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INFORMATION

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！

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

まちの魅力を発信中！

いいね三芳町

パソコンを買おう、買ったけど使いこな
せない、もっと楽に使いたい人への相談
室。開催時間中は随時相談可能です。
▶�日程：10/21 ㈪・28㈪・11/18 ㈪
25㈪・12/9 ㈪・23㈪
▶�時間：10:00 ～ 12:00
▶場所：竹間沢公民館学習室
▶定員：各15人�▶申込み：下記へ電話
問��竹間沢公民館�☎ 259-8311

パソコン
なんでも相談室

10 ～ 12 月は
滞納整理強化期間

税負担の公平性
と税収入確保の
た め、 県 内 63
市町村と県では
「滞納整理強化期
間」を定め「ス
トップ！滞納」を合言葉に集中的に徴収
対策を行います。三芳町でも 10 ～ 12
月の期間、特に差押えなどの滞納処分を
中心に町税滞納解消の取り組みを強化し
ます。町税等の期限内納付にご協力をお
願いします。
問�税務課収税担当�内 122～ 125

第 8 回
埼玉クイズ王決定戦

クイズを通して埼玉の魅力を知り、郷土
埼玉への関心と愛着度を高めます。上位
入賞者には県産品を中心に商品を用意。
▶�対象：全員が小学4年生以上または中学
生以上の人を1人以上含む3人グループ
▶�申込み：埼玉県観光公式サイト
　　　　　「ちょこたび埼玉」
�◆�予選
【第1・2回】12/1㈰10:00～ /13:30～
コクーンシティ（さいたま市）11/21㈭締切
【第3回】1/13（月・祝）13:30～
ウェスタ川越（川越市）12/26㈭締切
�◆�決勝
▶日時：2/2㈰13:00～
▶場所：イオンレイクタウン�mori
　　　　木の広場（越谷市）
問�埼玉クイズ王決定戦実行委員会事務局
　�参加者募集係（県産業労働部観光課）����
☎048-830-3955　FAX�048-830-4819

10/7 ㈪～ 13 ㈰は行政相談週間です。
町では総務大臣から委嘱された行政相談
員が、役場の仕事などに関する要望等に
ついて相談を受けます。（予約不要・無料）
▶日時：10/17 ㈭ 13:15 ～ 16:30
▶場所：役場 1階エントランスホール
　以下の場所でも相談を受け付けています。
【行政苦情 110番】
総務省関東管区行政評価局
☎ 0570-090110�FAX048-600-2336
問�総務課人権・庶務担当内 405

行政相談週間

第 24 回 淑徳祭

研究発表のほか、子どもの遊びや制作体
験ができる「遊びの学校」が楽しめます。
▶日時：➊ 10/19㈯10:00～17:00
　➋10/20㈰10:00～20:00
▶場所：淑徳大学�埼玉キャンパス　
問�淑徳大学埼玉キャンパス
　学園祭実行委員会�
　☎ 274-1511

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：10/29 ㈫�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

遺跡の発掘調査協力員
募集

あなたの手で三芳の歴史を掘ってみませ
んか。未経験でも大丈夫です。
▶�内容：発掘現場での掘り作業・作図作
業など

▶場所：町内各地の遺跡
▶�時間：9:00 ～ 16:30（17:00 まで延
長の場合あり）。

※午前・午後のみも応相談
※�雇用期間中でも発掘調査が無い場合は
待機期間あり

▶賃金：時給 990円
問���文化財保護課☎ 258-6655

恒例のテニス大会を開催。参加賞あり。
▶日時：11/23（土・祝）�8:00 ～
▶場所：三芳町運動公園テニスコート
▶料金：2,000 円 /1 ペア
▶対象：18歳以上（高校生不可）
▶�種目：フリー、成年（45 歳以上）、
シ�ニア（60歳以上）それぞれ男女別

▶�申込み：11/8 ㈮までに、ペア 2人の
氏名、所属団体、参加種目を明記の上、
下記へメールで申し込み。

問�MIYOSHI オリンピアード推進課
　文化・スポーツ担当内 434
　�ソフトテニス連盟役員（19:00～21:00）
　�高橋�☎090-4240-0264
　�大澤�☎080-5490-2497
���� �miyoshi-st@outlook.jp

三芳町オープンソフト
テニス（軟式）大会

▶�内容：「人生 100年時代を歩きぬく正
しい歩き方と筋肉貯金」

▶日程：10/12 ㈯
▶時間：10:00 ～ 11:45
▶場所：ウェスタ川越1階多目的ホールAB
▶定員：80人（先着順）
問��福祉課�田中内 171

看護協会第 3 支部
講演会

県では、11 月 11 日を「彩の国教育の
日」、11 月 1 日～ 7日までを「彩の国
教育週間」として、学校公開や親子向け
体験教室などを実施します。詳しくは
ホームページをご覧ください。
問��埼玉県教育局生涯学習推進課
　☎ 048-830-6979

11 月 11 日は
彩の国教育の日

埼玉県最低賃金の改正

10/1 から県最低賃金が時間額 926 円
になりました。県内すべての労働者に適
用されます。
問�埼玉労働局労働基準部賃金室
　☎ 048-600-6205

視覚障害のある 10代～ 60代の人があ
ん摩・マッサージ・指圧などの技能を習
得しています。
▶�対象：県内在住で次の条件の全てに当
てはまる人。

➊�両目の矯正視力が概ね 0.3 未満また
は、矯正視力が 0.3 以上の人で、盲
学校の教育を受けることが適当である
と判断できる人。

➋�高等学校を卒業または令和 2年 3月
に卒業見込みの人。これらの人と同等
以上の学力があると認められる人。

▶�一次募集期間：11/29 ㈮まで
問�県立特別支援学校塙保己一学園
　高等部専攻科
　☎ 231-2121�FAX239-1015

塙保己一学園（盲学校）
高等部入学者募集

麻薬・覚醒剤などの薬物の乱用は、自分
の人生だけでなく、家族や周りの人たち
の人生も狂わせてしまいます。「ちょっ
となら…」といった考えは誤りです。正
しい知識を身につけ、市民一丸となって
薬物の乱用を根絶しましょう。薬物でお
困りの人はご相談ください。
問�朝霞保健所�☎ 048-461-0468

麻薬・覚醒剤
乱用防止運動

10/1～
11/30

つるせよさこい祭り

▶日時：10/20 ㈰ 10:30 ～ 17:00
▶会場：鶴瀬駅西通り線
問���つるせよさこい祭り実行委員会
　�☎049-251-3336ホシノまで

議会の同意を得て、10月 1日付けで教
育委員が任命されました。
教育委員会委員：池上善一氏
問�教育総務課施設庶務担当内 533

教育委員会委員の選任

「違反建築なくそう運動」の一環で、建
築に関する法令の説明会を開催します。
▶日時：10/16 ㈬ 14:00 ～ 16:00
▶場所：入間市博物館ALIT 講座室
▶�������������内容：空き家対策 /建築基準法など※
木造住宅の無料耐震診断、無料建築相
談実施。

問��川越建築安全センター監察担当
　�☎�049-243-2102

建築に関する法令説明会

子どもの情報はこちら！
三芳町の子育て


