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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。

住民の参画による教育行政運営推進のた
め、各審議会委員を公募します。
募集する審議会
・�公民館運営審議会委員（1人）
　�館長の諮問に応じ、各種事業の企画実
施について調査審議することを職務と
する三芳町の特別職です。

・�社会教育委員（１人）
　�社会教育に関する諸計画の立案や調査
研究を行う。教育委員会の諮問に応じ
これに対して意見を述べるなどの職務
を行う三芳町の特別職です。
▶応募資格
　�社会教育について高い関心と豊富な知
識をお持ちの人。年４回程度平日に開
催される会議、その他調査研究に必要
な日程に出席可能な人。
▶委員の委嘱期間
　�公民館運営審議会委員
　７月１日から平成 29年６月末日まで
　社会教育委員
　７月１日から平成 29年６月末日まで
▶応募方法
　�応募申込書（生涯学習課、各公民館に
あります）に必要事項を記入し、５月
29日㈮まで直接、生涯学習課（役場
５階）に提出してください。

問�生涯学習課生涯学習担当内 515

三芳町教育委員会
関係審議会委員の募集

三芳町男女共同参画基本計画
策定懇話会委員の募集

三芳町における男女共同参画社会の形成
を促進するための基本計画の策定に当た
り、「三芳町男女共同参画基本計画策定
懇話会」の委員を公募します。
▶募集人数　2人程度
　書類選考等を実施します。
　応募資格�
　①男女共同参画社会に関心がある人
　②町内在住の 20歳以上の人
　③平日の日中の会議に出席が可能な人
　　(年 3回予定 )
▶�任期� �委嘱の日から計画の策定を終

える日まで
▶�応募方法　応募申込書（町HPよりダ
ウンロード、または 4階総務課窓口）
に必要事項を記入の上、「これからの
三芳町における男女共同参画につい
て」を題材に 400字程度 ( 様式任意 )
の作文を添え、持参、郵送、メールで
役場 4階総務課へ 5月 18 日㈪まで
に提出してください。

問�総務課人権・庶務担当内 404・405
soumu@town.saitama-miyoshi.lg.jp

三芳町
ソフトバレーボール大会

ソフトバレーボールを通じて、参加者の
親睦と交流を深め健康と体力の維持増進
に対する関心を高めるとともに、スポー
ツレクリエーション活動に親しみ、生涯
スポーツの推進を図ります。
▶日時� 5 月 17日㈰
　受付　9:00 ～　開会式　9:30 ～
▶場所� 総合体育館アリーナ
▶料金� ���1 人 200円
�������������チーム単位で当日支払い
▶�対象� 町内・近隣市町に在住・在勤・
在クラブ員・中学生以上の在学者

▶定員� なし
▶種目　男女混成の部、女子の部
※�試合時間が午後までかかると思われま
す。各自昼食の用意をお願いします。

▶主催　三芳町教育委員会
▶主管　三芳町スポーツ推進委員連絡協議会
▶�申込み　5月 8 日㈮までに所定の申
込み用紙に必要事項を記入し、持参・
郵送・FAX・メールいずれかの方法で
生涯学習課まで申し込み。

問　生涯学習課スポーツ推進担当内 516
FAX 274-1056
shakai@town.saitama-miyoshi.lg.jp

健康づくり教室

運動、栄養、お口の健康についての教室
です。楽しく体を動かして、転倒予防な
どに必要な筋力をつけます。
バランスの良い食事の取り方やお口のケ
アについても学びます。教室に参加して、
健康的な生活を送りましょう。
※持ち物：水分補給用の飲み物
▶日時　毎週火曜　8回ｺｰｽ　10:00～ 12:00
　　6 月 9 日、16 日、23 日、30 日　
　　7月　7 日、14日、　21日、28日
▶場所� 藤久保公民館ホール
▶料金� 無料
▶対象� 65 歳以上の住民
▶定員� 30 人
▶申込み　
　�地域包括支援センターまで必ず電話ま
たは窓口で申し込み。

