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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Ⓡ

三芳の子どもたち！12/11㈰は中央公
民館に集合だ。町の平和を守るため、ミ
ヨシーザーにみんなの力を貸してくれ！
▶�日時：12/11 ㈰
　　　　開場 13:00 開演 13:30
▶�場所：中央公民館１階ホール
▶�出演：アクションチーム☆ナックル
▶�料金：無料
▶�申込み：直接会場へお越しください。
問�中央公民館☎ 258-0050

町戦士ミヨシーザー
スペシャルショー

▶�日時：2/19 ㈰��スタート 9:00
▶�場所：スタート�富士見市諏訪小学校前
　　　　ゴール�三芳町役場
▶�対象：三芳町、富士見市、ふじみ野市
在住・在勤・在学者 (中学生以上 )

▶�定数：100チーム ( 先着順 )
▶�料金：１チーム6,000円(保険料など)
　中学生のみのチーム 2,000 円
▶�申込み：12/2 ㈮～ 1/10 ㈫までに申
込書に必要事項を記入し、参加費を添
え、生涯学習課または総合体育館に申
し込み (申込用紙は生涯学習課または
総合体育館にて入手可 )。

※コースのルートや各部門の詳細など
　大会の内容の詳細については、下記へ
　お問い合わせください。
問�生涯学習課スポーツ推進担当内 516

第 48 回入間東部地区
駅伝競走大会

親子でふれあいながら楽しむ絵本とわら
べうたの会。今月はスイミーおはなし会
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：12/20 ㈫ 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

12/4～ 12/10までの人権週間で、さい
たま地方法務局と埼玉県人権擁護委員連
合会では、下記の記念行事を開催します。
▶日時：12/4 ㈰�13:00 ～ 16:30
▶�内容
　【第一部】平成28年度全国中学生人権
　作文コンテスト�埼玉県大会表彰式
　【第二部】講演会　野原すみれ氏
　「家族介護者の心の健康～知って、気づ
　いて、支え合おう～」
▶場所：さいたま市産業文化センター
▶料金：無料　▶定員：300人
▶申込み：直接会場にお越しください
問�さいたま地方法務局人権擁護課
　☎ 048-859-3507

第 68回人権週間

少年サポートセンター
西分室川越相談室

お子さんの非行・家出・犯罪被害などで
お悩みの人はご相談ください。
【電話相談】
少年相談(保護者向け)�☎049-239-6598
※面談相談は予約が必要です。
ヤングテレホン(少年向け)☎048-861-1152
▶日時：月曜日～金曜日�9:00 ～ 16:00
　　　　(土日祝日除く )
問�少年サポートセンター西分室川越相談室
　☎ 049-239-6598

▶日時：12/27 ㈫�10:00 ～ 12:00
▶場所：環境学習館えこらぼ
　(ふじみ野市・三芳町環境センター内 )
▶定員：小学校 5年から中学生までの
　　　　親子 10組 ( 先着順 )
▶講師：KDDI 総合研究所
▶申込み：下記まで電話で申し込み。
※施設見学も随時受け付けています。
問�ふじみ野市環境課☎ 262-9022

環境学習館えこらぼ講座
携帯電話を手で分解しよう

ノロウイルスによる食中毒は、一年を通
して発生します。特に冬季を中心に流行
し、集団発生も増加します。予防するた
めに次の点に注意しましょう。
①調理や食事前、トイレの後には手洗い
　を十分に行う。
②調理器具は十分に洗浄、消毒する(塩
　素系漂白剤が有効 )。
③食品は中心部まで十分な加熱処理をす
　る (85～ 90℃で90秒以上加熱 )。
④便や嘔吐物からの感染を予防するた　
　め、汚染した場所はマスクや手袋をし
　て消毒する。
問�朝霞保健所生活衛生・薬事担当
　☎ 048-461-0468

ノロウイルスに注意

12月26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）

納期限にご注意

くぬぎ山保全管理活動

認知症カフェ

第30回埼玉県地域
リハビリテーション研修会

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：12/18 ㈰ 10:00 ～ 15:00
　　　　(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
▶�持ち物：長袖、長ズボン、帽子、タオ
ル、軍手、弁当、飲み物など

