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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Ⓡ

8月は「人権尊重社会をめざす県民運動
強化月間」です。全ての人がお互いを尊
重しながら共に生きる社会を実現するた
め、県民総ぐるみで取り組みます。人権に
ついて考える総合的な人権フェスティバル
としてヒューマンフェスタを開催します。
▶日時：8/25 ㈯ 10:00 ～ 15:30
▶場所：久喜総合文化会館
▶申込み：不要
問��県人権推進課☎ 048-830-2255

ヒューマンフェスタ
2018 in 久喜

まちの魅力を発信中！

いいね三芳町

認知症の人や家族、介護者など誰もが
ゆっくりと過ごせる場所として開催して
います。認知症や介護の相談もできます。
▶日時：8/18 ㈯ 10:00 ～ 12:00
▶場所：三芳グループホームそよ風
　上富 1546-9
▶�申込み：不要。当日直接お越しくださ
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

秋季初心者
ソフトテニス教室

恒例の初心者ソフトテニス教室を開催し
ます。事前申込み不要、直接会場にお越
しください。
▶�日時：9/8 ㈯～ 11/24 ㈯の毎週土曜
日（9/29 を除く）

　9・10月…9:00 ～ 11:00
　11月…10:00 ～ 12:00
▶場所：運動公園テニスコート
▶対象：小学 4年生以上 50人
▶料金：1回 200円（当日徴収）
問�生涯学習課スポーツ推進担当内 516
　庭球連盟役員（19:00 ～ 21:00）
　清水☎ 090-3455-4961
　村山☎ 080-1200-8342

DV被害から逃れた後の母子の心の回復
と自立を支援する心理教育プログラムを
行います。
▶日程：9/17（月・祝）24（月・祝）
　13:30 ～ 15:30
▶�場所：申込者に会場をお知らせします。
▶�申込み：下記に問い合わせの上、申し
込み。

問�県男女共同参画課☎ 048-830-2925

心理教育プログラム
「びーらぶ」

第 2 回
里親入門講座

さまざまな事情により家族と暮らすこと
のできない子どもたちの家族となり、温
かく成長を見守ってくれる里親を募集し
ています。興味のある人は里親入門講座
にご参加ください。
▶日時：9/2 ㈰ 14:00 ～ 16:00
▶�場所：ピオニウォーク東松山ピオニ
ホール

▶対象：県内在住の人
▶定員：40人
▶�申込み：8/1 ㈬以降に下記へ電話申
し込み。

問�川越児童相談所里親推進担当
　☎ 223-4152

介護者交流会

親を介護している人、今後介護する可能
性のある人同士で交流をしませんか。参
加費無料です。
▶日時：8/23㈭ 13:30～ 15:30
▶場所：藤久保公民館図書室
▶申込み：下記に電話で申し込み。
問�地域包括支援センターみずほ苑みよし
　☎ 293-7341

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 29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6年8月16日～大正7年8月15日生
② 99 歳（白寿）20,000 円
大正7年8月16日～大正8年8月15日生
③ 88 歳（米寿）10,000 円
昭和4年8月16日～昭和5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�福祉課福祉庶務担当内 176～ 178

3 キュー子育てチケット
多子世帯向け負担軽減

3 人以上の子をもつ多子世帯向けに、お
むつ、ミルク購入や、ベビーシッターな
どのサービスに利用できる「3キュー子
育てチケット」の申請を受け付けます。
▶�対象：4/1 以降に第 3子以降の子ど
もが生まれた世帯。

※�平成 29年 4月～平成 30年 3月に生
まれ、未申請の場合は下記に問合せ。

▶�金額：3 年間で 5万円分（1・2年目
は 2万円、3年目は 1万円）

▶�申込方法 :申請書（こども支援課窓口
で入手）に記入し、住民票を同封して
下記へ郵送。

問�3 キュー子育てチケット事務局
　☎ 0120-39-3192

J-ALERT での
情報伝達訓練

※�事前に三芳町地域コミュニティメール、
町ツイッター、町ＨＰでも周知します。

8月29日㈬

地震や武力攻撃などの発生時に備え、情
報伝達訓練を実施します。

�■�訓練で行う内容
町の防災行政無線から、一斉に次の放送
がされます。

11：00ごろ

問�自治安心課内 265～ 267

➊上り４音チャイム
➋「これはＪアラートのテストです」
　  ×3回
 ➌「こちらは防災みよしです」
➍下り４音チャイム

各大学の相談コーナーで教職員から講義
内容・学習方法・受講手続き等について
直接相談することができます。申し込み
不要、入退場自由、無料です。
▶日時：8/26 ㈰ 11:00 ～ 16:00
▶場所：新宿エルタワー 30階
問�（公財）私立大学通信教育協会
　☎ 03-3818-3870

大学通信教育
合同入学説明会

東京 2020 大会の期間中に国内外から
訪れる大勢の観戦客を、心を込めてお迎
えする「埼玉県の都市ボランティア」を
募集します。
▶人数：5,400 人
▶�内容：観戦客が利用する駅周辺等での
道案内や県の魅力 PRなど

▶�日数：大会期間中 3日以上（一部役
割は 5日以上）

▶�申込み：県ホームページまたは募集要
項を確認し、8/16 ㈭～ 9/30 ㈰の間
に申し込み。

問��埼玉県都市ボランティア募集コールセ
ンター☎048-833-2700

東京 2020 オリパラ
都市ボランティア募集

警察官募集

平成 30年度第 2回埼玉県警察官採用試
験を行います。
▶日時：9/16 ㈰
▶�申込み：8/3 ㈮～ 8/29 ㈬の間に埼玉
県警察のホームページから申し込み。

問�東入間警察署警務課☎ 269-0110

司法書士無料法律相談

相続、遺言、登記、債務整理、成年後見、
不動産の名義変更などお困りなことがあ
りましたらご相談ください。
▶�日時：9/6 ㈭～ 11/29 ㈭の毎週木曜
日（11/22 を除く）13:30 ～ 16:30

▶場所：ウェスタ川越
▶�申込み：総合相談センター（048-838-
7472）に電話予約。

問�埼玉司法書士会事務局
　☎048-863-7861紙製品、洋裁、電気部品等の内職の見本が

あります。予約不要。お気軽にご相談ください。
▶�日時：毎週水曜日（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
▶対象：内職を探している人
問�観光産業課商工観光担当内 215

内職相談室を
ご利用ください

彩の国埼玉環境大賞
候補者募集

環境保全の意識の向上、行動促進のため、
優れた環境保全の取り組みを行う個人・
団体・事業者を埼玉県知事が表彰します。
▶�対象：県内で活動する個人・団体・事
業者

▶�申込み：県ホームページで詳細を確認
し、下記に申し込み。

問�県環境政策課☎ 048-830-3019

町の議員報酬に関して意見がある人はぜ
ひお越しください。入退場自由です。
▶日時：8/7 ㈫ 19:00 ～ 20:30
▶場所：藤久保公民館ホール
▶�対象：町内在住の 18歳以上で、議会・
議員の活動に興味のある人

問�議会事務局議事調査担当内 601・602

議員報酬に関する
意見交換会

中小企業の
設備投資を支援

生産性向上特例措置法に基づく「導入促
進基本計画」が国の同意を得ました。制
度の利用を希望する事業者は、「先端設備
等導入計画」を策定し、町の認定を受け
ることで固定資産税の課税特例等を受け
ることができます。詳しくは町または中
小企業庁のホームページをご覧ください。
問�観光産業課商工観光担当内 215


