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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
！

志木発の高速バス「VIPライナー」も運行中！

INFORMATION

新築 ・各種リフォーム　無料でお見積りいたします。

お気軽にご相談ください

おかげさまで５０年

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。

旅券（パスポート）
受付時間の変更

はじめての手話講座

平成 29 年度からパスポート受付時間が
変更となり、12：00 から 13：00 は受
付できませんのでご注意ください。
【午前】9：00 ～ 12：00
【午後】13：00 ～ 16：30
※土曜開庁時は 9：00～ 11：30受取のみ
問 住民課住民担当内 142 ～ 146

手話に興味のある人や初めての人、手話
にふれてみませんか。保育付きです。申
し込みは 5/8 ㈪から 26 ㈮まで。
▶日時：6/5 ㈪・９㈮・12 ㈪・16 ㈮・19 ㈪

　10：00 ～正午
▶場所：富士見市福祉活動センターパレット
▶料金：500 円 
▶保育料：子一人 100 円
▶�対象：高校生以上の三芳町・富士見市

在住在勤者
▶�申込方法：住所・氏名・年齢・電話番号・

保育の有無を富士見市社協に電話（254-
0747）か FAX（252-0111）で申し込み。

問 福祉課障がい者支援担当内 173

手話は聴覚障がい者の言語。聴覚障がい
者とふれあい、交流しお茶を飲みながら
学んでみませんか。
▶�日時：毎月第４火曜 13:30 ～ 15:00
　※ 12 月は第３火曜
▶�場所：藤久保公民館　学習室
▶�料金：無料
▶�申込み：直接会場にお越しください。
問 福祉課障がい者支援担当内 176
　 藤久保公民館☎ 258-0690

毎月開催 手話サロン

空いている時間で子どものサポート活動
をするための基礎講座を行います。
▶日時：6/16 ㈮ 10：00 ～ 12：00
▶ 対象：会員・提供会員に興味のある人、

お話を聞きたい人など
▶場所：藤久保公民館　学習室
問 ファミリーサポートセンター☎ 258-0075

スポーツ・レクリエーション大会の全国大
会か国際大会の出場選手（団体）に申請に
より奨励金を交付します。（同年度に一度のみ）
▶ 対象：文部科学省、日本体育協会、日

本レクリエーション協会が主催、共催、
後援する全国大会か国際大会

▶奨励金額：➊県内開催 ➋県外開催
➊個人：1人5,000円/団体：人数に5,000
円を乗じ、15,000 円を上限
➋個人：1 人 10,000 円 / 団体：人数に
10,000 円を乗じ、30,000 円を上限
※国際大会は別途協議
▶ 申込方法：一度担当課にお問い合わせく

ださい。必要書類などのご説明をします。
問 生涯学習課スポーツ推進担当内 516

ファミサポ基礎講座

下記の講習会で地元警察署で運転免許証
の更新手続きが済みます（有効期間は受
講日から半年以内）。
▶�日時：6/7 ㈬ 17：30 ～ 19：30
▶�対象：12/6 までに免許更新予定の満

69 歳までの人で下記の人。
➊�違反運転者で鴻巣運転免許センターに

行かなければならない人
➋初回免許更新者
▶�受講料：1,500 円
▶定員：80 人
▶場所：中央公民館 多目的ホール
▶ 申込み：商工会窓口で運転免許証と受

講料を持参し直接申し込み。
問 三芳町商工会事務局 ☎ 274-1110

鴻巣まで行かなくても OK
運転免許証更新時講習会

認知症講演会
「認知症を理解する」

いもっこ体操全体大会

健康づくり教室

加齢に伴い衰えやすい筋肉を維持向上で
きるように理学療法士等により作られた
いもっこ体操。各地区で行っている、い
もっこ体操を総合体育館で実施します。
▶日時：5/31 ㈬ 9:30 ～正午
▶場所：三芳町総合体育館アリーナ
▶料金：無料　　▶定員：150 人程度
▶申込み：担当に電話か窓口で申し込み。
問 地域包括支援センター内 188・189

