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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。

健康体操教室（秋教室）

楽しみながら体操を行う、体力づくりの
教室です。簡単な体力測定も行います。
対象者：以下の質問に３つ以上該当する
65歳以上の人
①階段を手すりや壁をつたって登る人
②�椅子に座った状態から何かをつかまな
いと立ち上がれない人
③ 15分ぐらい続けて歩けない人
④この１年に転んだことがある人
⑤転倒に対する不安の大きい人
▶�日時　10:00 ～ 12:00
　�10/8、15、22、29、11/5、12、
19、26、12/3　（毎週木曜日）
▶場所　藤久保公民館ホール
▶料金　無料
▶定員　30人
▶申込み　地域包括支援センターまで電
　�話または窓口で申し込み。必ず申し込
みが必要です。

問�健康増進課地域包括支援センター内 188

家族介護者の憩いサロン

家族を介護している人同士が気軽に集
い、介護の悩みや苦労・不安など、一息
入れながら介護者同士で語りませんか。
▶日時　9月 24日㈭　13:00 ～ 15:30
　　　　　　　　　　　（出入り自由）
▶場所　藤久保公民館　２階　和室
▶料金　茶菓子代 100円
▶対象　介護している人
▶申込み　�直接会場へお越しください。

当日可
問　健康増進課地域包括支援センター内 188
　柄澤☎ 258-2178

唐沢小学校応援団の活動事例は地域の活
性化や学校を核とした地域づくりにも繋
がる有意義な講座です。
学校や、子どもたちのために何かしたい
と考えている人も多いと思います。興味
のある人、参加をお待ちしております。
講師　出居正之氏（唐沢小学校教頭）
　　　荒田博之氏（学校応援団前コーディネーター）
▶日時� ９月 26日㈯ 10:00 ～ 11:30
▶場所� 藤久保公民館ホール
▶料金� 無料������
▶対象� どなたでも
▶定員� 100 人
▶申込み　�前日まで藤久保公民館へ申し

込み（電話可）
問藤久保公民館☎ 258-0690

週末ほっとワークス②【社会講座】
学校応援団の活動～唐沢小学校～

平成 27年４月分から平成 28年３月分
までの国民年金保険料は、月額 15,590
円です。保険料は、日本年金機構から送
られる納付書により、金融機関・郵便局・
コンビニで納めることができます。また、
クレジットカードによる納付やインター
ネット等を利用しての納付、そして便利
でお得な口座振替もあります。
日本年金機構では、国民年金保険料を納
付期限までに納めない人に対して、電話、
書面、面談により早期に納めてもらえる
よう案内を行っています。未納のまま放
置すると、強制徴収の手続きによって督
促を行い、指定された期限までに納付が
ない場合は、納付義務のある人の財産を
差し押さえることがありますので、早め
の納付をお願いします。所得が少ないな
ど保険料の納付が困難な場合は、免除さ
れる制度や猶予される制度があるので、
保険年金担当窓口へ相談をお願いします。
問�住民課保険年金担当内 156

国民年金保険料は納付期限
までに納めましょう

�交通事故、詐欺、脅迫などの被害にあっ
たが、検察官がその事件を起訴してくれ
ない、そのような不満をお持ちの人は、
遠慮なくご相談ください。費用は無料、
秘密は守ります。審査員は、選挙権を持っ
ている人の中から「くじ」で選ばれるこ
とになっています。
問川越検察審査会事務局☎049-273-3016

ごぞんじですか ! 検察審査員

認知症サポーター養成講座

認知症の症状やその対応等について正し
く理解し、認知症の人や家族の応援者と
なるための講座を開催します。
▶日時　9月 25日㈮　14:00 ～ 15:30
▶場所� 中央公民館　ホール
▶料金� 無料
▶対象� 町内に在住・在勤の人
▶定員� 50 人
▶申込み　電話で当日まで可
問　健康増進課地域包括支援センター内 188

