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INFORMATION

第 3 回　三富千人くず ( 落
ち葉 ) 掃き参加者募集

最近声をあげて笑っていますか ?
お腹をかかえて笑ってみましょう !
笑いはこころと身体の栄養剤です
▶��日時　2月 5日㈬　10:00 ～ 11:30
▶�会場　竹間沢公民館ホール
▶�講師　健康運動指導士
▶対象　三芳町在住 ･在勤の人
▶�定員　30人　▶�費用　無料
問 福祉課障がい者支援係内 176～ 178

「笑って、ここカラ」講座

三富地域で行われている循環型農業の理
解を深め、緑豊かな地域を守り育てるた
めの一環として実施します。大勢の参加
をお待ちしております。
▶�日時　1月 18日㈯��雨天等 19日㈰に順延
　　　���開会 9:30　閉会 14:00
▶�会場　所沢市下富地域 (応募者には詳
　　　細を案内します )

▶�募集人数等　申込み順 100人
▶�参加費　無料　※焼き芋試食有
▶�持ち物　くず掃きのできる服装、軍手、
タオル、飲み物、防寒着、弁当（けん
ちん汁を提供しますのでお椀と箸を持
参してください）、帽子等

▶�申込み　参加者全員の氏名、年齢、
住所、連絡先 ( 携帯電話含む）を明
記の上、1月 14 日㈫までにメール、
FAX、はがきで申し込みください。

問 ･ 申����川越農林振興センター
〒 350-1124 川越市新宿 1-1-1
☎ 242-1804 FAX 224-2399

okamoto.yukinori@pref.saitama.lg.jp

関東財務局では、無料の多重債務者向け
相談窓口を常設しています。専門相談員
が電話や来庁で相談を受け、必要に応じ
法律の専門家に引継ぎを行っております。
個人の秘密は厳守します。
�▶受付時間
　平日 9:00 ～ 12:00、13:00 ～ 17:00
問�財務省関東財務局多重債務相談窓口
☎ 048-600-1113

借金の返済でお悩みの人へ

町立図書館では、住民の参画による子ど
もの読書活動を推進するため、次のとお
り委員を公募します。
◆��三芳町子ども読書活動推進計画策定委
員会委員

【募集人数】　２人
【応募資格】
①�三芳町在住で、子どもの読書活動に関
心と豊富な知識をお持ちの人

②�図書館利用者で、平日に開催される会
議に出席可能な人

【委員の委嘱期間】
平成26年 2月 1日から平成 29年 3月末
【応募方法】
応募用紙は生涯学習課、中央図書館、図
書館竹間沢分館、図書館ホームページに
あります。必要事項を記入し、三芳町立
中央図書館に提出してください。（郵送、
FAX、メール、持参）
問 ･ 申����三芳町立中央図書館　　　
〒 354-0041 三芳町藤久保 185番地 1
☎ 258-6464 FAX 258-6488　　　　　

tosyokan@town.saitama-miyoshi.lg.jp

第 2 次 三芳町子ども読書活
動推進計画策定委員の公募

漏水調査を1月20日㈪から3月5日㈬
までの間、上富第1区･第2区の一部（下
記地図）を対象に実施します。

この調査
は、町か
ら委託を
受けた業
者が、皆
さんのお
宅 の 止
水 栓 や、
メーター
を調査す

るものです。調査員は、水道事業管理者
発行の身分証明書を随時携帯し、写真の
ような腕章をし
ています。不審
な点がありまし
たら上下水道課
へお問い合わせ
ください。
▶�委託業者　㈱日本漏防コンサルタント
▶�調査機関　1月 20日㈪～ 3月 5日㈬
▶�調査区域　上富第1区 ･第 2区の一部
問�上下水道課水道施設係内 252
FAX 274-1053

漏水調査を実施します
上富第 1区 ･ 第 2 区の一部

▶�日時� 1 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…1月 14 日㈫～ 17 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

