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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

樹木を伐採した後、切り株から新しい
芽が出て、数十年後には元通りの大きさ
に成長する樹木の生態を「萌

ほうがこうしん
芽更新」と

言います。萌芽更新を希望する雑木林の
所有者を募集します。
▶�募集条件：伐採後 5年以上、維持管
理（毎年の下草刈り、落ち葉掃き）を
行える人。その他条件は、「身近なみ
どり市町村支援事業補助金交付要綱」
に準じます。
▶�対象：町内在住で町内に雑木林を所有
する人

▶�申込み：9/30㈬までに環境課へ申請
書を提出。

問�環境課自然環境担当内 218

萌芽更新（雑木林の再生）
希望者募集

三芳町テニス協会では、多くの方々にテ
ニスを楽しんでいもらうために➊ジュニ
ア・➋シニアテニス教室を開催しています。
令和２年度の参加者を募集中ですので、
初心者もお気軽にご参加ください。
▶�日付：9/5㈯からの毎週土曜日（全８回）
▶�時間：9・10月は13:00～15:00、11
月は12:00～14:00　※➊は80分間
▶場所：運動公園テニスコート
▶�入会金・保険料：➊➋とも 200円（１
回目に持参してください。）

▶�料金：➊ 100 円、➋ 200 円（各回持
参してください。）

▶�対象：➊は小学４年生から中学３年生
➋は 50歳以上の町内在住・在勤・在
学者

▶定員：➊ 12 人、➋ 20 人（先着）
▶�応募期間：9/1 ㈫～ 3 ㈭の 9:00 ～
19:00 に三芳町総合体育館へ申し込
み。※電話での受付けは不可

問�テニス協会（19:00 ～ 21:00）
　林☎ 258-4809　岡野☎ 258-9200

第34回ジュニア・シニア
硬式テニス教室

令和 2年 7 月 19 日をもって農業委員
会委員が任期満了になり、令和 2年 7
月 20日から新しい委員になりました。
農業委員会委員（敬称略）
会長：鈴木浩
職務代理：島田正
委員：武田直章、瀨島吉明、松本薫、抜
井俊、塩野智恵
農地利用最適化推進委員（敬称略）
松本英雄、早川忠男、長谷川清行、山田
剛、鈴木浩之、古寺貞雄
問�観光産業課内農業委員会事務局内 212

農業委員会の委員等が
新しくなりました

ハラル料理講座
～安心安全な食づくり～

三芳町はマレーシアの共生社会ホストタ
ウン。マレーシアの主宗教イスラム教の「ハ
ラル」という教えは、現地の人たちにとっ
てとても重要です。ハラルについての講演
やハラル料理の実習を通してマレーシアの
文化を学んでみませんか。
▶��内容：ハラルについての講演・ハラル
料理の試作、実習
※�当日の様子を撮影し、広報等に使用い
たします。
▶�日時：➊ 10/4 ㈰ 10:00 ～ 13:00
　➋ 10/11 ㈰ 10:00 ～ 13:00
▶�メニュー：➊ナシレマとカヤジャム、➋
マレーシアチキンカレーとブブチャチャ
▶場所：中央公民館キッチンスタジオ
▶�料金：各回 1,000 円（食材費として）
▶�定員：各回小中学生親子ペア 3組 6
人まで（先着）
▶�申込み：9/18 ㈮までに下記に電話ま
たは Eメールにて申し込み。

問�MIYOSHIオリンピアード推進室内 433
sports@town.saitama-miyoshi.lg.jp

運動と口腔ケアに関する講座を行います。
※�会場まで来ることが困難な人を対象
に、竹間沢方面から巡回バスが出ます。

外出機会が減って体力の低下が心配な人
など、以下の質問に 3つ以上該当する
人はぜひご参加ください。
➊手すりや壁を伝わらないと階段を登れない
➋�イスから立ち上がる時に何かにつかま
らないと立ち上がれない

➌ 15 分以上続けて歩けない
➍この 1年間で転んだことがある
➎転倒に対する不安が大きい
▶�日時：10/5㈪、16㈮、23㈮、30㈮、
11/6 ㈮、13 ㈮、20 ㈮ 7日間コース
10:00～11:30
▶�場所：総合体育館　▶�料金：無料
▶�対象：65歳以上で➊～➎に 3つ以上
該当する人を優先　▶�対象：20人

▶�申込み：9/18 ㈮までに下記に電話、
FAXまたは窓口で申し込み。
問��健康増進課地域包括支援センター�　
内 188・189　FAX049-274-1051