▶�申込み：12/14㈬までに下記へ申し込み
問�くぬぎ山地区自然再生協議会事務局
　☎ 048-830-3150

▶�日時：2/5 ㈰ 14:00 ～ 16:50
　　　　(受付 13:30 ～ )
▶�場所：ウェスタ川越
▶�内容：「歳のせい？それってサルコペ
ニアかも！？～今から知ろう運動と栄
養の正しいバランス～」
▶�料金：無料　▶�定員：300人 (先着順)
▶�申込み：12/12 ㈪から 1/20 ㈮まで

に FAX(048-773-1249) また
は QR コードにアクセスし、
参加フォームに必要事項を記�

　　　�入し申し込み。
問�( 公社 ) 埼玉県理学療法士会　事務室
　☎ 048-773-1246
chiikirihaken@yahoo.co.jp

▶勤務期間：1月上旬～ 3月末
▶勤務時間：8:30 ～ 17:00 の間で
　　　　　　3～ 7時間勤務
▶内容：確定申告事務補助
▶場所：川越税務署　
▶給与：890円～ 940円
　　　　(交通費別途支給 )
▶人数：140人程度
※申し込み方法など内容の詳
細については関東信越国税局
ホームページをご覧ください。
問�川越税務署総務課�浅田・岩井
　☎ 235-9441

確定申告事務補助
非常勤職員募集

県では 12/11 ㈰からHIV 即日検査を実
施します。検査は採血のみで、約 1時
間で結果がわかります。
※確認検査が必要になった場合は、結果
　報告に約 1週間かかります。

▶時間：各回とも 12:30 ～ 15:00
▶料金：無料
▶申込み：予約不要。直接会場にお越し
　　　　　ください。
問�公益財団法人�埼玉県健康づくり事業団
　☎0493-81-6729�(平日9:00～17:00)

HIV即日検査の実施

認知症カフェでは、認知症の人やその家
族、介護者、地域住民など誰でも気軽に
集まりお茶を飲みながら話をしたり、認
知症の相談や勉強会をします。認知症の
人やその家族以外の人も参加できます。
▶日時：12/4㈰、1/8㈰、2/5㈰、3/5㈰
　　　　10:00 ～ 12:00( 入退場自由 )
▶場所：デイサービスセンター「けやきの家」
▶料金：100円
▶定員：なし
▶申込み：直接会場へお越しください。
問�けやきの家☎ 257-3232

消防出初式

消防職員・消防団員による分列行進、車
両行進、消防演技を実施。協力参加団体
の演技も予定しています。
▶日時：1/8 ㈰�9:20 ～ 11:00
▶場所：ふじみ野市役所第 1・2駐車場
※一般駐車場は、イトーヨーカドー上福
　岡東店立体駐車場 3階になります。
問�入間東部地区消防組合消防本部警防課
　☎ 261-6659

日程 場所
12/11 ㈰ 越谷レイクタウン
12/18 ㈰ 川口駅前市民ホール
1/22 ㈰ ウェスタ川越
2/26 ㈰ WithYou�さいたま
3/19 ㈰ L・フォルテ

～新たな自分発見～
レッツわがまち入門講座

まちづくり活動やボランティアに関心が
ある人を対象に入門講座を開催します。
①第 1 回 まちの風土とみどりを学ぶ
▶�日時：1/25 ㈬�14:00 ～ 16:00
②第 2 回 NPO、活動団体のトークサロン
▶�日時：2/8 ㈬�14:00 ～ 16:00
③第 3 回 まちなかフィールドワーク
※日時・場所などは調整中。
▶場所：①②藤久保公民館 2階学習室
▶�定員：先着 15人
▶�申込み：1/18 ㈬までに下記へ電話ま
たは FAX(274-1009) にて申し込み。

問�自治安心課自治協働担当内 267

館内消毒などのため、下記のとおり臨時
休館日となります。
臨時休館日　12/24㈯～25㈰

問��歴史民俗資料館☎ 258-6655

歴史民俗資料館
臨時休館日のお知らせ


