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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。

はじめての要約筆記
体験講座

話している内容を要約して文字として書
いて相手に伝える要約筆記。耳の聞こえ
ない人や聞こえにくい人が情報を得る一
つの方法を学んでみませんか？全10回。
▶�日時：1/23 ㈬ 28 ㈪ 2/6 ㈬ 20 ㈬
25㈪ 3/4 ㈪ 11㈪ 18㈪

　�13:00 ～ 15:00 ※ 1/28 ㈪ と 2/25
㈪は 10:00 ～ 12:00 も実施

▶場所：市民福祉活動センターぱれっと
▶料金：500円（テキスト代、保険料）
▶�対象：高校生以上の三芳町、富士見市
在住、在勤、在学の人

▶定員：15人（超えた場合は抽選）
▶�申込み：12/3 ㈪～ 26 ㈬までに富
士見市社会福祉協議会へ電話、窓口、
FAX で申し込み※氏名、住所、電話
番号を明記

問�富士見市社会福祉協議会
　☎254-0747�FAX252-0111
　福祉課福祉支援担当�内 175

入間東部地区管内の地域や職場、学校の
仲間でチームを組んで参加する駅伝大会
です。多くの参加をお待ちしています。
▶日時：2/17 ㈰ 9:00 スタート
▶�場所：富士見市南畑小学校近隣周回
コース（1周 3.9km）

▶�料金：1チーム 10,000 円（保険料等）
中学生のみのチームは 3,000 円

　※中止の場合も返金はしません。
▶�対象：三芳町・富士見市・ふじみ野市
に在住在勤在学する中学生以上の人

▶�申込み：12/3 ㈪～ 1/8 ㈫に生涯学
習課または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

12月25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。
■固定資産税・都市計画税（第3期）
■国民健康保険税（第 6期）
■介護保険料（第 6期）
■後期高齢者医療保険料（第6期）

納期限にご注意

年金を受けている人が亡くなったときは
「死亡届」を提出してください。届け出
が遅れると年金を多く受け取り過ぎ、返
還しなければならない場合があります。
また、亡くなった人がまだ受け取ってい
ない年金があるときは、生計を同じくし
ていた 3親等以内の親族からの請求が
できます。詳しくはお近くの年金事務所
までお問い合せください。
問�住民課保険年金担当内 156

年金受給者が
亡くなったとき

あなたの手で三芳の歴史を掘り起こして
みませんか。
▶対象：体力に自信のある70歳以下の人
▶勤務時間：9:00 ～ 16:30（応相談）
▶時給：990円
▶�内容：発掘現場での調査業務（掘り作
業・作図作業など）

▶勤務場所：町内各地の遺跡
▶申込み：下記に電話で申し込み（随時）
問�歴史民俗資料館☎ 258-6655

遺跡の発掘調査
協力員募集

医療従事者の届出

平成30年12月31日現在、業務に従事
している保健師・助産師・看護師・准看
護師・歯科衛生士・歯科技工士の人は「業
務従事者届」の提出が義務となっていま
す。届出票は各勤務地から受け取るか、
県ホームページから取得してください。
▶提出期限：1/15 ㈫
▶�提出先：勤務地を管轄する保健所（郵
送可）

問�県医療人材課看護・医療人材担当
　☎ 048-830-3543

第 50回入間東部
地区駅伝競走大会

進学塾
クレア
presents

ポスターカラーなどで羽子板に絵を描き
ます。完成したら外で羽根つきを楽しみ
ましょう。
▶日時：12/16 ㈰ 10:00 ～ 12:00
▶場所：歴史民俗資料館研修室
▶料金：500円
▶対象：小学生以上
▶定員：先着 15人
▶�申込み：12/13 ㈭ 16:30 までに下記
へ電話で申し込み

問��歴史民俗資料館☎ 258-6655

体験教室
羽子板を作ろう

環境センターの施設を見学しながらお買
い物を楽しみませんか。子どもの環境学
習に適した催し物も開催します。エコパ・
環境センター行の無料送迎バスをご利用
ください。
▶日時：12/22 ㈯ 9:30 ～ 12:00
▶�内容：ブラックパネルシアター、バルー
ンパフォーマンス、プールキッズタイ
ムなど

