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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。

12 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。
■国民健康保険税（第 5期）
■介護保険料（第 5期）
■後期高齢者医療保険料（第5期）

納期限にご注意

就学援助費新規申請受付

経済的な理由で就学困難な児童・生徒の
保護者に就学援助費（学用品費、給食費、
医療費など）を支給します。
▶�申請対象：令和 2年度小学校入学予
定者※認定基準あり。

▶支給対象期間：令和2年4月～6月分
▶�申込み：学校または学校教育課にある
申請書に必要書類を添付して、11/1
㈮～12/27㈮に学校教育課へ提出（郵
送不可）。

▶�注意事項：令和2年7月以降の支給は、
入学後に再申請が必要です。

問���学校教育課学務担当内 524・525

（令和 2 年度小学校入学予定者）

 青色申告決算・消費税軽減税率制度
【不動産所得】：11/29 ㈮・12/20 ㈮
【事業所得】：�11/29 ㈮・12/2 ㈪・3㈫
�6 ㈮・20㈮
 白色申告決算・消費税軽減税率制度

【不動産所得】：12/13 ㈮
【事業所得】：12/5 ㈭
 消費税説明会（簡易課税・一般課税）
▶日程：12/9㈪
※�会場や時間等については下記に問い合
わせください。
問���川越税務署個人課税第 1部門
　☎ 049-235-9411（自動音声「2」）

青色・白色申告決算
消費税説明会

リズム体操、親子遊びなど（裸足で実施）
▶日時：11/19㈫・12/3㈫10:00～11:00
▶場所：藤久保公民館�和室
▶対象：概ね 1歳半～ 3歳
▶講師：中村浩代氏
▶持ち物：飲み物・スポーツタオル

ベビーマッサージ、親子ふれあい遊びなど。
▶日時：12/10㈫�・1/14㈫10:00～11:00
▶場所：藤久保公民館�保育室
▶対象：0歳～概ね 1歳半
▶講師：谷わかこ氏
▶持ち物：飲み物

動きやすい服装でご参加ください。
▶定員：親子各 15組
▶�申込み：藤久保公民館に電話・窓口で
申し込み。

問�藤久保公民館☎ 258-0690�

親子リラックス TIME
（キッズクラス・ベビークラス）

 キッズクラス

 ベビークラス

 共通事項

下水道施設を開放し、探検ツアーを行い
ます。見学しながらスタンプを集め、ク
イズに答えると景品がもらえます。事前
申し込み不要、小学生以下は保護者が同
伴してください。
▶日時：11/16 ㈯ 10:00 ～ 12:00
　13:00 ～ 15:00（午前・午後の部）
▶�場所：新河岸川水循環センター
　（和光市新倉 6-1-1）
問�新河岸川水循環センター
　☎048-466-2400�FAX048-466-2401

県民の日
水循環センター探検ツアー

三芳ウインドオーケストラ
MUSE CELEBRATION vol.3

秋納めの休日に、吹奏楽の響きをご堪能
ください。
▶日時：11/24㈰①11:00～②14:30～
▶場所：中央公民館多目的ホール
▶料金：無料（予約制）▶定員：各150人
▶�申込み：中央公民館窓口・電話で申し
込み。定員になり次第終了。

問�中央公民館☎ 258-0050

21世紀は人権の世紀。自分らしくいき
いきと暮らせる社会の実現をめざし、人
権フェスティバルを開催します。手話通
訳、保育あり（1歳～就学前、11/12㈫
までに要申込み）。
▶日時：11/19 ㈫ 12:30 ～ 15:30
▶場所：坂戸市立文化会館ふれあ
　※�駐車場が少ないため、公共交通機関
をご利用ください。

▶�内容：ヴォーカル＆ギターコンテスト
（ジャンボリー鶴田氏）、講演（ダニエ
ル・カール氏）、人権作文の朗読など

問�坂戸市人権推進課☎283-1331内 233

第 17 回入間郡市
人権フェスティバル

夫・パートナーからの暴力やストーカー
行為など、女性をめぐる人権問題につい
て、専用電話による相談を受け付けます。
▶期間：11/18 ㈪～ 11/24 ㈰
　8:30 ～ 19:00�
��※ 11/23㈯・24㈰は10:00～ 17:00
▶専用電話番号：0570-070-810
　（法務局職員・人権擁護委員が対応）
問��さいたま地方法務局人権擁護課
　�☎ 048-859-3507

