
広

告

広

告

MIYOSHI 16MIYOSHI17

太鼓は実に多彩な音色と、無限のパフォーマンスの可能性を秘めた楽器です。
「はじめのドンッ」から「確立されたドンッ」に至るまで
斜め打法をはじめ、平打ち・大太鼓・セット太鼓など　そんな和太鼓の魅力を
楽しみながら様々な打法と楽器/楽曲に触れてみませんか。

☎049-293-5820（かじ兵衛）
☎03-6824-4316（石塚） ★現在6歳から70歳クラス有り 

石塚由有　和太鼓教室

かじ兵衛太鼓スタジオ「鼓屋-koya-」
三芳町藤久保850-5 （三芳アクロスプラザ 徒歩7分） 

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。

▶�対象：国民年金第 1号被保険者で出
産日が平成 31年 2月 1日以降の人

　�※出産とは妊娠 85日（4ヶ月）以上
のことで、死産、流産、早産を含む。

▶�免除期間：出産予定日または出産月の
前月から 4ヶ月。多胎妊娠は、出産
予定日または出産月の３ヶ月前から６
か月間。

▶届出時期：出産予定日の6か月前から。
　※平成 31年 4月から受付開始。
問�住民課保険年金担当内 156

産前産後期間の
国民年金保険料の免除

▶日時：4/21 ㈰ 9:00 ～ 12:00
▶�場所：消防本部 4階大講堂
▶�対象：二市一町在住・在勤・在学の人
▶定員：30人（先着順）
▶�申込み：4/8㈪～4/12㈮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

31年4月から

第 2回三芳町議会定例会において議会
の同意を得て、4月 1 日付けで教育委
員が任命されました。
○教育委員…長野真寿美氏 (再任 )
問�教育総務課施設庶務担当内 533

教育委員会委員の選任

総合体育館での負傷事故・アリーナの利用中止
��� 問　MIYOSHIオリンピアード推進課内内線432　/　総合体育館　☎258-0311

三芳町総合体育館アリーナでのフットサル大会ウォーミングアップで、20代男性がスライディングをしたところ剥離した床板
が左臀部に刺さる事故が発生しました。現在、指定管理者と事故の原因究明を行っているところです。アリーナ利用中止により
利用者の皆様に、ご不便、ご迷惑をおかけしていることをお詫び申し上げます。利用再開については、今後、広報紙やホームペー
ジ等でお知らせします。負傷されました利用者様には、心よりお詫びするとともに一日でも早い全快をご祈念申し上げます。

問�総務課職員担当内 407・408

第2回三芳町議会定例
会において議会の同意
を得て、4月1日付け
で前埼玉県職員の内田
浩明氏が三芳町副町長
に就任しました。

副町長に
内田浩明氏が就任

平成 31年度
ごみ収集日程表の訂正

広報3月号で折込配布した「平成31年
度ごみ日程表」に誤りがありました。
【A・Bコース共に】
▶ �11 月以降の「もやさないごみ」と「古
紙類・雑がみ」の表記が逆。

▶ �12 月以降の「飲み物のかん」と「び
ん・以外プラ」の表記が逆。

8月以降に訂正版を各戸配布しますの
で、ご確認ください。
問�環境課環境対策担当�内 216

歩いて外出することが困難になってきた
人を対象に、運動機能改善のための運動
教室を開催します。マシンを使用した筋
力トレーニングなどを行います。
▶日程：5/9 ～ 7/25 の毎週木曜
　（全 12回）13:30 ～ 15:30
▶場所：リハトレ明和（送迎あり）
▶���対象：65歳以上の人で、歩いて外出
することが困難な人または困難になっ
てきた人

▶定員：15人　▶料金：無料
▶�申込み：下記へ問い合わせください。
問�地域包括支援センター
　内 188・189

健康運動教室
（総合事業通所型サービスC)

