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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！

詳細は町ホームページをご覧ください。
▶日時：2/2 ㈰ 9:30 開始（9:00 受付）
▶場所：総合体育館アリーナ
▶料金：1ペア 1,000 円
▶�対象：町内・近隣市町在住・在勤・在
学・在クラブの中学生以上

▶�申込み：12/2㈪～1/20㈪にMIYOSHI
オリンピアード推進課へ申し込み用紙
（下記窓口・町ホームページで入手）を
持参・郵送・FAX・メールのいずれかで
提出。
問�MIYOSHIオリンピアード推進課内 434
　FAX274-1055
sports@town.saitama-miyoshi.lg.jp

ラケットテニス大会

民生委員・児童委員
主任児童委員決定

行政区 氏名

上
富

１区 布施美恵子・前田厚子
大野宗一

２区 川口道明・早川憲雄
３区 窪田榮夫・森谷正三

北
永
井

１区 小幡隆・青木満惠・内田栄

２区 渡邉泰弘・塩野淳子・三浦勝・
宇山康男・山口京子

３区 塚本政巳・小久保富喜江・
羽鳥あき・西村キヨ子

藤
久
保

１区
八木芳子・飯田仁子・
矢島由美子・片岡悦男・
北澤克子・大塚実

２区
小林二三子・鈴木理恵子・
岩根利夫・湯浅光江・
中澤君江

３区
蕪木忠政・塩野壽子・
今福絹代・熊井照子・
佐々木たかよ・齊藤律恵

４区
三瓶スミ子・川合典子・
上島良子・髙澤恒雄・
岩丸正二・渡邉彰
・五十嵐真澄

５区 渡邉敏昭・新留末冨・
塚田伸介・江原一正

６区 篠敏子・駒澤彌生・碓井操・
鹿島武雄

竹
間
沢

１区
池上喜雄・窪田福司・
川守田洋子・池上勇・田中満

みよ
し台 １区 西海貴久恵・山本美保子・

友田勝士
主任児童
委員

駒村こずえ・八木澤静子・
渡邊直美

新しい民生委員 ･児童委員、主任児童委
員の皆さんは下記の通りです。困ったこ
とや悩み事は担当区の各委員にお問い合
わせ、ご相談ください。
問�福祉課福祉支援担当�内 173

民生委員・児童委員
地域住民の福祉向上のための情報提供や、関係行
政機関とのパイプ役として、様々な福祉活動を行う。
主任児童委員
子どもたちに関することを専門に担当し、関
係行政機関、団体と協力しながら活動。

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。
▶日程：1/13（月・祝）
▶時間：10:00～15:00（最終受付14:30）
▶場所：総合体育館アリーナ
▶�持ち物：運動しやすい服装・室内シューズ
問��総合体育館☎ 258-0311

健康・体力測定会

これからの油
あ ぶ ら

脂との
付き合い方教室

▶日時：12/19 ㈭
▶時間：9:30 ～ 13:30
▶場所：保健センター 2F調理室
▶�内容：生活習慣病予防について保健師・
管理栄養士の講話、調理実習

▶対象：町内在住の人　
▶定員：20人
▶料金：500円（調理実習代）
▶�持ち物：筆記用具、健診結果（お持ち
の人）、エプロン、三角巾、タオル

▶�申込み：12/10 ㈫までに①氏名②住
所③生年月日④電話番号を記入し健康
増進課窓口・電話・FAX・メールで申
し込み。

問���健康増進課健康支援担当内 270～273
�� hoken@town.saitama-miyoshi.lg.jp
��FAX274-1051

認知症の人や家族、介護者など誰もが気
軽に集まって、楽しく過ごせる場所とし
て開催しています。
�▼�埼玉セントラル病院�
医療相談員によるミニ講座も開催します。
▶日時：12/19㈭�
　13:30 ～ 15:30（入退場自由）
▶場所：埼玉セントラル病院2階大会議室
問��埼玉セントラル病院☎274-2080
�▼�三芳グループホーム�そよ風
▶日時：12/21㈯
　10:00 ～ 12:00（出入り自由）
▶場所：三芳グループホーム�そよ風
問��三芳グループホームそよ風☎257-0121

