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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。

子どもの情報はこちら！
三芳町の子育て

9月2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2期）
■国民健康保険税（第 2期）
■介護保険料（第 2期）
■後期高齢者医療保険料（第2期）

納期限にご注意

夏休み子ども絵のひろば

楽しくチョークアートや水彩画を描きま
しょう！子ども食堂（12:00 ～ 13:30
※無くなり次第終了）も開催します。
▶�日時：8/8㈭10:00～15:00（出入り自由）
▶場所：中央公民館 2階学習室
▶対象：小・中学生�▶料金：無料
▶�持物：汚れてもいい服装
問�中央公民館☎258-0050�FAX258-1833

夏休み子どもパン作り

みんなで楽しくパンを作りましょう。
▶�日時：8/20 ㈫ 9:30 ～ 15:00
▶場所：中央公民館2階キッチンスタジオ
▶対象：小・中学生�▶定員：30人
▶料金：200円
▶�持物：エプロン・三角巾・持ち帰り用
ポリ袋・水筒・マスク

▶�申込み：下記窓口で申し込み（先着順）。
問�中央公民館☎258-0050�FAX258-1833

ドラム利用者講習会

中央公民館のドラムを利用する人は、必
ず講習を受けてください。
▶�日時：8/19 ㈪ 10:00 ～ 12:00
▶場所：中央公民館ホール
▶対象：中学生以上の町内在住・在勤者
▶�定員：5人（先着順・空きがあれば町
外在住者も可）

▶料金：無料
▶持物：ドラムのスティック（ある人）
▶�申込み：8/15 ㈭までに下記窓口・電
話・FAXで申し込み。

問�中央公民館☎258-0050�FAX258-1833

緑のトラスト運動の推進に必要な知識や
技能を学ぶ研修を行います。
▶�日時：9/7 ㈯～ 11/23（土・祝）の
期間で全 6回

▶�場所：県内トラスト地・埼玉会館など
▶�料金：6,000 円（非会員の人は年会
費として＋ 1,500 円）

▶�対象：研修修了後にボランティアス
タッフとして活動に参加できる人

▶�定員：30人（先着）
▶�申込み：8/30 ㈮までに下記に電話で
申し込み。

問��さいたま緑のトラスト協会事務局
　☎ 048-824-3661

緑のトラスト運動
指導員養成研修

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：8/27 ㈫�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

♪おひざでだっこ♪
えほんとわらべうたの会

夏休みだ！！
親子ラケットテニス教室

硬式テニスとほぼ同じルールでスポンジ
のボールを使う競技です。体力に自信が
ない人でも楽しめます。
▶�日程：8/18 ㈰
▶�時間：受付 8:30�開始 9:00
▶場所：三芳東中学校体育館
▶�対象：三芳町・近隣市町に在住・在学・
の小学 3年生以上の子どもと保護者
▶�料金：500円�▶定員：18ペア
▶�申込み：7/8 ㈪から下記窓口・電話
で申し込み。

問�MIYOSHI オリンピアード推進課
　文化・スポーツ担当内 434

節酒のすすめ講座

お酒との上手な付き合い方と節酒の具体
的な方法を学ぶ、アルコール健康連続講
座「節酒のすすめ」を開催します。
▶�日程：9/25㈬・10/16㈬・11/20㈬
▶�時間：14:30 ～ 16:30
▶�場所：にいざほっとぷらざ
▶�対象：町内在住・在勤の人
▶�料金：無料�▶�定員：50人
▶�申込み：下記に申し込み。
問�朝霞保健所保健予防推進担当
　☎ 048-461-0468

消費税軽減税率制度説明会を開催しま
す。（申し込み不要・先着順）
▶�日程：8/27㈫・28㈬・29㈭
▶�時間：13:00～14:30/15:00～16:30
▶�場所：川越税務署 4階会議室
▶�料金：無料��▶�定員：各回 60人
問��川越税務署法人課税第一部門
　☎ 235-9447

消費税軽減税率制度
説明会 視覚障がいがある人のために、書籍や広

報紙などの内容を音声にして伝えるボラ
ンティアを養成する講座です。（経験者
も可）
▶�日時：9/12 ㈭～ 11/21 ㈭の毎週木
曜日（全11回）13:30 ～ 15:30
▶�場所：役場 3階 303 会議室（10/31
㈭のみ 5階 501会議室）

▶�対象：町在住・在勤者�▶�料金：無料�
▶�定員：20人
▶�申込み：8/30 ㈮までに下記の窓口・
電話・FAXで申し込み。

問��福祉課福祉支援担当内 172
　FAX274-1051

音訳・朗読講習会
初心者編

民家で夜語り

夜の古民家で笑い話からちょっと怖い話
まで、昔語りを楽しみませんか。
▶�日時：9/14 ㈯ 18:30 ～ 20:30（入
場は 18:00 開始）

▶�場所：歴史民俗資料館内�旧池上家住宅
▶�対象：中学生以上
▶�料金：無料�▶�定員：70人（先着順）
▶�申込み：8/8㈭から下記へ電話で申し込み。
問�歴史民俗資料館�☎ 258-6655
　中央図書館☎ 258-6464

全国家計構造調査

総務省統計局では、全国家計構造調査を
実施します。この調査の結果は国や都道
府県の行政の指標として利用されます。
調査の対象となった世帯には統計調査員
が伺いますので、ご協力をお願いします。
問�財務課電算統計担当内 413

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

一部地域で
テレビ映像乱れの恐れ

9/19 ㈭から、各携帯電話事業者が新し
い電波（700MHz 帯）を使用する予定
です。これに伴い、町内一部地域でテレ
ビの映像が乱れる恐れがあります。対象
地域では、一般社団法人 700MHz 利用
推進協会による対策工事が行われていま
すが、テレビ映像に影響が生じた場合は、
下記までお問い合わせください。
問��一般社団法人700MHz利用推進協会
コールセンター�☎ 0120-700-012

さいたま地方法務局と埼玉県人権擁護委
員連合会は、子どもをめぐる様々な人権
問題への取り組みとして、全国一斉「子
どもの人権 110番」強化週間を設定し、
通常の受付時間を延長するなどして、一
人でも多くの子どもたちから専用相談電
話による相談を受け付けます。
※秘密は厳守します。
▶専用電話番号：0120-007-110
　　　　　　　��（全国共通・無料）
▶期間：8/29 ㈭～ 9/4 ㈬
▶時間：8:30 ～ 19:00
※ 8/31㈯・9/1㈰は 10:00 ～ 17:00
問�さいたま地方法務局人権擁護課
　☎048-859-3507

全国一斉「子どもの人権
110番」強化週間

▶日時：8/25 ㈰ 9:00 ～ 12:00
▶場所：消防本部 4階大講堂
▶定員：30人（先着順）
▶�対象：三芳町・富士見市・ふじみ野市
の在住・在勤・在学者

▶�申込み：8/5 ㈪～ 9㈮に下記へ予約。
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)

普通救命講習Ⅰ


