
広

告

広

告

MIYOSHI 16MIYOSHI17

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。

親子リラックス TIME

リズム体操、親子遊びなどを行います。
▶日時：6/20㈫、7/11㈫10:00～11:00
▶場所：藤久保公民館和室
▶対象：2 ～ 4 歳児
▶定員：親子 15 組
▶持物：飲み物、タオル、動きやすい服
　※和室のため、裸足で行います。
▶申込：6/6 ㈫より、藤久保公民館に
　電話または直接申し込み。（定員に達
　し次第締め切り）
問 藤久保公民館 ☎ 258-0690

32 ホール（4 ゲーム）の個人戦。昼食
や飲み物は各自ご用意ください。用具レ
ンタルもあります。
▶�日時：7/1 ㈯ 9:00 開 会（8:30 受 付

開始）※予備日 7/4 ㈫
▶�場所：三芳町運動公園グラウンド
▶�料金：500 円（一般参加）
▶�申込み：所定用紙に記入の上、参加費

を添えて 6/15 ㈭までに生涯学習課へ
申し込み。（所定用紙は生涯学習課内）

問 生涯学習課スポーツ推進担当内 516
　 団体事務局 有賀☎ 090-3539-4620

第 21 回町長杯
グラウンドゴルフ大会

さいたま地方法務局と埼玉県人権擁護委
員連合会は、子どもをめぐる様々な人権
問題への取り組みとして、全国一斉「子
どもの人権 110 番」強化週間を設定し、
通常の受付時間を延長するなどして、一
人でも多くの子どもたちから専用相談電
話による相談を受け付けます。
※秘密は厳守します。
▶専用電話番号：0120-007-110
　　　　　　　  （全国共通・無料）
▶期間：6/26 ㈪～ 7/2 ㈰
▶時間：8:30 ～ 19:00
※ 7/1㈯および 7/2 ㈰は 10:00 ～ 17:00
問 さいたま地方法務局人権擁護課
　☎ 048-859-3507

全国一斉「子どもの人権
110 番」強化週間

老齢基礎年金は、20 歳から 60 歳にな
るまでの 40 年間保険料を納めなけれ
ば、満額の年金を受け取ることができま
せん。国民年金保険料の納め忘れなどに
より、保険料の納付済み期間が 40 年間
に満たない場合は、60 歳から 65 歳に
なるまでの間に国民年金に任意加入して
満額の年金に近づけることができます。
なお、平成 29 年 8 月から、老齢基礎年
金を受給するためには、保険料の納付済
期間や保険料の免除期間等が 10 年以上
と変わりますが、この要件を満たしてい
ない場合は、受給権取得を目指して 70
歳になるまで任意加入することができま
す。また、海外に在住する日本国籍の人
も国民年金に任意加入することができま
す。

付加年金保険料（月々 400 円）
を納めて年金を増やす。

第 1 号被保険者（および任意加入被保険
者）の人は、ご希望により利用できます。
月々の定額保険料に付加保険料（400
円）をプラスして納めると、老齢基礎年
金に付加年金が上乗せされて受け取るこ
とができます。受け取る付加年金は、定
額のため物価などによってスライド（増
額・減額）しません。２年間受け取ると、
納めた保険料と同額になるため大変お得
です。詳しくは、お近くの年金事務所ま
たは、お住まいの市町村役場までお問い
合わせください。

ご存知ですか？
国民年金の任意加入制度

卓 球 教 室

▶日時 :7/8 ㈯、15 ㈯ 9:00 ～ 12:00
▶場所 : 総合体育館
▶対象 : 小学 3 年生以上
▶料金 : 保険料 500 円（当日集金）
▶申込み :6/30 ㈮までに生涯学習課、総合
　体育館、卓球連盟事務局のいずれかへ
問卓球連盟事務局☎ 258-2064 　　
　FAX259-2741
   生涯学習課スポーツ推進担当内 516

税務職員採用試験

税務署や国税局で勤務する税務職員（国
家公務員）を募集します。
▶日時：一次試験 9/3 ㈰ 
 　　　　二次試験 10 月中旬
▶ 受験資格：平成 30 年 3 月までに高校・

