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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

12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。
■国民健康保険税（第 5期）
■介護保険料（第 5期）
■後期高齢者医療保険料 (第 5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

▶�日時　12月 7日㈯　予備日12月 10日㈫
受付8:30　開会9:00　競技開始9:30
▶場所　三芳町総合運動公園グランド
▶�募集人数　120人
▶参加資格　三芳町に在住 ･在勤 ･在学の人
▶参加費　1人 500円（会員300円）
▶�競技内容　32ホール（4ゲーム）
▶�申込方法　11月 20日までに所定用
紙（生涯学習課にあります）に記入の
上、参加費を添えて生涯学習課（役場
５階）に申込み。取消は締切日までに
それ以降は返金できません。

問��生涯学習課スポーツ推進係内 516･517
���G･G事務局☎090-3539-4620 FAX 274-3422

風邪や熱などで保育園に行けないお子さん
の預かりや宿泊を伴う預かり、その他緊急
的に生じたお子さんの預かりを行う、有償
ボランティアのサポート会員を養成します。
▶��謝礼
　�����基本時間　8:00～20:00（1,000円/1時間）
　時間外　20:00 ～ 8:00(1,200 円 /1時間）
　宿泊　18:00～翌9:00(10,000円/1泊)
※ご登録には講習会（4日間）のご参加
　�が必要になります。保育士等の資格を
お持ちの人は免除できる部分もありま
すので申し出ください。

▶�サポート会員養成講習会
　�会場　ふじみ野市役所　会議室　　
　日程　11/25 ㈪ ･26 ㈫ ･27 ㈬ ･28 ㈭　
　時間　9:30 ～ 16:30
　※ 27㈬は 10:00 ～ 17:00
　��内�容　最近の保育グッズ・子どもの病気・
　子どもと保護者について等
▶�利用者も募集します。詳細については
下記までお問い合わせください。

問 ･ 申����緊急ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ埼玉☎ 048-297-2903
http://ikudou.blogzine.jp/kinkyusaitama/

緊急サポートセンター埼玉
サポート会員養成講習会

第 14 回
町長杯グラウンド・ゴルフ大会

町の自主財源を確保するため、インターネッ
トを利用し公有財産を売却します。
地番 面積 地目
藤久保1124番 3 648.98㎡ 宅地
藤久保200番 18･33･45 144.60㎡ 宅地

▶�入札参加申込　11月 13日㈬　14:00 まで
※詳細は町ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ ･ 担当課まで問合せ
問�財務課管財契約係内 417

公有財産（土地）の売却

人生に定年なし！より男前になる
アクティブ・エイジング講座 2013

�これからの自分を創る！地域に活きる！
講座です。セカンドライフを楽しく、い
きいきと、そして今よりもっと男前にな
るための講座を開催します。同世代の仲
間と一緒に楽しみながら「これからの自
分」を見つけてみませんか！
▶�内容　オリエンテーション、男の料理・
体操教室、地域の魅力発見講座
▶���日時　（全日 9:30 ～ 12:00）
　12/21 ㈯�・1/18 ㈯ ･2/15 ㈯ ･3/15 ㈯
▶�対象　町内在住の概ね 55歳以上の男性
▶場所　生活支援センター
▶定員　20人（定員になり次第締切）
▶参加費　無料（調理実習は材料費負担）
▶�共催　三芳町こころの健康づくりをす
すめる会

問 ･ 申����福祉課障がい者支援係内 176～ 178�
FAX �274-1051

第７回
さんとめの木をいかす展

三富の平地林材が、家具、フォトスタンド、
おもちゃなど身近な木工製品に生まれ変
わりました。ぜひ、お出かけください。
▶�日時　11 月 2 日㈯～ 4 日㈪　　　
10:00～17：00（最終日16：00終了）

▶�会場　小江戸蔵里（川越市新富町 1-10-1）
公共交通機関をご利用ください

▶主催　三富地域農業振興協議会
▶入場料　無料
▶�内容　三富地域の平地林と農業の紹介、
木工製品の紹介と販売、三富産野菜の販売
と食事の提供、おもちゃづくり体験など

問�川越農林振興センター☎ 242-1804
毎年恒例！
む さ し の 作 業 所 秋 ま つ り

11月9日㈯カリヨン広場（ふじみ野イオン横）・
16日㈯文化の杜公園（富士見体育館前）で
10：00～ 14：30まで開催。季節の花販売、
縁日コーナーなどあります。フリーマーケット
参加者募集！電話・メールで応募ください。
▶�募集区画　50 区画　　　　　　　　
申し込み多数の場合は期間内でも受付
終了する場合があります。
▶出店協力金　1,000 円
▶�募集期間　10月 15日㈫～ 11月 6日㈬
問��障害福祉サービス事業所入間東部　
むさしの作業所　☎ 252-5270
http://www4.ocn.ne.jp/～musaku/

