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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Ⓡ

観光情報発信中！
町の旬をお届け！

三芳町観光サイト

パソコンを買おう、買ったけど使いこな
せない、もっと楽に使いたい人への相談
室。開催時間中は随時相談可能です。
▶�日時：10:00 ～ 12:00
　10/15 ㈪・22㈪・29㈪
　11/12 ㈪・26㈪、12/10 ㈪・17㈪
▶場所：竹間沢公民館学習室
▶定員：各15人�▶申込み：下記へ電話
問��竹間沢公民館�☎ 259-8311

パソコン
なんでも相談室

11/1 ㈭から聴覚や発話の障がい等によ
り 119 番通報が困難な人が通報できる
「NET119 緊急通報システム」の運用が
始まります。これに伴い、利用・登録説
明会を開催します。
▶日時：10/27㈯�①10:00～②14:00～
▶�場所：入間東部地区事務組合消防本部
▶�対象：三芳町・富士見市・ふじみ野市
在住・在勤・在学で聴覚や発話の障が
い等により音声通話が困難な人

▶�申込み：説明会名、住所、氏名、希望
時間（①または② )を記入し、FAXま
たは郵送で申し込み（10/20㈯必着）。

問���入間東部地区事務組合消防本部・指揮�
統制課�☎ 261-6031�FAX�262-2633

NET119緊急通報
システムの運用開始

まちの魅力を発信中！
いいね三芳町

第 7回
埼玉クイズ王決定戦

クイズを通して埼玉の魅力を知り、郷土
埼玉への関心と愛着度を高めます。上位
入賞者には県産品を中心に商品を用意。

【第 1回】10/28 ㈰ 10:00 ～
日本薬科大学（伊奈町）10/18 ㈭締切
【第2・3回】11/18㈰10:00～ /13:30～
コクーンシティ（さいたま市）11/8㈭締切
【第 3回】12/22 ㈯ 13:30 ～
飯能市市民活動センター�12/12 ㈬締切

▶日時：2/3㈰13:00～
▶場所：イオンレイクタウン�mori
　　　　木の広場（越谷市）
▶�申込み：埼玉県観光公式サイト
　　　　　「ちょこたび埼玉」
問�埼玉クイズ王決定戦実行委員会事務局
　�参加者募集係（県産業労働部観光課）����
☎048-830-3959　FAX�048-830-4819

旧し尿処理施設跡地利用計画
（バイオガス事業用地）の決定

入間東部地区事務組合が管理する土地の
有効活用を図るため、民間事業者による
バイオガス事業用地として土地を貸し付
けることが決定しました。

ニューエナジーふじみ野株式会社
東京都千代田区大手町1-3-2経団連会館

食品廃棄物を原材料としたバイオガスプ
ラントで生成したバイオガスにより発電
し、売電します。

平成 32年度（予定）
※詳しくは、下記組合ホームページ参照。
問�入間東部地区事務組合事務局総務課�
　�☎ 261-4891

DAISY( デイジー）
編集講習会（中級）

視覚障がいのある人への読書環境向上の
ために、録音された音声をパソコンで編
集し、CDを作成するボランティア養成
講座です。機材は講習会で準備します。
▶日時：11/20 ㈫～ 22㈭の３日間
　10:00 ～ 15:00
▶場所：三芳町役場 501会議室
▶�対象：町内在住・在勤でDAISY編集講
習会（初級）修了者、または同程度の経
験能力者でDAISY編集に関心のある人。
▶定員：13人（申込順）
▶�申込方法：10/31 ㈬までに下記担当
へ電話・FAX・窓口で受付。申し込み
後、受講申込書を提出。

�◆�DAISY とは…デジタル録音図書
パソコンを使って音声データを録音し、
まるで活字本のページを操るように、耳
で「読む」ことができる視覚障がいの人
のためのデジタル録音されたCDです。
問���福祉課福祉支援担当内 172

10/15 ㈪～ 21㈰は行政相談週間です。
町では総務大臣から委嘱された行政相談
員が、役場の仕事などに関する要望等に
ついて相談を受けます。（予約不要・無料）
▶日時：10/18 ㈭ 13:15 ～ 16:30
▶場所：役場 1階エントランスホール
　以下の場所でも相談を受け付けています。
【行政苦情 110番】
総務省関東管区行政評価局
☎ 0570-090110�FAX048-600-2336
問�総務課人権・庶務担当内 404・405

