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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Ⓡ

75 歳以上の人を対象に、公共交通機関
の運賃を町が一部補助しています。補助
を受けるには登録が必要です。
▶�対象：町在住で 75歳以上の人（後期
高齢者医療保険被保険者証に 3割の
記載がある人を除く）

▶�補助上限：年間 5,000 円
▶�申込み：政策推進室、各出張所で登録
し、補助申請。

　※補助申請は年度に 1人 1回のみ。
　※�平成 30年度に利用した公共交通機
関の領収書は、3/29 ㈮まで申請し
てください。

問�政策推進室政策推進担当�内 423

ライフバス・タクシー
運賃補助

子育て世帯を支援するため、県営住宅に
専用枠を設け、入居者を募集します。
▶�対象：夫婦ともに 39歳以下の世帯（子
どもの有無は問わず）。収入等の各種
条件あり。

▶�申込み：1/4 ㈮～ 1/21 ㈪（消印有効）
に都市計画課窓口、各出張所にある募
集案内を記入して下記へ郵送。

▶�入居予定日：3/23 ㈯以降
問�埼玉県住宅供給公社�☎048-829-2875

子育てハッピー県営住宅
入居者募集

認知症を正しく理解し、温かく見守る応
援者を増やすために、症状や接し方など
の知識を学ぶ講座を開催します。認知症
に関心がある人は誰でも受講できます。
▶日時：1/23 ㈬ 14:00 ～ 15:30
▶場所：中央公民館ホール
▶定員：40人程度
▶申込み：下記に直接・電話で申し込み。
問��地域包括支援センター埼玉セントラル
　�☎ 274-2080

認知症サポーター
養成講座

財務省関東財務局
詐欺・債務の相談窓口

金融取引や多重債務のトラブルは一人で
悩まずに、まずはご相談ください。
▶詐欺的な投資勧誘�☎ 048-613-3952
▶電子マネー詐欺�☎ 048-600-1152
▶多重債務�☎ 048-600-1113
問�関東財務局�☎ 048-600-1113

スマホアプリ「カタポケ」で広報み
よしをご覧いただけます。
10言語＆読み上げ機能もあります。

スマホで広報みよし

障がい児とその家族
のための情報交換会

障がいがある人が社会に出るとはどうい
うことか。「社会に出る＝働くこと」だ
けではありません。お子さんの力を伸ば
すヒントを一緒に考えてみませんか。
▶日時：2/16 ㈯　10:00 ～ 12:00
▶場所：三芳町総合体育館　研修室
▶�内容：「子どものスキルを伸ばそう！～
社会とつながっていくためのヒント～

▶�講師：秋田和江氏（障害者就業・生活
支援センター）
▶��対象：障がい児を抱える家族、興味の
ある人　▶定員：50人

▶�申込み：1/31 ㈭までに下記に連絡
　※保育希望者は 1/18 ㈮まで
問���福祉課福祉支援担当内�172・175

▶�日時：2/23 ㈯　日帰り
　当日の 4:30 に役場庁舎北側駐車場へ
　集合出発
▶�場所：群馬県片品高原スキー場
▶�対象：小学生以上の親子
　(小学4年生以下は保護者の同伴が必要)
▶�定員：35人
▶�料金：中学生以上：12,000 円
　　　　小学生：9,000 円
　　　　�（申込金：1人５,000 円）
���※リフト代、昼食代、交通費、講習代、
　���傷害保険料を含む。
▶�主催：三芳町スキー連盟
▶�申込み：2/8 ㈮までに総合体育館へ
申し込み (レンタルスキー・ウェアを
希望する人は申し込み時に申請 )。

問�生涯学習課スポーツ推進担当内 516
　�三芳町スキー連盟事務局　神木
����☎090-1456-4234(平日19:00～21:00)