楽しみながら体操を行う、体力づくりの
教室です。教室の初回と終了前には簡単
な体力測定を実施。いもっこ体操体験も。
▶�日時：6/8・15・22・29、　　　　

7/6・13・20・27、8/3・8
　※ 8/8 ㈫以外はすべて木曜日
▶対象：65 歳以上の住民
▶場所：藤久保公民館ホール
▶料金：無料　▶定員：30 人
▶申込み：担当に電話か窓口で申し込み。
問 地域包括支援センター内 188・189

5/1 ～ 6/30
不正大麻・けし撲滅運動

「大麻」や一部の「けし」は、法律で栽培、
所持などが禁止されています。大麻や栽
培してはいけない「けし」を発見したら
最寄りの保健所へご連絡ください。
問 朝霞保健所☎ 048-461-0468

老齢基礎年金の支給開始年齢は原則 65
歳ですが、65 歳前に繰り上げて減額され
た年金を受け取ることができます。ただ
し、支給を繰り上げた場合、生涯減額さ
れた年金を受けること、障害基礎年金を
請求できなくなるなど、注意が必要です。
また、66 歳以降に老齢基礎年金を受け
始める繰り下げの場合は、年金額が増額
されます。詳しくは、お近くの年金事務
所または下記までお問い合わせください。
問 住民課保険年金担当内 156

老齢基礎年金の
繰り上げ・繰り下げ

平成 29 年
工業統計調査実施

工業統計調査は国の工業の実態を明らか
にすることを目的とした統計法に基づく
報告義務がある重要な統計です。調査結
果は中小企業施策や地域振興などの基礎
資料として利活用されます。調査時点は
６月１日です。調査へのご回答をお願い
します。
問 財務課電算統計担当内 413

地域の身近な相談相手
民生委員・児童委員

高齢者や障がいのある人への支援や子育
て、介護での心配事や不安など困ったこ
とがあるときは、民生委員・児童委員、
主任児童委員に気軽にご相談ください。
※各委員には守秘義務があり、相談者の
秘密は守られます。
問 福祉課福祉担当内 173

みよし大崎 Jr. ハンドボール
チームサポーターズクラブ会員募集

スポーツ大会等出場選手
奨励金制度

みよし大崎ジュニアハンドボールチーム
の活動を支援するサポーターズクラブを
発足し、ハンドボール経験者や興味のあ
る人を募集します。
▶�内容：土・日曜・休日のチーム活動の

指導者の補助 / 練習試合等の審判員・
記録 / その他活動に必要なこと
▶�申込み：申請書（HP に公開）に必要

事項を記入し、生涯学習課に申し込み。
問 生涯学習課スポーツ推進担当内 516

認知症の人が住み慣れた地域で暮らし
続けるためには、地域に住む一人ひとり
の理解が重要です。認知症の正しい知識
を学ぶ機会としてご参加ください。
▶�講師：吉田直哉氏（富士内科クリニッ

ク院長・東入間医師会もの忘れ相談医）
▶日時：5/21 ㈰  9：15 ～ 10：30
　　　　開場 9：00
▶場所：藤久保公民館ホール
▶料金：無料　
▶定員：150 人（先着）
▶�申込み：不要。直接お越

しください。
問 地域包括支援セン
ター内 188・189

障がいを知り共に生きる
あいサポーター研修

私たちが障がい者に対して、できること
は何かを考え理解を深める「あいサポー
ター研修」。1 時間半の簡単な研修です。
障がいとは何かを一緒に考えてみません
か。直接会場にお越しください。
▶ 日時：5/11 ㈭ 10:00 ～ 11:30
▶ 会場：藤久保公民館学習室
問 福祉課障がい者支援担当内 176


