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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。

平成 31 年成人式

▶�日時：1/14（月・祝）受付 10:40 ～
式典 11:10 ～ 12:20

▶場所：コピスみよし
▶�対象：平成 10 年 4 月 2 日から平成
11年 4月 1日生まれの三芳町在住者

　※�対象者には 12月初旬にはがきを発
送します。

問�生涯学習課生涯学習担当�内 515�

バレーボールを通して、仲間と交流しま
しょう。男女問わず参加をお待ちしてい
ます。
▶日時：①11/23（金・祝）10:00～12:00
　② 12/7 ㈮ 19:00 ～ 21:00
▶場所：総合体育館アリーナ
▶対象：高校生以上
▶料金：1人 1回 300円
▶�申込み：①は 11/17 ㈯まで、②は
12/1 ㈯までに総合体育館に参加費を
添えて申し込み

問�生涯学習課スポーツ推進担当内 516
　総合体育館☎ 258-0311

11月30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。
■国民健康保険税（第 5期）
■介護保険料（第 5期）
■後期高齢者医療保険料（第5期）

納期限にご注意

納付した社会保険料は、所得税・住民税
の申告において全額が社会保険料控除の
対象となります。今年の 1月から 9月
に国民年金保険料を納付した人には、「社
会保険料（国民年金保険料）控除証明書」
が 11月上旬に日本年金機構から送付さ
れますので、年末調整や確定申告の際に
必ず添付してください。
また、10月以降に今年初めて保険料を
納付した人には、来年の 2月に送付さ
れます。
問�住民課保険年金担当内 156

社会保険料控除証明書
～申告まで保管を～

北朝鮮による拉致問題は未だ全面的な解
決には至っていません。町では男女共
同参画推進会議との共催でパネル展と
DVD上映会を行います。
▶日時：パネル展 11/6 ㈫～ 11/11 ㈰
　�9:00 ～ 22:00（初日は 10:00 開始、
最終日は 12:00 終了）

　DVD上映会11/6㈫ 19:00～ 20:30
▶場所：藤久保公民館
問�総務課人権・庶務担当内 404・405

拉致問題パネル展
DVD 上映会

家族介護者の憩いサロン

お茶を飲みながら日頃の介護について気
軽にお話ししませんか。入退場自由、申
し込み不要。直接会場へお越しください。
▶日時：11/27 ㈫ 13:00 ～ 16:00
▶場所：藤久保公民館和室
▶料金：100円（茶菓子代）
問�協働のまちづくりネットワーク柄澤
　☎ 258-2178

混合バレーボール教室

介護の悩みや体験などを介護者同士で語
り合いませんか。今回のテーマは「介護
をする男性」。男性介護者を中心に参加
をお待ちしています。
▶日時：11/16 ㈮ 13:30 ～ 15:00
▶場所：中央公民館小会議室
▶対象：介護者、介護に関心がある人
▶申込み：下記に電話申し込み
問��地域包括支援センター埼玉セントラル
☎ 274-2080

介護者交流会

健康づくり教室

楽しみながら体力づくり。栄養や口腔ケ
アの講座も受けられます。初回と終了前
に体力測定を行います。
▶�日時：12/6㈭13㈭ 20㈭ 26㈬�1/10㈭
17㈭24㈭31㈭2/6㈬12㈫
　10:00 ～ 12:00
▶場所：藤久保公民館ホール
▶�対象：歩行や転倒に不安のある65歳
以上の人（15分以上の歩行が困難など）
▶定員：35人
▶�申込み：下記に電話または窓口で申し
込み

問���地域包括支援センター内 188・189

毎年恒例のラケットテニス大会（クラス
別）です。詳細はホームページをご覧く
ださい。
▶日時：11/18 ㈰ 9:00 受付開始
▶場所：総合体育館アリーナ
▶料金：1ペア 1,000 円（当日払い）
▶�申込み：11/5 ㈪までに申込書を下記
に提出

