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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。

退職による国民年金保険料の特例免除は
退職した年度および翌年度に限り利用で
きます。通常、保険料の免除のためには
本人、配偶者、世帯主の所得が基準の範
囲内である必要がありますが、特例免除
では本人の所得を除外して審査します。
▶�対象：退職または失業により保険料の
納付が困難な人

▶�必要書類：雇用保険受給資格者証等公
的機関が発行した離職の事実が確認で
きるもの

問�住民課保険年金担当内 156

パソコンなんでも相談室

パソコンを買いたい、買ったけど使いこな
せない、もっと楽に使いたい人向け。開催
時間中は随時相談可能です。
▶�日時：10/16㈪ 30㈪ 11/13㈪ 27㈪
12/11㈪18㈪10:00～12:00

▶場所：竹間沢公民館学習室
▶定員：15人　▶費用：無料
▶申込み：下記に電話
問�竹間沢公民館☎ 259-8311

つるせよさこい祭り

▶日時：10/15 ㈰ 10:30 ～ 17:00
▶会場：鶴瀬駅西口通線
問���つるせよさこい祭り実行委員会
　�☎049-251-3336ホシノまで

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

第十回特別弔慰金の請求期限が近づいて
いますので、早めに請求してください。
▶対象
平成 27 年 4 月 1 日において「恩給法
による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者
遺族等援護法による遺族年金」などを受
けない場合、死亡当時の遺族のうち、以
下の順位が先になる人（1人）。
➊平成 27 年 4 月 1 日までに弔慰金の
受給権を取得した人 /➋戦没者等の子 /
➌戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉
妹 /➍上記以外の 3親等内の親族
※�戦没者等の死亡時まで引き続き 1年
以上の生計関係があった人に限る。

問�福祉課福祉担当内 173

体育館のバドミントンコートでスポンジ
製のボールを使用して行う競技です。硬
式テニスのダブルスとほぼ同じルールで
すがコートが狭く、ラケットも短く軽い
ため、体力に自信がない人も楽しめます。
▶日時：11/19 ㈰ 9:30 ～
▶場所：三芳東中学校体育館
▶料金：400円 /1ペア（2人）
▶対象：小学 4年以上とその保護者
▶定員：50人（25ペア）
▶�申込み：下記に電話または直接申し込
み（定員になり次第締め切り）

問��生涯学習課スポーツ推進担当内 516

性的少数者に関する基本的な理解を進める
ための県民向け講座を計5回開催します。
▶�日 時： 基 礎 編 11/28 ㈫ 12/17 ㈰
1/28 ㈰　子ども編 12/7 ㈭ 1/14 ㈰
▶�場所：With�You さいたま、ウェスタ
川越、越谷市中央市民公民館
▶�申込み：県ＨＰを確認し、10/10 ㈫
～ 11/9 ㈭にメールまたは FAX

問��県人権推進課☎ 048-830-2255

「知っていますかLGBT？」
（基礎編・子どもの LGBT編）

オータムジャンボから衣替えし、ハロウィ
ンジャンボ宝くじとハロウィンジャンボ
ミニが発売。収益金は市町村の明るいま
ちづくりや環境対策、高齢化対策など地
域住民の福祉向上のために使われます。
▶発売期間：10/11 ㈬～ 10/31 ㈫
▶抽選日：11/9 ㈭
問��埼玉県市町村振興協会　　　　　　
☎ 048-822-5004

1等・前後賞で5億円
ハロウィンジャンボ宝くじ

労働保険料の納付

労働保険料（労災保険・雇用保険）の第2
期分の納期限は10/31㈫です。納付書は
納期限の10日程前に該当事業所へ郵送し
ます。便利な口座振替については厚生労働
省ＨＰをご覧ください。
問��埼玉労働局労働保険徴収課　　　　
☎ 048-600-6203

