INFORMATION

6 月の土曜開庁は

6 日です

3階
4階
5階
6階

庁舎内 FAX 番号内訳表
内線番号
120 ～ 138
140 ～ 158
上記以外の 100 番台
242 ～ 268
上記以外の 200 番台
300 番台
400 番台
500 番台
600 番台

相談場所

連絡先

フロア

6 月の土曜開庁は 6 月 6 日です。役場（本
庁）の住民・福祉・税務などの一部窓口と
各出張所を開庁していますので、ぜひご活
用ください。本庁、出張所ともに８:30 か
ら 12:00 まで開庁しています。

1階
2階

問住民課住民担当 内 142 ～ 146

無料相談
相談種類

曜日（祝日除）

時間

FAX 番号
274-1050
274-1101
274-1051
274-1009
274-1052
274-1054
274-1055
274-1056
274-1057

住民相談（弁護士等が
第 1・3 木曜
相談を受けます）

13：15 ～ 16：30

役場 1 階住民相談室（要予約）

総務課（内線 404・405）

司法書士相談

第 3 火曜

10：00 ～ 12：00

役場 1 階住民相談室（要予約）

総務課（内線 404・405）

行政書士相談

奇数月第 4 水曜

10：00 ～ 16：00

役場 1 階住民相談室（受付 : ロビー） 総務課（内線 404・405）

女性相談

第 2・4 金曜

11：00 ～ 15：20

役場 1 階住民相談室（要予約）

外国人生活相談

①毎週月曜
②毎週木曜

① 10：00 ～ 13：00 ふじみの国際交流センター
② 13：00 ～ 16：00 ( ☎相談は 269-6450）

内職相談

毎週水曜

10：00 ～ 16：00

消費生活相談

①毎週月･火 ･ 木 ･ 金曜
10：00 ～ 16：00
②毎週水曜

総務課（内線 404・405）
総務課（内線 404・405）

平成 27 年度第１回
甲種新規及び乙種防火管理講習会

みよし野菜 6 次産業創業塾と三芳町農商
工連携６次産業化チャレンジ支援事業

管内に在住または在勤者を対象に、この

農業や農産物に新しい付加価値をつける

モノを買う前、捨てる前に、ぜひご利用

資格を取得するための講習会を開催しま

取り組みを応援します。

ください。モノを長く大切につかって、

す。乙種防火管理者が防火管理者として

〇みよし野菜 6 次産業創業塾

節約やごみの減量に取り組みましょう。

選任できる事業所は、用途、規模等によ

農産物の魅せ方や消費者との繋がり方な

り制限があるためご注意ください。

ど、農業を中心として広がる「想い」を

▶講習日時

９:00 ～ 16:30

ふくらませてみませんか。全 10 回（予定）

甲種新規

６月 25 日㈭・26 日㈮

内容・日時は町 HP をご覧ください。

乙種

６月 25 日㈭

組織する団体、農業者が主な構成員と

会議室（ふじみ野市大井中央１- １-19）

なっている団体、生産組織等と連携を考

▶申込み

６月 11 日㈭ ８:30 ～ 16:00

③おもちゃ 2 歳～ 5 歳（ﾚｺﾞﾌﾞﾛｯｸ等）
問 環境課環境対策担当 内 216・217

甲種新規、乙種合わせて 90 人

【支援内容】…平成 27 年度予算の範囲内

定員になり次第締め切ります

（１事業 50 万円以内ただし、補助対象経

▶定員

各保育所・子育て支援センター

9：00 ～ 17：00

役場 2 階こども支援課

こども支援課☎ 258-0055

9：30 ～ 16：30

総合体育館 4 階教育相談室
電話相談は☎ 274-1023

学校教育課（内線 522）

9：00 ～ 15：30

保健センター（要予約）

保健センター☎ 258-1236

第 2 火曜

14：00 ～ 15：30

福祉課障がい者支援担当
地域生活支援センター（要予約）
（内線 176 ～ 178）

①月～金曜
②月～土曜
③火～土曜

① 8：30 ～ 17：15
②みずほ苑
②･③ 9：00 ～17：00

リハビリ相談
(65 歳以上対象 )

