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INFORMATION

電気工事業･管工事業/埼玉県知事（般-24）第45897号

三芳町上富1552

☎（049）258-0470（代）　FAX（049）258-9828

快適空間の創造　　エアコンのことなら！ 三芳町にお住いの方へ 広告

お迎えから火葬まで、消費税も含めて

費用が安くても、安心できる葬儀には理由があります

追加費用一切なし

24時間
365日

ふじみ野市大井中央4-9-12

厚労省認定 葬祭ディレクター１級所持

安置施設を所有（安置の追加費用不要）

安心のしののめの里のご葬儀安心のしののめの里のご葬儀

詳しくは

お気軽にお問い合わせください

三芳町北永井394-2

建築物･貯水槽清掃業登録

☎049-257-2658

㈱アゼル

で埼玉アゼル 検　索

0120-028-350Ⓡ

三芳町テニス協会では、多くの人にテニ
スを楽しんでもらうため、下記の要領で
テニス教室を開催します。
▶�日時：9/10 ㈯からの土曜日 (全 8回 )
　9、10月 (13:00 ～ 15:00)
　11月 (12:00 ～ 14:00)
▶�場所：運動公園テニスコート
▶�対象
ジュニア：小学 4年生から中学 3年生
シニア：50歳以上の町内在住・在勤者
▶�料金
入会金：200円 (1 回目持参 )
参加費：ジュニア100円、シニア200円
　　　　(各回持参 )
▶�定員：ジュニア 12人、シニア 20人
▶�申込期間：9/6 ㈫～ 9/8 ㈭�
　　　　　　9:00 ～ 19:00
▶�申込み：申込期間までに総合体育館に
申し込み。電話受付不可。

問�生涯学習課スポーツ推進担当内 516
　�テニス協会 (夜間 )
　�林☎ 258-4809　岡野☎ 258-9200

9月30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。
■国民健康保険税（第 3期）
■介護保険料（第 3期）
■後期高齢者医療保険料（第 3期）

納期限にご注意

▶内容：困ったときの相談先
　　　　オムツの上手なあて方
▶日時：9/28 ㈬ 13:30 ～ 15:30
▶場所：藤久保公民館　学習室
▶料金：無料
▶対象：介護をしている人・介護に興味
　のある人
▶共催：三芳町地域包括支援センター
　地域包括支援センター埼玉セントラル
▶申込み：下記へ電話で申し込み。当日
　まで可。
問�地域包括支援センターみずほ苑みよし
☎�293-7341

介護教室開催

三芳町こころの健康講座「歌でこころの
健康づくり」を開催します。人と出会い、
一緒に歌うことで「こころの健康づくり」
を始めてみませんか。
▶日時：9/24 ㈯ 14:00 ～ 16:00
▶場所：藤久保公民館　ホール
▶料金：無料　　▶定員：100人
▶対象：町内在住・在勤者
▶共催：三芳町こころの健康づくりをす
　すめる会
▶申込み：下記へ申し込み。
問�福祉課障がい者支援担当内 177

歌でこころの健康づくり

簡単に続けられる健康第一の塩分カット
メニュー作りの秘訣を、この機会に学ん
でみませんか。
▶日時：10/14㈮　10:30 ～ 13:30
▶場所：中央公民館キッチンスタジオ
▶料金：1,000 円
※講座申し込み後の取消時に取消料金が�
　発生する場合あり
▶メニュー：①簡単黒酢の酢豚
　　　　　　②中華あったま汁
　　　　　　③黒酢のドリンクサングリア
▶持ち物：エプロン、三角巾、ハンドタオル
▶対象：町内在住・在勤者
▶�定員：16人（定員を超えた場合抽選）
▶�申込み：10/7 ㈮までに中央公民館窓
口、電話、FAX(258-1833) まで申し
込み。

問�中央公民館☎ 258-0050

キッチンスタジオ料理講座
塩分カットメニュー

日時 場所
10/1 ㈯

13:30 ～ 16:15
淑徳大学

埼玉キャンパス

日時 場所
10/8 ㈯

13:30 ～ 16:15
文京学院大学

ふじみ野キャンパス

①老後の人生にとって大切なこと
　～人生の最後に備える～
淑徳大学教授と弁護士の講演後、ワーク
ショップとして遺言書を実際に書きま
す。

②閉じこもらない生活のススメ
文京学院大学准教授とふじみ野市民生委
員の講演後、グループ討論を行います。

▶料金：無料　　▶定員：先着 80人
▶申込み：9/9 ㈮までに、メール・
FAX(274-1521) ハガキのいずれかで➊
郵便番号➋住所➌氏名➍年齢➎性別➏職
業➐電話番号➑ FAX 番号を明記し、淑
徳大学共催公開講座係 ( 〒 354-8510�
埼玉県入間郡三芳町藤久保 1150-1) へ
申し込み。電話受付不可。
問�淑徳大学�共催公開講座係
☎ 049-274-1511　

