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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。

▶日時　1月 23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
▶	申込み　	1 月 4 日㈪～ 8 日㈮の間に

下記へ連絡し予約
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)

普通救命講習Ⅰ 三芳町親子スキー教室

▶日程　2月 27日㈯（日帰り）
▶場所　群馬県片品高原スキー場
▶定員　35人
▶対象　小学生以上の親子
　（子どものみでの参加は小学5年生以上）
▶	参加費　中学生以上　10,000 円　　
小学生　8,500 円	（リフト代・昼食代・
交通費・講習代・傷害保険料含む）
※申込金　一人につき　5,000 円
▶集合場所　三芳町役場北側駐車場
▶集合時間　午前 4時 30分（集合出発）
▶内容　	基礎スキーの講習会（親子別に

よる講習）
▶申込締切　2月 12日㈮
▶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（平日 19:00 ～ 21:00）

	1 月 11 日（月・祝日）の成人式に出席
できなかった人に、教育委員会教育総務
課、または、藤久保公民館・竹間沢公民
館・中央公民館で成人式の案内状と引き
換えに記念品をお渡しします。
▶引換期間　2月 12日㈮まで
　8:30 ～ 17:15（土・日は日直室）
　各公民館は 9:00 ～ 21:00
▶場所	 	教育総務課、藤久保公民館
　　　　竹間沢公民館・中央公民館
▶対象	 	1 月 11日（月・祝日）の成人

式に出席できなかった人
問	教育総務課施設庶務担当内 533

成人式記念品の引き換え1月 10日は「110番の日」
～110番は緊急通報です～

埼玉県警では、毎年 1月 10 日を「110
番の日」として 110番の正しい利用を呼
び掛けています。110 番は、事件や事故
にあったときや、これらの事件等を目撃
したときなどに利用する緊急通報です。
【緊急ではない要望・相談・苦情・各種照会は】
・けいさつ総合相談センター☎＃ 9110
　　　　　　または☎ 048-822-9110
・東入間警察署　　☎ 049-269-0110
・メール 110番　 http://saitama110.jp/
・FAX110 番　FAX 0120-264-110
問	東入間警察署　☎ 049-269-0110

４月から小・中学校に入学する児童・生
徒の保護者を対象に下記の日程で説明会
を開催します。１月中旬に入学通知書を
発送しますが、届かない人は学校教育課
学務担当までご連絡ください。なお、中
学校の入学通知書は小学校（６年生児童）
を通じ配布します。
学校名 実施日 受付開始時間
三芳小	 　	2 月 2日㈫ 13:30
藤久保小 　	2 月 5日㈮ 13:45
上富小 　	2 月 2日㈫ 13:45
唐沢小 　	2 月 12日㈮ 14:00
竹間沢小	 　	2 月 12日㈮ 13:40
三芳中 　	2 月 10日㈬ 13:55
三芳東中	 　	2 月 3日㈬ 14:00
藤久保中	 　	2 月 12日㈮ 14:00
大井小 　	2 月 2日㈫ 13:00
西原小 　	2 月 12日㈮ 13:45
大井中 　	2 月 12日㈮ 14:30
大井西中 　	2 月 12日㈮ 13:40

※大井小・西原小・大井中・大井西中は
ふじみ野市への委託地区の人の日程です。
問	学校教育課学務担当内 524･525

平成 28年度
小・中学校入学説明会

「より良い地球環境の実現と社会の発展に
貢献する」を理念とする、三芳町に技術
系本部のある総合設備工事専門企業のダ
イダン株式会社から、省エネルギー・省
資源の再生可能エネルギ―の開発と推進
についての解説と環境保全を目的に地域
に密着した社会貢献活動を紹介します。
どうぞ、「環境」に興味がある人、週末ほっ
とワークスに参加をしてみませんか。
【講師】ダイダン㈱　開発技術本部
　　　品質環境管理部長　川本隆治氏
▶日時　２月６日㈯ 10:00 ～ 11:30　
▶会場　藤久保公民館ホール
▶料金　無料
▶定員　100人
▶申込み　	前日まで、藤久保公民館へ
　　　　　直接（電話可）
問	　藤久保公民館	☎ 258-0690

