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INFORMATION

使用料や収蔵後 17年間の管理料等をすべて含んだ価格です。
詳細につきましては下記にてお問い合わせください。28万円

より

埼玉県入間郡三芳町
大字上富字東草 632-10120-180-421

樹木葬
一
名
様

フリー
ダイヤル

みよしの霊園

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Ⓡ

3 月 1日から平成 30年度スポーツ安全
保険の加入受付を開始します。
▶対象：スポーツ活動や文化活動などを
　行う4人以上の団体。対象となる事故
　の範囲は団体管理下での活動中（国内）
　やその往復中の事故など。
▶掛金：活動内容により異なる。
　中学生以下 800 円、1,450 円、　　
　11,000 円
　高校生以上 800円～ 11,000 円
▶保険期間：平成30年4月1日～平成　
　31年 3月31日（4月1日以降の申し
　込みは加入依頼書を郵送した消印日と払
　込日のいずれか遅い日の翌日から有効）
▶内容：傷害保険・賠償責任保険・突然
　死葬祭費用保険
※�加入区分で補償金額は異なります。必ず
「スポーツ安全保険のしおり」または「あ
らまし」の内容を確認してください。
※�「スポ安ねっと」をご利用の場合はス
ポーツ安全協会のホームページをご覧
ください。

▶�申込み：郵便局窓口で払込後、払込受
付証明書を貼付した加入依頼書を埼玉
県支部へ郵送（加入依頼書は、総合体
育館、生涯学習課、各公民館で入手可）

問�（公財）スポーツ安全協会埼玉県支部
　�☎ 048-779-9580　　　

平成30年度
スポーツ安全保険

敷金（賃貸住宅）
トラブル110番

建物の原状回復費用に関するトラブルに
ついて相談に応じます。
▶�日時：4/7㈯、4/8㈰10:00～16:00
▶相談方法：電話相談　
　☎ 048-838-1889（当日のみ通話可）
▶主催：埼玉弁護士会・埼玉司法書士会
▶�後援：埼玉県
問���埼玉司法書士会事務局
　�☎ 048-863-7861

地域福祉バス
福祉タクシー助成

地域福祉バスと福祉タクシーの利用券を
3/28 ㈬から交付します。
 ▼  地域福祉バス
▶対象：心身障がい児・者（身体障害者
　手帳 1・2級、療育手帳Ⓐ・A）
▶助成：地域福祉バス（ライフバス）利用
　料金を助成。1か月につき8枚（該当月分）
　の利用券を交付。（自動車燃料費補助　
　事業の助成を受けている人は除く）
▶ 申込み：印鑑、身体障害者手帳もしく
は療育手帳を持参し、福祉課または各
出張所へ申請。

 ▼  福祉タクシー
▶対象：心身障がい児・者（身体障害者
　手帳 1・2級、療育手帳Ⓐ・A、精神
　障害者保健福祉手帳 1・2級）
▶助成：利用料金の初乗り運賃相当額　
　を助成。1か月につき4枚（該当月分）
　の利用券を交付。（自動車燃料費補助
　事業の助成を受けている人は除く。）
▶�申込み：印鑑、身体障害者手帳もしく
は療育手帳を持参し、福祉課または各
出張所へ申請。

※�精神障害者保健福祉手帳 1・2級の人
は、印鑑・精神福祉手帳を持参し、福
祉課へ申請。

問�福祉課障がい者庶務担当内 175

足の筋力を維持するための運動方法など
を、一緒に楽しみながら学びます。
▶日時：4/6㈮、10㈫10:00～11:30
▶場所：藤久保公民館　ホール
▶対象：65歳以上、40人程度
▶申込み：地域包括センターに電話、窓
　口で申し込み
問��健康増進課・地域包括支援センター
内 188・189

いきいき元気教室

介護をしている人や地域の人など誰でも
気軽に立ち寄って、お茶を飲みながら話
をしたりします。介護についての相談や
グループホームの見学も行っています。
▶日時：3/17 ㈯ 10:00 ～ 12:00
　（入退場自由）
▶場所：三芳グループホームそよ風
　上富 1546-9、☎ 257-0121
▶申込み：直接会場へお越しください。
問��健康増進課・地域包括支援センター
内 188・189

認知症カフェ

・介護保険制度の今
・賢いオムツの活用術
▶日時：3/22 ㈭ 13:30 ～ 15:30
▶場所：藤久保公民館　2階　学習室
▶申込み：下記に電話（当日まで可）。
問��地域包括支援センター
　みずほ苑みよし☎ 293-7341

