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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

9月2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。
■町県民税 (第 2期 )
■国民健康保険税 (第 2期 )
■介護保険税（第 2期）
■後期高齢者医療保険 (第 2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

▶��日程　下記の毎週土曜日�
9/14・21 9:00 ～ 11:00
10/5・12・19・26 9:00 ～ 11:00
11/2・9・16・30 10:00 ～ 12:00

▶会場　運動公園テニスコート
▶�対象　小学校 4年生以上の町内在住・
在勤・在学者

▶参加費　1人１回 100円（当日徴収）
▶�持ち物　ソフトテニス用ラケット（貸
出可）、テニスシューズ（平底靴可）

※�事前申込不要。直接会場に集合。
問��生涯学習課内 516　
　�庭球連盟役員 (19:00 ～ 21:00)
　新井田（にいだ）☎ 258-5556
　給前 (きゅうぜん )☎ 259-1791

秋季初心者ソフトテニス
（軟式）教室参加者募集

手話奉仕員養成講習会
（入門課程）

初めて手話を学ぶ人を対象に、手話奉仕
員の養成講習会を開催します。
●開催日時【三芳会場】
日時 : ９/ ６～２/21 の毎週金曜午前（12/27、
1/3 を除く）全 23回��場所：三芳町総合体育館等
【富士見会場】
日時：9/11 ～２/26の毎週水曜夜（12/25、
1/1 除く）全 23回
場所：富士見市民福祉活動センターぱれっと
●�対象　高校生以上の三芳町及び富士見
市在住・在勤の人
●�定員　各会場とも 20人（定員を超え
た場合は抽選）
●�参加費　2,000円（テキスト代・保険料）
　�※保育有り１人につき保険料 650 円
が別途必要
●�申込み　福祉課または富士見市社会福祉
協議会にある申込書に必要事項を記入し、
8/23 ㈮までに、富士見市社会福祉協議会へ
郵送、FAXまたは持参

問�福祉課障がい者支援係�内 177・178
富士見市社会福祉協議会
☎254-0747��FAX 252-0111

8 月 31日㈯に埼玉県・白岡市総合防災訓
練が開催されます。同訓練では、県下一斉
シェイクアウト訓練（発災放送に合わせ
その場で身の安全を守る行動をする訓練）
が実施され、県内各所で訓練用の放送（例
「地震です。身の安全を守ってください。」）
が流れますので、ご理解ください。
問�自治安心課防犯防災係�内 265

県下一斉シェイクアウト訓練
三芳町から発送する公用郵便封筒に広告
を掲載します。企業 PR・店の宣伝など
を封筒に掲載しませんか。
▶�����������封筒規格　長形3号封筒
�▶���������募集期間　8月1日㈭～23日㈮
�▶��������時掲載規格 (1枠 )　縦 4.5㎝×横9㎝
▶作成枚数　7万枚　▶掲載料金　7万円
▶掲載期間　封筒の在庫がなくなるまで
▶申込方法　申込書に記入、財務課へ提出
問�財務課管財契約係内 416・417

公用郵便用封筒の広告募集

町では長寿を祝福し、敬老祝金支給事業
を行っております。
平成4年 8月15日以前から、引続き１
年以上在住の人が対象です。
＜対象者・支給額＞�
◆ ��100歳（百寿）50,000円
　大正元年8月16日～大正2年 8月15日生
◆ �99歳（白寿）30,000円
　大正2年 8月16日～大正3年 8月15日生
◆ �88歳（米寿）　20,000円
　大正13年 8月16日～大正14年 8月15日生
◆ �77歳（喜寿）　10,000円
　昭和10年 8月16日～昭和11年 8月15日生
＜振込み予定＞　９月下旬
受給資格者には、８月中旬に通知等を郵
送します。敬老祝金は、口座振込みによ
りお支払いしますので、敬老祝金口座振
込依頼書に記入の上、同封の返信用封筒
にて８月末日までに返送してください。
なお、口座をお持ちでない人は下記まで
ご連絡ください。
問�福祉課福祉係�内 172・173

