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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Ⓡ

10月31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。
■町県民税（第３期）
■国民健康保険税（第 4期）
■介護保険料（第 4期）
■後期高齢者医療保険料（第 4期）

納期限にご注意

こ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：�11/7 ㈪・9㈬・10㈭・11㈮
　　　　9：30～ 16：30
▶会場：ふじみ野市役所A501会議室

▶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

野菜ソムリエが教えるみよし野菜を使っ
た彩りもきれいな簡単クッキングです。
▶�日時：11/18 ㈮�10:30 ～ 13:00
▶�場所：中央公民館キッチンスタジオ
▶�対象：町内在住在勤者
▶�料金：1,500 円　▶�定員：16人
▶�メニュー：ほうれん草カレー、にんじ
んとレーズンのサラダ、リンゴのコン
ポート。

▶�申込み：中央公民館に窓口、電話、　
FAX(258-1833) で申し込み。定員を
超えた場合は抽選。

問�中央公民館☎ 258-0050

キッチンスタジオ料理講座
旬のみよし野菜で和洋折衷

▶�日時：11/5 ㈯�8:00
▶�場所：運動公園グラウンド
▶�試合方式：トリプレット（男女問わず）
　４人登録不可。
▶�参加費：日本ペタンクブール連盟会員
は1人1,500円・一般1人2,500円
▶�申込み：10/16㈰までにFAXで連盟会
長の吉沢に申し込み（FAX:258-3993)。

問�生涯学習課スポーツ推進担当内 516
　町ペタンク連盟会長☎090-4727-3597

第 10回三芳町
オープンペタンク大会

親子でふれあいながら楽しむ絵本とわら
べうたの会。今月はぐりぐらボランティ
アがお話しします。
▶対象：０歳から未就学児と保護者20組
▶日時：10/25 ㈫ 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)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

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

甲種新規及び乙種
防火管理講習会

▶日時：甲種新規…10/26 ㈬・27㈭
　乙種…10/26 ㈬ (全日9:00～16:30）
▶会場：消防組合消防本部大講堂
▶�申込み：10/12㈬８:30～16:00に消防
本部予防課、東消防署に申請�※郵送不可
▶定員：両種合計 90人�※定員次第締切
▶�受講資格：三芳町、富士見市、ふじみ
野市に在住在勤で管理監督的な立場に
ある人 (各事業所２人以内 )

▶受講料　4,000 円（テキスト代含む）
問�入間東部地区消防組合消防本部
　予防課査察指導係☎ 261-6007
　東消防署消防課消防係☎ 255-4119三芳町、富士見市、ふじみ野市に在住の

60歳以上が対象。働くことを通じて健康
づくりや生きがいづくりをしませんか。
▶日時（すべて 13：30から）
10/4 ㈫　藤久保公民館２階学習室
10/5 ㈬　上福岡公民館第一会議室
10/11 ㈫　本部事務所会議室
10/14 ㈮　富士見事務所２階会議室
問�入間東部シルバー人材センター☎266-3001

▶日時：12/9 ㈮ 9:30 ～正午
▶会場：三芳町役場 3階会議室
▶�内容：災害について /避難所での気を
つけたい症状 /床からの起き上がり、
立ち上がり

▶対象：規定時間参加できる人
▶費用：100円（保険料）
▶申込み：日赤埼玉県支部講習係
　☎048-789-7117まで。
問�福祉課福祉担当�内 165

災害時高齢者生活支援講習

▶販売期間：10/18 ㈫～ 12/16 ㈮
▶規格：価格 /500円　14cm× 9cm
　色 /黒またはグレイッシュブルー
▶�頒布場所：財務課・県統計相談室（県
庁第２庁舎１階）・県県民活動総合セ
ンター・県物産観光館そぴあ・その他、
県内一部の書店など。

問�財務課電算統計担当�内 412・413

埼玉県民手帳の販売

薬物乱用は個人の問題だけではなく、社
会全体に危害をもたらします。安易に手を
出すことが命とりになりかねません。薬物
のことでお困りの人はご相談ください。
問�朝霞保健所�☎ 048-461-0468

