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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
！

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。

好評発売中 !
文化協会まつり開催

落語を中心に、色物（太神楽曲芸）など
を交えた「演芸会」を開催します。
▶日時	 2 月 11日 ( 月・祝）
	 13：00開演
▶場所	 藤久保公民館ホール
▶出演	 三遊亭春馬・鏡味味千代
▶料金	 500 円（全席自由）
▶	チケットは藤久保公民館、生涯学習課
で販売します。

問生涯学習課生涯学習係内 515

廃車手続きはお早めに

軽自動車税は４月１日の基準日に登録し
ていると税金がかかります。廃車をする
場合は、基準日前までに税務課で手続き
をしてください。
▶持ち物　原付・小型特殊自動車…ナン
バープレート・印鑑・標識交付証明書
問税務課住民税係内 132～ 134
■次の車種は各窓口で手続きください。
・２輪軽自動車 (125cc ～ 250cc）
・２輪の小型自動車 (250cc を超える）
↘埼玉運輸支局所沢自動車検査登録事務所
　☎ 050-5540-2029
・軽自動車（４輪）
↘軽自動車検査協会埼玉事務所所沢支所
　☎ 258-8011

東日本大震災復興支援
しゃべくりコンサート

ヴァイオリンとピアノを中心に、童謡歌
手・パーカッションをゲストに迎え、「情
熱大陸」などを演奏します。
▶日時	 2 月 24日㈰ 14：00開演
▶場所	 志木ふれあプラザ（丸井志木）
▶料金	 	前売り 1,300 円 / 高校生以下

は 700 円（罹災証明持参者と
未就学児は無料）

問癒しスポット提供委員会
田口☎ 070-5565-0758

平成26年３月大学等
卒業予定者企業説明会

無料

▶	日時	 2 月 18日㈪13：30～16：00
▶場所	 大宮ソニックシティ
▶	対象者…平成 26年 3月に大学 (院 )・
短大・高専・専門学校等を卒業する予
定の人

問			埼玉新卒応援ハローワーク
☎ 048-650-2234

自衛官採用試験

自衛隊幹部候補生募集
▶対象…20歳以上 26歳未満
▶募集締切…4 月 26日㈮
▶試験日	…5月 11日㈯・12日㈰
予備自衛官補募集
▶対象…18歳以上 34歳未満
▶募集締切…４月３日㈬
▶	試験日…４月 12日㈮～ 15日㈪の間
に１日を指定

問入間地域事務所☎ 04-2923-4691

入間東部福祉会
４月からの臨時職員募集

４月 1日から翌年３月 31日まで（更新
あり）の臨時職員を募集します。
嘱託看護師…障害者施設で看護業務
▶賃金…236,000 円～ 240,000 円
嘱託支援員…障害者施設での介助・支援
▶賃金…167,420 円～ 171,600 円
嘱託事務員…障害者施設での事務業務
▶賃金…155,000 円
各業種により勤務形態が異なりますの
で、詳細はホームページをご覧ください。
http://www16.ocn.ne.jp/~miyoshi/
問入間東部福祉会☎ 258-8120

平成 24年度埼玉県
地震対策セミナー 入場無料

防災関連企業・団体の展示ブースや地震
に関する資料の展示、無料耐震診断、さ
らに講演会を行います。また先着1,000
人に防災グッズを差し上げます。
▶	日時	 2 月 14日㈭13：30～16：00
▶場所	 埼玉会館大ホール
▶	内容	 ①未来へ語り継ぐ陸前高田
	 ②首都直下地震とその対応
▶定員	 1,300 人（事前申込不要）
問			埼玉県危機管理課☎ 048-830-8141

経済的な理由で就学困難と認められる児
童・生徒の保護者に対し、学用品費、給
食費、医療費などの援助をしています。
▶	申込期間…２月18日㈪～４月30日㈫
　※	この期間以降も随時受け付けていますが、

申請のあった月からの支給となります。

▶	申込方法…申請書に記入し、家族全員
の平成 24年分の所得がわかるものを
添付し、学校教育課に提出。（郵送不可）

現在、援助を受けている家庭も改めて申
請してください。
問学校教育課学務係内 524・525

平成 25年度
就学援助当初申請受付

認知症介護の理解を
介護教室開催 無料

介護をしている、介護に関心のある人な
どを対象に、「認知症介護～こんなとき
どうする？～」の介護教室を開催します。
▶	日時	 2 月７日㈭14：00～16：00
▶場所	 みずほ苑
問 ･ 申みずほ苑☎ 258-9488