週末ほっとワークス③【社会講座】
環境のためにできること～ダイダン～

三芳町、ふじみ野市、富士見市、ハロー
ワークの共催で開催します。障がい者の
採用を計画している事業所と、就職を希
望している障がい者に参加していただ
き、就職相談・面接を行います。
▶日時　1月 22日㈮　13:00 ～ 16:00
　　　　（受付12:00 ～ 15:00）
▶会場　ふじみ野市総合センター
　　　　「フクトピア」
▶参加対象者
①	住所管轄のハローワークにて求職登録
されている障がいをお持ちの人

②	平成 28年 3月に埼玉県内高等学校（特別支
援学校含む）卒業予定で障がいをお持ちの人

③	平成 28年 3月に大学等卒業予定で埼玉
県に就職を希望する障がいをお持ちの人

▶	持ち物　障害者手帳（原本とコピー）、
履歴書（複数枚）、ハローワークカード、
筆記用具

※	参加対象者②は、履歴書ではなく「全国
高等学校統一用紙」を用意ください。
問　ハローワーク川越　☎242-0197（46#）

入間東部障がい者就職面接会

埼玉県交通安全対策協議会では、埼玉県
内に在住する交通遺児等を対象に援護金
を給付しています。
給付対象となる同居世帯の総所得額　
対象の子どもの人数 同居世帯の総所得額

１人 2,740,000 円以下
2人 3,120,000 円以下
3人 3,500,000 円以下
4人 3,880,000 円以下
5人 4,260,000 円以下

▶給付額		子ども１人につき年額10万円
▶給付時期　４月末日
　「給付決定通知書」を送付
▶申請書の配布先		市町村、学校等
▶提出期限　１月 29日㈮
▶提出先
　みずほ信託銀行浦和支店に郵送または持参
　住所：さいたま市浦和区高砂 2-6-18
　電話：048-822-0191
問	埼玉県県民生活部防犯・交通安全課
☎ 048-830-2958 http://www.pref.saitama.
lg.jp/site/soudankyuhu/koutuuengoseido.html

交通事故被害者のご家族へ
の援護金

三芳町・富士見市登録手話
通訳者認定試験

手話通訳者派遣事業で活躍する登録手話
通訳者の認定試験を実施します。
▶日時　２月 6日㈯	　9:00 ～
▶会場　	富士見市市民福祉活動センター

「ぱれっと」
▶受験資格　次のすべての条件を満たす人
① 	20 歳以上で、三芳町または富士見市
に在住の人。
②	三芳町・富士見市手話通訳者養成講習
会を修了している人、またはそれと同
等の通訳技術・資格をお持ちの人。
③	聴覚障がい者との関わりが概ね３年以上
で、三芳町・富士見市内の聴覚障がい者
との関わりが概ね１年以上ある人。
▶	申込み　申込書に必要事項を記入し、
１月 4日㈪～ 20 日㈬（必着）までに
福祉課へ郵送か直接提出してください。
※申込書は三芳町福祉課で配布します。
問	福祉課障がい者支援担当内 177

必ずチェック！最低賃金
埼玉県最低賃金時間額 820円

埼玉県最低賃金が時間額 820 円に改正
されました。なお、特定の産業について
は特定最低賃金が適用されます。
問	埼玉労働局賃金室☎ 048-600-6205
または最寄の労働基準監督署

犬の飼い方・しつけ方教室

無駄吠え・咬みぐせ等、犬の問題行動に
はそれなりの理由があります。犬社会の
法則を知れば飼い主と犬が快適に過ごせ
る環境が作れます。
▶日時　1月 23日㈯　13:30 ～ 15:30
▶場所　市民交流プラザ「フクトピア」
　　　　ふじみ野市福岡 1-2-5
▶定員　80人（定員になり次第締切）
　※飼い犬の同伴はできません
▶参加費　無料
�問富士見市健康増進センター☎ 252-3771

▶日時　1月 21日㈭ 13:45 ～ 15:30
▶場所　和光市民文化センター小ホール
▶内容　演題　「ガンが嫌がる食生活」
　講師　丁宗鐡氏（日本薬科大学学長）
▶対象	 55 歳以上の人
▶定員	 230 人
▶料金　無料（要事前申込）
▶申込み　電話または FAX
問	（公財）いきいき埼玉高齢者いきがい支援担当
☎ 048-728-7951 FAX 048-728-7130

彩の国いきがい大学第 1回
特別講座「丁宗鐡氏講演会」


