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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-29）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Ⓡ

緑のトラスト運動の推進に必要な知識や
技能を学ぶ研修を行います。
▶�日時：8/26 ㈰～ 11/24 ㈯の期間で
全 7回

▶�場所：県内トラスト地・埼玉会館など
▶�料金：6,000 円（非会員の人は年会
費として＋ 1,500 円）

▶�対象：研修修了後にボランティアス
タッフとして活動に参加できる人

▶�定員：30人（先着）
▶�申込み：8/17 ㈮までに下記に電話で
申し込み。

問��さいたま緑のトラスト協会事務局
　☎ 048-824-3661

緑のトラスト運動
指導員養成研修

公園や沿道などの花壇へ花植えを行う団
体に花苗を配布します。
 ▼�活動団体登録申請の条件
➊�公園や沿道など公共の場所で緑化活動
に取り組む団体

➋�花植え後、活動報告書（写真添付）を
提出できる団体

➌花苗を継続的に管理育成できる団体
�▼ 花苗の配布
品種・色は場所や季節などを、株数は面
積や配布実績を考慮し決定。※申請団体
多数の場合、希望通りに配布できない場
合があります。
▶�申込み：申請書（窓口かホームペー
ジで入手）に記入し、下記へ窓口・
FAX・メールで提出。�

問�環境課環境対策担当内 216・217

花いっぱいのまちづくり
活動団体募集

まちの魅力を発信中！

いいね三芳町

 ▼�保険料免除制度・納付猶予制度
経済的な理由等で国民年金保険料を納付
することが困難な場合には、保険料の納
付が免除・猶予となる制度があります。
免除や猶予を受けず保険料を納め忘れの
状態で、障害や死亡といった不慮の事態
が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎
年金が受けられない場合があります。
▶�申込み：年金事務所または下記で申し
込み�※今年度の受付は 7/1 ㈰から。
申請は原則として毎年度必要です。

問�住民課保険年金担当内 156

国民年金保険料免除等
の申請について

毎年 7 月は「社会を明るくする運動」
強化月間です。三芳地区更生保護女性会
では、青少年の非行防止、罪を犯した人
の社会復帰のため、「愛の募金活動」を
行っています。
問�福祉課福祉支援担当内 173

毎年 7月は
「愛の募金活動」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：7/10㈫・8/7㈫10:00～11:00
▶場所：藤久保公民館和室
▶対象：2～ 4歳児　▶料金：無料
▶定員：親子15組�▶講師：中村浩代氏
▶持ち物：飲み物・タオル・動きやすい服
　※和室のため、裸足で行います。
▶申込み：藤久保公民館へ申し込み。
問�藤久保公民館�☎ 258-0690

平成 31年 3月 31日までの間に金婚式
を迎える人は福祉課へご連絡ください。
▶対象
①婚姻年月日が昭和 43年４月１日から
　昭和 44年 3月 31日までの夫婦
②昭和 43年 3月 31日までに婚姻し既
　に金婚式を迎え、1年以上三芳町に居
　住している人で、まだ受贈していない
　夫婦
※婚姻年月日確認のため、戸籍謄本（コ
ピー可）の提出をお願いします。
▶締め切り：8/15 ㈬
問�福祉課福祉庶務担当内 176～ 178

金婚式を迎える皆さんへ
～記念品の贈呈～

サマージャンボ宝くじ
1等・前後賞合わせて7億円

この宝くじの収益金は市町村の明るく住
みよいまちづくりに使われます。
1 等：5億円× 21本
前後賞各：1億円× 42本
（発売総額 630億円・21ユニット）
発売期間：7/9 ㈪～ 8/3 ㈮
問�公益財団法人埼玉県市町村振興協会
　☎ 048-822-5004

▶募集種目・対象
①航空学生
海：18～23歳未満、空：18～21歳未満
高卒（見込含）または高専３年次修了者（見込含）
②一般曹候補生　18～27歳未満の人
③自衛官候補生　18～27歳未満の人
▶試験日
①航空学生　１次：9/17（月・祝）
②一般曹候補生
　１次：9/21㈮～23（日・祝）の指定日
③自衛官候補生：受付時にお知らせ
▶応募期間：7/1 ㈰～ 9/7 ㈮
※自衛官候補生は年間を通じて募集。
問�自衛隊埼玉地方協力本部入間地域事務所
　☎ 04-2923-4691

