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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

10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。
■町民税 ･県民税（第 3期）
■国民健康保険税（第 4期）
■介護保険料（第 4期）
■後期高齢者医療保険料 (第 4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

学校、病院、工場等多数の人が出入りし、
勤務し、又は居住する建物では、消防法
で定める資格を有する者のうちから防火
管理者を定め、消防長に届け出なければ
なりません。消防本部では、管内に在住ま
たは在勤の人を対象に、この資格を取得す
るための講習会を次により開催します。
なお、乙種防火管理者が防火管理者とし
て選任できる事業所は、用途、規模等に
より制限があるためご注意下さい。
▶�講習日時�　両講習とも９:00～ 16:30
　甲種新規 :10月 24日㈭ ･25日㈮
　乙種 :10月 24日㈭
▶講習会場　消防本部大講堂
　ふじみ野市大井中央1-1-19
▶�申請日時　10月10日㈭　8:30～ 16:00
　※郵送による受講申請は受付けません
▶申請場所　消防本部予防課・東消防署
▶�定員　甲種新規、乙種合わせて90
人（定員になり次第締切）
▶�受講資格　三芳町、富士見市、ふじ
み野市、に在住又は在勤で管理監督的
な立場にある人 ※各事業所２人以内
▶�テキスト代　3,500円（申請時支払）
問��入間東部地区消防組合消防本部予防課
☎261-6007

甲種新規及び乙種防火管理
講習会の開催

耳の聴こえない人や聴こえづらい人に、
話の内容を要約した文章を書き記し、相
手に伝える方法を要約筆記といいます。
富士見市と共同で、はじめて要約筆記を
学んでみたい人を対象にした講座を開催
します。
▶�対象　高校生以上の三芳町および富士
見市在住・在勤の人
▶��開催日時　11月 5日～12月17日
　毎週火曜日　10:00～ 12:00　全 7回
▶�会場　富士見市サンライトホール　　
第2会議室
▶定員　15人（先着順）
▶参加費　500円（資料代・保険料）
▶�申込み　富士見市社会福祉協議会
または福祉課にある申込書に必要
事項を記入し、富士見市社会福祉
協議会へ提出してください（郵送
またはFAXも可）
▶受付期間　10月１日㈫～10月 25日㈮
問��福祉課障がい者支援係内 177
���富士見市社会福祉協議会☎254-0747 ▶�日時　11月 23 日㈯㈷（予備日なし）

受付8:00　開会式 8:45　試合開始 9:00
▶場所　三芳町立運動公園テニスコート
▶�種目　①男子フリー②男子成年（45
歳以上）③男子シニア（60 歳以上）
④女子フリー⑤女子成年（40歳以上）
⑥女子シニア（55歳以上）

▶�参加費　ペア 2,000 円
▶�申込締切　11月 8日㈮
▶�主催・後援　三芳町庭球連盟・三芳町
教育委員会　

問 ･ 申����生涯学習課スポーツ推進係内 516
連盟役員 (19:00 ～ 21:00) 給

きゅうぜん

前☎ 259-1791･
竹内☎ 258-8394 ※土日祝日 ･ 三芳町運動公園
テニスコートで直接受付

三芳町オープンソフトテニス
（軟式）大会

「三芳町子ども・子育て審議会」では、
三芳町の子ども・子育て支援の事業計画、
国の示す基準に基づく新制度への対応準
備のための調査や審議をしていきます。
保護者の人や、事業者の人、住民の皆さ
んのご意見を取り入れるため、三芳町子
ども・子育て審議会委員を募集します。
▶募集人数　1人
▶応募資格　町内在住で満 20歳以上の人
▶募集期間　10/1 ㈫～ 10/21 ㈪まで
▶�会議開催　年 4回程度、平日昼間に 2
時間程度、第 1回会議は 11月中旬予定

