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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

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。

一度習得すれば、どのようなシーンでも
自信を持って振舞うことができるテーブ
ルマナーの基本的作法を学ぶことができ
ます。
▶�日時：6/30 ㈯　18:00 ～ 20:00
▶�対象：三芳町・ふじみ野市・富士見市
に在住・在勤の 20歳以上の人

▶定員：30人 ( 申込順 )
▶参加費：3,000 円 ( 飲食代含む )
▶場所：レストランエルミタージュ
　川越市脇田本町22-5�ラ・ボア・ラクテ内
▶�申込み：6/4 ㈪から下記の電話、窓
口で申し込み。

問�観光産業課商工観光担当内 215

社会人のための
テーブルマナー講習会

▶�対象：現在受給者証を持ち、引き続き
治療が必要な 20歳未満の人の保護者

▶期間：6/15 ㈮～ 7/31 ㈫（平日のみ）
▶提出場所：朝霞保健所
※保健所から必要書類が郵送されます。
問�朝霞保健所☎ 048-461-0468

小児慢性特定疾病
医療費支給継続申請

受付開始

「水」は、私たちの生活になくてはなら
ない、限りある大切な資源です。また、
近年、夏季に渇水の傾向が見受けられま
す。水道週間を機に、水の有効活用にご
協力をお願いします。
問�上下水道課水道施設担当�☎274-1014

６/1～ 7は水道週間

私立幼稚園
就園奨励費補助金

町では、入園料、保育料の一部を補助し
ています。
▶�対象：町に住民登録があり満３歳、3・
4・5歳児を私立幼稚園に就園させて
いる世帯。

▶�補助金：今年度の住民税課税額などで
補助額を決定。※未申告の人は対象外

▶�申込み：各幼稚園で配布する申請書を
幼稚園に提出。※ 1月 2日以降の転
入者は前住所地発行の平成 30年住民
税課税（非課税）証明書を添付。

問�学校教育課学務担当内 525� 町民手作りの文化・芸能・芸術の祭典「み
よし町民文化祭」に参加する団体、個人
を募集します。参加者は説明会に必ず出
席してください (代理可 )。
▶日時：6/28 ㈭ 19:00 から
▶会場：藤久保公民館ホール�
▶�申込み：藤久保・中央・竹間沢公民館
で配布する「参加計画書」に必要事項
を記入し、説明会までに最寄りの公民
館に提出。

問�藤久保公民館�☎ 258-0690

第 53回みよし町民文化祭
参加者募集

親子のふれあい、絵本や、わらべうた、
新しいおともだちとの出会いの場。
▶日時：6/26 ㈫�10:30 ～ 11:30
▶場所：中央公民館1階�子育てスタジオ
▶料金：無料�▶定員：20組（先着順）
▶対象：乳幼児と保護者
▶持物：図書館の貸出券（お持ちの人）
▶申込み：中央公民館窓口、電話、FAX
問�中央公民館☎ 258-0050�
　FAX�258-1833

♪おひざでだっこ♪
えほんとわらべうたの会

優良運転者表彰

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 30 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、45年間無事故・無違反の該当者）で、
東入間交通安全協会会員の表彰を行いま
す。申請書、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 ㈮～ 8/31 ㈮
　( 平日 8:30 ～ 17:15)
問�東入間交通安全協会事務局
　（東入間警察署内）☎ 264-0991

電波に関する相談は、関東総合通信局ま
でお願いします。
■不法無線局による混信・妨害
　☎ 03-6238-1939
■テレビ・ラジオの受信障害
　☎ 03-6238-1945
■地上デジタルテレビ放送の受信相談
　☎ 03-6238-1944
問�関東総合通信局

電波利用環境
保護周知啓発強化期間

6/1～10

7月2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 1期）

納期限にご注意

多子世帯向け
住宅取得等支援制度

県では 18 歳未満の子が 3人か 2人の
多子世帯 ( 条件付き ) を対象に、住宅取
得等の諸経費に対して補助を行っていま
す。補助金額などの詳細は県のホーム
ページをご覧ください。
▶�募集期間：3/15 ㈮まで ( 予算がなく
なり次第終了 )。