問�環境課環境対策担当内 217

楽ママ＊フリーマーケット

消防職員と消防団員の分列行進、車両行
進、消防演技ほか、協力団体の演技も行
います。駐車場は役場および大東ガス株
式会社敷地内駐車場をご利用ください。
▶日時：1/13㈰ 9：20～11：00
▶場所：役場および運動公園グラウンド
問��入間東部地区事務組合消防本部警防課
　☎261-6659

平成 31年消防出初式 まちづくり見本帖
掲載募集

まちづくり活動、NPO、各公民館や社
会福祉協議会などで活動されている団体
をまとめた「まちづくり見本帖」の改訂
版を発行します。興味や関心のある活動
を探しやすく、誰もが活用できる冊子で
す。趣味や特技を生かし、まちづくりに
貢献している活動をPRしてみませんか。
▶申込み：12/19㈬までに下記に申し込み
問�自治安心課自治協働担当内 268

県内在住の交通遺児等を対象に、援護金
を給付します。
▶�対象：交通事故により死亡または重い
障害を負った保護者に養育されている
平成12年 4月2日以降に生まれた県
内在住の18才以下の人（所得制限あり）
▶給付額：10万円（子ども 1人に 1回）
▶�申込み：自治安心課または学校で配布
する申請書類を 1/31 ㈭までにみずほ
信託銀行浦和支店に郵送または持参。

　さいたま市浦和区高砂 2-6-18
　☎ 048-822-0191
問�県防犯・交通安全課
　☎048-830-2958

交通事故
被害者家族への援護金

�12/4 ㈫～ 10㈪までは人権週間
IT を悪用した人権侵害やヘイトスピーチ
など新たな人権問題が発生するなか、「ヘ
イトスピーチ解消法」や「部落差別解消
推進法」も施行されています。この機会
に人権について理解を深めてみませんか。
問�総務課人権・庶務担当内 403
�人権週間記念講演会開催
▶日時：12/9 ㈰ 13:00 ～ 15:30
▶場所：さいたま市産業文化センター
▶定員：300人
▶�内容：全国中学生人権作文コンテスト
埼玉県大会表彰式、さいたま市浦和中
学校吹奏楽部によるミニコンサート

問�さいたま地方法務局人権擁護課
　☎ 048-859-3507

第70回人権週間

認知症の人や家族、介護者など誰もが気
軽に集まって、楽しく過ごせる場所とし
て開催しています。認知症や介護の相談
もでき、午後は施設見学を行います。※
見学希望の場合は事前申し込み。
▶日時：12/13㈭ 10:00 ～ 12:00
　13:00 ～ 17:00（入退場自由）
▶場所：愛の家グループホーム三芳竹間沢
問��愛の家グループホーム三芳竹間沢
　☎ 274-5300

認知症カフェ

県の LED照明推進事業に賛同した県内
家電量販店、ホームセンター等が「彩の
国 LED照明推進店」として省エネを応
援するキャンペーンを開催中です。白熱
電球から LED電球に換えると、消費電
力が約 7分の 1になります。お近くの
彩の国 LED照明推進店で手軽に交換で
きて省エネ効果も高い LED照明に換え
てみませんか。
問��県温暖化対策課☎ 048-830-3038

彩の国 LED照明
推進キャンペーン

こぶしの里で、落ち葉掃きなどの林下管
理によるヤマユリや希少なランの再生を
図ります。一緒に早春のこぶしの里散策
を予定しています（別途連絡）。
※斜面地での作業になります。
▶日時：1/19 ㈯ 10:00 ～ 12:00
▶集合場所：こぶしの里駐車場
▶対象：中学生以上
▶�定員：20人
▶料金：100円（保険料）
▶�持ち物：タオル、マスク、帽子、軍手、
飲み物、長靴、作業できる服装

▶�申込み：1/16㈬までに下記に申し込み
問��歴史民俗資料館☎ 258-6655

林下植生の再生
こぶしの里の落ち葉掃き