中等教育学校を卒業見込みの人および
3 年以内に卒業した人

▶試験内容：高等学校卒業程度
▶�申込み：6/19 ㈪～ 28 ㈬にインター

ネット申し込み
問 関東信越国税局人事第二課
☎ 048-600-3111 内 2097

「ダメ。ゼッタイ。」
普及活動 6/20 ～ 7/19

覚醒剤・大麻・危険ドラッグなどの薬物
乱用は自分だけでなく、家族などの周り
の人たちの人生も狂わせ、社会全体に計
り知れない危害をもたらします。「ちょっ
とだけなら」といった甘い考えは命取り
です。県では、薬物乱用を防止するため、
6・26 ヤング街頭キャンペーンや国連
支援募金活動を実施します。正しい知識
を身につけ、薬物乱用を根絶しましょう。
薬物でお困りの人はご相談ください。
問 朝霞保健所 ☎ 048-461-0468

優良運転者表彰

参加・体験型の講習を通じて、自分の運
転能力について学びます。
▶日時：7/16 ㈰　9:00 ～ 12:00
▶ 対象：東入間警察署管内に居住する

65 歳以上の普通免許を所持する人
▶定員：50 人
▶場所：セイコーモータースクール
　富士見市上沢 3-7-37
問東入間警察署交通課
☎ 049-269-0110 内 411・413
※申込受付は平日 9:00 ～ 17:00

体験型交通安全教室
「シルバードライバードッグ」

東入間交通安全協会では、東入間警察署
の協力を得て、平成 29 年 6 月 1 日現
在で優良運転者（過去 5 年、10 年、15 年、
20 年、25 年、30 年、35 年、40 年お
よび 45 年間無事故・無違反）該当者で、
かつ東入間交通安全協会会員方の表彰を
行います。申請書類および無事故・無違
反証明申請用紙は協会事務局等に用意し
てあります。
▶申請期間：6/1 ㈭～ 8/25 ㈮
　※平日執務時間内のみ
問 東入間交通安全協会事務局
　（東入間警察署内）☎ 264-0991

水道台帳作成のため、上下水道課が委託し
た調査員が、ご家庭・事務所に設置してい
る給水装置（止水栓・水道メーター・貯水槽）
の位置確認のため現地にうかがうことがあ
ります。
�■請求行為は絶対行いません

調査員は、腕章・上下水道
課発行の身分証明書を携帯
しています。委託調査員
は物品の販売・料金の請求

行為は行いません。
▶委託業者：

東日本総合計画㈱
▶調査期間：
6/12 ～ 10/20
問 上下水道課
水道施設担当
☎ 274-1014

止水栓・水道メーター
貯水槽現地調査

毎日の生活に欠かせない「水」は、限り
ある貴重で大切な資源です。一方、町で
は地震災害に備え、揺れに強い水道施設
の改築などの対策をし、安全でおいしい
水をお届けしています。
問 上下水道課 ☎ 274-1014

６/1 ～ 7 は水道週間
あたりまえ そんなみずこそ たからもの

運動と食事の両面から健康をサポートす
る健康長寿事業の参加者を募集します。
個別対応で参加の流れ、活動量計の使用
方法などを説明します。※完全予約制
▶日時：6/13 ㈫ 6/27 ㈫ 7/13 ㈭ 7/25 ㈫
▶場所：健康増進課
▶料金：無料
▶対象：18 歳以上の町内在住または在勤者
▶申込み：健康増進課に電話予約
問 健康増進課健康長寿担当内 183

活動量計（歩数計）無料貸与！
健康長寿事業簡易導入セミナー

竹間沢車人形の公演に、人形の遣い手（小
学 4 年生以上）として参加してみませ
んか？公演演目の 1 つを、応募参加者
中心に上演予定です。また、公演を支え
てくれる応援サポーターも同時に募集し
ます。
▶練習日：初日 6/28 ㈬  詳細は問い合せ
▶練習場所：竹間沢第 1 区集会所、コ
　ピスみよし
▶申込み：ホームページまたはコピスみ
　よしに来館、電話。
問 コピスみよし☎ 259-3211

町の伝統芸能
車人形公演参加者募集


