
広

告

広

告

MIYOSHI 20MIYOSHI21

INFORMATION

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！

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。

私立幼稚園
就園奨励費補助金

町では、入園料、保育料の一部を補助し
ています。
▶�対象：町に住民登録があり満３歳、3・
4・5歳児を私立幼稚園に就園させて
いる世帯。

▶�補助金：今年度の住民税課税額などで
補助額を決定。※未申告の人は対象外

▶�申込み：各幼稚園で配布する申請書を
幼稚園に提出。※ 1月 2日以降の転
入者は前住所地発行の令和元年度住民
税課税（非課税）証明書を添付。

問�学校教育課学務担当内 525�

町民手作りの文化・芸能・芸術の祭典「み
よし町民文化祭」に参加する団体・個人
を募集します。参加者は説明会に必ず出
席してください (代理可 )。
▶日時：6/27㈭�受付18:30�開会19:00
▶会場：藤久保公民館ホール�
▶�申込み：藤久保・中央・竹間沢公民館
で配布する「参加計画書」に必要事項
を記入し、6/24 ㈪までに最寄りの公
民館に提出。（新規参加者は平日 8:30
～ 17:00 のみ受付）

問�藤久保公民館�☎ 258-0690

第 54 回みよし町民文化祭
参加者募集

親子のふれあい、絵本や、わらべうた、
新しいおともだちとの出会いの場。
▶日時：6/25 ㈫�10:30 ～ 11:30
▶場所：中央公民館1階�子育てスタジオ
▶料金：無料�▶定員：20組（先着順）
▶対象：乳幼児と保護者
▶持物：図書館の貸出券（お持ちの人）
▶申込み：中央公民館窓口、電話、FAX
問�中央公民館☎ 258-0050�
　FAX�258-1833

町内の４か所の子育て支援センター合同
の乳幼児向け親子コンサートです。
▶日時：6/6 ㈭ 10:00 ～ 10:45
▶場所：藤久保公民館ホール
▶対象：町内在住の0～3歳の子育て親子
▶出演：グリーン�フィールド
▶�申込み：各子育て支援センターに直接・
電話・FAXで申し込み。

問�子育て支援センター☎049-258-5106

♪おひざでだっこ♪
えほんとわらべうたの会

子育て支援センター
合同コンサート

優良運転者表彰

東入間交通安全協会では、東入間警察署
の協力を得て、令和元年 6月 1日現在
で優良運転者（過去 5 年、10 年、15
年、20 年、25 年、30 年、35 年、40
年、45年間無事故・無違反の該当者）で、
東入間交通安全協会会員の表彰を行いま
す。申請書、無事故・無違反証明申請用
紙は協会事務局等に用意してあります。
▶申請期間：6/3 ㈪～ 8/30 ㈮
　( 平日 8:30 ～ 17:15)
問�東入間交通安全協会事務局
　（東入間警察署内）☎ 264-0991

電波に関する相談は、関東総合通信局ま
でお願いします。
■不法無線局による混信・妨害
　☎ 03-6238-1939
■テレビ・ラジオの受信障害
　☎ 03-6238-1945
■地上デジタルテレビ放送の受信相談
　☎ 03-6238-1944
問�関東総合通信局

電波利用環境
保護周知啓発強化期間

6/1～10

7月1日㈪の納期限は次のとおりで
す。納期限内に納付してください。
■町県民税（第 1期）

納期限にご注意

多子世帯向け
住宅取得等支援制度

県では 18 歳未満の子が 3人か 2人の
多子世帯 ( 条件付き ) を対象に、住宅取
得等の諸経費に対して補助を行っていま
す。補助金額などの詳細は県のホーム
ページをご覧ください。
問���埼玉県住宅課総務・民間住宅担当
　☎ 048-830-5563

甲種新規および乙種
防火管理講習

学校・病院・工場などは、資格を有する
防火管理者を定め、届け出なければいけ
ません。この資格を取得するための講習
会を開催します。
▶日程：甲種新規 6/20 ㈭・6/21 ㈮
　　　　乙種 6/20 ㈭
▶時間：9:00 ～ 16:30
▶会場：入間東部地区事務組合消防本部
　　　　大講堂
▶料金：4,000 円 ( テキスト代含む )
▶�対象：三芳町・富士見市・ふじみ野市に
在住または在勤の人(各事業所2名以内)。
▶定員：甲種新規、乙種合わせて 90人
▶�申込み：6/6㈭～11㈫の平日8:30～
16:00に下記窓口へ（郵送不可）。

