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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Ⓡ

身近な問題である聴こえについて考える
シンポジウムです。手話通訳、要約筆記、
ヒアリングループあり。
▶日時：11/10㈯ 13:00 ～ 15:00
▶場所：藤久保公民館ホール
▶定員：80人（申し込み不要・先着順）
▶�講師：永井紀世彦氏（埼玉聴覚障害者
福祉会理事長）

問��福祉課福祉支援担当内 175

聴こえとコミュニケーションに
関するシンポジウム

パートナーからの暴力やストーカー行為
など、女性をめぐる人権問題について、
専用相談電話による相談を受け付けます。
▶日時：11/12㈪～11/18㈰
　8:30～19:00（土日は10:00～17:00）
▶専用相談電話：0570-070-810
問���さいたま地方法務局人権擁護課
　☎048-859-3507

女性の人権ホットライン

第7回入間東部地域史
研究発表会

三芳町、富士見市、ふじみ野市の歴史に
ついて、学芸員・研究者が最新の研究結
果をわかりやすく解説します。申し込み
不要です。
▶日時：11/17 ㈯ 13:30 ～ 16:00
▶場所：鶴瀬西交流センター多目的ホール
▶定員：先着 70人
問�文化財保護課文化財保護担当
　☎ 258-6655

従来、医療費控除を受けるためには領収
書の添付・提示が必要でしたが、平成
29年分の確定申告から医療費控除の明
細書に領収書の内容を記入することで添
付・提示が不要となりました。また、一
定の要件を満たした「医療費のお知らせ」
も認められるようになりました。
問�税務課住民税担当内 132～ 134

医療費控除に係る
添付書類の変更

▶日時：11/20 ㈫ 14:15 ～ 16:15
▶会場：コピスみよし
※ �13:00 ～ 14:00 に消費税軽減税率制
度説明会を同時開催します。

問��川越税務署法人課税第 2部門　　　
☎ 235-9411（自動音声「2」）

平成 30年分
年末調整説明会

住生活の安定・工場にかかわる総合的な
施策を推進する上で必要な住生活総合調
査が全国で行われます。
▶�対象：10月に行われた住宅・土地統計
調査にご回答いただいた世帯の中から
抽出

▶�内容：対象世帯には 11月下旬からポ
スティングにより調査票を配布し、郵
送・オンラインにより回収
問�専用ダイヤル☎ 0120-467-060

平成30年
住生活総合調査 暴力を受けたら相談を

暴力は間柄を問わず、決して許されるも
のではありません。一人で悩まずご相談
ください。
�みよし女性相談（予約制）
▶日時：毎月第 2・4金曜日
　11:00 ～ 15:20（1人 50分）
▶場所：役場 1階住民相談室
▶対象：女性
▶定員：1日 4人
▶�申込み：電話または窓口で下記に申し
込み

問�総務課人権・庶務担当内 404・405

樹木の伐採や剪定に
ご協力を

道路上まで伸びた枝などは、通行の妨げ
や事故につながることがあります。樹木
等の管理者は土地所有者であり、原則町
が伐採や剪定を行うことはできませんの
で、適切な管理をお願いします。ただし、
災害時等で緊急の対応が必要な場合には
事前連絡をせずに、町が伐採等を行うこ
とがありますので、ご理解とご協力をお
願いします。
問���道路交通課道路管理担当内 225

秋の風が心地よい古民家「旧池上家住宅」
で落語会と縁日を行います。
▶日時：11/25㈰ 10:00 ～ 13:00 縁日
　13:30 ～ 15:00 落語会
▶�場所：旧池上家住宅（歴史民俗資料館
敷地内）

▶定員：30人（落語会・先着順）
▶�申込み：11/16 ㈮までに下記に電話
で申し込み（先着順）

問��歴史民俗資料館�☎258-6655

古民家で落語会～人情噺
「芝浜」とよもやま話～

�青色申告決算説明会
【不動産所得】：12/5㈬11㈫
【事業所得】：�11/30㈮12/3㈪ 4㈫ 5㈬

10㈪
�白色申告決算説明会
【不動産所得】：12/7㈮11㈫
【事業所得】：12/12㈬
�消費税説明会（簡易・一般課税）
▶日時：12/14㈮
※�会場や時間等については下記に問い合
わせください。
問���川越税務署個人課税第 1部門
　☎ 235-9411（自動音声「2」）