3月20日現在までに集まった三芳町緑
化推進費寄附の総額は下記のとおりです。
▶寄附金総額…883,336 円
次の皆さんから寄附がありました。ご協
力ありがとうございます。（敬称略）
松本薫 /㈱藤章 /阿部征一 /三協測量設
計㈱ /細沼英一 /㈱えがおプランニング
/㈲グリーンエクステリア船津 /大熊哲
/清田福子 /㈲和建工業 /
ウィズグリーン㈱ /三浦香織 /㈲みのり
交通 /いるま野農業協同組合三芳支店 /
㈲船津商事 /上板塑性㈱ /中村倉庫㈱ /
日本電信㈱ /㈱東ハト関東工場 /㈱大喜
冷熱 /飯能信用金庫三芳支店 /一般社団
法人東入間医師会 /㈱環境流通システム
/関東グリーンサービス㈱ /㈱サンワエ
ンジニアリング /㈱押本商店 /㈱武田工
務店 /三芳合金工業㈱ /ヨコハマタイヤ
リトレッド㈱埼玉事業所 /新星機工（株）
/大和合金㈱ /㈲タクデン /㈱ふじみ野
工業 /㈲ボデーショップ丸田 /㈲シモヤ
マ工業 /㈲阿部商事 /㈱スペース匠 /石
坂産業㈱ /㈱大門造園 /新日本リース㈱
/小川伸子 /佐俣輝美 /岩本桂子
問�環境課自然環境担当�内 218

三芳町緑化推進費
平成30年度寄附金の報告

県では、2019年度の小児慢性特定疾病
医療費支給継続申請の受付を 6/17 ㈪か
ら開始します。
▶�対象：現在、受給者証を持ち、引き続き
治療が必要な20歳未満の人の保護者
▶�期間：6/17 ㈪～ 7/31 ㈬ ( 平日のみ )
▶�場所：朝霞保健所
　　　(朝霞市青葉台 1-10-5)
　※県内の他の保健所でも申請可能。
▶�必要書類
申請書（保健所から郵送）、医療意見書、
健康保険証の写し、受診者の加入する公
的医療保険 ( 健康保険 ) の被保険者の市
町村・県民税課税 (非課税 ) 証明書など
問�朝霞保健所�☎ 048-461-0468

小児慢性特定疾病
医療費支給継続申請

町のホームページに使用されている文字
をUD（ユニバーサルデザイン）フォン
トに変更しました。UDフォントは見や
すさを追求してデザインされたフォント
で、同じ文字の大きさでも従来のフォン
トと比べて読みやすく、広報みよしにも
使われています。誰にでも見やすく読み
やすい情報発信をしていきます。
問�秘書広報室秘書広報担当内 312

ホームページの文字を
UDフォントに変更

住民参画による教育行政の推進のため、
委員を公募します。
▶募集委員
　①公民館運営審議会委員（1人）
　　公民館運営や各種事業の調査審議　
　②社会教育委員（1人）
　　社会教育の諸計画の立案や調査研究
▶�対象：社会教育や公民館活動に関心と
知識を持つ人。平日開催の会議や研修
等に出席できる人（年 2～ 4回）。

▶任期：2019年 7月 1日から 2年間
▶�応募方法：各公民館にある申込書に記
入して、4/26 ㈮までに下記へ提出。

問�社会教育課（藤久保公民館内）
　☎ 258-0690　FAX258-9625

社会教育関係審議会等
委員募集

シニア世代が経験を活かしながら様々な
学びを通して親睦を深める 10～ 20回
程度の講座です。5月から始まります。
�・中央公民館／第 35期
▶学習日：主に金曜日の午前
▶定員：40人
�・藤久保公民館／第 37期
▶学習日：主に金曜日の午前
▶定員：100人
�・竹間沢公民館／第 28期
▶学習日：主に木曜日の午前
▶定員：60人
▶�内容：申し込み開始日から各会場で配
布する年間プログラムで確認。

▶�申込み：4/10 ㈬以降、9：00～
17：00に希望する公民館の窓口に申
し込み（代理・電話不可）。

問��中央公民館�☎ 258-0050
　藤久保公民館�☎ 258-0690
　竹間沢公民館�☎ 259-8311

高齢大学受講者募集

子どもの情報はこちら！
三芳町の子育て

飼い犬には登録と年 1回の狂犬病予防
注射が義務付けられていますので、下表
の会場で予防注射を受けてください。
登録者には 3月中にはがきを郵送して
いますので、必ず持参してください。

集合狂犬病予防注射

日程 場所 時間

4/17 ㈬
上富第 1区集会所 9:30～11:30

三芳町役場駐車場（P-1）13:00～14:30

4/18 ㈭ 北永井第 2区集会所 9:30～11:30
藤久保第 2区集会所 13:00～14:30

4/19 ㈮
藤久保第 3区集会所 9:00～10:00
唐沢小学校駐車場 10:30～11:30
竹間沢第 1区集会所 13:00～14:30

問��環境課環境対策担当内 216