問�　健康増進課地域包括支援センター内 188

みよしジュニアハンドボー
ル教室

ハンドボールの基本のパス・キャッチ・
ドリブルから試合形式のゲームまで
▶日時� 第 4 木曜日　17:30 ～ 19:30
　　　　　　　　　（準備・片づけ含む）
　第 1クール
　6月 25日、7月 23日、8月 27日
　第 2クール
　9月 24日、10月 22日、11月 26日
　第 3クール
　1月 28日、2月 25日、3月 24日
▶場所� 総合体育館アリーナAコート（半面）
▶料金� 全クール 9回　4,500 円
▶対象� 小学 3～ 6年生の男女
▶募集� 若干名
▶持ち物　�運動できる服装、体育館

シューズ、飲み物、タオル
▶�申込み　5月 2日㈯より直接、体育館
受付または電話にて申し込み。6月 25
日㈭の初日までに参加費を支払い。支
払い後のキャンセルは受け付けません。

問�総合体育館☎ 258-0311

▶日時　６月 14日㈰　受付９:00 ～
▶参加費　１人　500円
▶参加資格　町内在住・在勤・在クラブ
▶試合形式　団体戦（３ダブルス）
▶申込み　５月 21日㈭までに申し込み
※�個人参加です。チーム参加ではありま
せん。当日の参加者全員から、メンバー
（５～６人）を抽選で決定します。
問・申�三芳町卓球連盟事務局　　　�　
㈲ワールド鈴木☎258-2064 FAX 259-2741

三芳町民卓球大会

「不正大麻・けし撲滅運動」
　５月１日～６月 30日

大麻は法律で栽培、所持などが禁止され
ています。「けし」には法律で栽培が禁
止されている種類があります。大麻や栽
培してはいけない「けし」を発見したら、
最寄りの保健所までご連絡ください。　
問　朝霞保健所☎ 048-461-0468

ジュニア三富塾「カブトム
シ観察キット作り」

雑木林を探検し、カブトムシの幼虫を見
つけて育ててみよう。
▶日時　5月 23日㈯
　（小雨決行）10:00 ～ 12:00
　雨天の場合　翌 24日㈰に順延
▶定員　20人（先着順）
▶参加費　200円（当日支払い）
▶集合場所　旧島田家住宅
　（車での来場はご遠慮ください）
▶�持ち物　水筒・軍手・帽子・タオル・
汚れてよい服装・カブトムシ用２リッ
トルの空きペットボトル
▶申込み　
　�5 月 18日㈪までに電話にて申し込み
ください。

問　歴史民俗資料館�☎ 258-6655

「看護の心」普及事業として、ナイチン
ゲールの誕生に由来し、今年も 5月に
看護デーを開催します。来場をお待ちし
ています。
▶日時　5月 23日㈯　11:00 ～ 15:00
▶場所　にいざほっとぷらざ 4階
　　　　多目的室（志木駅隣接）
▶�内容　血管年齢測定、血圧測定、体重・
体脂肪率測定、キッズユニフォーム撮
影、歯科ブラッシング相談、栄養相談、
健康相談
▶費用無料・予約不要
問公益社団法人埼玉県看護協会
　☎048-824-8122

看護デー開催のお知らせ

老齢基礎年金の支給開始年齢は原則とし
て 65歳ですが、65歳前に繰上げて減額
された年金を受けることができます。た
だし、支給を繰上げた場合、生涯減額さ
れた年金を受けること、障害基礎年金を
請求できなくなるなど注意が必要です。
また、66歳以降に老齢基礎年金を受け
始める繰下げの場合は、年金額が増額さ
れます。詳しくはお住まいの市町村役場
またはお近くの年金事務所までお問い合
わせください。
問�住民課保険年金担当内 156

老齢基礎年金の
繰上げ・繰下げ

高齢者や障がいをお持ちの人への支援が
必要なとき、子育てや介護での心配ごと
や不安といった困ったことがあるとき
は、民生委員・児童委員、主任児童委員
へお気軽にご相談ください。
※民生委員・児童委員、主任児童委員に
は守秘義務があり、相談した
人の秘密は守られます。
問�福祉課福祉担当内 173

「民生委員・児童委員」
ご存じですか？地域の身近な相談相手

民生委員・児童委員のマーク