文化協会まつりのご案内！

落語を中心に、色物 ( 和妻 ) などを交え
た演芸会を開催します。
▶�日時　2月9日㈰�開演13:00�開場12:30
▶会場　藤久保公民館ホール
▶�出演者　桂歌助 (落語 )�北見翼 ( 和妻 ) 他
▶入場料　500円 ( 全席自由 )
▶���チケット取扱場所�
���藤久保公民館、生涯学習課 (役場５階）
問�生涯学習課生涯学習係内 515

かみとめ幼稚園

東ハト

上富小

旧島田家

角屋

多福寺

多聞院

郷土芸能（お囃子 ･ 里神楽）
体験教室開催

三芳町の各地区に伝わるお囃子や里神楽
を体験してみませんか ?
【上富のお囃子】
▶�会場　旧島田家住宅
▶�日時　初回1月 26日㈰��9:30 ～全 4回
【北永井のお囃子】
▶�会場　北永井第一区集会所
▶日時　初回1月 25日㈯��9:30 ～全 3回
【藤久保のお囃子】
▶�会場　藤久保公民館和室
▶日時　初回2月 8日㈯�10:00 ～全 3回���������
【竹間沢のお囃子】
▶�会場　竹間沢公民館和室
▶�日時　初回 2月 1日㈯ 10:00 ～全 3回
【竹間沢の里神楽】
▶�会場　歴史民俗資料館
▶�日時　初回1月 26日㈰�9:00 ～全 5回
問�歴史民俗資料館☎ 258-6655

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）

▶�イベント　1月 28日㈫　体操の先生と
体を動かして遊びましょう

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

1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 4期）
■国民健康保険税（第 7期）
■介護保険料（第 7期）
■後期高齢者医療保険料 (第 7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

体験して学ぼう♪
『さつまいも大学』

歴史民俗資料館では、三芳町の特産のひ
とつである「さつまいも」の歴史や文化
について、実際に様々な体験を通して学
ぶ『さつまいも大学』を開催します。さ
つまだんごやいも天などを楽しく作りな
がら「さつまいも」のことを深く学んで
みませんか。
【�第 1 回】　落ち葉はき・講義「さつま
いもについて」・イモキリ実演・さつま
だんご作り
��▶���日時　1月18日㈯　10:00～ 15:00
【�第2回】　講義「食事にみるさつまいも」・
さつま料理作り（いも天ほか）
���▶�日時　2月 8日㈯　10:00 ～ 14:00
【�第 3 回】　講義「古文書にみる三芳の
畑作物」・さつままんじゅう実食
��▶�日時　2月 22日㈯　10:00 ～ 14:00
【�第 4回】さつまいもの苗床作り・講義
▶�日時　3月 22日㈯　10:00 ～ 15:00
※�定員は各回ともに 20人
※��集合場所等の詳細・申し込みは、下記まで
問 ･ 申����歴史民俗資料館☎258-6655

老齢年金は、所得税法上の雑所得として
課税の対象となっています。そのため、
老齢年金を受けている人には、１年間の
年金の支払総額などを記載した「源泉徴
収票」が１月下旬に送付されますので、
確定申告の際に提出してください。　
紛失したときなどは再発行できますの
で、お近くの年金事務所にお問い合わせ
ください。
なお、障害年金・遺族年金は、課税の対
象となっていないため、源泉徴収票は送
付されません。
問�住民課保険年金係内 156

源泉徴収票が送付されます

入間東部障がい者就職面接会

障がい者の採用を計画している事業所
と、就職を希望している障がい者の人を
対象に就職相談 ･面接を行います。
▶�日時　1月 24日㈮　13:00 ～ 16:00
　　　　　����受付����12:15～15:00

▶�場所　ふじみ野市総合センター���� �　　
　　����「フクトピア」市民交流プラザ

▶�持ち物　障がい者手帳 (原本およびコ
ピー）、履歴書 (複数枚）、ハローワーク
カード、筆記用具、参加申込書

問ハローワーク所沢☎04-2992-8609(45#）


