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▶日時

ちくまざわマンスリーVol.126
ヒマラヤの風にのって

問　竹間沢公民館　☎ 049-259-8311

▶場所　竹間沢公民館ホール
▶出演　�パンチャ・ラマ（バンスリ奏者）　　　　　　　　

サラバン・ラマ（タブラ奏者）
▶料金	 前売り� 中学生以上 500円
� 当日	 中学生以上 600円

今 回のちくまざわマンスリーは「ヒマラヤの風
にのって～青空に響けネパールの音色～」を

お届けします。ヒマラヤの大地に育まれた彼らの音
楽を竹間沢公民館でぜひお楽しみください。

発売中

9月18日㈮ 

イベント
miyoshi

event

18:30 開場
19:00 開演

※�小学生以下は参加整理券
(無料）が必要

募　集
recruit

11 月 8日㈰開催
産業祭出店&パネル展募集
問　観光産業課�　内 214

　▼工業関係事務所のパネル展示を募集

11月8日㈰日時

▶場所　三芳町立運動公園
▶参加費（１小間）…飲食店 8,000 円・即売店 7,000 円
　製品の展示 6,000 円　※�コンセント、電灯等は別途費用負担
▶１小間　間口 3.6m、奥行 2.7m
▶	申込期限　9月 25日㈮まで（期限厳守）
　�※新規出店は、町内に事業所または住所を有している人
�　�※三芳町商工会員でない場合は１小間 10,000 円
▶	申込方法…出店参加申込書（町HP・担当課窓口で）に参
加費を添え担当課に申し込み（郵送 ･FAX不可）

▶対象　町内に所在する工業関係事務所
▶展示物　A1サイズ程度のパネル 1～２枚

産業祭会場内で会社の事業内容などを紹介するパネル展示を
してみませんか。多くの来場者にPRできる絶好の機会です。

9：30 〜 15：00
産業祭の
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ゆるキャラグランプリにエントリー
みなさんの一票をのぞみらに！

問　観光産業課　内 214

町 のキャラクター「みらいくん」「のぞみちゃ
ん」が「ゆるキャラグリンプリ 2015」にエ

ントリー！投票は 11 月 16 日（月）まで。投票して
いただいた人には素敵なのぞみらグッズをプレゼン
ト。まずは QR コードを読み取って投票方法ページ
へ。昨年 1,168 キャラ中ご当地ゆるキャラランキン
グ 157位、埼玉県内で 12位。さらに上位をめざして、
みなさんの 1�票をお願いします！
グッズは役場 2�階観光産業課でお渡しします。
プレゼント期間…8 月 17 日から 11 月 16 日まで

miyoshi

event

問　歴史民俗資料館　☎ 049-258-6655

体験して、食べて、観る
資料館まつり開催

イベント

▶場所� 歴史民俗資料館
▶�参加方法…直接、歴史民
俗資料館にお越しくださ
い。※体験材料代は実費。

毎 年恒例の資料館まつり。今年は ｢第 1部・資料館
で昔を体験｣ ｢第 2部・伝統芸能で文化を体験｣。

縄ない機やサツマイモのほうろく焼き、藍染、まが玉作り、
埴輪ストラップ作り、竹のおもちゃづくりなどの体験、名
物の焼き団子販売、里神楽やお囃子の公演を実施。

↓
さ
ま
ざ
ま
な
体
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と
郷
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を
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。

9月26日㈯　14:00 〜 18:30▶日時

かわいい埴輪ストラップ作りにも挑戦してね！

↓話題の「狭山茶コーラ」や「紅茶アイス」
「ほうじ茶アイス」などをPR

miyoshi
住民の意見をまちづくりに反映
まちづくり懇話会概要報告
問　政策推進室　内 422～ 424
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入間東部地区消防組合消防本部
こどもの心肺蘇生とAED

三芳の魅力を PR！
町イチ！村イチ！ 2015

問　ファミリー・サポート・センター　☎258-0075

miyoshi

event

イベント

ファミリー・サポート・センターではステッ
プアップ講座として入間東部地区消防組合

消防本部による「こどもの心肺蘇生と AED」の
講習会をします。全 国の町村が一堂に会し、それぞれが持っている特産

品や観光資源などの「宝」を都会の人たちにアピー
ルするためのイベントに三芳町も出展！町農商工連携 6次
産業チャレンジ支援事業で製品化した「狭山茶で作ったほう
じ茶アイス・紅茶アイス」、「狭山茶コーラ」をメインにＰＲ
します。ぜひ、みなさんもご来場ください！ ▶会場� 藤久保公民館　和室　▶定員　15 人

▶対象	 	ファミリー・サポート・センター会員・事業
に興味のある人

▶	申込方法など…ファミリー・サポート・センターへ
電話で申し込み。▶会場� 東京国際フォーラム　千代田区丸の内 3-5-1

10月9日㈮▶日時 10：00 〜 11：30

無料
入場無料

来年小学校に入学する皆さんへ
新入学児童就学時健康診断
問　学校教育課　内 524・525

miyoshi

child

こども

学校名 実施日 受付時間

三芳小学校 10月 14日㈬ 13：10～ 13：40

藤久保小学校 10月 20日㈫ 13：10～ 13：40

上富小学校 10月 13日㈫ 13：20～ 13：40

唐沢小学校 10月 9日㈮ 13：00～ 13：30

竹間沢小学校 10月 27日㈫ 13：20～ 13：40

大井小学校 10月 28日㈬ 13：00～ 13：15

西原小学校 10月 27日㈫ 13：10～ 13：25

平成 28 年度、小学校に入学する児童の健康診断を
下記の日程で実施します。対象児童の保護者には

通知書を送付しますので、今月末までに通知書が届か
ない人や、当日都合がつかない場合は、学校教育課ま
でご連絡ください。

※大井、西原小学校はふじみ野市への委託地区の人の日程。

住 民の皆さんの声を町の政策形成に反映させるた
め、まちづくり懇話会を開催しました。「みよし

野菜　食べて！歩いて！健康長寿！」、「町の財政状況
と行財政改革」、「第 5次総合計画」、「地方創生」につ
いて町長が説明。さらに各行政区からの質問事項に回
答。懇話会で交わされた意見は、今後のまちづくりへ
活かし、町の政策形成に反映させていきます。

テーマ 意見・提案（抜粋） 割合
（％）

道路・交通 道路舗装修繕、信号機・横断歩道の設
置、デマンド交通、スマート IC 35

まちづくり全般 第５次総合計画、財政状況、地方創生、地方交付税、企業誘致 23

健康・福祉 ふれあいセンター、みよし野菜食べて !
歩いて！健康長寿！、介護保険 18

自治・防犯・
防災

集会所の整備・修繕、自治会加入、
災害対策 6

教育・文化 学校給食センター、学校統廃合、
中央公民館、保育所、行事・イベント 6

自然・公園 大型公園設置、緑の保全、
公園整備修繕 4

都市計画 土地利用、竹間沢地区の都市計画 3
環境 ペットのマナー、ごみ収集 2
産業・観光 三富新田、世界農業遺産、

パサール三芳との連携、みよし野菜 3

問　観光産業課　内 219

9月22日㈫ 9月23日㈬▶日時
10：00 〜 17：00

・
12：00 〜 19：00
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