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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。

市町村交通災害共済加入の
ご案内

市町村交通災害共済は、皆さんが会費を
出し合い交通事故によってけがをしたり、
死亡したときに見舞金を贈る制度です。
▶��会費　��一般�900円��中学生以下�500円�

※１人１口限り
▶�共済期間　平成 27年 4月 1日～
　　　　　�　��　平成 28年 3月 31日
▶�加入資格　町内に居住し、住民基本台
帳に記載のある人。ただし、加入資格
者の被扶養者で、修学のため町外に転
出している人は、加入できます。

▶�申込み
�① �2 月 24 日㈫～ 2月 27日㈮までは下
記日程表の会場で出張受付
�② �2 月 24日㈫からゆうちょ銀行および
郵便局でも受付

�③ �3 月 2 日㈪から自治安心課および藤
久保・竹間沢の各出張所でも受付。

��（土日祝日は除く。）
※埼玉県、山梨県および関東各都県のゆう
ちょ銀行および郵便局に限る。また、ゆう
ちょ銀行および郵便局での平成 27 年度の
加入手続きは平成 27年 12月末まで受付

期日 時間 場所（集会所他）

２月 24日㈫ ��9:30～12:00 藤久保公民館
13:30～ 16:00 藤久保公民館

２月25日㈬ ��9:30～12:00 藤久保第１区
13:30～ 16:00 藤久保第 3区

２月26日㈭ ��9:30～12:00 北永井第 2区
13:30～ 16:00 北永井第 3区

２月27日㈮ ��9:30～12:00 農業センター
13:30～ 16:00 みよし台第 1区

▶�見舞金　交通事故証明書がある場合は
22 万円（死亡は 120 万円）を限度
に治療日数に応じて支払われます

問�自治安心課防犯防災担当内 265・266

▶�応募資格
　�①一般公募
�������18 歳以上 34歳未満の人
　②技能公募
����　�18 歳以上で保有する技術に応じて

53～ 55歳未満の人
▶受付期間
　第 1回　1月 8日㈭～ 3月 24日㈫
▶�試験期日
　��4 月 10日㈮～ 14日㈫いずれか 1日を指定
▶�身分　非常勤の特別職国家公務員
▶�手当等　
　教育訓練招集手当　日額 7,900 円
▶�教育訓練　
　一般50日 /3年以内、技能 10日 /2年以内
問�自衛隊入間地域事務所☎ 04-2923-4691

予備自衛官補募集

国民年金保険料の納付には、口座振替が
ご利用になれます。
口座振替をご利用されますと、保険料が
自動的に引き落とされるので金融機関な
どへ行く手間が省けるうえ、納め忘れも
なくとても便利です。
また、口座振替には、当月分保険料を当
月末に引き落とさせていただくことによ
り月々 50円割引される早割制度や、現
金納付よりも割引額が多い６か月前納・
１年前納・2年前納 ( 申請期限は２月末
まで )もあり、大変お得です。
口座振替をご希望の人は、納付書または
年金手帳、通帳、金融機関届出印を持参
のうえ、ご希望の金融機関または年金事
務所へ申し出ください。
問�住民課保険年金担当内 156

国民年金保険料の納付は
口座振替がお得です！

町では、骨髄・末梢血管細胞移植とドナー
登録の推進を図るため、公益財団法人日
本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業
にドナー登録を行い、骨髄などを提供し
た人に補助金を交付します。
▶対象者　
　�平成 26年 4月以降に骨髄などを提供
した人
▶助成金額　
　�通院などに要した日数 1日あたり 2
万円（1回の提供につき上限 7日）
※�申請方法など詳しくは、保健センター
に問い合わせください。

問�　保健センター　☎ 258-1236

骨髄移植ドナー助成事業

�▶日時　�2 月 9 日 ㈪�13:30 ～ 16:00��
　　　　　　　（開場 12:30 ～）

　自主防災組織の表彰式（13:35 ～ 13:55）
▶�会場　�埼玉会館大ホール
　　　　(浦和駅西口徒歩 6分）
▶�講演
①埼玉県危機管理防災部危機管理課長　
　小林清剛氏
②大阪大学大学院人間科学研究科教授　
　渥美公秀氏
▶�その他　防災関連企業・団体の展示
ブース、地震に関する資料の展示・説
明、建築職員による無料耐震診断
※先着 1,000 人に防災グッズプレゼント
▶�定員　1,315 人
　入場無料、事前申込不要、当日先着順
問�埼玉県地震対策セミナー実行委員会事務局
　( 県危機管理課）☎ 048-830-8141

