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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。

三芳町親子スキー教室

▶日程　2月 21日㈯（日帰り）
▶場所　群馬県片品高原スキー場
▶定員　35人
▶対象　小学生以上の親子
　（子どものみでの参加は小学5年生以上）
▶�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）
※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時 30分（集合出発）
▶内容　�基礎スキーの講習会（親子別に

よる講習）
▶申込締切　2月 6日㈮
▶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����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）

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。
給付対象となる同居世帯の総所得額　
対象の子どもの人数 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

▶給付額��子ども１人につき年額10万円
▶給付時期��平成 27年４月末日
　「給付決定通知書」を送付
▶申請書の配布先��市町村、学校等
▶提出期限　平成 27年１月末日
▶提出先
　みずほ信託銀行浦和支店に郵送又は持参
　住所：さいたま市浦和区高砂 2-6-18
　電話：048-822-0191
問�埼玉県県民生活部防犯・交通安全課
☎ 048-830-2958 http://www.pref.saitama.
lg.jp/site/soudankyuhu/koutuuengoseido.html

交通事故被害者のご家族へ
の援護金について

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、近
くの年金事務所に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�住民課保険年金担当内 156

源泉徴収票が送付されます

1月 10日は「110番の日」
～110番は緊急通報です～

埼玉県警では、毎年 1月 10 日を「110
番の日」として 110番の正しい利用を呼
び掛けています。110 番は、事件や事故
にあったときや、これらの事件等を目撃
したときなどに利用する緊急通報です。
【急を要さない要望・相談・苦情・各種・照会は】
・けいさつ総合相談センター☎＃ 9110
　　　　　　または☎ 048-822-9110
・東入間警察署　　☎ 049-269-0110
・メール 110番　 http://saitama110.jp/
・FAX110 番　FAX 0120-264-110
問�東入間警察署　☎ 049-269-0110

三芳町には武蔵野の面影を残す平地林が
残されています。平地林は、堆肥や薪の
生産などに欠かせないもので、農家が幾
代にもわたり育成してきたものです。自
然を満喫しながら、三芳町の農業や知恵
を探ってみませんか？
また、落ち葉掃きを体験した後にみよし
野菜がたっぷり入ったけんちん汁や蒸か
しイモを堪能していただきます。
▶日時　1月 31日㈯　予備日2月 7日㈯
　　　　10:00～13:30（9:30受付開始）
▶会場　多福寺境内
▶料金　300円
▶対象　一般・児童・生徒　
▶定員　先着 50人
▶申込み　�１月 28日㈬までに下記まで

連絡ください
問�観光産業課農業振興担当内 218

体験落ち葉掃き参加者募集

�1 月 12 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 12日㈭まで
　　8:30 ～ 17:15（土・日は日直室）
　　各公民館は 9:00 ～ 21:00
▶場所� �教育総務課
　　　　藤久保公民館・竹間沢公民館
▶対象� �1 月 12日（月・祝日）の成人

式に出席できなかった人
問�教育総務課施設庶務担当内 533

成人式記念品の
引き換えについて

落語を中心に色物（奇術）などを交えた
演芸会を開催します。�
▶日時　2月 8日㈰　
　開演　13:00（開場　12:30）
▶会場　�藤久保公民館ホール
▶出演者　
　桂

かつらよねふく

米福（落語）松
しょうきょくさい

旭斎小
こ て ん か

天華（奇術）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 5F）
問�生涯学習課生涯学習担当内 514

文化協会まつり

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。
１月中旬に入学通知書を発送しますが、
届かない人は学校教育課学務担当まで連
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。
学校名 実施日 受付開始時間
三芳小� 2 月 3日㈫ 13:30
藤久保小 2月 6日㈮ 13:45
上富小 2月 3日㈫ 13:45
唐沢小 2月 13日㈮ 14:00
竹間沢小� 2 月 13日㈮ 13:40
三芳中 2月 12日㈭ 13:55
三芳東中� 2 月 4日㈬ 14:00
藤久保中� 2 月 12日㈭ 14:00
大井小 2月 10日㈫ 13:00
西原小 2月 10日㈫ 13:45
大井中 2月 13日㈮ 14:30
大井西中 2月 13日㈮ 13:40

※大井小・西原小・大井中・大井西中は
ふじみ野市への委託地区の人の日程です。
問�学校教育課学務担当内 524･525

平成 27年度
小・中学校入学説明会

もし流行国（ギニア、リベリア、シ
エラレオネ）に渡航し帰国した後、1
か月程度の間に、発熱した場合には、
万一の場合を疑い、地域の医療機関を
受診することは控えていただき、保健
所にご連絡ください。
問��朝霞保健所☎ 048-461-0468

エボラ出血熱について

埼玉県と三芳町の共催で、就職支援セミ
ナー「仕事探しのための自己理解～自分
のツヨミって何だろう～」を開催します。
【こんなことが学べます】�
●自分の「価値観」｢強み」を整理できる！
●�自分の興味・関心に当てはまる仕事が
わかる！
●�就職活動をする上で大事にしたいこと
が整理できる！
▶日時　1月 21日㈬ 14:00 ～ 16:00
▶会場　藤久保公民館ホール
▶対象　40歳未満の人　▶参加費　無料
▶定員　30人（先着順）
問 ･ 申����観光産業課商工観光担当内 214

キャリアセンターブランチ等事業
40歳未満向け就職支援セミナー

三芳町、ふじみ野市、富士見市、ハロー
ワークの共催で開催します。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に参加していただ
き、就職相談・面接を行います。
▶日時　1月 30日㈮　開会 12:30
　面接　13:00 ～ 16:00（受付 12:00～）
▶会場　ふじみ野市総合センター
　　　　「フクトピア」市民交流プラザ
▶参加対象者
①�住所管轄のハローワークにて求職登録
されている障がいをお持ちの人

②�平成 27年 3月に埼玉県内高等学校（特別支
援学校含む）卒業予定で障がいをお持ちの人

③�平成 27年 3月に大学等卒業予定で埼玉
県に就職を希望する障がいをお持ちの人

▶�持ち物　障害者手帳（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

※�参加対象者②は、履歴書ではなく「全国
高等学校統一様式」を用意ください。
問　ハローワーク川越　☎242-0197（46#）

入間東部障がい者就職面接会

地域や社会の問題、日常生活にかかわる
事例などをテーマにした講座を開催しま
す。週末の時間を利用して、いろいろな
学習をしてみませんか？
▶日程　いずれも 10:00 ～ 11:30
①１月 17日㈯　自然環境について
　『こぶしの里・ホタル鑑賞への道のり』
②２月 14日㈯
　子どもの学習支援について
③３月 14日㈯
　ごみ問題と生活環境について
▶会場　藤久保公民館ホール
▶参加費　無料　　
▶定員　各回 100人
▶申込み　�各回の前日まで、藤久保公民

館へ直接（電話・FAX可）
問�　藤久保公民館�☎ 258-0690

�週末ほっとワークス【社会
講座】を開催します！


