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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

老齢基礎年金は、20 歳から 60 歳になるま
での 40年間保険料を納めなければ、満額の
年金を受け取ることができません。国民年金
保険料の納め忘れなどにより、保険料の納付
済み期間が 40 年間に満たない場合は、60
歳から 65歳になるまでの間に国民年金に任
意加入して満額の年金に近づけることができ
ます。なお、老齢基礎年金を受給するために
は、保険料の納付済期間や保険料の免除期
間等が原則として 25年以上必要となります
が、この要件を満たしていない場合は、70
歳になるまで任意加入することができます。
また、海外に在住する日本国籍の人も国民年
金に任意加入することができます。
【付加年金保険料を納めて年金を増やす】
第1号被保険者（及び任意加入被保険者）の人
は、ご希望により利用できます。月々の定額保
険料に付加保険料（400 円）をプラスして納
めると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされ
て受け取ることができます。受け取る付加年金
は、定額のため物価などによってスライド（増
額・減額）しません。2年間受け取ると、納め
た保険料と同額になるため大変お得です。
問住民課保険年金係内 156

ご存知ですか？
国民年金の任意加入制度

町では次のとおり一般任期付職員の採用
試験を実施します。
▶採用職種および採用人数
　一般任期付職員 (土木技術職）・1人
▶業務内容
　�主に、公園・道路・下水道などの建設・
改修工事に係わる設計・積算、施工管理
及び施設の維持管理などの専門的な業務

▶�任用期間　原則、平成 25年 9月 2日��������������
より 2年 ( 延長の場合有。最長 5年）

▶受験資格
　�2 級土木施工管理技士の資格を有する
人で、次のいづれかに該当しない人

　�①日本国籍を有しない人②成年被後見人、または
被保佐人③禁固以上の刑に処せられ、その執行を
終わるまでまたはその執行を受けることがなくな
るまでの人④日本国憲法またはその下に成立した
政府を暴力で破壊することを主張する政党その他
の団体を結成し、またはこれに加入した人

▶給与・勤務時間
　給与　最終学歴、採用前の職歴等を勘案して決定
　勤務時間　原則、8:30 ～ 17:15
▶選考内容
　書類審査（第 1次選考）、面接（第 2
　次選考）※第 1次選考合格者に、面
　接日程を別途通知します。
▶�応募期間　6 月 17 日㈪～ 6 月 28 日㈮　　
※持参および郵送（6月 28日の消印有効）

問総務課職員係内 407

一般任期付職員の採用につ
いて

三芳町浄水場配水塔
デザイン投票について

今年度新たに建築される配水塔に、町の
ゆるキャラやみよし野菜ブランドのロゴ
等を使用したデザイン画の描き入れを行
います。そこで、事前に作成されたデザ
インの中から皆さ
んに投票していた
だきデザインを決
定します。投票方
法などの詳細につ
きましては、町Ｈ
Ｐをご覧ください。
なお、投票期間は
6 月 10 日㈪まで
です。多くの皆さ
んの投票をお待ち
しております。
問政策推進室政策
推進係内 424

県民総合体育大会
三芳町ペタンク大会

第 48 回 みよし町民文化祭
参加者募集

10 月から 11 月に開催予定、町民によ
る手作りの、文化・芸能・芸術の祭典、
みよし町民文化祭に参加する団体又は個
人を募集します。参加希望者は、次の説
明会に必ず出席してください。
みよし町民文化祭　参加説明会
▶日時　6月 24日㈪　午後 7時～
▶会場　藤久保公民館ホール
※藤久保・竹間沢公民館、生涯学習にて「文
化祭開催要項」と「参加計画書」を配布
しています。参加計画書に記入し、説明
会までに最寄りの公民館または生涯学習
課まで提出してください。
問�生涯学習課生涯学習係内 515

第 8 回
七月の朗読会のご案内

今年もご来場をお待ちしています。
▶日時　7月 7日㈰　13：30～
▶会場　竹間沢公民館ホール
▶料金　無料
▶主催　七月の朗読サークル
※「ベロだしチョンマ」「4℃の恋」など 10作品
問�萩野☎ 259-0590
　�竹間沢公民館☎ 259-8311

▶主催　三芳町教育委員会
▶主管　三芳町スポーツ推進委員
▶期日　7月 7日㈰
　　　　受付　8：30　開会式　9：00
▶会場　藤久保小学校（雨天：体育館）
▶対象　町在住・在勤・在クラブ・在学の方
▶チーム数　20チーム（定数になり次第締切）
▶参加資格　�小学校 5 年生以上・男女

