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INFORMATION

志木発の高速バス「VIPライナー」も運行中！

貸切バス・ハイヤー・高速バスは

お任せ下さい！

〒353-0004　埼玉県志木市本町 5-22-26 HEGビル
やハイヤーもご用意します。
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志木駅東口

048-487-7019

MIYOSHI 12MIYOSHI13

※町主催以外のイベント等については、直接主催者へお問い合わせください。

町内公共施設のイベント等の開催状況について!

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。

再生可能エネルギー
設置費補助金（住宅用）

スズメバチ等駆除費
補助金

専門業者に依頼したスズメバチ等の駆除
費用の一部を補助します。
※町職員による駆除は行っていません。
▶�補助額：駆除費用の半額または 5,000
円のいずれか少ない額。

▶�対象：町内に住所を有する人、専用住
宅・敷地の所有者または管理者

▶�申込み：駆除する前に下記へ連絡。
問�環境課環境対策担当内 217

太陽光発電システムおよび蓄電池システ
ムの設備費用の一部を補助します。（集
合住宅は除く）対象者などの詳細は、下
記へ問い合わせください。
▶�申請期間：2022年 2/25 ㈮まで
　※先着20件まで
▶補助金額：一律50,000 円
▶�申込み：申請書（町ホームページ・下
記窓口で入手）を工事着工前（各シス
テムが設置された建売住宅の場合は入
居前）に下記へ提出。

問�環境課環境対策担当内 217

老齢年金の支給開始年齢は原則として
65歳ですが、65歳前に繰り上げて減額
された年金を受け取ることができます。
ただし、支給を繰り上げた場合、生涯減
額された年金を受け取ること、障害基礎
年金を請求できなくなるなど、注意が必
要です。また、66歳以降に老齢基礎年
金を受け始める繰り下げの場合は、年金
額が増額されます。詳しくは年金事務所
または下記へお問い合わせください。
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
号でかける場合は☎03-6630-2525）

老齢年金の
繰り上げ・繰り下げ

大麻の使用は体に有害で、栽培や所持は
犯罪です。また、「けし」には法律で栽
培等が禁止されている種類があります。
大麻や違法な「けし」を発見したら、下
記までご連絡ください。
問�朝霞保健所☎048-461-0468

5/1 ～ 6/30 は
不正大麻・けし撲滅運動

▼ 中止や延期となったイベント・事業一覧
イベント・事業名 担当課 状況

子どもフェスティバル 　社会教育課社会教育担当
 　☎ 257-4266 中止

高齢大学
　藤久保公民館 ☎ 258-0690
　竹間沢公民館 ☎ 259-8311
　中央公民館  ☎ 258-0050

延期

今年はイベント広場や飲食ブースはあり
ませんが、環境学習講座が一気に体験で
きるチャンス！ぜひご来場ください。
▶�日時：5/15㈯�9:30 ～ 12:00( 雨天決
行 )　※9:20から開会セレモニー
▶�場所：ふじみ野市・三芳町環境センター
▶�内容：リサイクルハガキづくり /エコ
バッグづくり体験 /端材を利用した木
工教室 /リサイクル家具販売と自転車
の無料点検 /ハーバリウムづくり /グ
ライダーづくり /スタンプラリーほか

※�当日はエコパ・環境センター行きの無
料送迎バスは運行していません。

�※詳しくは町ホームページで。
�■�同時開催！フードドライブ
ご家庭で余っている食べ物の寄付にご協
力ください。フードバンクに提供します。
▶�回収条件：
・�賞味期限が明記してあり、3か月以上
あるもの
・常温で保存可能で未開封のもの
・�包装や外装が破損してなく、中身が出
ていないもの
・包装や外装が移し替えていないもの
問��環境課環境対策担当�内 217

第 5 回
エコラボフェスタ開催

環境センターごみ受入停止
・エコパ臨時休館

エコラボフェスタの開催に伴い、5/15
㈯は持ち込みごみの受け入れを停止し
ます。またエコパは終日臨時休館し、
5/17 ㈪に振替として開館します。
問��環境課環境対策担当�内 217

