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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

子どもフェスティバルに多くの子どもた
ちに参加いただくため、ステージ参加者
を募集します。パフォーマンス ･ダンス
･コントなど楽しくゆかいに子どもフェ
スティバルを盛り上げてくれる人を大募
集します。
▶�開催時期　５月 10日㈯�予備日 11日㈰�����������������
　　����������9:15 ～�12:30

▶�会場　三芳町立運動公園
　※ステージ広さ間口9.0 ｍ×奥行5.4 ｍ
▶�募集人数　10組　募集多数の場合抽選
▶�申込条件　町内在住 ･在勤 ･在学・在
活者で性別国籍は問わずパフォーマン
スを行う個人およびグループ（構成員
の過半数が町内在住 ･在勤 ･在学）

▶�申込み　2月 28日㈮までに出演申請
書に記入のうえ、メール ･FAXまたは
生涯学習課窓口に提出してください

　※詳細は町HPをご覧ください�
問�生涯学習課生涯学習係内 514･515

第 35回子どもフェスティバル
『ステージ』出演者募集 三芳町親子スキー教室

▶日時　2月 22日㈯
▶場所　群馬県　片品高原スキー場
▶定員　35人
▶�参加費　中学生以上 10,000 円　小学
生 8,500 円（リフト代・昼食代・交
通費・講習代・傷害保険料含む）

▶�対象者　小学生以上の親子（子どもの
　　　　みの参加は小学 5年生以上）

���※申込金 (一人につき 5,000 円 )
▶�集合場所　三芳町役場北側駐車場
▶�集合時間　午前 4:30 集合出発
▶申込締切　2月 7日㈮
▶�内容　基礎スキーの講習会 (親子別に
よる講習）
▶�その他　レンタルスキー、ウェアをご
希望の人は、申込時に申請してください
( 費用実費 )
▶主催　三芳町スキー連盟
▶�後援　三芳町、三芳町教育委員会、　
三芳町体育協会

問 ･ 申����三芳町総合体育館☎ 258-0311��
三芳町スキー連盟事務局 ( 神木 )　　　
☎ 261-0535(19:00 ～ 21:00）

1月 13日（月・祝日）の成人式に出席
できなかった人に、教育委員会教育総務
課、または、藤久保公民館・竹間沢公民
館で成人式の案内状と引き換えに記念品
をお渡しします。
▶�引換期間　2月 14 日㈮まで　　　　
8:30 ～ 17:15�( 土・日は日直室 )　
各公民館は 9:00 ～ 21:00　

問�教育委員会教育総務課内 533

成人式記念品の引き換えに
ついて

ニーズ調査について

三芳町の『子ども・子育て支援事業計画』
策定の基礎となる、「幼児教育・保育・
地域の子育て支援」の「必要者数と施設
数等量の見込み」設定に必要な、「今後
の利用希望」を把握するため、子どもの
保護者を対象として「ニーズ調査」を実
施します。
ニーズ調査は、子育て家庭を対象として
無作為抽出により実施します。
対象となった人には、調査票が郵送され
ますので、ご協力をお願いします。
問��こども支援課保育係内 163

4 月から小 ･中学校に入学する児童 ･生
徒の保護者を対象に下記の日程で説明会
を開催します。
学校名 実施日 受付開始
三芳小 ��2 月 4日㈫� 13:30
藤久保小 ��2 月 7日㈮ 13:45
上富小 ��2 月 4日㈫ 13:45
唐沢小 ��2 月 14日㈮ 14:00
竹間沢小 ��2 月 14日㈮ 13:40
三芳中 ��2 月 13日㈭ 13:35
三芳東中 ��2 月 7日㈮ 14:00
藤久保中 ��2 月 13日㈭ 14:00
大井小 ��2 月 4日㈫ 13:00
西原小 ��2 月 7日㈮ 13:45
大井中 ��2 月 14日㈮ 14:25
大井西中 ��2 月 14日㈮ 13:40
1 月中旬に入学通知書を発送しますが、
届かない人は下記まで連絡ください。な
お、中学校の入学通知書は小学校 (6 年
生児童 )を通じ配布します。
問�学校教育課学務係内 524･525

平成 26年度
小 ･中学校入学説明会

交通事故被害者のご家族への
援護金について

埼玉県交通安全対策協議会では、埼玉県
内に在住する交通遺児等を対象に、援護
金を給付しています。※「交通遺児等」
とは、18歳以下の子ども（乳幼児か児童・
学生に限る）で、保護者（一方または双方）
が交通事故（陸海空全て）により死亡ま
たは重い障がいを負った人をいいます。
支給対象になる同居世帯の総所得額
�交通遺児等の人数 同居世帯の総所得額