▶任期　委嘱の日から 2年間
▶委員報酬　本町規定により支払われます
▶�応募方法　所定の応募用紙に必要事
項を記入し、「子ども・子育て支援に
ついて」をテーマとする小論文（400
字以上 800 字以内）を添えて、郵送、
FAX、メールまたは持参により、こど
も支援課へ提出してください。応募用
紙・小論文用紙はこども支援課またはﾎｰ
ﾑﾍﾟｰｼﾞにあります。委員選考は応募書類
等の審査をして 10月末に決定します。

問 ･ 申���� こども支援課保育係内 161　
〒354-8555三芳町藤久保1100-1 FAX 274-1051
kodomo@town.saitama-miyoshi.lg.jp

三芳町子ども・子育て審議会
委員の募集はじめての要約筆記講習会

▶�日時� 10 月 27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…10 月 15 日㈫～ 18 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

議会の同意を得て、10月 1日付けで三
芳町教育委員会委員に松本薫氏 ･桑原孝
昭氏が任命され、教育長に桑原孝昭氏が
再任しました。
問�教育総務課施設庶務係内 533

三芳町教育委員会委員・
教育長が再任

第11回
入間郡市人権フェスティバル

�「人権の世紀」といわれる 21世紀にあっ
て、人権が尊重され、誰もが自分らしく
いきいきと暮らせる社会を実現するた
め、広く地域住民の人権問題への理解と
関心を深めることをめざして「入間郡市
人権フェスティバル」を開催します。
▶�日時　11月 13日㈬ 12:00 ～ 16:00
▶�会場　所沢市民文化センター・ミューズ
マーキーホール
▶�内容　①ダニエル・カールさんによる
講演【国際化と人権】②チンドン発～
鬼才揃いのアコースティック出前ユ
ニット【ジンタらムータ】によるミニ
コンサート③人権作文朗読④重松流祭
囃子 ･役鼓連による演奏
▶�定員　641人
▶�費用　無料
▶�申込み　当日先着順に受付
※�手話通訳、保育（要予約）有り
　人権パネル等の展示、物産販売等有り
問���総務課人権推進係内 404

▶�主催　三芳町教育委員会
▶�主管　三芳町スポーツ推進委員連絡協議会
▶日時　11月 24日㈰
　受付　９:00　開会式　9:30
▶会場　三芳町総合体育館アリーナ
▶種目　団体戦（男女混成、女子ダブルス戦）
▶�対象　町内・近隣市町在住・在勤・在
クラブ員・中学生以上の在学者・招待
チーム
▶�チーム数　24チーム（定数になり次
第締め切り）
▶�参加費　一人 :200 円　チーム単位で支払い
▶��申込み　10 月 1日㈫～ 11 月 5日㈫
所定の用紙に必要事項を記入の上、生
涯学習課まで申込み

問�生涯学習課スポーツ推進係内 516

平成25年度県民総合体育大会
三芳町ラケットテニス大会

▶日時　10月 25日㈮　13:30 ～ 15:30
▶内容　介護者同士の交流会
▶対象　介護している男性
▶会場　藤久保公民館　2階学習室
▶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

介護者交流会の開催

桑の実三芳保育園
子育て支援センター・園庭開放

▶�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　10 月 16 日㈬　園の子ど
もたちといもほりをしませんか？詳細
は下記へお問合せください

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

二市一町の障害者福祉施設が集まり、障害
を持った人たちと地域の皆さんとが関わり
合うイベントです。
▶�日時　10月 12日㈯　10:00 ～ 14:00
　悪天候時 13日㈰
▶会場　福岡中央公園
▶�内容　①地域障害者施設 ･関係団体出
店ｺｰﾅｰ②実行委員施設自主製品販売

　③フリーマーケット④事業所紹介コーナー
▶主催　いきいきフェスティバル実行委員会
問�入間東部福祉会　かみふくおか作業所
����〒 356-0028 ふじみ野市西原 2-5-1
����☎ ･ FAX 266-8763

第 10回
いきいきフェスティバル