淑徳大学・文京学院共催講座
シニア時代をどう暮らす

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。保育士などの有資格者は免除できる
部分もあります。
▶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など
▶日時：10/3 ㈪・4㈫・5㈬・6㈭
　　　　9:30 ～ 16:30
▶場所：鶴瀬西交流センター
▶料金：無料

※利用者も募集します。HPか
ら登録できます。詳細は下記
へご連絡ください。

問�緊急サポートセンター埼玉
　�☎ 048-297-2903
byoujihoiku@oboe.ocn.ne.jp

緊急サポートセンター埼玉
サポート会員養成講習会

くぬぎ山保全管理活動

外来植物の除去など、平地林の手入れ作
業を行います。
▶�日時：10/2 ㈰ 10:00 ～ 12:00
　　　　(受付 9:30 ～ )
▶�場所：「くぬぎ山・駒ヶ原の森」草地
　　　　所沢市大字下富 1456-1
▶�服装：長袖、長ズボン、帽子、タオル
　　　　軍手、飲み物など
▶�申込み：9/21 ㈬までに申し込み
問�くぬぎ山地区自然再生協議会事務局
☎ 048-830-3150

ジュニア・シニア
硬式テニス教室

�▼�申込方法など

親子でふれあいながら楽しむ絵本とわら
べうたの会。今月は中央図書館司書がお
はなしします。
▶対象：０歳から未就学児と保護者20組
▶日時：9/27 ㈫ 10:30 ～ 11:30
▶会場：中央公民館１階子育てスタジオ
▶申込み：中央公民館に窓口、電話、　
　FAX(258-1833)まで申し込み(先着順)
問�中央公民館☎ 258-0050

おひざでだっこ
えほんとわらべうたの会

予約不要
消費生活センター

契約トラブルや架空請求など消費生活に
関する相談を受け付けています。
▶日時：平日 (水曜日は除く )
　　　　10:00 ～ 16:00
▶場所：役場 2階�消費生活センター
▶相談：来庁または電話で相談。
問�観光産業課商工観光担当内 215

いきいき元気教室

運動、栄養についての教室です。
筋肉量や体脂肪量などの測定、健康的な
生活を送るための知識を学びます。
いもっこ体操の体験も行います。
▶日時：10/5 ㈬、12㈬、18㈫
　　　　10:00 ～ 12:00
▶場所：藤久保公民館ホール
▶持ち物：水分補給用の飲み物
▶�料金：無料　▶�定員：30人
▶�対象：65歳以上の町内在住者
▶�申込み：下記まで電話または窓口で申
し込み。

問�健康増進課地域包括支援センター内188

毎週水曜日に実施
内職相談室

内職を探している人を対象に、毎週水曜
日、役場にて内職相談室を実施していま
す。紙製品・洋裁・電気部品など見本も
あります。予約不要。
▶日時：毎週水曜日　10:00～16:00
▶場所：役場 2階�内職相談室
▶相談：来庁または電話で相談。
問�観光産業課商工観光担当内 215

「ナース服で撮影会」や「お菓子で調剤」
など病院の様々なお仕事やメディカル
チェックを楽しく体験できます。
▶日時：10/1 ㈯ 11:00 ～ 16:00
　　　　(入退場自由 )
▶場所：ふじみ野市立産業文化センター
▶対象：小学生および保護者
問�子どもアナザーホーム
(NPO法人女性就労サポートセンター )
☎ 049-293-1137

親子で参加する
病院の仕事体験イベント

▶内容
①午前の部：団体戦で 1チーム 3人、1
　人4射で計12射。上位3位まで表彰。
②午後の部：個人戦で 1人 4射、色的
　の得点制で行う。上位5位までを表彰。
▶日時：10/23 ㈰　9:30 開始
▶場所：三芳町弓道場　▶定員：なし
▶対象：18歳以上の町内在住・在勤　
　で弓道経験のある人
▶料金：1,000 円 ( 昼食付 )
▶申込み：9/18 ㈰までに電話で三芳町
　弓道連盟 (☎258-2421)に申し込み。
問�生涯学習課スポーツ推進担当内 516
　�三芳町弓道連盟�
　�亀井☎�090-9322-4868
　�加藤☎�090-8512-1042

第22回三芳町弓道大会

健康長寿へ楽しく体操
いもっこ体操健康教室

体を動かしながら、生き生きはつらつと
した健康長寿のポイントを学びます。
▶日時：9/29 ㈭　10:00 ～ 11:30
▶会場：北永井第 6区集会所
▶参加費：無料
　申込不要。直接会場にお越しください。
問�健康増進課地域包括支援センター内188


