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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。

障害等級の 1級または 2級に該当する
人は、障害基礎年金を受けられる場合が
あります。ただし、保険料の納付状況に
よっては受けられない場合もありますの
でご注意ください。
※障害者手帳にある等級とは異なる。
※�一定額以上の所得や他年金を受給して
いる場合の受給制限あり。

▶�対象：下記の条件下で障害等級の 1
級または 2級に該当した人

①�国民年金加入中等に初診日がある病気
やケガ等で障害状態になった場合

② �20 歳前に初診日がある病気やケガ等
で障害状態になった場合（20歳また
は障害認定日から受給可）

問�住民課保険年金担当内 156

受験資格等詳細は受験案内をご覧くださ
い。受験案内は 8/21 ㈪より上下水道課
にて配布しています。
▶日程：11/26 ㈰
▶場所：埼玉工業大学（深谷市）
▶受験料：10,000 円
▶�申込み：8/21 ㈪～ 9/29 ㈮郵送にて
必着

問�上下水道課☎ 274-1014

排水設備工事責任技術者
共通試験

敬老祝金

町では長寿を祝福し、敬老祝金事業を
行っています。平成 28年 8月 15日以
前から引き続き 1年以上在住の人が対
象です。
▶対象
① 100 歳（百寿）30,000 円
大正5年8月16日～大正6年8月15日生
② 99 歳（白寿）20,000 円
大正6年8月16日～大正7年8月15日生
③ 88 歳（米寿）10,000 円
昭和3年8月16日～昭和4年8月15日生
▶�振込み予定 :9 月下旬　　　　　　　
受給資格者には 8月中旬に通知など
を郵送します。敬老祝金は口座振込み
によりお支払いしますので、敬老祝金
口座振込依頼書に記入し、同封の返信
用封筒にて 8月末日までに返送して
ください。なお、口座をお持ちでない
人は下記までご連絡ください。

問�福祉課福祉担当内 172・173
はじめての手話体験講座

聞こえづらい人を対象に
手話体験講座を行いま
す。講座内容を文字にし
てスクリーンに映し出す
要約筆記付き。

▶�日 時：8/25 ㈮ 28 ㈪ 9/4 ㈪ 8 ㈮　
11㈪ 10:00 ～正午

▶場所：三芳町総合体育館研修室
▶料金：500円�（テキスト代、保険料）
▶�対象：難聴、中途失聴の人で高校生以
上の三芳町・富士見市在住在学在勤者

▶�申込方法：住所・氏名・電話番号・補
聴器使用の有無を富士見市社協に電話
かFAXで申し込み。※8/1㈫～18㈮

問�富士見市社会福祉協議会
　☎ 254-0747　FAX252-0111

断酒や禁酒とは違い、飲酒量をコント
ロールし、健康的な飲酒生活を送ること
を目指します。
▶日時：9/15 ㈮ 10/20 ㈮ 11/17 ㈮
　14:30 ～ 16:30
▶�場所：フォーシーズンズ志木ふれあい
プラザ（マルイ 8階）

▶料金：無料
▶定員：50名※先着順
▶申込み：朝霞保健所に電話申込み
問�埼玉県朝霞保健所☎ 048-461-0468

障害基礎年金 子育て支援センター
個別相談

平成 29年 10 月から個別相談による支
援の充実をはかっていきます。予約制（電
話可）を原則とし、費用はかかりません。
▶�����相談日：最終月曜日を除く月曜日
　①10:00～ 10:30② 11:00～ 11:30
　※ 1枠 1人のみ
�▶場所：子育て支援センター
▶相談員：子育て支援員、保育士
問���子育て支援センター☎ 258-5106

節酒のすすめ
アルコール健康講座

埼玉県交通安全対策協議会では、埼玉県
内在住の交通遺児等（18歳以下の人で、
保護者が交通事故により死亡または重い障
害を負った人）を対象に、援護一時金を給
付しています。
▶�対象者：平成28年4月1日以降に交通
遺児等になった県内在住の18歳以下
の人

▶�給付額：子ども一人につき 10万円　
（1回のみ）
▶�申込み：各市町村、学校等で配布する
申請書類に記入し、みずほ信託銀行浦
和支店（さいたま市浦和区高砂 2-6-
18）に郵送または持参

　平成29年11月給付分…8/31㈭まで
　平成 30年 5月給付分…2/28 ㈬まで
問��埼玉県県民生活部防犯・交通安全課　
☎048-830-2958

交通事故被害者の
家族への援護金

8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2期）
■国民健康保険税（第 2期）
■介護保険料（第 2期）
■後期高齢者医療保険料（第2期）

納期限にご注意

樹木の伐採や剪定の
お願い

生垣や庭木などの緑は私たちの生活に潤いと
癒しを与えてくれるものですが、道路上まで
伸びた樹木の枝等は通行の妨げになるだけ
ではなく、倒木や枝の落下などの事故につな
がる恐れがあります。このような樹木等の管
理者は土地所有者であり、原則町が伐採や
剪定をすることはできません。適切な管理を
お願いします。ただし、台風や大雨で緊急の
対応が必要な場合は、所有者の皆様への事
前連絡を行わず、道路管理者である町が伐
採や剪定をすることがありますので、ご理解
とご協力をお願いします。
問�道路交通課道路管理担当内 224

ワンクリック請求、架空請求、消費者サー
ビスに関する苦情などについて、公平な
立場で解決に向けたアドバイスや情報提
供をし、必要ならあっせんを行い、相談
者と一緒に解決します。守秘義務により
情報が外部に漏れることはありません。
迷わず、すぐに相談してください。
▶�日時：毎週月～金（水曜日は行政職員
が対応）※祝日、年末年始除く

　10:00 ～ 16:00（12:00 ～ 13:00 除く）
▶場所：役場 2階内職相談室
▶予約：不要。来庁または電話で相談。
問�観光産業課商工観光担当内 215

消費生活センターを
ご利用ください

埼玉県では、外国人
観光客を案内したり、
地域の在住外国人を
支援するボランティ
アの育成講座の受講

者を募集しています。
▶�場所：ウェスタ川越、大宮ソニックシ
ティなど

▶料金：無料
▶�申込み：QRコードから国際交流協会
のHP参照

問��埼玉県国際交流協会
　�☎ 048-833-2992

外国人案内ボランティア
育成講座受講者募集

平成 29年 4月に立ち上げ、親睦、健康
と教養の向上、地域との密な連絡、老人
福祉の向上、社会への貢献を目的に活動
しています。一緒に白藤会で活動してみ
ませんか！藤久保二区在住の原則 65歳
以上の男女の会員を募集しています。
問�会長：齋藤☎ 259-5450

藤久保二区老人会
「白藤会」会員募集

夫婦間介護をしている人、今後介護する
可能性のある人、介護に興味のある人、
介護者同士の交流で情報を共有しましょ
う。
▶日時：8/24 ㈭ 13:30 ～ 15:30
▶場所：藤久保公民館 2階図書室
▶申込み：下記に電話申込み
問��地域包括支援センターみずほ苑みよし　
☎ 293-7341

介護者交流会

町の歴史、文化に興味を持ち、見学者へ
の説明や体験事業の協力などで活躍した
い人向け。全 9回のうち 7回以上の出
席でボランティアとして登録できます。
▶日時：8/27 ㈰ 10:00 ～（第 1回目）
▶場所：歴史民俗資料館
▶�対象：18歳以上（健康で資料館や旧
島田家に通える人）
▶定員：20人
▶申込み：8/24 ㈭までに下記へ電話
問�歴史民俗資料館☎ 258-6655

古民家ボランティア
養成講座