行政相談週間

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：10/1 ㈪～ 10/23 ㈫
▶抽選日：10/30 ㈫
問��（公財）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

福祉施設への入所や就職を検討している
人向けに、三芳町内の福祉施設を見学で
きるバスツアーを開催します。
▶日時：【障がい者施設見学】
　　　���10/24 ㈬ 9:30 ～ 14:10
▶集合場所：藤久保公民館前みらい広場
▶料金：無料（昼食あり）
▶定員：20人（先着順）
▶申込み：10/17 ㈬までに下記に電話
問�むさしの苑事務課�中嶋☎ 259-6122

三芳町福祉施設見学会

川越法人会三芳地区会主催
普通救命講習Ⅰ

消防本部救急課職員による普通救命講習。
▶日時：10/29㈪ 9:00～12:00
▶場所：中央公民館多目的ホール　
▶対象：どなたでも
▶定員：20人（先着順）
▶�申込み：10/19 ㈮までに下記へ。
問�事務局（三芳町商工会内）佐々木
　☎ 274-1110　FAX�258-2815

10月1日は浄化槽の日

家庭の生活雑排水や汚水等をきれいにす
る浄化槽の適切な維持管理が必要です。
【法定検査】
・設置後の水質に関する検査
・年 1回の定期検査
埼玉県環境検査研究協会☎048-649-5151
【保守点検】浄化槽の点検、調整、修理
埼玉県環境部水環境課☎048-830-3083
【清掃】汚泥等の取り除きや調整・機器
類の洗浄、年１回以上実施
片山商事㈱�☎ 258-6741
㈱協和清掃運輸�☎ 258-6741
問���環境課環境対策担当内 216･217

犬を飼うときは次のことを必ず遵守！
・犬の登録は生涯１回
・狂犬病予防注射は年１回
・狂犬病予防注射を受けたら役場に届出を
・鑑札と注射済票は犬に必ずつける
・散歩のときは必ずリードをつける
・糞は必ず持ち帰る
・近隣に迷惑をかけない
・家族の一員として一生可愛がる
問�朝霞保健所�☎ 048-461-0468

犬の正しい飼い方
普及週間

�◆�事業実施者

�◆�事業内容

�◆�事業開始年度

平成 31年 2月 17日㈰開催の駅伝大会
の協賛企業・団体を募集します。
▶大会ネーミングライツ（大会命名権）
　10/18 ㈭締切、協賛金 30万円以上
▶大会ポスター等掲示物の協賛表示
　11/15 ㈭締切、協賛金 5千円以上
▶ナンバーカードの協賛表示（先着5社）
　12/20 ㈭締切、協賛金 3万円以上
問�生涯学習課スポーツ推進担当内 516

協賛募集
第 50回入間東部駅伝大会

LGBT（性的少数者）に関する基礎的な理
解を進めるための講座を計3回開催します。
▶�日時：基礎編①11/29㈭、②12/13㈭
　　　子ども編③ 12/6 ㈭

▶�場所：①③埼玉県男女共同参画推進セ
ンター、②鴻巣市文化センター

▶�申込み：県ＨＰを確認し、10/1 ㈪～
11/2 ㈮に下記へメールまたは FAX

問��県人権推進課�☎ 048-830-2255
　�FAX�048-830-4718
　� �a2250-02@pref.saitama.lg.jp

「知っていますかLGBT？」
（基礎編・子どもの LGBT編）

�◆�予選

�◆�決勝

入間東部シルバー人材セ
ンター入会希望者説明会

会員（60歳以上）は、市町内の企業等
で仕事中です。まずは説明会にご参加く
ださい。
▶日時・場所
①10/9㈫・竹間沢公民館
②10/10㈬・上福岡公民館
③10/12㈮・富士見事務所（鶴瀬公民館隣）
④10/15㈪・本部事務所
いずれも13:30～15:30（開始5分前集合）
�問����入間東部シルバー人材センター
　�ふじみ野市亀久保3-3-17（本部事務所）

10 ～ 12月は
滞納整理強化期間

税負担の公平性
と税収入確保の
た め、 県 内 63
市町村と県では
「滞納整理強化期
間」を定め「ス
トップ！滞納」を合言葉に集中的に徴収
対策を行います。三芳町でも 10 ～ 12
月の期間、特に差押えなどの滞納処分を
中心に町税滞納解消の取り組みを強化し
ます。町税等の期限内納付にご協力をお
願いします。
問�税務課収税担当�内 122～ 125

10/21～
10/30


