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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。

平成 28・29 年度三芳町学校給食
用物資納入業者登録申請受付

▶受付日時　１月 5日㈫～ 29日㈮　　
　　8:30 ～ 17:00( 土日祝日除く )
▶提出書類　
　①登録申込書
　②食品衛生監視票の写し
　③作業員の細菌検査成績表の写し
　④営業経歴書（新規登録の時）
　⑤市町村民税の納税証明書
　⑥従業員名簿　⑦健康診断書の写し
※�登録申請用紙は、学校給食センターに
あります。

問 ･ 申�学校給食センター
　☎ 258-3550　FAX 258-9647

めざせ！さつまいも博士！
『さつまいも大学』開講

講師に日本いも類研究会顧問の井上浩氏
を迎え、さつまいもの歴史や生産方法な
どを盛り込んだ講義・実習を行います。
全 3回連続の講座で知識を深めてあな
たもさつまいも博士になりましょう。
【第一回】1月 16日㈯ 9:00 ～ 15：00
　講義「さつまいもの歴史」
　実習　落ち葉掃きとさつま団子作り
【第二回】2月 21日㈰ 9:00 ～ 11:40
　�講義�「三芳におけるさつまいも～生産

　から出荷まで～」　
　実習　ほうろく焼き
【第三回】3月 26日㈯ 10:40 ～ 15:00
　講義「挑戦！さつまいも検定」
　実習　さつまいもの伏せ込み
▶会場　農業センター・旧島田家住宅
▶定員　20人（先着順）
▶申込み　
　12月 20日㈰より電話にて受付開始
　保険料等詳細は申込者に別途通知
問　歴史民俗資料館　☎ 258-6655

12 月 25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 3期）
■国民健康保険税（第 6期）
■介護保険料（第 6期）
■後期高齢者医療保険料（第 6期）

納期にご注意ください

ジュニア三富塾「ヤマの素材
でフォトスタンドを作ろう」

ヤマ（平地林）でとれた木の実や枝で、
オリジナルフォトスタンドを作ってみま
せんか。
▶日時　12月 20日㈰ 10:00 ～ 12:00
▶定員　20人（先着順）
▶参加費　200円（材料費）
▶集合場所　旧島田家住宅
▶持ち物　水筒・タオル・汚れてよい服装
▶申込み　�12 月 13 日㈰までに電話に

て申込みください
問 ･ 申����歴史民俗資料館☎ 258-6655

歴史民俗資料館１月の催し
物「まゆ玉作り」

小正月にその年の豊作を祈願して上新
粉で色とりどりの団子「まゆ玉」を作
り、木の枝にさして飾る風習があります。
作ったまゆ玉飾りは持ち帰ることができ
ます。ぜひ参加ください。
▶日時　1月 10日㈰ 10:00 ～ 12:00
▶定員　30人（先着順）
▶参加費　300円
▶集合場所
　旧池上家住宅（歴史民俗資料館前）
▶持ち物　水筒・タオル・汚れてよい服装
▶申込み　�1 月 6 日㈬までに電話にて

申込みください
問 ･ 申����歴史民俗資料館☎ 258-6655

▶日時　12月 5日㈯
　開場　13:00　開会　13:30　
【第一部�】�13:50 ～
　小中学生による人権作文発表
【第二部講演会】14:50 ～
　�「杉原千畝と日本にやってきた難民た
ち」世界で活躍した一人の人間の苦悩
と勇気、そしてその決断から
生まれた命の物語をわかりや
すく学びます。
　講師　石岡史子さん
▶場所� 竹間沢公民館ホール
▶料金� 無料
▶対象� どなたでも参加できます
　　　　※手話通訳有り
▶定員� 150 人
▶申込み　直接会場にお越しください
問　生涯学習課生涯学習担当内 515

平成 27年度
人権教育実践交流会

三芳町スキー教室

▶日時　2月 5日㈮夜～ 8日㈪�2.5 泊
▶場所　長野県志賀高原横手山スキー場
　　　　熊の湯スキー場
▶宿舎　硯川ホテル☎ 0269-34-2921
▶定員　35人（高校生以上）
▶�参加費　30,000円（申込金一人10,000円）
（宿泊費、交通費、講習代、親睦会費、
傷害保険料含む）

　�※リフト券代別途
　��2.5 日券 10,000 円～ 12,000 円
▶�集合場所　
　三芳町役場駐車場（庁舎北側駐車場）
▶�集合時間　2月 5日㈮　21:00 集合出発
▶申込締切　�1 月 21 日㈭までに体育館