問���埼玉県住宅課総務・民間住宅担当
　☎ 048-830-5563

甲種新規および乙種
防火管理講習

学校・病院・工場などは、資格を有する
防火管理者を定め、届け出なければいけ
ません。この資格を取得するための講習
会を開催します。
▶日程：甲種新規 6/28 ㈭・6/29 ㈮
　　　　乙種 6/28 ㈭
▶時間：9:00 ～ 16:30
▶会場：入間東部地区事務組合消防本部
　　　　大講堂
▶料金：4,000 円 ( テキスト代含む )
▶�対象：三芳町・富士見市・ふじみ野市
に在住または在勤の人 (各事業所2名
以内 )。
▶定員：甲種新規、乙種合わせて 90人
▶�申込み：6/13 ㈬ 8:30 ～ 16:00 に下
記窓口に申し込み（郵送不可）。

問�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

太陽光発電システムの設置費用の一部を
補助します（集合住宅は除く）。対象者な
どの詳細は担当課へ問い合わせください。
▶申請期間：4/16 ㈪～ 2/28 ㈭
　�※受付は先着 25件まで
▶�補助金額：一律 50,000 円
▶�申請方法：町HPからダウンロード、ま
たは担当課で配布の申請書を、工事着
工前（太陽光発電システムが設置され
た建売住宅の場合は入居前）に下記へ
提出。
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太陽光発電システム
設置費補助金（住宅用）

マンション管理セミナー

マンション管理組合や区分所有者の皆さ
んを対象に、マンション管理に係る規定
の改定や民泊への対応のセミナーを開
催。意見交換会や個別相談も実施します。
▶日時：6/9 ㈯ 13:15 ～ 16:30
　（受�付 13:00 ～）
▶場所：藤久保公民館�多目的ホール
▶料金：無料
▶定員：50人
▶�申込み : 参加申込書（県マンション
管理士会の HP から取得）に記入し、
FAX、郵送、持参にて 6/8 ㈮までに
下記担当まで申し込み。

問�都市計画課開発建築担当�内 237�

健康・体力測定会

運動の成果や目安に健康・体力チェック
をしてみませんか？
▶日時：6/17 ㈰��10:00 ～ 15:00
　　　　最終受付 14:�30
▶場所：三芳町総合体育館アリーナ
▶内容：身体測定と体力測定
問�三芳町総合体育館☎�258-0311

無料

32 ホール（4ゲーム）の個人戦。用具
レンタルあり。
▶�日時：6/30 ㈯ 9:00 開会（8:30 受付
開始）※予備日 7/3 ㈫

▶�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：所定用紙に記入し、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 23回町長杯
グラウンドゴルフ大会日常の「こころ」に関するテーマを取り

上げた講習会です。
▶�日程：7/10 ㈫、7/18 ㈬、7/27 ㈮、
9/20 ㈭、9/29 ㈯

▶場所：跡見学園女子大学新座キャンパス
▶定員：40人
▶�申込み：氏名、フリガナ、郵便番号、住所、
電話、FAX、性別、年齢、職業、希望の
日時、本講習を知った経緯を往復はがき
に記入し、各回開催7日前必着で下記
に申し込み。詳細は相談所HPを確認。
問�〒 352-8501新座市中野1-9-6
　跡見学園女子大学心理教育相談所
　☎048-478-3565

心理教育相談所
無料講習会

無料

はじめて手話を学ぶ手話体験講座です。
▶日時：7/6 ～ 8/3 までの毎週金曜
　19:00 ～ 21:00　
▶場所：富士見市立西交流センター
▶�対象：町または富士見市在住・在勤の人
▶料金：500円
▶定員：15人（応募多数の場合は抽選）
▶�申込み：6/1 ㈮～ 6/22 ㈮に富士見
市社会福祉協議会へ電話・窓口・FAX
で申し込み。。

問�富士見市社会福祉協議会
☎049-254-0747��FAX�049-252-0111

はじめての手話体験