問�生涯学習課スポーツ推進担当内 516
　FAX�274-1056

ラケットテニス大会
年齢別ペア・親子ペア戦

三芳町の特産品「さつまいも」について
学ぶ全 3回の講座の第 1回です。
▶日時：11/18 ㈰ 10:00 ～ 11:30
▶場所：歴史民俗資料館特別展示室
▶内容：解説を交え、特別展「甘藷と三
芳」を見学後、文書を読み解いて学ぶ。
▶定員：先着 15人（高校生以上）
▶申込み：11/16㈮までに下記に申し込み
問��歴史民俗資料館☎ 258-6655

さつまいも大学
第 1 回講座県内各地域に受け継がれている特色ある

伝統芸能を紹介する「埼玉伝統芸能フェ
スティバル」に竹間沢車人形が出演しま
す。
▶日時：12/16 ㈰ 13:00 ～ 16:00
▶場所：埼玉会館大ホール
▶定員：1,300 人
▶�申込み：はがき・メール・FAX で①
代表者の住所・氏名・年齢・電話番号・
FAX 番号②観覧者全員（代表者を除
き 3人まで）の氏名・年齢を明記し、
11/22 ㈭までに申込み。

【はがき】〒 330-9301 埼玉県文化振興
課伝統芸能フェスティバル係
【メール】a2875-01@pref.saitama.lg.jp
【FAX】048-830-4752
問�県文化振興課☎ 048-830-2879

埼玉伝統芸能フェスティバル
伝えたい 埼玉の神楽と車人形

親子のふれあい、絵本やわらべうたとの
出会い、新しいおともだちとの出会いなど、
さまざまなきっかけづくりに。読み聞かせ
ボランティアたちも先輩ママさんとして、
皆さんが来るのを楽しみにしています。
▶日時：11/27㈫12/25㈫10:30～11:30
▶場所：中央公民館子育てスタジオ
▶対象：0歳～未就学児までと保護者20組
▶持ち物：図書館の貸出券（持っている人）
▶�申込み：下記に電話・FAX・または窓口
で申し込み
問��中央公民館☎ 258-0050

♪おひざでだっこ♪
えほんとわらべうたの会

筋肉を落とさないように考えられたい
もっこ体操を正しく、効果的に行うため
の講座です。サポーターとして活動でき
る人、サロンなどで新しくいもっこ体操
を始めたい人の参加をお待ちしています。
▶�日時：11/13 ㈫ 22㈭ 27㈫ 12/5 ㈬
11㈫ 13:30 ～ 15:30 ※ 11/22 ㈭は
9:30 ～ 11:30、12/11 ㈫ は 10:00
～ 11:30

▶場所：藤久保公民館ホール
▶定員：40人程度
▶申込み：下記に電話で申し込み
問��地域包括支援センター内 188・189

いもっこ体操サポーター
養成講座

奇数月第 4水曜日に通常は役場で実施
している行政書士相談を、11月は中央
公民館で行います。
▶日時：11/28 ㈬ 10:00 ～ 16:00
▶場所：中央公民館
問�総務課人権・庶務担当内 403

行政書士相談（11月）
会場の変更 司法書士法律相談会

▶�日時：11/1 ㈭ 8 ㈭ 15 ㈭ 29 ㈭　　
12/6 ㈭ 13㈭ 20㈭ 1/17 ㈭ 31㈭

　13:30 ～ 16:30
▶場所：ウェスタ川越
▶方法：面談相談（1時間）要予約
▶�内容：相続、遺言、登記、債務整理、
成年後見、不動産の名義変更など

▶申込み：総合相談センターで電話予約
　☎ 048-838-7472
問�埼玉司法書士会事務局
　☎ 048-863-7861

「知的障がいにつけこまれてお金をだま
し取られた」「病院や施設の手続きのた
めに成年後見制度を利用したい」などの
悩みに弁護士が電話や FAX で相談に応
じます。
▶日時：12/3 ㈪ 10:00 ～ 16:00
▶�対象：障がいのある人、家族、福祉関
係者など

▶相談ダイヤル：☎ 048-866-2290
　FAX048-866-2223
問�埼玉弁護士会法律相談センター
　☎ 048-710-5666�
　FAX�048-837-2898

障がい者無料法律相談

観光情報発信中！
町の旬をお届け！

三芳町観光サイト