月１回（要問合せ）

9：30 ～ 11：00

福祉・生活相談
生活なんでも相談

毎週月～金曜

8：30 ～ 17：15

社会福祉協議会

社会福祉協議会☎ 258-0122

不動産相談

第 2 水曜

13：00 ～ 16：00

役場 1 階相談室（要予約）

都市計画課（内線 236）

▶申込み 6 月 8 日㈪～ 12 日㈮の間に

マンション管理相談

第 3 月曜

13：30 ～ 16：30

役場 1 階相談室（要予約）

都市計画課（内線 236）

下記へ連絡し予約

こころの健康相談
高齢者相談
（介護・認知症相談）

第 3 水曜

①地域包括支援センター
③はなまる
藤久保公民館 2 階図書室（要予約）

①地域包括支援センター（内線188･189）
②みずほ苑☎ 258-9488
③はなまる☎ 258-7067
地域包括支援センター
（内線 188・189）

▶ゆずってください

えている民間企業及び事業者

次産業化の取り組みを支援します。

随時受付

大人の健康相談

❻和製テーブル、茶だんす
❼子ども用（男子）26 インチ自転車
❽並木幼稚園女児制服 110cm

町の農産物を活用した新商品の開発や 6

富士見市大字鶴馬 1850-1

第 2 保育所☎ 258-6858
第 3 保育所☎ 258-9961
子育て支援センター☎ 258-5106

毎週月～金曜

❹お琴一式（2 面）❺布団乾燥機

東消防署

※郵送による申請は受け付けません。

①消費生活相談室（内線 292）
②観光産業課（内線 214）

教育相談

❷三芳東中旧ジャージ（Ｍ）❸ガスストーブ

①ジュニアシート（車用）②婦人用自転車

①役場 2 階消費生活相談室
②観光産業課

こども家庭何でも相談 毎週月～金曜

❶ランドセル２個（赤、黒）

〇三芳町農商工連携６次産業化チャレンジ支援事業

内職相談室（内線 292）

毎週月～金曜

▶ゆずります

消防本部予防課

役場 2 階内職相談室

子育て相談

【応募対象】…町内の農業者、農業者が

消防組合消防本部大講堂および

▶会場

ゆずります
ゆずってください

▶受講資格

三芳町、富士見市、ふじみ

野市に在住又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）

費の２/ ３以内）
【応募対象】…町内の農業者、農業者が
組織する団体、農業者が主な構成員と
なっている団体、生産組織等と連携して

問 入間東部地区消防組合消防本部

取組むことが確実な民間企業及び事業者

予防課査察指導係☎ 261-6007

【応募期間】６月１日㈪～ 11 月 30 日㈪

東消防署消防課消防係☎ 255-4119

【事業実施期間】…
補助金交付決定日～平成 28 年３月 15 日
【応募方法】…応募期間内に必着で、応
募書類を下記まで提出してください。応

普通救命講習

募書類は、町 HP でダウンロードするか、
観光産業課で入手できます。

▶日時

6 月 21 日㈰

9:00 ～ 12:00

▶会場

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

▶定員

30 人

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)

システムメンテナンスのため、住民基本台帳カー
ド・公的個人認証等の取り扱いができません
問 住民課住民担当 内 142 ～ 146

第 50 回みよし町民文化祭
参加者募集
10 月から 11 月に開催予定、町民によ
る手作りの、文化・芸能・芸術の祭典、
みよし町民文化祭に参加する団体または
個人を募集します。参加者は、次の説明
会に必ず出席してください。

問 観光産業課農業振興担当 内 219

【第 50 回みよし町民文化祭参加説明会】

クールビズ実施中
職員の執務中の服装は『クールビズ』を実
施しています。全職員は軽装（上着・ネク
タイ着用不要）で執務していますので、皆
さんのご理解をよろしくお願いいたします。
▶実施期間

住民課窓口一部業務停止 6月16日㈫

5 月 1 日㈮～ 10 月 31 日㈯

問 総務課職員担当 内 408

▶日時

６月 29 日㈪

▶会場

藤久保公民館ホール

▶申込み

19:00 ～

藤久保・竹間沢公民館・中央公

民館にて「文化祭開催要項」と「参加計
画書」を配布しています。趣旨を熟読さ
れ参加計画書に記入の上、説明会までに
最寄りの公民館まで提出してください。
問 藤久保公民館☎ 258-0690

フラ･タヒチアン教室
楽器３ヵ月無料レンタルで気軽に始めてみませんか。

全く初めての方から音大生まで、小学生から 70 代の方まで
幅広い生徒が通う教室です。
まずは手ぶらで無料体験レッスンをお試しください。

お月謝 8,000 円 〜（時間、曜日応相談、月２回コースも好評です。）
☎ 0120-95-3210 メール：info@edelmusik.com
ふじみ野市桜ヶ丘 2-8-46（ふじみ野高校バス停すぐ前）

広

http://www.edelmusik.com

エーデルムジーク

ウ
フラ ハラ

リノ
オ ナニカ

生徒
募集中

大人の方対象のクラス、
大人の方対象のクラス、
（アロアロケイキフラチーム）
子供のクラス
（アロアロケイキフラチーム）
子供のクラス
など、
初めての方から、
経験者の方まで
など、初めての方から、
経験者の方まで
！
楽しく踊りませんか
！
楽しく踊りませんか

無料体験レッスン、承ります。各種イベント、ボランティア他
出張講師もお承ります☆お電話またはメールにてお申込み、
お問い合わせお待ちしています！

☎080-8899-0429
代表：田中

メール：aloalonokai@yahoo.co.jp
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