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INFORMATION

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。

2020 年度の参加者を募集中です。初心
者も大歓迎。
▶��日程：4/4㈯～ 5/30 ㈯の毎週土曜日
▶��時間：【4月】13:00 ～ 15:00
　【5月】12:00 ～ 14:00
▶場所：運動公園テニスコート
▶�対象：テニス協会員、高校生以上の町
在住・在勤・在学者

▶料金：5,000 円�（保険・ボール代）
▶定員：30人（先着順）�
▶�申込み：3/9 ㈪～ 3/19 ㈭に総合体育
館窓口へ申し込み。（9:00 ～ 19:00）

問�MIYOSHIオリンピアード推進課内 434
　テニス協会（夜間 20:00 まで）
　林☎ 258-4809��岡野☎ 258-9200

初級・中級
硬式テニス教室

恒例の春季初心者ソフトテニス教室を開
催します。（申込不要）
▶�日時：4/4・11・18・25【9:00～11:00】
　5/2・16・23・30�【10:00 ～ 12:00】
　6/6・13・20・27【10:00～ 12:00】
　（全て土曜日）
▶�場所：運動公園テニスコート
▶料金：1人 1回 200円（当日徴収）
▶対象：小学 4年生以上�▶定員：50人
▶�持ち物：ソフトテニス用ラケット（貸
出可）・テニスシューズ（平底靴可）・
タオル・水筒

問�MIYOSHIオリンピアード推進課内 434
　テニス連盟役員（19:00 ～ 21:00）
　大澤☎ 080-5490-2497
　村山☎ 080-1200-8342

春季初心者
ソフトテニス教室

まちづくりの魅力を、楽しみながら身近に
感じることができるイベントです。ボラン
ティアに興味のある人や地域デビューし
てみたい人は、お気軽にご参加ください。
▶日時：3/14 ㈯ 10:00 ～ 15:30
▶場所：藤久保公民館�
▶�内容：まちづくりクイズ大会 /三芳中
学校吹奏楽部演奏会 /講演会（講師：
原芳彦氏）/各種体験教室（①出張子
ども食堂②ヨガ体験教室③子ども哲学
対話）など

▶料金：無料
▶�申込み：③のみ下記へ直接・電話・メー
ルで要事前申込み。定員：小学生20人
　その他は申込不要。
問�自治安心課自治協働・防犯担当内 268
chiiki@town.saitama-miyoshi.lg.jp

協働の
まちづくりフェア2020

三芳町議会が発行する「議会だより」の
企画および編集等について、町民から意
見や要望を聴取し、記事内容の充実を図
ることを目的にモニターを募集します。
�▼モニター内容
・�議会だよりおよび議会の広報・広聴活
動等についての意見交換
・アンケート調査等への協力（年 4回）
・モニター会議への出席（年 3回程度）

町内に在住・在勤・在学し、議会が行う
広報・広聴活動等に深い関心を持ち、公
正な社会的見識を有する 18歳以上の人
▶定員：8人
▶任期：令和 3年 3月 31日まで
▶�応募方法：三芳町議会ホームページお
よび議会事務局にある応募用紙に記入
し、3/31 ㈫までに下記へ持参・メー
ル・FAXで応募。

問�議会事務局内 601���FAX274-1057
gikai@town.saitama-miyoshi.lg.jp

議会だよりモニター募集

�▼モニター応募の要件

5/23 ㈯にコピスみよしで開催する「第
33回三芳町合唱祭」のステージで一緒
に歌いませんか？
▶練習日時：① 3/22 ㈰、② 4/25 ㈯、
　③ 5/9 ㈯　各回とも 14:00 ～ 16:00
▶�場所：①竹間沢公民館、②③藤久保公
民館ホール

▶�対象：どなたでも
▶�参加費：2,000 円
問��三芳町合唱祭実行委員会
　西田☎259-2302��保田☎258-6605

三芳町合唱祭
一般参加者募集

メンタルヘルス講座
「笑って、ここカラ」

セルフケアのひとつに「笑い」がありま
す。お腹を抱えて笑ってみましょう。笑
いはこころと身体の栄養剤です。
▶日時：3/5 ㈭ 12㈭ 19㈭ 3回コース
　10:00 ～ 11:30
▶場所：竹間沢公民館ホール
▶対象：町内在住・在勤の人
▶定員：20人
▶講師：精神保健福祉士　安藤�亘�氏
　健康運動指導士　内村�亮�氏
▶�申込み：電話または FAX で下記に申
し込み。