「高齢者・障がい者の人権
あんしん相談」強化週間

さいたま地方法務局と埼玉県人権擁護委
員連合会は、高齢者や障がい者をめぐる
様々な人権問題の解決を図るための取組
として、強化週間を設定し、通常の受付
時間を延長して相談を実施します。
相談担当者：法務局職員と人権擁護委員
が対応します。（秘密は厳守します）
　電話番号：☎ 0570-003-110
▶日時�
　9月 7日㈪～ 11日㈮ 8:30 ～ 19:00
　9月 12日㈯・13日㈰ 10:00 ～ 17:00
▶料金� 無料��▶申込み　不要
問さいたま地方法務局人権擁護課
　☎ 048-859-3507
　総務課人権・庶務担当内 404・405

急を要する子どもの預かりを行う地域の助け
合い活動です。子どもの預かりをお手伝いし
てくれる有償ボランティアを募集します。
※登録には講習会（４日間）の参加が必
要になります。保育士等の有資格者は免
除できる部分もあります。
【サポート会員養成講習会】
①鶴瀬西交流センター
　9月 17日㈭ ･18日㈮ ･28日㈪ ･29日㈫
②ふじみ野市役所会議室
　11月 16日㈪ ･17日㈫ ･19日㈭ ･20日㈮
▶時間　9:30 ～ 16:30
▶�内容　昨今のお母さん事情、最近の保
育グッズ・子どもの病気について等
※�利用者も募集します。HP から登録ができ
ます。詳細は下記へ問い合わせください。

問 ･ 申�緊急サポートセンター埼玉
☎ 048-297-2903 http://ikudou.
blogzine.jp/kinkyusaitama/

緊急サポートセンター埼玉
サポート会員養成講習会

「女性人権擁護委員による
特設人権相談所」の開設

家庭内のもめごと、結婚、離婚、夫・恋
人からの暴力、ストーカー、女性特有の
人権問題、相隣関係などでお困りの人は
お気軽にご相談ください。
▶場所　ウェスタ川越　3階相談室
　　　　川越市新宿町 1-17-17
▶日時　9月 28日㈪ 11:00 ～ 16:00
▶料金� 無料
▶申込み�　事前申込不要
問川越人権擁護委員協議会事務局 (☎049-247-4022)
さいたま地方法務局川越支局（☎ 049-243-3824）
総務課人権・庶務担当内 404・405　

「子ども・子育て支援新制度」による保
育所、認定こども園、幼稚園、小規模保
育施設等に通う多子世帯の 2歳児クラ
スまでの子どもの保育料を助成し、多子
世帯における経済的負担の軽減を図るた
め、平成 27年の４月に遡り三芳町多子
世帯保育料軽減事業を実施します。
▶軽減内容
　�下記の「軽減の対象」に該当する人の
保育料を無料とします。�
▶軽減対象
　�原則として、世帯に3人以上の子ども
が同居しており3人目以降の子どもが
0歳児から2歳児までの子どもで三芳
町に住所を有し保育所等を利用してい
る場合。
▶手続等
　�原則、手続は不要です。ただし、生計
は同一だが別居している兄弟姉妹がい
る場合は、個別に申請する必要があり
ます。

問こども支援課保育担当内 253～ 255

三芳町
多子世帯保育料軽減事業

�過去 10年間に納め忘れた国民年金保険
料を納付することで将来の年金額を増や
すことができる「10年の後納制度」は
9月 30日をもって終了します。
問所沢年金事務所☎ 04-2998-0170

国民年金保険料「10年の後
納制度」は 9月 30日まで

ウェスタ川越矯正展

矯正行政を紹介したパネルや全国刑務所
作業製品の展示販売、ステージイベント
などを行います。
▶日時　9月 12日㈯ 10:00 ～ 16:30
　　　　9月 13日㈰ 10:00 ～ 16:00
▶場所　ウェスタ川越（川越市新宿 1-17-17）
▶料金� 入場料無料��
▶申込み　不要
問川越少年刑務所☎ 049-242-0226

行政書士無料相談会

相続・遺言・成年後見・離婚・交通事故・
各種許認可等、行政書士の無料相談会を
行います。
▶日時　10月 17日㈯ 10:00 ～ 16:00
▶場所　�富士見市鶴瀬駅西口サンライトホール
▶相談員　
　埼玉県行政書士会東入間支部の行政書士
問　　埼玉県行政書士会東入間支部
　前田行政書士事務所☎049-251-7361