問わず混成チームも可
▶競技方法
　4チームを 1ブロックとし、リーグ戦
　※チーム数により変わります
▶参加費　一人 200円（当日支払い）
▶������申込み　所定の申込用紙に記入し
6 月 3 日㈪～ 6 月 21 日㈮の間に
FAX・メールまたは担当課へ持参。

問生涯学習課スポーツ推進係内 516・517
shakai@town.saitama-miyoshi.lg.jp

「精神障害者保健福祉手帳」
によるバス運賃の割引

平成 25 年 4 月 1 日から埼玉県内のバ
ス会社で精神障害者保健福祉手帳を提示
することで運賃の割引が受けられるよう
になりました。バス会社により割引制度
が異なりますので、詳細については各バ
ス会社へお問い合わせください。
問福祉課障がい者支援係内 176～ 178

イベント名 日時 定員 参加費 申込締切 場所 内容・備考
★土曜体験★

まが玉のペンダント
を作ろう !

6 月 15日㈯
10時～ 12時

20
人

400
円

6月 11日
㈫

歴史民俗
資料館

自分だけのオリジナル
まが玉ペンダントを
作ってみよう！

三富開拓前の上富地域
『～旧石器時代資料と
秣
まぐさばそうろんさいきょじょう

場争論裁許場から見
えるもの～』

6月 1日㈯～
8月 4日㈰ 無料 歴史民俗

資料館

三富新田として開拓さ
れる以前の三芳の姿を、
考古・文書史料をもと
に紐解く

※持ち物等の詳細は、申込み時にお伝えします�問 ･ 申������歴史民俗資料館　☎258-6655

 歴史民俗資料館お知らせ

いつまでもはつらつ笑顔で輝きましょ
う。健康づくりの教室です。楽しく身体
を動かします。身体のゆがみを知り、肩
こり・腰痛を予防しましょう。食べるこ
とについての話・お口のケアについての
話を聞いて、「はつらつ笑顔」になりま
しょう。吹矢の体験も行います。
▶�日時　7月５日㈮・12日㈮・19日㈮��
３回１コース　10：00～ 12：00
▶�講師　管理栄養士・歯科衛生士・埼玉セ
ントラル病院理学療法士・作業療法士
▶場所　竹間沢公民館ホール
▶持ち物　水分補給用の飲み物
▶対象　65歳以上の人
▶定員30人（申込みが必要）
▶参加費　無料

はつらつ元気教室
介護予防事業のご案内

住み慣れた地域でいつまでも健康で暮ら
すためには、認知症の正しい知識を持つ
ことが大切です。認知症の早期発見と対
応について学びませんか。
▶�日時　７月７日㈰
��　午前９時30分～12時（開場９時00分）
▶場所　藤久保公民館　ホール
▶�内容��
　「認�知症を理解する～診断・治療・予防～」
　講師　富士内科クリニック院長　吉田直哉先生
▶定員　先着150人（申込み不要）
▶費用　無料
※�駐車スペースがありませんのでなるべく
自転車・徒歩でご来場ください
問健康増進課地域包括支援センター内 188・189

「認知症を理解する
 ～診断・治療・予防～」

専門のアドバイザーが、創業に関する
様々な質問や相談に応じます。事業計画
書作成、融資、会社設立、会計・税務な
ど何でも相談ください。
▶�相談時間��㈪～㈯　9：00～ 17：00（年
末年始・祝日を除く・予約制）
▶場所　創業・ベンチャー支援センター埼玉
▶費用　無料
問創業・ベンチャー支援センター埼玉
　☎048-711-2222
　http://www.saitama-j.or.jp/sogyo/

創業相談

体験型交通安全教室
シルバードライバードック

▶�日時��７月 21日㈰��8:30 ～ 12:00
▶場所　セイコーモータースクール
　　　　富士見市上沢3-7-37
▶内容　参加・体験型の講習を通じて、自����
　分の運転能力について学ぶ安全運転教室
▶講習対象者・定員
　東入間警察署管内に居住する65歳以
　上の人・60人（定員になり次第締切）
▶申込方法　6月 1日より受付開始
問 ･申�����東入間警察署交通課☎269-0110 内 411

問健康増進課
地域包括支援センター
　内 188・189

→吹矢の体験もできます。