問��福祉課福祉支援担当内 172～ 175
　FAX�274-1051

2020 年度に次の国家公務員採用試験を
行います。
▶申込み：上記QRから申し込み。
�▼�総合職試験（院卒者・大卒程度）
▶�受付期間：3/27 ㈮～ 4/6 ㈪
▶ �1 次試験日：4/26 ㈰
�▼�一般職試験（大卒程度）
▶�受付期間：4/3 ㈮～ 4/15 ㈬
▶ �1 次試験日：6/14 ㈰
�▼�一般職試験（高卒者・社会人（係員級））
▶�受付期間：6/22 ㈪～ 7/1 ㈬
▶ �1 次試験日：9/6 ㈰
問��人事院関東事務局☎ 048-740-2006

国家公務員
採用試験

0 歳から子ども向けの三芳ウインドオー
ケストラコンサートです。お子さんと一
緒に生の音楽をお楽しみください。
※ベビーカー、おやつOK。入退場自由。
▶日時：3/29㈰�10:40開場�11:00開演
���　　　（11:45 終演予定）
▶場所：中央公民館�多目的ホール
▶対象：どなたでも
▶定員：150人（予約制）▶料金：無料�
▶出演：三芳ウインドオーケストラ
▶申込み：中央公民館窓口、電話、FAX
問�中央公民館�☎ 258-0050
����FAX258-1833

カシュカシュククー！
0歳からのコンサート

▼採用種目
①一般幹部候補生②一般曹候補生③自衛
官候補生
▼応募資格
① 22歳以上 26歳未満�②③ 18歳以上
33歳未満
※�②③で現在 32歳の人は地方協力本部
まで問い合わせ。

▼受付期間
①3/1㈰～5/1㈮�② 3/1㈰～5/15㈮
③地方協力本部へ問い合わせ。
▼ 1次試験日
① �5/9 ㈯・10㈰
② 5/23 ㈯�③受付時にお知らせ
▼入隊
①�②令和 3年 3月下旬～ 4月上旬
③受付時にお知らせ
問�自衛隊入間地域事務所☎04-2923-4691
自衛隊埼玉地方協力本部ホームページ
http://www.mod.go.jp/pco/saitama/

自衛官採用試験

最大 25%の還元が受けられるマイナポ
イントについて、事業者向けの説明会を
行います。
▶日時：3/11 ㈬�18:30～ 20:00
▶場所：三芳町商工会館 3階
　　　��（三芳町藤久保 7232-2）
▶�対象：キャッシュレスを導入済みまたは
導入を検討している販売店（事業主）

▶定員：40人（先着順・要事前申込み）
▶�講師：小林誠�氏（中小企業診断士・埼玉県
産業振興公社 ICT 活用アドバイザー）
▶料金：無料
▶申込み：下記に申し込み。
�問��三芳町商工会�担当：河井
☎ 274-1110���FAX�258-2815

マイナポイントセミナー

マイナポイント

20 歳以上の学生で本人の所得が一定以
下の場合、国民年金保険料の納付が猶予
される「学生納付特例制度」を利用でき
ます。承認期間は４月から翌年３月まで
となりますが、次の年度も在学予定であ
る場合、３月中に送られる継続申請のハ
ガキに必要事項を記入し、返送すれば継
続して納付特例を受けられます。詳しく
は年金事務所または下記にお問い合わせ
ください。※期間内にハガキを返送しな
い場合、再度申請が必要となります。
▶�対象：学校教育法に規定する大学（院）、
短期大学、高等学校、高等専門学校、
専修学校、各種学校（修業年限 1年
以上）、一部の海外大学の日本分校に
在学する人。※夜間・定時制・通信制
過程も含まれます。

問�住民課保険年金担当内 156
　ねんきん加入者ダイヤル
　�☎ 0570-003-004（050から始まる番
号からかける場合は☎03-6630-2525）

学生納付特例制度

三芳町民が振り込め詐
欺に狙われています。
「キャッシュカードを
自宅に取りに行く」「還
付金の手続きは今日まで」という
電話を受けても慌てずに、家族や
近所の人に相談しましょう。不審
な電話を受けた場合は、東入間警
察署までご連絡ください。

振り込め詐欺
町内で多発中

���問�東入間警察署��☎ 269-0110

マイナポイント予約受付中


