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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

▶�日時� 3 月 23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、在学の人
▶�申込方法…3月 10 日㈪～ 14 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

交通違反などの関係で、本来ならば鴻巣
の免許センターで更新の手続きをしなけ
ればならない人でも、下記の講習会を受
講することで、地元警察で運転免許証の
更新手続きが済みます。（有効期間は受
講日より 6か月以内です）
�▶開催日　4月22日㈫　17:30～ 19:30
▶�対象　平成 26 年 10 月 21 日㈫まで
に免許更新を予定している満 69歳ま
での誕生日を迎える人
　①�違反運転者で鴻巣の運転免許セン
ターへ行かなければならない人

　②初回免許更新の人
▶�内容　安全運転の知識の講義・ビデオ研修等
▶受講料　1人　1,600 円
▶会場　三芳町総合体育館 3階研修室
▶�申込み　３月 10日㈪～ 4月 11日㈮
商工会窓口に運転免許証および受講料
を持参
▶定員　80人（先着順）
問�三芳町商工会事務局係☎ 274-1110
FAX 258-2815

運転免許証更新時の出前講
習会の開催

▶職種　生活支援員
▶職務内容　障がい者の支援業務
▶募集人員　嘱託職員２人
▶勤務場所　
　①入間東部みよしの里②三芳太陽の家
▶勤務時間
　①変則勤務　② 8:30 ～ 17:00
▶勤務期間　①直近より採用（更新可）
　②�平成 26年 4月 1日～平成 27年 3
月 31日（更新可）

▶給料等　�当法人の給与規定による　　
その他、各種保険制度あり

▶申込み　随時ご連絡ください
問��（福）入間東部福祉会本部事務局（入間
東部みよしの里内）三芳町上富 322-2
☎ 049-258-8130（採用担当）

社会福祉法人入間東部福祉会
臨時職員募集

町ではご家族の集いの場として「家族会」
を開催しています。発症から回復まで支
援し続けるご家族の不安や抱える課題は
同じ経験をした人にしかわからないこと
があります。みなさんの抱える不安や課
題を共有し、病気のことや回復について
一緒に考えていきませんか。お気軽にお
越しください。
▶開催日　毎月第一水曜日 14:00 ～
▶会場　生活支援センター
▶対象　統合失調症の人を支えるご家族
問�福祉課障がい者支援係内 177

統合失調症家族会

▶講師　三宅いづお氏
▶期日　3月 20日㈭　雨天決行
▶集合　鶴瀬駅改札付近　8:30 集合
▶�参加費　2,500 円（昼食代・保険代など）
交通費は自己負担

▶定員　35人（先着順）
▶服装等　歩きやすい服装・筆記用具・雨具
▶�申込方法　3月 4日㈫　9:00 ～
　�参加費を添えて藤久保公民館へ申し込
みください。（電話可）

問�藤久保公民館　☎ 258-0690

歴史講座「近代教育発祥地
湯島界隈を訪ねる」

福祉課に次の寄付が寄せられました。
ありがとうございました。（敬称略）
■ TAD三芳株式会社／車椅子 1台

寄付のお知らせ

消費税率の改正に伴い、文化会館・
体育施設の利用料金等が変わります

4 月 1日に消費税率が 5％から 8％に引
上げられることにともない、文化会館お
よび体育施設の利用料金等に消費税率引
上げ分を適正に転嫁するものとし、平成
26年 5月 1日利用許可分から利用料金
等が変わります。
なお、平成 26年 4月 30日までに利用
許可を受けた場合は、旧料金になります。
利用者の皆さんには、ご理解の程よろし
くお願いします。
詳細については、文化会館・体育館に問
い合わせください。
文化会館コピスみよし　☎ 259-3211
総合体育館　☎ 258-0311
問�生涯学習課生涯学習係内 515

3月３日は耳の日です

▶�日時　３月18日㈫　13:30～ 15:30
�▶内容　介護者同士の交流会
▶�対象　夫または妻を介護している人
▶�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

20 歳以上の人は、学生であっても国民
年金に加入しなければなりません。しか
し、学生は一般的に所得が少ないため、
本人の所得が一定以下の場合、国民年金
保険料の納付が猶予される「学生納付特
例制度」があります。
対象となる学生は、学校教育法に規定す
る大学（大学院）、短期大学、高等学校、
高等専門学校、専修学校及び各種学校（修
業年限１年以上である課程）、一部の海
外大学の日本分校に在学する人です。ま
た、夜間・定時制課程や通信制課程の人
も含まれます。
学生納付特例の承認期間は 4月から翌年
3月までとなりますが、次の年度も在学予
定である場合、3月中に継続申請のハガキ
が送られてきますので、引き続き学生で
あれば、必要事項を記入の上ご返送くだ
さい。
※平成 26 年 4 月から、学生納付特例が
2年間さかのぼって申請可能となる予定
です。詳しくは、所沢年金事務所 (☎ 04-
2998-0170）まで問い合わせください。
問�住民課保険年金係内 156

ご存知ですか？
「学生納付特例制度」

　日時　3月 9日㈰　10:00 ～
　会場　三芳町役場７階　全員協議会室
　受付　役場 6階　議会事務局
　内容　平成 26年度一般会計予算審査
問�議会事務局議事調査係内 601・602

3 月 9日休日議会開催（予定）

「東日本大震災からの復興に関し地方公
共団体が実施する防災のための施策に必
要な財源の確保に係る地方税の臨時特例
に関する法律」が公布され、緊急に地方
公共団体が実施する防災のための施策に
必要な費用の財源を確保するため、臨時
の措置として個人住民税の均等割の税率
が引き上げられることになりました。
均等割の税率
※平成 26年度から 33年度までの 10年間
　町民税　3,000 円→ 3,500 円
　県民税　1,000 円→ 1,500 円
　合計　��4,000 円→ 5,000 円
問��税務課住民税係内 132～ 134

個人住民税の均等割額の
引き上げについて

▶�開催日時　4月20日㈰　8:30～ 12:00
▶開催場所　セイコーモータースクール
　　　　　　富士見市上沢 3-7-37
▶�内容　参加・体験型の講習を通じて、
自分の運転能力について学ぶ体験型の
安全運転教室

▶�募集人員　60人（定員になり次第締切）
▶講習料金　無料
▶�対象者　東入間警察署管内に居住する
65歳以上の普通免許を所持する人

問東入間警察署交通課☎ 049-269-0110 内 411

体験型交通安全教室
シルバードライバードック

桑の実三芳保育園
子育て支援センター

▶開園日　月～金曜日　9:30 ～ 14:30�����������
　　　　���（12:00 以降は園庭開放のみ）
▶�イベント　3月 4日㈫　試食会（普通食）
　　　　　詳細は下記まで

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

２月号広報みよし　お知らせ欄訂正
保育所・児童館・学童保育室４月から
の臨時職員募集の賃金については、予
定金額での掲載です。（AR対応）町内在住の髙波さんが皆さんに手話でメッセージ

聴覚障がいのある人たちへの理解を深め、
福祉の増進を図ることを目的に、第 43 回�
耳の日記念のつどいを開催します。
日時　3月 2日㈰ 13:30～16:30�
場所　埼玉県民健康センター
　　　2階大ホール
問�埼玉県障害者福祉推進課
☎ 048-830-3309