健康づくり教室

フレイルとは加齢により、筋力等が低下
して体の機能が衰え、介護が必要となる
状態です。運動、栄養、口腔に関するフ
レイル予防の基本的な知識を学びます。
▶�日時：9/24㈭、30㈬、10/9㈮、15㈭
10:00 ～ 11:30
▶�場所：藤久保公民館　▶�料金：無料
▶�対象：65歳以上
▶�定員：15人（未受講者優先）
▶�申込み：9/10㈭までに下記に電話、FAX
または窓口で申し込み。
問��健康増進課地域包括支援センター　�
内 188・189　FAX049-274-1051

65 歳から始める
フレイル予防講座

学習指導員・スクール
サポートスタッフ募集

新型コロナウイルスなどの感染症対策と
子どもたちの健やかな学びの保証を両立
するため、学校現場を支援してくれる人
を募集しています。
▼仕事内容
➊学習指導員
子どもたちひとりひとりの学習定着度に
応じたきめ細やかな指導を図るための補
助、家庭学習の準備・チェックの実施等
の教員の補助や、特別な配慮が必要な子
どもへの支援等を行います。
➋スクールサポートスタッフ
家庭用教材等の印刷、保護者への連絡、健
康管理等に係る教員の補助等を行います。
▶�期間：令和 2 年 10 月～令和 3 年 3
月まで（1日 4時間）

▶場所：三芳町立各小中学校
▶�給料：時給 961円（通勤手当あり）
▶�対象：学校教育に理解があり、意欲的
に取り組むことができる人

▶定員：➊ 13 人　➋ 8 人
▶�申込み：下記に電話で申し込み（定員
に達し次第終了）。

問�学校教育課指導担当内 523

令和 3・4年度物品等に係る
競争入札参加資格の➊新規・
➋更新申請を受け付けます。

▶�対象：町が発注する物品等の受注を希
望する�人

▶����受付期間：➊ 10/19 ㈪～ 12/4 ㈮
　➋ 10/5 ㈪～ 12/4 ㈮
※�詳細および申請の手引き等は埼玉県審
査課HPにて（上部QRコード）

問�財務課管財契約担当内 416

競争入札参加資格の
新規・更新申請

令和2年国勢調査

国勢調査は、令
和 2 年 10 月１
日現在、日本に
住んでいるすべ
ての人及び世帯

が対象です。9月中旬から、調査員が皆
さんのお宅を訪問し、調査書類を郵便受
けに入れるなどしてお配りします。回答
は、10/7㈬までに、できる限りインター
ネットでお願いします。（郵送も可能です。）
なお、新型コロナウイルス感染症の感染
防止のため、できる限り、皆さんと調査
員が対面しない非接触の方法で行うよ
うにしています。皆さんのご理解とご協
力をよろしくお願いいたします。
�▼��回答期限
インターネット回答 9/14 ㈪～ 10/7 ㈬
調査票（紙）での回答10/1㈭～10/7㈬
問�財務課電算統計担当内 413

埼玉県県政サポーター
募集
埼玉県では、インターネットを
利用したアンケートで県政の課
題について意見を聴き県政に

反映させるため「埼玉県県政サポーター」
を募集しています。
▶�対象：満 16歳以上でホームページの
閲覧や Eメールの利用が日本語でで
きる人（議員、首長、常勤の県職員は
除く）
▶�申込み：県ホームページを参照のうえ
申し込み。

問�埼玉県広聴広報課☎ 048-830-2850

国民年金保険料の納付は、金融機関やコ
ンビニ以外にも、クレジットカードによる
納付や便利でお得な口座振替もあります。
日本年金機構では、国民年金保険料を納
付期限までに納めずに放置すると、強制
徴収の手続きによって督促を行い、さら
に納付がない場合は、財産を差し押さえ
ることがありますので、早めの納付をお
願いします。
所得が少ないなど保険料の納付が困難な
場合は、免除や猶予の制度がありますの
で、最寄の年金機構、役場の窓口へご相
談ください。
問�住民課保険年金担当内 153

国民年金保険料の
納付期限

急を要する子どもの預かりを
行う助け合い活動です。子ど
もを預かる有償ボランティア
を募集します。登録には講習会（４日間）
の参加が必要です。
※保育士などの資格保持者は免除できる
部分もあります。
�▼��サポート会員養成講座
➊ふじみ野市役所
▶�日程：10/13㈫・14㈬・15㈭・16㈮
▶�時間：9:30 ～ 16:30　▶�料金：無料
➋ふじみ野交流センター
▶�日程：11/17㈫・18㈬・26㈭・27㈮
▶�時間：9:30 ～ 16:30　▶�料金：無料
▶�申込み：下記へ電話で申し込み。
問�緊急サポートセンター埼玉
　☎ 048-297-2903（7:00 ～ 20:00）

緊急サポートセンター埼玉
サポート会員養成講座

三芳町芸術文化ポータルサイト
MAPS 三芳町