ヨーガは「心身」の健康促進法です。イ
スを使い、やさしいポーズで安心安全。
呼吸法や瞑想法で免疫力活性・精神的安
定。少人数制なので、ゆっくり進められ
ます♪体を動かすのが苦手な方、初心者
大歓迎！！
▶�日時：毎週火曜日10:00～11:00
▶�場所：三芳町総合体育館�会議室
▶�料金：月 4回�1 か月 3,000 円 ( 税込 )
問��総合体育館　☎ 258-0311�

健やかヨーガ

大崎電気工業㈱男子ハンドボール部OB
の指導によるハンドボールチームメン
バーを募集します。
▶活動日：第1～3木曜日17：30～19：30
　その他土日試合あり
▶�場所：総合体育館アリーナ・大崎電気
工業体育館
▶�料金：【月1回】4,070円 (月謝 )、
　【年1回】2,950円 (ハンドボール協会
　登録料1,000円・連盟登録料500円・
　スポーツ安全保険料1,450円 )等
▶�対象：小学 1～ 6年生男子
▶�定員：低学年・高学年�各 20人
▶�申込み：下記へ窓口・電話申し込み
問�総合体育館　☎ 258-0311
�■�チームサポーター募集

みよし大崎ジュニアハンド
ボールチームの活動を支援
する、サポーターズクラブ
の会員を募集します。

▶日程・場所：チーム活動日・場所と同様
　※町ホームページをご覧ください。
▶�料金：スポーツ安全保険料 ( 任意 ) 中
学生以下 800 円、高校生以上 64 歳
以下 1,850 円、65歳以上 1,200 円
▶�対象：ハンドボール経験者およびハン
ドボールに興味のある人
▶申込み：下記へ申込用紙を提出
問�MIYOSHI オリンピアード推進課
　文化・スポーツ担当�内 433

みよし大崎ジュニアハンドボール
チームメンバー募集

5月31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。
■固定資産税・都市計画税 (第 1期 )
■軽自動車税 : 種別割 ( 第 1期 )

納期限にご注意

子どもの慢性疾患のうち、特定の疾患に
ついて医療費の自己負担分を補助するも
のです。
▶�期間：6/14㈪～7/30㈮（土日祝は除く）
▶�場所：朝霞保健所
▶�必要書類：申請書、医療意見書、健康
保険証の写し、受診者の加入する公的
医療保険 ( 健康保険 ) の被保険者�の
市町村・県民税課税（非課税）証明書（税
額・所得金額が記載されたもの )など

問�朝霞保健所�☎048-461-0468

小児慢性特定疾病医療費
支給継続申請受付開始

体力や身体機能の低下を予防して元気に
生活が続けられるように、運動と口腔ケ
アを学べます。以下に３つ以上当てはま
る人が優先です。
①手すりや壁を伝わらないと階段を登れない
②�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

③ 15分以上続けて歩けない
④この 1年間で転んだことがある
⑤転倒に対する不安が大きい
▶�日時：6/7 ～ 8/2までの月曜日 (9日
間コース )�10:00～12:00
▶�場所：三芳町総合体育館
▶�料金：無料　▶�定員：20人
▶�申込み：5/21㈮までに下記窓口・電話・
FAX( 名前・生年月日・連絡先・質問
に当てはまる項目の数 )で申し込み。

※竹間沢方面から巡回バスが出ます。
問��健康増進課健康長寿担当内188～190�

健康づくり教室

今後の状況により右記ページに掲載のイベント等が中止や延期にな
る場合があります。詳細は町ホームページを確認、または担当課へ
お問い合わせください。

● information+（P9）●図書館だより（P10）
●保健・健康（P11）●お知らせ（P12 ～ 16）
●無料相談（P17）●子ども通信（P20・21）

町のホームページ
では新型コロナウ
イルス感染症に関
する最新情報を
発信しています。
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問 健康増進課母子保健担当 内 270 ～ 272

町ホームページで最新情報をチェック


