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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。

2019 年度の参加者を募集中です。初心
者も大歓迎。
▶��日程：4/6㈯～ 5/25 ㈯の毎週土曜日
▶��時間：4月：13:00 ～ 15:00
　5月：14:00 ～ 16:00
▶場所：運動公園テニスコート
▶�対象：高校生以上の町在住・在勤・在
学者

▶料金：5,000 円��▶定員：30人（先着順）�
▶�申込み：3/11 ㈪～ 3/22 ㈮に総合
体育館窓口へ申し込み。（9:00 ～
19:00）

問�生涯学習課スポーツ推進担当内 516
　テニス協会（夜間 20:00 まで）
　林 258-4809�岡野 258-9200

初級・中級
硬式テニス教室

臨時職員募集
介護認定調査員

無料相続相談会

▶勤務日：月曜日～金曜日
▶勤務時間：9:00 ～ 17:00
　※勤務日・時間は相談に応じます。
▶�勤務内容：介護認定調査および調査結
果処理

▶募集人数：若干名
▶資格：介護支援専門員・看護師
▶�賃金：時給 1,500 円※通勤手当を距
離に応じて支給。

▶�その他：未経験者は研修あり。調査着
貸与。

▶�申込み：臨時職員登録書を総務課職員
担当へ提出。

問�健康増進課介護保険担当内 186

弁護士が無料で遺言・相続に関する法律
相談に応じます。（申し込み不要）
▶�日時：4/13 ㈯ 13:00 ～ 16:00（受
付 15:30 まで）

▶�場所：大宮ソニックシティ 4階市民
ホール 404

問�埼玉弁護士会法律相談センター
　☎ 048-710-5666

ご飯を食べながらおしゃべりとハーバリ
ウム作りを楽しみましょう。
▶�日程：3/19㈫�
▶�時間：10:30～15:00
▶場所：社協の家（藤久保3803-5）
▶�対象：母子・父子世帯の親子またはそ
れに準ずる世帯（保護者だけの参加も可）
▶�定員：20人
▶�申込み：下記に電話・FAXで申し込み。�
問�三芳町社会福祉協議会
　☎ 258-0122�FAX258-0180

母子・父子家庭交流会
おしゃべりサロン

恒例の春季初心者ソフトテニス教室を開
催します。（申し込み不要）
▶�日時：4/6・13・20・27�9:00～11:00
　5/4・11・18・25�10:00～12:00
　6/1・22・29�10:00～12:00（全て土曜日）
▶�場所：運動公園テニスコート
▶料金：1 人 1 回 200 円（当日徴収）
▶対象：小学 4年生以上�▶定員：50人
▶�持ち物：ソフトテニス用ラケット（貸
出可）・テニスシューズ（平底靴可）・
タオル・水筒

問�生涯学習課スポーツ推進担当内 516
　庭球連盟役員（19:00 ～ 21:00）
　清水☎ 090-3455-4961
　村山☎ 080-1200-8342

春季初心者
ソフトテニス教室

みよし大崎ジュニア
ハンドボールチームメンバー募集

大崎電気工業㈱男子ハンドボール部OB
の指導によるハンドボールチームメン
バーを募集します。
▶�日 時： 第 1 ～ 3 木 曜 日�17:30 ～
19:30・その他土日試合あり

▶�場所：総合体育館アリーナ・大崎電気
工業体育館

▶�対象：小学 3～ 6年生�男子
▶�料金：1か月 4,000 円 / ハンドボー
ル協会登録料1,000 円 / 連盟登録料
500円・スポーツ安全保険1,450円等
▶�定員：10人程度
▶�申込み：下記へ窓口・電話で申し込み。
問�総合体育館☎ 258-0311

20 歳以上の学生で本人の所得が一定以
下の場合、国民年金保険料の納付が猶予
される「学生納付特例制度」を利用でき
ます。承認期間は４月から翌年３月まで
となりますが、次の年度も在学予定であ
る場合、３月中に送られる継続申請のハ
ガキに必要事項を記入し、返送すれば継
続して納付特例を受けられます。詳しく
は年金事務所または下記にお問い合わせ
ください。※期間内にハガキを返送しな
い場合、再度申請が必要となります。
▶�対象：学校教育法に規定する大学（院）、
短期大学、高等学校、高等専門学校、
専修学校、各種学校（修業年限 1年
以上）、一部の海外大学の日本分校に
在学する人

問�住民課保険年金担当内 156
　ねんきん加入者ダイヤル
　�☎ 0570-003-004（050 から始まる
番号からかける場合は☎ 03-6630-
2525）

学生納付特例制度

3 月 1 日から 2019 年度スポーツ安全
保険の加入受付を開始します。
▶対象：スポーツ活動や文化活動などを
　行う4人以上の団体。対象となる事故
　の範囲は団体管理下での活動中（国内）
　やその往復中の事故など。
▶掛金：活動内容により異なる。
　中学生以下800円、1,450円、11,000円
　高校生以上 800円～ 11,000 円
▶�保険期間：2019年4月1日～2020年
3月31日（4月1日以降の申し込みは
加入依頼書を郵送した消印日と払込日の
いずれか遅い日の翌日から有効）
▶内容：傷害保険・賠償責任保険・突然
　死葬祭費用保険
※�加入区分で補償金額は異なります。必ず
「スポーツ安全保険のしおり」または「あ
らまし」の内容を確認してください。
※�「スポ安ねっと」をご利用の場合はス
ポーツ安全協会のホームページをご覧
ください。

▶�申込み：郵便局窓口で払込後、払込受
付証明書を貼付した加入依頼書を埼玉
県支部へ郵送（加入依頼書は、総合体
育館、生涯学習課、各公民館で入手可）

問�（公財）スポーツ安全協会埼玉県支部
　�☎ 048-779-9580　　　

2019年度
スポーツ安全保険

経済的な理由で就学困難な児童・生徒の
保護者に対し、4月～6月分の学用品費・
給食費・医療費などを援助します。
▶�申込期間：2/18 ㈪～ 4/12 ㈮
※�上記の期間以降も随時受け付けます
が、新入学児童学用品費の対象外とな
ります。

※申請の翌月からの支給となります。
※ �7 月～翌年 6月分は 4/22 ㈪以降に
改めて申請が必要です。

▶�申込み：申請書（学校または下記窓口
で入手）に記入し、家族全員の平成
29年分の所得がわかる書類を添付し
下記へ提出。※郵送不可

問�学校教育課学務担当内 524・525

就学援助
新小学一年生新規申請

▶日程：3/23 ㈯
▶時間：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：3/4㈪～3/8㈮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

▶�日程：4/4㈭～ 6/20㈭の毎週木曜日
※ 5/2 ㈭は除く
▶�時間：13:30 ～ 16:30
▶場所：ウェスタ川越
▶相談方法：1組 1時間の面談
▶�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（048-838-
7472）で電話予約

問�埼玉司法書士会事務局
　☎ 048-863-7861

司法書士無料相談

観光情報発信中！

三芳町観光サイト

今年も竹間沢農地環境保全協議会のご厚
意により、新鮮な菜の花の若芽を摘み取
ることができます。スタンプラリーも同
時開催。
▶�期間：３月下旬～ 4月上旬
▶�場所：竹間沢地区※のぼり旗のある場
所のみ。摘み取りマップ・スタンプラ
リー台紙（下記窓口・公民館・歴史民
俗資料館で入手）を参照。
▶主催：竹間沢農地環境保全協議会
問��観光産業課商工観光担当内 214

菜の花の若芽
摘み取りできます

子どもの情報はこちら！
三芳町の子育て