「女性の人権ホットライン」
強化週間

▶日時：11/16 ㈯ 9:50 ～ 14:10
▶場所：県立所沢おおぞら特別支援学校
▶�内容：ステージ発表、作品展示、作業
班製作品の販売など

問�県立所沢おおぞら特別支援学校
　☎ 04-2951-1102

所沢おおぞら特別支援学校
第 10 回おおぞら祭

令和 2 年成人式

▶�日時：1/13（月・祝）受付 10:40 ～
式典 11:10 ～ 12:20

▶場所：コピスみよし
▶ 対象：平成 11 年 4 月 2 日から平成
12年 4月 1日生まれの三芳町在住者

　※�対象者には 12月初旬にはがきを発
送します。

　※�町外にお住まいの人も参加できます
ので、下記までご連絡ください。

問�MIYOSHIオリンピアード推進課内 433

国民健康保険加入者には、年6回、診療
月の3～4か月後に医療費通知が発送さ
れます。令和元年11～ 12月診療分は
来年3月末に発送となりますので、所得
税・住民税の申告でこの期間の医療費控
除を申請する場合は、ご自身の領収書を
もとに医療費控除の明細書を作成し、申
告してください。
※�医療費通知は医療機関等から町への診
療報酬請求に基づき作成されます。請
求時期等により、医療費通知に記載さ
れない場合がありますのでご注意くだ
さい。
問�住民課保険年金担当内 155

医療費通知による
医療費控除申請

住民基本台帳法施行令等の一部を改正す
る政令施行により、令和元年11月 5日
㈫から住民票、マイナンバーカード、印
鑑登録証明書に旧姓（旧氏）を併記する
ことができるようになりました。記載で
きる旧姓は1人1つです。

記載を希望する人は、下記を持って住民
課へ申請。

【持ち物】➊旧氏が記載された戸籍（除籍）
から現在の氏が記載されているすべての
戸籍謄本➋マイナンバーカードまたは通
知カード（お持ちの人）➌本人確認書類
（運転免許証など）
問�住民課住民担当内 145

住民票・マイナンバーカード
の旧姓（旧氏）併記

季節の花の販売、縁日コーナー、食品販
売などを行います。
▶日時・場所
・11/2 ㈯�文化の杜公園
・�11/16 ㈯�東久保中央公園（イオン大
井店横）※両日共 10:00 ～ 14:00

▶フリーマーケット参加者募集
　募集区画：50区画（申込順）
　出店協力金：500円
　申込期限：11/15 ㈮まで
問�入間東部むさしの作業所☎252-5270

むさしの作業所秋まつり

 ▼ 申請方法

スマホアプリ「カタポケ」で広報み
よしをご覧いただけます。10言語＆
読み上げ機能もあってとても便利！

スマホで広報みよし

▶募集種目：保健師・助産師・看護師
▶ 勤務場所：子育て世代包括支援センター
（三芳町役場内）

▶勤務時間：9:00 ～ 17:00
▶勤務回数：週 5日
▶ 業務内容：①妊娠届出時の妊婦との面
談。②その他、子育て世代包括支援セ
ンターに関する業務。

▶募集人員：若干名
▶報酬
　【保健師・助産師】時給 1,600 円
　【看護師】時給 1,500 円
▶その他：勤務日数・時間は応相談可。
　社会保険完備。
問�健康増進課健康支援担当内 272

保健師・助産師・看護師
の募集

自分の興味や大切にしたい価値観、これ
までの経験を整理して、自分らしい働き
方を見つけましょう。
※受講証明書発行可。
▶日時：11/14 ㈭��10:00 ～ 12:00
▶場所：藤久保公民館学習室
▶対象：就職希望の女性
▶�定員：約20名（要予約）▶料金：無料
▶�申込み：10/29 ㈫～ 11/12 ㈫に下記
へ電話・FAX・メールで申し込み。

◇ 13:15 ～ 16:00「お仕事相談」あり。
　定員 3人（要予約）。　
問�総務課人権・庶務担当内 405
�� soumu@town.saitama-miyoshi.lg.jp

女性キャリアセンター就職支援
「自分の価値観や適性を知ろう」