三芳町親子スキー教室

まちの魅力を発信中！

いいね三芳町

▶日時：1/19 ㈯ 9:00 ～ 12:00
▶�場所：入間東部地区事務組合消防本部
4階大講堂

▶�対象：三芳町・富士見市・ふじみ野市
在住・在勤・在学の人

▶定員：30人（先着順）
▶�申込み：1/7㈪～1/11㈮8:30～17:00
に下記に電話で申し込み。

問��入間東部地区事務組合消防本部救急課
　☎ 261-6673（土・日・祝日を除く）

普通救命講習Ⅰ

埼玉県内市町村職員の仕事の
内容や魅力を PR するフォー
ラムを開催します。公務員を

めざしている人や関心のある人など、こ
の機会にぜひ参加してみませんか。
▶�日時：2/15 ㈮�
　　　　12:55 ～ 16:00�( 開場 12:30)
▶�場所：埼玉会館　大ホール　　
▶�内容
　①公務員のリアルを語る
　②市町村職員によるトークライブ
　③市町村別相談タイム
▶�定員：1,300 人 ( 先着順 )
▶�申込み：直接会場までお越しください。
問����彩の国さいたま人づくり広域連合人材開
発部市町村職員担当☎048-664-6681

埼玉県内市町村職員
採用情報フォーラム2019

国の防災関係委員
を歴任、講演や実
践活動に活躍する
講師を招いて、各
地の災害事例から
地域防災のあり方
を学びます。
▶日時：2/2 ㈯　��
���10:00～11:30
　（開場 9:30）
▶�場所：藤久保公民館ホール
▶�講師：鍵屋一氏（跡見学園女子大学・
観光コミュニティ学部教授）
▶定員：200人　※手話通訳あり　
▶�申込み：1/10㈭から下記で整理券配布
問��藤久保公民館�☎ 258-0690

防災講演会
「みんなで高める地域防災力」

はじめての手話講習

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の毎週水曜日
　10：00～正午�※27㈬は15:00まで
▶�場所：三芳町総合体育館
▶�対象：三芳町または富士見市在住・在
勤・在学の人

▶�定員：15人（定員を超えた場合は抽選）
▶料金：500円�（テキスト代・保険料）
▶�申込み：1/4 ㈮～ 25㈮までに、下記
へ直接・電話・FAXで申し込み。

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

歌うと気分がスッキリしたり、気持ちが
ワクワクしたりしませんか。大きな声を
出して歌うことは心の緊張を解きほぐ
し、リラックスする効果があると言われ
ています。人と共に歌い「こころの健康
づくり」を始めませんか。
▶日時：2/23 ㈯ 14:00 ～ 16:00
▶場所：藤久保公民館ホール
▶対象：町内在住・在勤の人
▶定員：100人
▶申込み：下記に申し込み
問�福祉課福祉支援担当内 172

歌でこころの健康づくり

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：1/21・1/28・2/18・2/25・
3/11・3/25 の 10:00 ～正午の間

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

パソコンなんでも相談室

通学路の交通指導員を募集します。
▶�対象：①～③をすべて満たす人
　�①町内在住の 20～ 60歳
　②健康で交通安全に関心と熱意がある
　③視力および弁色力に異常がない
▶定員：1人
▶場所：藤久保小学校区内通学路
▶時間：登校時の 1時間程度
▶報酬：月額 40,000 円（税引前）
問�自治安心課防犯防災担当内 267

交通指導員募集

スプリングコンサート2019

町内各中学校の吹奏楽部が一同に会する
コンサート。元気いっぱいの生徒の活動
成果をお楽しみください。
▶日時：2/17㈰��開場12:30�開演13:00
▶�場所：コピスみよし　ホール
▶�出演：町内すべての中学校の吹奏楽部
　　　　※ゲスト校あり
▶料金：一般500円��高校生以下200円
　※1/8㈫10:00～下記でチケット販売。
問���コピスみよし�☎ 259-3211

埼玉県
地震対策セミナー

大災害が発生した場合には、どれだけ備
えていても長期の避難生活を余儀なくさ
れると想定されます。避難生活の実態を
知り、どのように備えるべきか学びます。
▶日時：2/5 ㈫ 13:30 ～ 16:00
　　　　（開場 12:30）
▶�場所：埼玉会館　小ホール
▶�定員：500 人（先着順）※事前申し
込みあり

問�県危機管理防災部危機管理課�
　�☎ 048-830-8141