青色・白色申告決算
消費税説明会

所得税の確定申告期間等において非常勤
職員を募集します。
▶勤務期間：1月上旬～ 3月末
▶�勤務時間：9:00 ～ 17:00 のうち 3～
7時間
▶勤務場所：川越税務署
▶内容：確定申告事務補助
▶�給与：時給 930円～ 980円＋交通費
相当額（上限あり）
▶定員：140人程度
▶�申込み：関東信越国税局ホームページ
「採用案内」から申し込み
問�川越税務署総務課☎ 235-9441

税務署非常勤職員募集

▶日時：11/10 ㈯ 12:15 ～
▶場所：中央公民館ホール
▶�内容：青少年の主張発表（中学生の部、
青年の部）、映画「ブタがいた教室」
上映

▶定員：180人
▶申込み：不要
問�生涯学習課生涯学習担当内 514

第35回三芳町青少年
健全育成町民大会

▶日時：12/1 ㈯ 13:30 ～
▶場所：中央公民館ホール
▶�内容：小中学生による人権作文発表、
講演会「性別で見る多様性と人権～見
えない /見せないしんどさを抱える子
どもに向き合う～」
▶定員：180人
▶申込み：不要
問�生涯学習課生涯学習担当内 514

人権教育実践交流会
▶�採用種目：①高等工科学校生徒（一般・
推薦）②自衛官候補生
▶�応募資格：①男子・中卒・平成 31年
4月 1日時点で 17歳未満

　②採用月時点で 18歳以上 33歳未満
▶�受付期間：①一般は 1/7 ㈪、推薦は
11/30 ㈮まで②年間を通じて受付

▶�試験日：①一般は 1/19 ㈯、推薦は
1/5 ㈯～ 1/7 ㈪のうち 1日②受付時
にお知らせ

問��自衛隊入間地域事務所
　☎04-2923-4691

自衛官採用試験

犯罪被害者支援県民のつどい

いつ誰に起こるかわからない犯罪被害。
被害を受けた人の気持ちに寄り添い温か
な気持ちを届けられる社会を作りましょ
う。
▶日時：12/1 ㈯ 13:30 ～ 16:30
▶場所：埼玉会館小ホール
▶�内容：作文・感想文への表彰、講演、
ミニコンサートなど

▶�申込み：県ホームページ・メール・
FAX・ハガキで申し込み（氏名・電話
番号・参加人数を明記）

問�（公社）埼玉犯罪被害者援助センター
　☎・FAX�048-865-7831
　Mail：svsc11013@gmail.com

▶日時：11/17 ㈯ 9:50 ～ 14:10
▶場所：県立所沢おおぞら特別支援学校
▶�内容：ステージ発表、作品展示、作業
班製作品の販売など

問�県立所沢おおぞら特別支援学校
　☎ 04-2951-1102

所沢おおぞら特別支援学校
第 9回おおぞら祭

学校が休みの土曜日に、卓球やフラフー
プでみんなで楽しく遊びましょう。
▶日時：11/17㈯ 9:00 ～ 12:00
　12/15㈯ 1/26㈯ 2/16㈯ 3/16㈯
　13:00 ～ 16:00
▶場所：中央公民館ホール
▶対象：町在住の小中学生
▶申込み：不要
問�中央公民館☎258-0050
　NPO法人街のひろば�梶
　☎090-9344-0486

子ども卓球広場

平成 30年分（平成 31年度）から、配
偶者控除・配偶者特別控除を受ける納税
者本人の合計所得金額により制限が設
けられ、所得に応じて段階的に控除額が
減っていきます。また、配偶者特別控除
の対象となる配偶者の合計所得金額の
上限が変更されましたのでご注意くださ
い。詳しくはホームページまたは下記ま
でお問い合わせください。
問�税務課住民税担当内 132～ 134

配偶者控除・配偶者
特別控除制度の変更

みよし野菜ブランド化推進研究会と淑徳
大学がコラボして作ったレシピをもとに
アレンジしたランチを福祉喫茶ハーモ
ニーで提供します。1日 16食限定。
▶�日時：11/8 ㈭ 15㈭ 22㈭ 29㈭
問��観光産業課農業振興担当内 213

淑徳大学とコラボ
みよし野菜癒しのレシピ