介護教室
～オムツの活用術～

入間東部広域斎場
しののめの里指定管理者決定

入間東部地区衛生組合指定管理者選定委
員会の審査・選定の後、平成29年第3
回入間東部地区衛生組合議会定例会の議
決を経て、指定管理者を決定しました。
▶施設名：入間東部広域斎場しののめの里
▶指定管理者名：富士建設工業株式会社・
有限会社戸口工業企業グループ
▶指定期間：平成 30年 4月 1日～
　平成 35年 3月 31日
問���入間東部地区衛生組合　総務課
　☎ 049-261-4891

システムメンテナンスのため、住民基本
台帳ネットワークシステムの運用を下記
の日程で運用を停止します。
▶�日時：3/16 ㈮
　�手続きできない業務がありますのでご
注意ください。

▶停止となる業務：マイナンバーカード
　業務全般（交付、券面事項更新等）、　
　電子証明書発行業務全般（発行、暗証
　番号変更等）、特例転入、住民票の広
　域交付
問�住民課住民担当内 142～ 146

住基ネット関連業務
停止のお知らせ

♪おひざでだっこ♪
えほんとわらべうたの会

親子のふれあい、絵本やわらべうたとの出
会いなど、様々なきっかけづくりにぜひお
いでください。
▶ 日時：3/27 ㈫ 10:30 ～ 11:30
▶場所：中央公民館1階子育てスタジオ
▶対象：乳幼児（0歳から未就学児まで）
　と保護者 20組（先着順）
▶ 持ち物：お持ちの方は図書館の貸出券
▶�申込み：下記に電話・FAX・直接申し
込み

問���中央公民館�☎ 258-0050

ドキュメンタリー映画
「武蔵野」上映会

武蔵野の雑木林の四季の美しさと、江戸
時代から営みが続く武蔵野の落ち葉堆肥
農法の奇跡を伝える映画『武蔵野』の上
映会と、原村政樹監督による舞台挨拶が
行われます。3年の歳月をかけ、皆さん
の支援を受けて平成 29年 11 月に完成
した映画『武蔵野』。ぜひご鑑賞ください。
▶日時：3/17 ㈯①10:30 ～②14:30 ～
　③18:00～（上映30分前開場）
▶場所：コピスみよし
▶�料金：大人1500円、大学生1000円、
中高生800円、小学生300円、前売
り券1200円（観光産業課・藤久保公
民館で販売中）

問���観光産業課農業振興担当内 213

菜の花若芽摘み取り
できません

今年は長雨が続き、菜の花の種を蒔くこ
とができなかったため、若芽の摘み取り
の実施はしませんのでご了承ください。
※�菜の花の若芽摘み取りは例年、3月下
旬～4月上旬に竹間沢農地環境保全協
議会のご厚意により実施しています。

問�観光産業課商工観光担当内 215　�

病気や治療のこと、対応方法について精
神保健福祉士から学びます。
▶日時：3/12 ㈪ 14:00 ～ 16:00
▶場所：精神障害者小規模地域生活センター
▶定員：20人（申込み順）
▶対象：統合失調症の人を支えるご家族
▶申込み：電話で下記に申込み。
問���福祉課障がい者支援担当内 176～178

統合失調症家族教室

▶日時：3/24 ㈯ 9:00 ～ 12:00
▶�場所：入間東部地区消防組合消防本部
4階大講堂

▶�対象：三芳町・富士見市・ふじみ野市
在住・在勤・在学の人

▶定員：30人（先着順）
▶�申込み：3/5㈪～3/9㈮8:30～17:00
に下記に電話で申し込み

問��入間東部地区消防組合消防本部救急課
　☎ 261-6673（土・日・祝日を除く）

普通救命講習Ⅰ

綿を紡いで糸車で糸を作り、原
げんしばた
始機で織

ります。全５回で糸紡ぎに始まり、身近
な材料で織道具を作り、製品を作ります。
▶�日 時：4/14 ㈯ 15 ㈰ 5/20 ㈰ 6/17
㈰ 7/22 ㈰各回 10:00 ～ 15:00

▶場所：旧島田家住宅
▶対象・定員：中学生以上 5人
　全 5回参加可能で、正座ができる人
▶料金：4,000 円（初回徴収）
　別途昼食費 500円（毎回）
▶申込方法：歴史民俗資料館まで電話で
　申し込み（先着順）。4/9 ㈪締切。
問�文化財保護課文化財保護担当
　�☎ 258-6655

糸紡ぎからはじまる
機織講座