問�消防本部予防課査察指導係☎261-6007
　東消防署消防課消防係☎ 255-4119

健康・体力測定会

運動の成果や目安に健康・体力チェック
をしてみませんか？
▶日時：6/16 ㈰��10:00 ～ 15:00
　　　　最終受付 14:�30
▶場所：三芳町総合体育館研修室
▶内容：身体測定と体力測定
問�三芳町総合体育館☎�258-0311

32 ホール（4ゲーム）の個人戦。用具
レンタルあり。
▶�日時：7/6 ㈯ 9:00 開会（8:30 受付
開始）※予備日 7/9 ㈫

▶�場所：運動公園グラウンド�
▶料金：500円
▶�対象：町在住・在勤の人�
▶定員：120人
▶�申込み：所定用紙に記入し、参加費を
添えて6/20㈭までに下記担当課へ申
し込み（所定用紙は下記担当課で入手）。
問�MIYOSHIオリンピアード推進課内 434
　�団体事務局�有賀☎ 090-3539-4620

第 25 回町長杯
グラウンドゴルフ大会

無料

はじめて手話を学ぶ手話体験講座です。
▶日時：7/3・5・10・12・17
　19:00 ～ 21:00　
▶場所：富士見市立西交流センター
▶�対象：町または富士見市在住・在勤の人
▶料金：500円
▶定員：15人（応募多数の場合は抽選）
▶�申込み：6/21 ㈮までに富士見市社会
福祉協議会へ電話・窓口・FAX で申
し込み。。

問�富士見市社会福祉協議会
☎049-254-0747��FAX�049-252-0111

はじめての手話体験

ダイオキシン類の
調査結果

町の水道用水である地下水（1～ 5号
井）のダイオキシン類調査を平成 30
年 12月 18日に実施。国の基準値の約
1/555 であり、安全面の観点から問題
のない値であることが確認されました。
【調査結果】
ダイオキシン類 0.0016pg-TEQ/ℓ
【参考】国の基準値 1pg-TEQ/ℓ
【調査方法】
水道原水および浄水中のダイオキシン類
調査マニュアル（平成 19年 11 月厚生
労働省健康局水道課）に準拠
問�上下水道課水道施設担当�☎274-1014

経済センサス基礎調査

総務省統計局では、経済センサス - 基礎
調査を実施します。この調査は調査員が
全国すべての事業所の活動状態を実地確
認し、新たに把握した事業所など一部の
事業所には調査票を配布します。調査へ
のご理解・ご協力をお願いします。
問�財務課電算統計担当内 413

▶日時：(1)7/27 ㈯ 9:30 ～ 11:30
▶場所：消防本部 4階大講堂
▶定員：小学生 15人（申込順）
▶�対象：三芳町・富士見市・ふじみ野市
の小学校に在学する小学 4年生～ 6
年生までで、親子で参加できる人。
▶�申込み：7/1 ㈪～ 26㈮の間に下記へ
連絡し予約。

問�入間東部地区事務組合消防本部救急課
☎261-6673( 平日のみ8:30～ 17:00)

救命入門コース

町の伝統芸能
車人形公演 参加者募集

竹間沢車人形の公演に人形の遣い手とし
て参加してみませんか。公演を支える応
援サポーターも募集します。
▶初回練習日時：6/26㈬�19:00～21:00
▶場所：竹間沢第1集会所・コピスみよし
▶対象：小学 4年生以上
▶�申込み：下記へ電話・窓口で申し込み。
問����コピスみよし☎ 259-3211

手話通訳者派遣事業で活躍する登録手話
通訳者の認定試験を実施します。
�▼�概要
▶�日時：7/6 ㈯ 14:00 ～
▶�対象：次のすべての条件を満たす人
➊ �20歳以上で、町または富士見市の在住者
➋�手話通訳士資格保持者または手話通訳
者全国統一試験合格者
▶会場：�富士見市市民福祉活動センター

ぱれっと
▶�申込み：申込書に必要事項を記入し、
6/3 ㈪～ 6/14 ㈮ ( 必着 ) に福祉課へ
郵送または直接提出

▶�その他：後日、受験資格審査結果通知
書を郵送。

問�福祉課福祉支援担当内 175

三芳町・富士見市
登録手話通訳者認定試験