もしものときのための
市町村交通災害共済

市町村交通災害共済は、皆さんが会費を
出し合い交通事故により怪我や死亡した
ときに見舞金を贈る制度です。交通事
故証明書がある場合は 22万円（死亡は
120 万円）を限度に治療日数に応じて
見舞金が支払われます。
▶	会費…一般 900 円 ･ 中学生以下 500
円（１人１口限り）
▶共済期間…４月１日～翌年３月 31日
▶	加入資格…町内在住で、住民基本台帳
に記載してある人。
▶	申込方法…２月 25日㈪から自治安心
課、郵便局で申し込み。３月１日以降
は、町内出張所でも申し込みができま
す。また別表の期間も受け付けを行い
ますのでご利用ください。
期日 場所

２月25日㈪ 午前 : 農業センター午後 : みよし台第１区集会所

２月26日㈫ 午前 : 藤久保第１区集会所午後 : 藤久保第３区集会所

２月27日㈬ 午前 : 北永井第２区集会所午後 : 北永井第３区集会所
２月28日㈭ 全日 : 藤久保公民館ロビー

【受付時間】
午前の部 9：30から 12：00
午後の部 13：30から 16：00
問自治安心課防犯防災係内 265・266

プリザーブドで作る
「プレゼント花」

▶	日時	 2 月 26日㈫	９：30から
▶場所	 藤久保公民館　ホール
▶講師	 岸　千恵氏
▶	費用	 2,000 円（材料費含む）
▶	申込方法…２月５日㈫から 14日㈭ま
でに参加費を添えて藤久保公民館へ。

問藤久保公民館☎258-0690 258-9625

定員30人 (先着順）

視覚障がい者対象
日帰りバス旅行

ガイドと一緒にいちごをたくさん食べま
せんか。一人でも参加できます。
▶	日時	 3 月７日㈭
▶	場所	 花園いちご園
▶	料金	 1,500 円
▶	締切	 ２月 20日㈬まで
町内６か所にバスの乗車場を設けます。
問 ･ 申熊谷☎ 259-2134 まで

埼玉県市町村職員採用
情報フォーラム 2013

市町村職員の魅力を PRするフォーラム
を開催します。公務員、市町村職員を目
指す人はぜひ参加ください。
▶	日時	 ２月 19日㈫	13：00から
▶場所	 	埼玉会館　大ホール
▶	申込方法…２月１日からインターネッ
トによる事前申込。

http://www.hitozukuri.or.jp
問		自治人材開発センター☎048-664-6681

無料

平成 24 年 11 月 30 日から、緊急サポ
ートセンター埼玉（病児・緊急一時保育・
宿泊保育）の利用料についても半額助成
がはじまりました。（月15,000円限度）	
▶対象者　町に住民登録がある概ね 6
か月から小学 6年生までの子を、父ま
たは母ひとりで育てている、または親の
いない子どもを育てている養育者。詳し
くはこども支援課まで。
問		こども支援課児童福祉係内１６５
ファミリーサポートセンター☎258-0075
緊急サポートセンター埼玉☎048-297-2903

ひとり親家庭の皆さんへ
ファミサポ利用補助制度

３月４日から
イムス三芳総合病院移転

３月４日から新病院での外来診療を開始
します。また、移転に伴い２月 24日の
11：30から 15：30までの間、近隣の
皆さんを対象に「内覧会」を行います。
▶新住所　三芳町藤久保 974番地３
問イムス三芳総合病院☎ 258-2323

INFORMATION

普通救命講習会 定員30人

▶	日時	 ２月 24日㈰ 9：00～12：00
▶場所	 消防本部大会議室
▶対象	 	三芳町・富士見市・ふじみ野

市在住、在勤、在学者
▶	申込方法…２月 12日～ 15日の間に
下記へ連絡し予約

問入間東部地区消防組合消防本部救急課
☎261-6673（平日のみ8:30～ 17:00)

写真　三遊亭春馬

※写真はイメージです
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