麻薬・覚醒剤乱用
防止運動

脱税目的で軽油に灯油や重油等を混ぜた
燃料として使用される不正軽油。脱税行
為だけでなく、大気汚染などの環境や健
康にも悪影響を与えるため、県では撲滅
対策を推進しています。不正軽油に関す
る情報を下記までお寄せください。
問�県庁総務部税務課課税担当
�☎ 048-830-2665

10 月は不正軽油
撲滅対策強化月間

シルバー人材センター
入会希望者説明会

東京佼成ウインドオーケストラ
吹奏楽大作戦 !2016

作曲家の伊藤康英指揮のもと、吹奏楽の
名曲、スパイ大作戦、モンスターハンター
の音楽など初めて吹奏楽を聴く人も往年
の吹奏楽ファンも大満足のコンサート。
▶日程：10/2 ㈰�開場14:30�開演15:00
▶会場：コピスみよし
▶料金：一般 3,000 円
　高校生以下1,000円（町在住・在勤・在学者）
▶出演：東京佼成ウインドオーケストラ
問�コピスみよし☎ 259-3211

糸紡ぎ体験&ネイチャークラフト
土曜体験教室 10月

資料館で歴史・文化を楽しく体験！
➊糸紡ぎ体験➋ネイチャークラフトを実施
▶日程：➊ 10/8 ㈯➋ 10/30 ㈰
▶時間：両日 10：00～正午
▶会場：歴史民俗資料館
▶料金：一人➊ 100 円➋ 200 円　
▶定員：各日 20人�▶対象：小学生以上
▶�申込方法：➊ 10/4 ㈫➋ 10/25 ㈫ま
でに歴史民俗資料館に電話で申し込み。

問�歴史民俗資料館☎ 258-6655 人権が尊重され、誰もが自分らしくいき
いきと暮らせる社会を実現するため、皆さ
んの理解・関心を深めるためのフェスティ
バルです。直接会場へお越しください。
▶日時：11/11 ㈮�正午～ 15：20
▶会場：入間市市民会館ホール
▶�内容：ミニコンサート（入間市指定
無形民俗文化財　高倉祇園太鼓）・講
演「もっと多くの人に知ってほしい！や
さしい街�やさしい人（石井めぐみ氏）」・
人権作文朗読、パネル展示・物販など

▶料金：無料
※手話通訳、保育（要予約）あり。
問�総務課人権・庶務担当�内 404・405

第 14回入間郡市
人権フェスティバル

県では4年後の東京オリンピック・パラ
リンピックに向け、外国人観光客へ県の
魅力を伝え、おもてなしができる外国人
案内ボランティア育成講座を開催します。
詳細は埼玉県国際交流協会HPで。
▶日程：11/30 ㈬・12/7 ㈬ほか
▶会場：ウエスタ川越ほか
▶�対象：16 歳以上の県内在住・在勤・
在学者

▶料金：無料
▶定員：100～200人
問�県国際交流協会☎048-833-2992

外国人案内
ボランティア育成講座

パソコンを買おう、買ったけど使いこなせ
ない、もっと楽に使いたいと思っている人
への相談室を開催します（全て月曜）。
▶�日時：10/17・31、11/14・28、
12/12・19の10:00～正午の間、随時
▶会場：竹間沢公民館　学習室
▶料金：無料
▶申込み：事前予約をおすすめします。
問�竹間沢公民館�☎ 259-8311�

パソコンなんでも相談室

開発途上国で活動するJICAボランティ
ア制度や内容の説明会を開催。予約不要。
参加無料。入退場自由。
▶日時：�➊ 10/13 ㈭ 19:00 ～ 21:00
� ➋ 10/19 ㈬ 19:00 ～ 21:00
▶会場：➊さいたま市民会館うらわ
　➋大宮ソニックシティ国際会議室
問�JICA成年海外協力隊事務局
　☎ 03-5226-9813

JICAボランティア
体験談＆説明会


