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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Ⓡ

手話通訳者派遣事業を利用している人と
派遣事務所（富士見市社会福祉協議会）
との懇談会を開催します。（申し込み不要）
▶日時：3/23 ㈯ 13:00 ～ 15:00
▶�場所：富士見市市民福祉活動センター
ぱれっと小会議室

▶�対象：三芳町・富士見市の手話通訳者
派遣事業を利用しているまたは利用し
たい聴覚障害者・途中失聴者・難聴者・
その家族

▶料金：無料
問��富士見市社会福祉協議会
　☎ 254-0747�FAX252-0111

手話通訳者派遣事業
利用者懇談会

▼採用種目
①幹部候補生（一般）
②幹部候補生（歯科・薬剤）�
③一般曹候補生
▼応募資格
① �22歳以上26歳未満（22歳未満は大
卒（見込み含む））
②�専門の大卒（見込み含む）20歳以上
30歳未満（薬剤は20歳以上28歳未満）
③ 18歳以上 33歳未満
※詳しくは下記に問い合わせ。
▼受付期間
①② 3/1 ㈮～ 5/1 ㈬
③ 3/1 ㈮～ 5/15 ㈬
▼ 1次試験日
①�② 5/11 ㈯・12 ㈰（12 日は一般幹
部の飛行要員希望者のみ）

③ 5/25 ㈯
▼ 1 次試験合格発表
①�② 6/3 ㈪　③ 6/7 ㈮
問�自衛隊入間地域事務所
　☎04-2923-4691

自衛官採用試験

細田学園高等学校
吹奏楽部定期演奏会

▶日時：3/23㈯14:00開場 /14:30開演
▶�場所：志木市民会館パルシティ
▶�料金：無料
問��学校法人細田学園�細田学園高等学校
　☎048-471-3255�FAX048-472-6905

認知症の人や家族、介護者など誰もがゆっ
くりと過ごせる場所として開催していま
す。グループホームの見学や認知症、介
護の相談なども行います。
▶�日程：3/14 ㈭
▶�時間：10:00～12:00/13:00～17:00
　（入退場自由）
▶�料金：無料
▶場所：愛の家グループホーム三芳竹間沢
▶�申込み：午後の施設見学を希望の場合
は下記へ申し込み。

問��愛の家グループホーム三芳竹間沢
　☎274-5300

認知症カフェ

介護の相談窓口・高齢者の住まい・簡単
にできる口腔ケアを学びます。
▶日程：3/28 ㈭
▶時間：13:30 ～ 15:30
▶場所：藤久保公民館�学習室
▶料金：無料�
▶�申込み：下記へ申込み。
問�地域包括支援センターみずほ苑みよし
　☎ 293-7341

介護教室

5/18 ㈯にコピスみよしで開催する「第
32回三芳町合唱祭」のステージで一緒
に歌いませんか？
▶日程：3/10 ㈰・4/13 ㈯・5/12 ㈰
▶時間：14:00 ～ 16:00
▶�場所：藤久保公民館ホール
▶�対象：町内・近隣在住者
▶�料金：1,500 円
問��三芳町合唱祭実行委員会
　西田☎ 259-2302
　山田☎ 090-4533-0737

三芳町合唱祭
一般参加者募集

従業員の安全・健康管理や経済産業省の
『健康経営優良法人認定制度』を学びま
す。
▶�日時：3/26 ㈫ 19:00（18:30 開場）
▶�場所：総合体育館研修室
▶�料金：無料
▶定員：70社
▶�申込み：下記へ申し込み。
問��観光産業課商工観光担当内 214・215

健康経営セミナー

親子のふれあい、絵本やわらべうた、新
しいお友達との出会いのきっかけに。読
み聞かせボランティアたちも先輩ママと
して皆さんと会えるのを楽しみにしてい
ます。持っている人は図書館の貸出券を
お持ちください。
▶日程：3/26 ㈫
▶時間：10:30 ～ 11:30
▶場所：中央公民館1階子育てスタジオ
▶対象：未就学児までと保護者 20組
▶�申込み：下記に窓口・電話・FAX で
申し込み。（先着順）

問�中央公民館�☎ 258-0050

おひざでだっこ♪
えほんとわらべうたの会

子どもの居場所づくり（卓球・遊び・料
理・絵画など）についてカフェ形式で話
し合いませんか？
▶�日程：3/12 ㈫
▶時間：14:00 ～ 16:00
▶�場所：中央公民館 2階学習室
▶�対象：子どもの居場所づくりに興味の
ある人どなたでも

▶�料金：無料（お茶・お菓子あり）
問��中央公民館☎ 258-0050

『子どもの居場所づくり』
ローカルカフェ

住民票の異動届（転出届・転入届・転居
届など）は、健康保険・年金・選挙人名
簿の登録につながる大切な手続きです。
引っ越しで住所を異動する人は届出が必
要です。また、マイナンバーの「通知カー
ド」「マイナンバーカード」「住民基本台
帳カード」の住所変更の届出も必要です。
問��住民課住民担当内 142～ 144

引っ越しの際は
住所異動手続きを

0 歳から子ども向けの三芳ウインドオー
ケストラコンサートです。ベビーカー・
おやつOK！
▶�日程：3/24 ㈰
▶�時間：開場 10:40/ 開演 11:00（終演
11:45 予定）※入退場自由

▶�場所：中央公民館 1階多目的ホール
▶�料金：無料（整理券なし）
問��中央公民館☎ 258-0050

0歳からの
ピヨピヨコンサート

平成 31年度の緑地公園バーベキュー場
の予約受付を 3/1 ㈮から開始します。
▶�利用期間：4/1 ㈪～ 10/31 ㈭
▶�利用時間：8:30 ～ 17:00
▶�料金：かまどを利用する場合は 1基
500円
▶�申込み：下記窓口で申し込み。
問��都市計画課公園担当内 232・233

緑地公園バーベキュー場
予約開始

初めて手話を学ぶ人を対象に手話奉仕員
の養成講習会を開催します。（無料保育
あり※ 1歳以上の未就学児）
▶�対象：三芳町・富士見市在住・在勤・
在学の高校生以上の人

▶�料金：5,000 円（テキスト・保険代）
▶�定員：各会場 20人（先着順）
▶�申込み：4/1㈪～4/22㈪に申込書（福
祉課窓口などで入手）を下記問い合わ
せ先に窓口・郵送・FAX で提出し申
し込み。

�▼��三芳会場
▶�日程：5/7 ㈫～ 2020 年 2/18 ㈫の
毎週火曜日もしくは木曜日�全 46回

▶�時間：19:00 ～ 21:00
▶�場所：総合体育館・中央公民館
�▼��富士見会場
▶�日程：5/8 ㈬～ 2020 年 2/26 ㈬の
毎週水曜日�全 46回

▶�時間：10:00 ～ 12:00
▶�場所：富士見市市民福祉活動センター
ぱれっと

問��富士見市社会福祉協議会
　☎ 254-0747�FAX252-0111
　〒 354-0021 富士見市鶴馬 1937-7

手話奉仕員養成講習会

不動産無料相談会

不動産鑑定士が無料で不動産価格や土地
の権利に関する相談に応じます。
▶日程：4/6 ㈯
▶時間：10:00 ～ 16:00
▶�場所：さいたま市浦和コミュニティセ
ンター第 6集会室・東上パールビル
ヂング 4階第 3会議室

問�（公社）埼玉県不動産鑑定士協会
　☎ 048-789-6000
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