自衛官採用試験

▶�募集内容：「住宅防火に関すること」
をテーマとした標語

▶�応募資格：三芳町・富士見市・ふじみ
野市に在住・在勤・在学の人
▶期間：7/1 ㈰～ 8/31 ㈮必着
▶�入賞：最優秀賞 1点・優秀賞2点。入
賞者には賞状・記念品を贈呈。また、
1年間は火災予防運動などの PR に活
用します。

▶�応募方法：郵送・応募箱（消防署・分
署に備え付け）・メール・FAXで応募
（郵便番号・住所・氏名・ふりがな・
年齢・性別・電話番号を明記）

問�入間東部地区事務組合消防本部予防課
　〒356-0058�ふじみ野市大井中央1-1-19
　☎ 261-6007　FAX�261-4395
　 �yobo-01@irumatohbu119.jp

平成30年度「防火標語」

「学校給食の思い出」
企画展・講座

学校給食に関する講座や年代別献立レプリ
カの展示で給食の思い出を振り返ります。
�■企画展
▶�日程：7/1 ㈰～ 9/2 ㈰（月・祝以外）
▶場所：歴史民俗資料館�企画展示室
�■歴史講座「学校給食の歴史」
▶日時：7/28 ㈯�10:00 ～ 12:00
▶�場所：歴史民俗資料館�研修室
▶対象：中学生以上�▶定員：20人（先着）
▶�申込み：7/25㈬までに、下記に電話予約。
�■体験講座「学校給食を作ってみよう」
給食センターの見学会も行います。（先着）
▶日時：8/1㈬�受付9:00　9:15～13:00
▶場所：中央公民館ロビーに集合
▶対象：小学生親子▶定員：12組 24人
▶料金：１人�251 円（給食 1食分）
▶持ち物：エプロン・三角巾・ハンカチ・
マスク・上履き（小学生のみ）
▶�申込み：7/18㈬までに、下記に電話予約。
問�歴史民俗資料館�☎ 049-258-6655

▶勤務期間：7/20 ㈮～ 8/31 ㈮
�保育所
▶勤務場所：各町内公立保育所
▶募集数：3人程度
▶賃金：時給 950円または 1,070 円
※��平日 8:30 ～ 17:15( 休憩１時間）
�学童保育室
▶勤務場所：各学童保育室（小学校内）
▶募集数：10人程度
▶賃金：時給 910円または 950円
※����平日 8:00 ～ 18:45 の間 4 時間～ 7
時間 45分勤務 (休憩１時間）
�▼��申込方法
臨時職員登録申込書（町ホームページや総
務課・こども支援課で入手）を総務課に提出。
問�こども支援課保育担当内 253～255

保育所・学童・児童館
夏季臨時職員募集

外国人観光客の案内や支援を
行うボランティアの育成講座
を行います。日程等はお問い

合わせください。
▶�対象：県在住・在勤・在学の 16歳以
上の人�

▶料金：無料
▶�場所：ウェスタ川越・大宮ソニックシ
ティほか

▶�申込み：埼玉県国際交流協会ホーム
ページから申し込み。

問�公益財団法人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

保護者のためのわが子の
自立支援セミナー

15 ～ 44 歳の未就労の子をもつ保護者
を対象に、就職事情や自立支援のセミ
ナーを開催します。（夫婦での参加可）
▶�日時：7/28 ㈯ 13:30 ～ 16:30
▶�場所：富士見市サンライトホール
▶�対象：15～44歳の未就労の子の保護者
▶�定員：20人（先着）
▶�料金：無料　▶�持ち物：筆記用具
▶�申込み：6/28 ㈭以降に下記へ電話で
申し込み。（11:00～18:00�日・祝除く）

問�若者自立支援センター埼玉
　�☎ 048-255-8680

工作教室や食べ物販売など、楽しいイベ
ントを開催します。※開催日の廃棄物の
搬入はできません。
▶日時：7/14 ㈯�10:00 ～ 16:00
▶�場所：ふじみ野市・三芳町環境センター
「えこらぼ」・余熱利用施設「エコパ」
問�環境課環境対策担当内 216・217

エコラボフェスタ

♪親子で手打ちうどんを
作ろう♪

力を合わせ、親子で楽しく手打ちうど
ん！肉汁うどんを食べましょう。
▶日時：7/16（月・祝）�10:30～13:30
▶場所：中央公民館�2階�キッチンスタジオ
▶料金：1,000 円（親子一組）
▶対象：小学生親子�▶定員：8組 16人
▶�持ち物：エプロン・三角巾・ハンドタ
オル・新しい靴下

▶�申込み : 中央公民館へ窓口・電話・
FAXで申し込み。（定員を超えた場合
は抽選。後日結果を連絡）。

問�中央公民館�☎ 258-0050�


