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INFORMATION

電気工事業･管工事業/埼玉県知事（般-24）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Ⓡ

不正請求の早期発見
本人通知制度の活用

本人通知制度は、住民登録や本籍がある人
が事前に登録することにより、その人に
かかる住民票の写しや戸籍の謄抄本等を
本人の代理人および第三者に交付した場
合にその交付した事実について登録者本
人にお知らせするものです。これにより、
不正請求の早期発見、事実関係の早期究
明するきっかけとなります。また、本人
通知制度が周知されることで、委任状偽
造や不必要な身元調査等の未然防止につ
ながります。
登録

できる人
・三芳町に住民登録のある人
・三芳町に本籍のある人

登録
手続き

・�本人通知登録申請書
・�本人確認書類（運転免許証、パ
スポート、マイナンバーカード
等、健康保険証等写真の無いもの
については 2点）※出張所でも
申請できます

通知内容

・証明書の交付年月日
・交付した証明書の種類、通数
・�交付請求者の種別（代理人・第
三者の別）

※�国や地方自治体からの請求など、通知対
象外のものもあります。
問　住民課住民担当内 142～ 144

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と思っている人
への相談室を開催します（全て月曜）。
▶�日時：1/15・1/29・2/19・2/26・
3/12・3/26 の 10:00 ～正午の間

▶会場：竹間沢公民館　学習室
▶料金：無料　▶定員：15人
▶申込み：事前予約をおすすめします。
問�竹間沢公民館�☎ 259-8311�

スポーツサイクルや子ども乗せ自転車な
どの試乗、自転車関連グッズなどの展示
販売、ステージイベント、スタンプラリー、
ミニサイクリングツアーなどを実施。
▶�日時：�2/17 ㈯�9:00 ～ 17:00
� 2/18 ㈰ 9:00 ～ 16:00
▶会場：さいたまアリーナ
▶料金：無料
問�埼玉サイクルエキスポ実行委員会事務局�
　�☎ 048-830-2826�

２０１８

パソコンなんでも相談室

埼玉サイクルエキスポ

交通事故被害者の
ご家族への援護金

埼玉県交通安全対策協議会では、県内に
在住する交通遺児などを対象に、援護金
を給付しています。

▶�給付額：子ども1人につき年額10万円
▶�給付時期：平成 30 年 5月下旬 (4 月
末までに「給付決定通知書」を送付 )

▶�申請書の配布先：市町村、学校など
▶�申込み：１月末日までに申請書を、み
ずほ信託銀行浦和支店に郵送(〒330-
0063�埼玉県さいたま市浦和区高砂
2-6-18) または直接申し込み。

問�埼玉県県民生活部防犯・交通安全課
　☎ 048-830-2958

給付対象の
子どもの人数 同居世帯の総所得額

1 人 274万円以下
2人 312万円以下
3人 350万円以下
4人 388万円以下

5人以上 426万円以下

子育ての助け合いをする、ファミリーサ
ポート活動の基礎講座を開催します。三
芳町保健センター・保健師による『小児
看護』の講座です。ファミリーサポート
事業に興味のある人は、お気軽にお問合
せ、ご参加ください。
▶日時：1/18 ㈭ 10:00 ～ 12:00
▶場所：藤久保公民館�２階学習室
▶料金：無料
▶対象：どなたでも
▶�申込み：下記に電話。当日可。
問�ファミリーサポートセンター
　�☎ 258-0075

ノロウイルスによる食中毒は冬季を中心
に流行し、集団発生も増加します。口か
ら体内に入ることで感染し、1～ 2 日
の潜伏期間の後、下痢・嘔吐・腹痛等の
症状が現れます。以下に注意しましょう。
①�調理・食事前・トイレの後は手洗い（二
度洗い）

②調理器具は塩素系漂白剤で消毒
③食品は中心部まで十分に加熱
④�便や嘔吐物からの感染を予防し、汚染
された場所はマスク・手袋をして消毒

問�朝霞保健所生活衛生・薬事担当
　�☎ 048-461-0468

ファミリーサポート
センター基礎講座

ノロウイルスに注意

みよしキッズコックさん

コック服を着てシェフに大変身 !! 手料
理で家族をおもてなし！子どもが２食分
作ります。保護者は 13時に集合。
▶日時：２/17㈯ 10:30 ～ 14:00
▶場所：中央公民館２階キッチンスタジオ
▶定員：小学生 8人
▶参加費：1,500 円（材料代など）
▶�メニュー：フライパンでパエリア /野
菜たっぷりミネストローネ /ミニサラ
ダ /チョコカップケーキ

▶申込み：2/7 ㈬までに下記に窓口・
電話・FAXで申し込み。
問�中央公民館
�　☎ 258-0050�FAX:258-1833

おひざでだっこ
えほんとわらべうたの会

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お越し
ください。先輩ママである読み聞かせボ
ランティアも、みんなが来るのを楽しみ
にしています。
▶日時：1/23 ㈫ 10:30 ～ 11:30
▶場所：中央公民館　子育てスタジオ
▶対象：未就学児までと保護者 20組
▶持物：図書館の貸出券（持っている人）
▶申込み：下記に電話または FAX
問�中央公民館
�　☎ 258-0050�FAX:258-1833

1/8（月・祝）開催の成人式に出席できなかっ
た人に案内状と引き換えに、記念品を渡し
ます。
▶日時：1/10 ㈬～ 2/8 ㈭まで
▶�引換場所：教育総務課、藤久保公民館
竹間沢公民館、中央公民館

問�教育総務課施設庶務担当内 533

埼玉と全国の青年司法書士協議会で、生
活保護に関する電話相談会を実施します。
▶日時：1/28 ㈰�10:00 ～ 16:00
▶�相談電話番号：0120-052-088
問�埼玉青年司法書士協議会
�　☎ 048-799-2304

成人式
記念品の引き換え

全国一斉開催
生活保護 110番

はじめての手話講習

町内中学吹奏楽部
３校合同演奏会

手話を学んだことのない人を対象にした
講習を実施します。この機会に手話に触
れてみませんか。
▶日時：2/6 ～ 27の毎週火曜日
　10：00～正午　全 5回
▶�会場：「パレット」（富士見市民福祉活
動センター）▶定員：15人

▶対象：町在住・在勤・在学の人
▶料金：500円�（テキスト代・保険料）
▶�申込み：1/9 ㈫～ 26㈮までに、下記
へ FAXや電話などで直接申し込み。

問���富士見市社会福祉協議会
　☎ 254-0747　FAX：252-0111

最近コンクールなどでの活躍がめざまし
い、三芳町の中学校吹奏楽部が一同に集
まり最高のステージを披露します。
▶日時：1/14 ㈰
　開場 12:30　開演 13:00
▶�会場：コピスみよし�ホール
▶出演：三芳東中・三芳中・藤久保中
　ゲスト /慶應義塾志木高校器楽部
▶�料金：１校券 200円�通し券 500円
▶�チケット取り扱い：コピスみよし
問���コピスみよし　☎ 049-259-3211

法務局で、相続登記など各種相続手続き
に利用できる「法廷相続情報証明制度」
が始まりました。この制度では、各種相
続手続きごとに戸籍謄本の束を何度も出
し直す必要がなくなります。詳細は法務
局のホームページをご覧ください。
問�さいたま地方法務局川越支局
　�☎ 243-3824 ※ダイヤル案内後 2番

相続手続きが簡単に
法定相続情報証明制度

観光情報発信中！
町の旬をお届け！

三芳町観光サイト