１人 2,740,000 円以下

２人 3,120,000 円以下

３人 3,500,000 円以下

４人 3,880,000 円以下

５人以上 4,260,000 円以下
▶給付額
　子ども１人につき年額 10万円
▶給付時期
　�平成26年４月下旬に給付（給付日未定）
▶申請書類
　各市町村、学校等で配布します
▶提出期限
　平成 26年１月 31日㈮
▶提出先
　���みずほ信託銀行浦和支店に郵送又持参
　住所　さいたま市浦和区高砂２-6-18
　☎ 048-822-0191
問�埼玉県県民生活部防犯・交通安全課
　☎ 048-830-2958

パソコンなんでも相談室

これからパソコンを買おうと思っている
人、パソコンを買ったけど使いこなせな
い人、もっと楽に使いたい人など、相談
室を開催していますのでご利用ください。
▶相談日
　　　　１月 20日㈪・27日㈪
　　　　２月 10日㈪・24日㈪
　　　　３月 10日㈪・24日㈪
▶時間　10:00 ～ 12:00　
�※�講習会ではありませんので開催時間中
であれば随時相談は可能です
▶場所　竹間沢公民館　学習室
▶相談員　生涯学習アドバイザー他
▶費用　無料
▶定員　15人
▶�申込み　人数の関係上、事前に予約し
ていただくことをお勧めします

※�インターネットは無料のものについて
は閲覧することが出来ます

問�竹間沢公民館☎ 259-8311

消費税の性格 ･仕組み ･会計処理および
税制改正ポイント、相続税や贈与税につ
いて研修会を開きます。
▶日時　1月 22日㈬　19:00 ～ 21:00
▶�会場　三芳町商工会館　3階会議室
▶�定員　40人 ( 定員になり次第締切 )
▶�講師　公認会計士 ･不動産鑑定士 ･税理士
　　　土屋晴行氏

▶�受講料　無料
問 ･ 申����公益社団法人川越法人会三芳地区会
☎ 274-1110 FAX 258-2815
miyano-miyosi@syokoukai.jp

消費税･相続税･贈与税の
研修会

平成 27年度 3月大学（院）・短大・高専・
専門学校等卒業予定者向けに、企業説明
会を開催します。
※事前申込不要、参加費無料
▶�日時　2月 4日㈫����13:30 ～ 16:00
��　　　　　��　　　　（受付 12:30 ～）
▶�会場　大宮ソニックシティ　地下展示場
▶�その他　参加企業など詳細は埼玉労働局

http://saitama-roudoukyoku.jsite.
mhlw.go.jp/ をご覧ください

問�埼玉新卒応援ﾊﾛｰﾜｰｸ☎ 048-650-2234
または最寄りのﾊﾛｰﾜｰｸ

平成27年 3月大学等卒業
予定者企業説明会の開催

あなたにピッタリのボランティアにきっ
と出会える ! ボランティアをしたい人、
興味のある人は、ぜひ、ご参加ください。
▶�内容　
　�午前：ボランティア入門講座
　�講師��川田虎男氏 (NPO法人ハンズオン
埼玉事務局長）

　�午後 : 町内のボランティア活動紹介＆
個別相談会

▶日時　2月 25日㈫　10:00 ～ 16:00
▶�会場　藤久保公民館
▶�定員　30人 ( 先着順 )
▶�参加対象　興味のある人ならどなたでも
▶�受講料　無料　※お弁当 (500 円、お
茶付）電話で事前予約

問 ･ 申����三芳町社会福祉協議会
☎ 258-0122 FAX 258-0180

みよし支え合い活動相談会
参加者募集

▶�内容　楽しみながらできる体操�　　
お口のケアの話やお口の体操�　　　
自宅できる運動のアドバイス
▶日時��　全日 10:00 ～ 12:00
　　1月 30日㈭　　2月 13日㈭
　　2月 18日㈫　　2月 25日㈫
　　3月 6日㈭　�����3 月 13日㈭
　　3月 20日㈭����（全７回ｺｰｽ）
▶�場所　藤久保公民館　ホール
▶�持ち物　タオル ･水分補給用の飲み物
▶�対象　65歳以上の人
▶定員　30人
▶参加費　無料
問 三芳町地域包括支援センター内 188･189

わくわく元気教室
体力づくりとお口の健康アップ教室