三芳町テニス協会では、多くの人にテニ
スを楽しんでいただくためにジュニア・
シニアテニス教室を開催します。平成
25年度の参加者を募集中ですので、気
軽に参加してください。
▶日時　9月14日㈯～の毎週土曜（全8回）
　9月・10月は 13:00 ～ 15:00
　11月・12月は 12:00 ～ 14:00
　※ジュニアは 80分
▶会場　運動公園テニスコート
▶�対象　原則としてジュニアは小学 4
年生から中学 3年生、シニアは 50歳
以上の町内在住・在勤・在学者
▶定員　ジュニアクラス 12人
　　　　シニアクラス 20人
▶�入会金　ジュニア、シニアとも 200円
　（第 1回目に持参）
▶�参加費　ジュニア 100 円、シニア
200円（各回、持参）

▶申込み　総合体育館
▶�受付期間　8月 22 日㈭～ 9月 3日㈫
（定員になり次第締切）9：00～ 19：00
問�総合体育館☎ 258-0311　テニス協会
(夜間 )･林☎258-4809･岡野☎258-9200

ジュニア・シニア
硬式テニス教室

①�保護者向けセミナー②保護者向け出張
プレ相談（ﾆｰﾄ ･ ﾌﾘｰﾀｰなどの自立支援）�
▶�概要　①講義やグループワークを通し
て子どもへの接し方や子どもの自立に
ついての手立てを学ぶ
　�②どのような支援機関の利用が適切か
を共に検討する相談�
▶対象　子どもの将来に不安を抱える保護者�
▶日時　①９月７日㈯�②９月 14日㈯
※受付開始　８/７より電話申込 (13:00～ 19:00）
※申込み順　①20人�②５組(１組30分）
▶�場所　ふじみ野市役所第４庁舎２階会議室
問 ･ 申����若者自立支援センター埼玉
☎ 048-255-8680

保護者のための「わが子」の自立
支援セミナー及び出張プレ相談

住民基本台帳ネットワークシステム（以
下「住基ネット」という。）端末機器の
更新のため住基ネットが下記の期間、運
用停止となります。
更新日時　8月 13日㈫～８月 15日㈭
上記の期間中は広域住民票発行、公的個
人認証発行、住民基本台帳カードに関連
する業務ができなくなります。
※住基ネットは住民基本台帳をネット
ワーク化し、全国共通の本人確認ができ
るシステムです。
問�住民課住民係内 142

住基ネット運用停止のお知らせ
（端末機器更新のため）三芳町敬老祝金のお知らせ

平成 25年度第 2回埼玉県警察官採用試
験を次のとおり行います。
▶�願書受付期間　８月１日㈭～８月 23日㈮
▶�試験日　９月 22日㈰
問�東入間警察署　警務課　☎269-0110

警察官募集

�ハローワーク所沢（所沢公共職業安定所）
では、多くの障がい者に働く場を提供し、
職業をとおして自立を図るために「就職面
接会」を開催します。ぜひ、この機会に求
人募集と面接会への参加をお願いします。
▶日時��10 月 16日㈬�13:00 ～ 16:00
▶場所　所沢市文化センターミューズ展示室
問�ハローワーク所沢�専門援助部門
☎04-2992-8609#45 FAX 04-2992-2445

障がい者を対象とした
「就職面接会」求人募集

▶利用日時　月～金曜日　9:30～14:30
　（12:00以降は園庭開放のみ）
▶�内容　お母さん同士でのおしゃべりやみん
なで遊んだり、手遊び、ふれあい遊びなど
▶����イベント
　「夜店ごっこ」、8月 2日㈮ 10:30 ～
　詳しくは下記へ
問�桑の実三芳保育園　子育て支援センター
　住所 : 藤久保 855-90( ｳﾆｸｽ裏 ) ☎ 257-1051

桑の実三芳保育園　
子育て支援及び園庭開放

▶�日時� 8 月 25日㈰�　9:00～12:00
▶場所� 消防本部大講堂
▶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…8月 5 日㈪～ 9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)

普通救命講習

介護教室を開催

▶日時　8月 29日㈭　14:00～16:00　
▶�内容　食事・排泄のお世話について
▶����対象　介護している人 ･介護に関心のある人
▶����会場　みずほ苑　▶����費用　無料
▶����共催　三芳町地域包括支援センター
　在宅介護支援センターはなまる
問 ･ 申����在宅介護支援ｾﾝﾀｰみずほ苑☎258-9488


