 万 4 千円

（4.8％）、歳出における総務費が 16 億
5,730 万 6 千円（14.6％）となりました。
問財務課財政係内 415

平成 25 年度一般会計予算
が議決されました