認知症カフェ

町のホームページから家族や本人向けの
認知症簡易チェックサイトを利用できま
す。上記QRコードか「三芳町簡易チェッ
ク」で検索してください。
問�健康増進課地域包括支援センター
　内 188・189

認知症
簡易チェックサイト

人生に定年なし！同世代の仲間と楽しみ
ながら、これからの自分を見つめてみま
せんか。
▶�日時：12/21 ㈯・1/18 ㈯・2/15 ㈯・
3/21 ㈯ 9:30 ～ 11:30

▶場所：地域生活支援センター
▶対象：概ね 55歳以上の男性
▶定員：15人�▶料金：500円
▶�申込み：下記へ電話で申し込み。
問�福祉課福祉支援担当内 175

アクティブエイジング
講座

歩いて外出することが困難になってきて
いる人を対象に運動機能改善のための送
迎付き運動教室を行います。※自宅から
会場までの送迎あり。
▶�日程：12/19㈭～3/12㈭の毎週木曜・
週 1回（全 12回）13:30 ～ 15:30

▶�場所：リハトレ明和
▶�対象：歩いて外出することが困難に
なってきている 65歳以上の人

▶�内容：マシーンを使用した体操など
▶�料金：無料
▶�定員：15人
▶�申込み：下記窓口で申し込み。
問��健康増進課地域包括支援センター
　内 188・189

健康運動教室
（個別送迎付き）

健康づくり教室
竹間沢方面巡回バス付き

体操・栄養・口腔ケアの講座です。
▶�日時：1月～ 3月 10:00 ～ 12:00
　（全 9回）
▶�場所：総合体育館
▶料金：無料
▶�対象：65歳以上で次の項目に 3つ以
上当てはまる人➊階段を手すりや壁を
つたわらずに登れない。➋椅子に座っ
た状態から何もつかまらずに立ち上
がれない。➌ 15 分位続けて歩いてい
ない。➍この 1年転んだことがある。
➎転倒に対する不安が大きい。

▶�定員：35人
▶申込み：下記に電話・窓口で申し込み。
問��健康増進課地域包括支援センター
　内188・189

認知症サポート医・保健師・社会福祉士
などがチームで訪問して、認知症の相談
にのります。認知症でお困りの人は下記
までご連絡ください。
問�健康増進課地域包括支援センター
　内 188・189

認知症初期
集中支援チーム

▶�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：12/21 ㈯
▶時間：10:00 ～ 11:45（受付 9:30）
▶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

60 歳以上のシニアを対象にスマート
フォンの基本的な使い方を学びます。
▶日時：1/25 ㈯ 13:00 ～ 15:00
▶場所：淑徳大学埼玉キャンパス
▶�対象：スマホをお持ちの60歳以上の人
▶�定員：30人（先着順）
▶料金：500円（別途通信料）
▶�申込み：1/10㈮までにはがき・FAX・
メールのいずれかで➊講座名➋氏名・
ふりがな➌年齢・性別➍住所➎電話番
号➏ FAX 番号➐スマホの機種名➑当
日学びたい内容を記入し、下記へ申し
込み。

問��淑徳大学埼玉キャンパス総務部
　☎ 274-1511�FAX274-1521
　〒 354-5810�藤久保 1150-1
　 kouza@u.shukutoku.ac.jp

淑徳大学コミュニティカレッジ
シニアのためのスマホ講座

まちづくり見本帖
掲載募集

まちづくり活動、NPO、各公民館や社
会福祉協議会などで活動している団体を
まとめた「まちづくり見本帖」の改訂版
を発行します。あなたの団体・サークル
も掲載してみませんか。
▶申込み：12/19㈭までに下記に申し込み
問�自治安心課自治協働・防犯担当内 268

子ども用品限定のフリーマーケットに出
店しませんか。（雨天決行）
▶�日時：2/1 ㈯ 10:00 ～ 14:00
▶場所：環境学習館えこらぼ�▶料金：無料
▶�申込み：12/5 ㈭～ 16 ㈪に下記へ電
話で申し込み。

問��ふじみ野市環境課☎ 262-9022

楽ママ☆フリーマーケット
出店者募集

いいね三芳町