で申し込み
▶�基礎スキー技能検定について（バッチ
テスト）スキー教室の期間中に全日本
スキー連盟（SAJ）公認の基礎スキー
技能検定を希望者のみ行います。

※�検定料・公認料（合格者のみ）は参加
費には含まれていません。

▶�その他　レンタルをご希望の人は、申
込時に申請してください (費用実費 )

▶主催　三芳町スキー連盟
▶�後援　�三芳町、三芳町教育委員会、　

三芳町体育協会
問 ･ 申����総合体育館☎ 258-0311
三芳町スキー連盟事務局 ( 神木 )　　　
☎ 090-1456-4234(19:00 ～ 21:00）

第 47回
入間東部地区駅伝競走大会

▶�日時　2月 21日㈰　予備日なし
　受付�7:40 ～スタート 9:00
※実施 ･中止の決定は 6:00（小雨決行）
▶�コース　南畑小学校前（富士見市）
(4.1km) →南畑小学校前中継所（富
士見市）(4.6km) →さぎの森小学校
前中継所（ふじみ野市）(2.6km) →
大井東中学校前中継所（ふじみ野市）
(5.7km) →大井総合体育館前中継所
（ふじみ野市）(4.3km) →三芳町中央
公民館（三芳町）合計 21.3km
▶�参加資格　三芳町 ･富士見市 ･ふじみ
野市在住･在勤･在学者(中学生以上）
▶�部門　各部門とも 1チーム 8人 ( 選
手 5人、控え選手 3人以内）
一般の部 中学生以上で構成されるチーム
壮年の部 40歳以上で構成されるチーム
女子の部 中学生以上の女子で構成されるチーム
▶�参加費　1 チーム 6,000 円 ( 保険料
等）、中学生のみのチームは 2,000 円������
※中止の場合も含み、参加費の返還は
一切できません。
▶�代表者会議　2月 4日㈭ 19:00　
　三芳町総合体育館�研修室（3階）
※�会議には各チームの代表者または代理
人が必ず出席してください。中学生の
みのチームは成人の代理人が出席して
ください。
▶�申込み　参加費を添えて 12月 4日㈮
～ 1月 12日㈫までに下記へ申込み

問 ･ 申����生涯学習課スポーツ推進担当内 516
総合体育館☎ 258-0311

第 36回
三芳町新春ロードレース大会

▶�日時　1月 17日㈰　予備日なし
　受付８:30開会式９:00スタート９:30
※実施 ･中止の決定は７:00（小雨決行）
▶場所　三芳町役場�周回コース
▶競技種別および対象年齢
①親子１.5㎞ 小学１～３年生と保護者
②小学生１.5㎞ 小学１～３年生・学年別
③小学生１.5㎞ 小学４～６年生・学年別
④�一般１.5㎞の部 中学生以上・男女別
⑤�一般３.0㎞の部 中学生以上・男女別

※�一般３.0㎞の部に小学生も出場できま
すが、重複の出場はできません。

▶料金　500円 ( 小 ･ 中学生問わず )
　　　　親子 1,000 円
※参加費の内訳は保険料等です。
※�中止および 12月 26 日以降のキャン
セルの場合は、参加費はお返しするこ
とはできませんが、参加賞はお渡しし
ますので１月末日までに生涯学習課
（役場庁舎５階）または総合体育館へ
取りに�来てください。

▶�参加資格　�町内在住・在勤・在学者（小
学生以上）・在クラブ

▶�申込み　12 月 1 日㈫～ 25 日㈮まで
に生涯学習課または総合体育館

問 ･ 申���生涯学習課スポーツ推進担当内 516
総合体育館☎ 258-0311

はじめての要約筆記講習会

耳の聴こえない人や聴こえづらい人に、
話の内容を要約した文章を書き記し、相
手に伝える方法を要約筆記といいます。
富士見市と共同で、要約筆記を学んでみ
たい人を対象にした講座を開催します。
▶日時　1月 18日～ 2月 29日
　毎週月曜日　19:00 ～ 21:00 全 7回
▶会場　鶴瀬西交流センター
▶対象　高校生以上の三芳町在住・在勤者
▶定員　15人（先着順）
▶参加費　500円 ( 資料代、保険料）
▶�申込み　富士見市社会福祉協議会また
は福祉課にある申込書に必要事項を記
入し富士見市社会福祉協議会へ郵送、
FAX、直接持参で申し込み。
　【12月 25日㈮必着】
問　富士見市社会福協議会
☎ 254-0747�FAX 252-0111
福祉課障がい者支援担当内 177・178

あいサポーター研修
▶日時　12月 18日㈮ 10:00 ～ 11:30
▶場所　三芳町役場　301会議室
問　福祉課障がい者支援担当内 176