埼玉県地震対策セミナー

たばこは
町内で買いましょう！

三芳町内のたばこ屋さんで買ったたばこ
の税金は町の収入となって、皆さんのく
らしに役立てられます。喫煙者の人は、
地元でのたばこ購入にご協力ください。
問�税務課管理担当内 126・127

【児童館臨時職員（児童厚生員）】若干名
▶勤務地　北永井児童館（北永井 803-4）
▶期間　4月 1日から�半年更新有　
▶資格　保育士・幼稚園や小学校などの
　教諭、児童厚生員の資格を有する者
▶賃金　日給 6,900 円　
　�社会保険、雇用保険、労働災害保険加
入有り。通勤手当実情に応じ支給。
▶勤務　火曜日～土曜日　
　9:00 ～ 17:45( 休憩１時間 )
※�行事等のときは上記以外の勤務有り。
　勤務日数・短時間勤務希望は要相談。

【子育て支援センター臨時職員】若干名
▶�勤務地
　�子育て支援センター（藤久保児童館内）
藤久保 222-7
▶期間�　4月 1日から半年更新有
▶資格　�保育士資格・幼稚園や小学校な

どの教諭免許を有する者
▶時給 1,000 円（時間外 100円加算）
　�社会保険、雇用保険、労働災害保険加
入有り。通勤手当実情に応じ支給。
▶勤務　月曜日～金曜日　
　9:00 ～ 17:00　( 休憩１時間 )
※�行事等のときは上記以外の勤務有り
【登録方法】
｢臨時職員登録票」に必要事項を記載の
うえ、総務課職員担当に提出。登録用紙
は総務課もしくは三芳町HPにて入手可。
提出の際、免許状、資格証もしくは資格
取得見込みを証明する書類（いずれもコ
ピー可）を添付のこと。
【採用】
こちらからご連絡のうえ、面接を受けて
いただきます。面接の結果をもって採用
の可否を決定します。
問�こども支援課保育担当内 253～ 255

児童館・子育て支援センター
の臨時職員募集

認知症について正しい理解をもち、認知
症の人や家族を応援し、だれもが暮らし
やすい地域をつくっていくボランティア
です。
▶日時　2月 24�日㈫�10:45�～�12:15
▶会場　淑徳大学　埼玉キャンパス
▶受講料　無料
▶申込み　�2 月 13 日㈮までに電話にて

申し込みください　　　
　（受付時間　9:00 ～ 16:00）
　※土日祝日は受付けておりません
問�淑徳大学埼玉キャンパス
　☎ 049-274-1511

認知症サポーター養成講座
主催　淑徳大学

3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。
■固定資産税・都市計画税（第 4期）
■国民健康保険税（第 8期）
■介護保険料（第 8期）
■後期高齢者医療保険料（第 8期）

納期限にご注意ください

学校、病院、工場等多数の人が出入りし、
勤務し、または居住する建物では、消防
法で定める資格を有する人のうちから防
火管理者を定め、消防長に届け出なけれ
ばなりません。管内に在住または在勤の
人を対象に、講習会を下記のとおり開催
します。
▶��講習日時　9:00 ～ 16:30
　甲種新規　２月 26日㈭・27日㈮
　　　乙種　２月 26日㈭
▶��講習会場　
　入間東部地区消防組合消防本部大講堂
　ふじみ野市大井中央１-1-19
▶申請日時　２月12日㈭�8:30～ 16:00
▶�申請場所　消防本部予防課（ふじみ野
市大井中央 1-1-19）�東消防署（富士
見市大字鶴馬 1850-1）�※郵送による
受講申請は受付けません

▶�定員　�甲種新規、乙種合わせて 90人
（定員になり次第締め切り）

▶�受講資格　三芳町、富士見市、ふじみ
野市に在住または在勤で管理監督的な
立場にある人 (各事業所２人以内 )

▶受講料　4,000 円（テキスト代含む）
問�入間東部地区消防組合
　消防本部予防課査察指導係☎ 261-6007
　東消防署消防係☎ 255-4119

甲種新規および乙種
防火管理講習会