議会の同意を得て、10月1日付けで細谷
雄司氏が教育委員として任命されました。
問���教育総務課施設庶務担当内 533

「違反建築なくそう運動」の一環で、建
築に関する法令の説明会を開催します。
▶日時：10/16 ㈪ 14:00 ～ 16:00
▶場所：坂戸市立大家公民館多目的ホール
▶�内容：大規模倉庫火災における消火活
動について（入間東部地区消防組合）
ドローンの活用による「災害時におけ
る被害調査の支援に関する協定」につ
いて（三協測量設計）他

問��都市計画課開発建築担当内 237

建築に関する法令説明会

埼玉緑のトラスト保全地 14号地に認定
されている藤久保の平地林（総合グラウ
ンド隣接）を活用した、子どもから大人
まで楽しめるイベントを開催します。身
近な緑に癒されてみませんか。
▶日時：10/22 ㈰ 10:00 ～ 13:00
▶駐車場：役場駐車場を利用可
▶�内容：フルート・オカリナなどの演奏、
丸太切り体験、クラフト体験、自然観
察会など

問��環境課自然環境担当内 218

藤久保の平地林で遊ぼう！
14号地ネイチャーイベント

緊急サポートセンター埼玉
サポート会員養成講習会

急を要するこどもを預かり、地域での助
け合いに参加してくれる有償ボランティ
アを募集します。登録には 4日間の受
講が必要ですが、保育士等の資格で免除
できる部分もあります。利用者も募集し
ています。（ＨＰから登録、無料）
▶日程：11/7㈫～10㈮ 9:30～ 16:30
▶場所：鶴瀬西交流センター
▶申込み：下記に電話で申込み
問��緊急サポートセンター埼玉　　　
☎ 048-297-2903

埼玉県民手帳の販売

▶販売期間：10/13 ㈮～ 12/15 ㈮
▶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
民活動総合センター・県物産観光館そぴ
あ・その他、県内一部の書店等
問���財務課電算統計担当内 413
　埼玉県統計協会☎ 048-830-2330　

きのこづくしのお洒落な洋食づくり。ポル
チーニのスパゲティ/きのこのバルサミコ
酢マリネ/きのこのポタージュ。
▶日時：10/17 ㈫ 10:30 ～ 13:30
▶場所：中央公民館キッチンスタジオ
▶料金：1,500 円（材料費等）
▶定員：16人（定員を超えた場合抽選）
▶持ち物：エプロン、三角巾、タオル
▶�申込み：10/12 ㈭までに下記窓口、
電話または FAX

問�中央公民館☎ 258-0050
　�FAX258-1833

キッチンスタジオ料理講座
きのこたっぷりメニュー

退職（失業）による
特例免除制度

特別弔慰金の請求期限は
平成30年4月2日まで

親子ラケットテニス教室

学校や病院、工場など多数の人が出入り
し勤務、または居住する建物では、消防
法で定める資格を有する人の中から防火
管理者を定め、消防長に届け出なければ
なりません。消防本部では、管内に在住
または在勤の人を対象に、講習会を開催
します。　
▶日時：9:00 ～ 16:30
　①甲種新規　10/25 ㈬、26㈭
　②乙種　10/25 ㈬
▶場所：①②とも消防本部大講堂
▶定員：①②合わせて 90人 ( 定員にな
　り次第締め切り )
▶対象：三芳町、富士見市、ふじみ野市
　に在住または在勤で管理監督的な立場
　にある人 (各事業所 2人以内 )
▶料金：4,000 円 ( テキスト代含む )
▶申込み：10/11 ㈬ 8:30 ～ 16:00 に
　消防本部予防課 (ふじみ野市大井中央
　1-1-19) または東消防署 ( 富士見市大
　字鶴馬 1850-1) へ直接申し込み ( 郵
　送不可 )。
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

甲種新規および乙種
防火管理講習会

普通救命講習

▶日時：10/22 ㈰ 9:00 ～ 12:00
▶場所：消防本部大講堂　
▶対象：三芳町・富士見市・ふじみ野市
　　　　在住、在勤、在学者
▶定員：30人（申込先着順）
▶�申込み：10/2 ㈪～ 10/6 ㈮の間に下
記へ連絡し予約。

問�入間東部地区消防組合消防本部救急課
☎261-6673( 平日のみ8:30～ 17:00)

教育委員会委員の任命