本人通知制度は、住民登録や本籍がある人
が事前に登録することにより、その人にか
かる住民票の写しや戸籍の謄抄本等を本人
の代理人および第三者に交付した場合にそ
の交付した事実について登録者本人にお知
らせするものです。これにより、不正請求
の早期発見、事実関係の早期究明するきっ
かけとなります。また、本人通知制度が周
知されることで、委任状偽造や不必要な身
元調査等の未然防止につながります。
登録できる人 ･三芳町に住民登録のある人

･三芳町に本籍のある人
登録手続き ･本人通知登録申請書

･本人確認書類（運転免許証、パスポート、
住民基本台帳カード等本人確認できるもの )
※本人のみ、出張所でも申請できます

通知内容 ・証明書の交付年月日
･交付した証明書の種類及び通数
･交付請求者の種別（代理人 ･第三者の別）

※国や地方自治体からの請求等、通知の
対象とならない請求があります
問�住民課住民係内 142～ 144

本人通知制度に登録しま
しょう

効果的なチラシを作るため、デザインやキャッ
チコピー等の工夫についての実践的な講座
▶�対象　管内（三芳町､朝霞市、和光市、
新座市、志木市、ふじみ野市、富士見
市）のNPO法人及び市民活動団体
▶定員　40人（先着順）▶参加費　無料
▶日時　11月 21日㈭　13:30～ 16:00
▶�会場　朝霞市産業文化センター２Ｆ会議室
( 朝霞市大字浜崎 669－ 1）
▶講師　大工原�潤（さいたまNPOセンター）
▶持参品　えんぴつ、サインペン、定規
▶主催　埼玉県南西部地域振興センター
▶�申込方法　氏名、所属団体名、連絡先（電
話番号）を記入の上、11月 11日㈪まで
に FAXまたは E-mail にて申込先に送付

問 ･ 申������埼玉県南西部地域振興ｾﾝﾀｰ�県民生活担当
☎ 048-451-1110 FAX 048-451-1113
E-mail　j5111102@pref.saitama.lg.jp

効果的なチラシの作り方
講座について

第 2 回 入間東部地域史研究発
表会 ～富士山とわがまち～

三芳町、富士見市、ふじみ野市の歴史に
ついて、各市町の学芸員が最新の研究成
果をわかりやすく解説します。みなさん
の住む地域に埋まっている、たくさんの
歴史を探ってみませんか。
▶日時　11月 30日㈯　13:30 ～ 16:00
▶�会場　富士見市立鶴瀬西交流センター�
多目的ホール（富士見市鶴馬 3575-1）
▶�内容　関東ローム層の特徴、富士講、
富士塚など "富士山 " にまつわる話
▶定員　60人　　▶参加費　無料
▶主催　入間東部地区文化財保護連絡協議会
※申込み不要。直接会場へお越しください。
問�歴史民俗資料館　☎ 258-6655

エコ推進実行委員会では、家庭で不用と
なって眠っているものを、再使用（リユー
ス）できる場を設け、フリーマーケットを
開催します。ぜひ、ご来場ください。
▶�日時　11月 10日㈰　9:30 ～ 15:00
　（雨天中止）

▶場所　役場コピス前広場
▶�主催　三芳町・協働のまちづくりみど
り環境グループ　エコ推進実行委員会

問�環境課環境対策係内 216･217

フリーマーケット

11 月は
いじめ撲滅強調月間

11 月はいじめ撲滅強調月間です。いじ
めに遭ったり、気が付いたりしたら、一
人で悩まず相談ください。
【よい子の電話教育相談】24時間 365日対応
　子ども専用18歳以下☎0120-86-3192
　保護者専用☎ 048-556-0874
　ﾒｰﾙ相談　soudan@spec.ed.jp
【いじめメール相談フォーム】
　「埼玉いじめメール相談」で検索
【埼玉県警察少年サポートセンター】
　ﾔﾝｸﾞﾃﾚﾌｫﾝｺｰﾅｰ☎ 048-861-1152
　（月～土／祝日 ･年末年始除く 8:30 ～ 17:15)
【子どもスマイルネット】
　☎ 048-822-7007
　（毎日／祝日 ･年末年始除く 10:30 ～ 18:00)
【埼玉いのちの電話】
　こどもﾗｲﾝ (18 歳以下）☎ 048-640-6400
　（金 ･土のみ15:00 ～ 21:30)
　相談電話☎048-645-4343(24時間365日対応 )
【さいたまチャイルドライン】
　（毎日／年末年始除く 16:00 ～ 21:00)
　子ども専用 (18 歳以下 ) ☎ 0120-99-7777
【埼玉県こころの電話】
　（平日のみ／祝日年末年始除く9:00～ 17:00)
　☎ 048-723-1447
問�埼玉県県民生活部青少年課
☎ 048-830-2905


