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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

地域の【あいの手】となって在宅介護を応援します

介護は年中無休です‼土日を含めた毎日派遣を対応します

三芳町を支えるヘルパーさん募集 身体介護の時給１,９６０円～

〒356-0058 ふじみ野市大井中央 1-7-19 コーポアゼリア 102

お問い合わせ ☎ 049-203-1495 担当 山崎

MIYOSHI 14MIYOSHI15

子どもも大人も楽しめる、町のマジシャ
ンによるマジックショー。目の前にある
ものが消え、なかったものが出てくるな
ど、様々なトリックが繰り広げられます。
ほんの一瞬現実を忘れ、楽しい時間を過
ごしてスッキリしませんか？驚きと感動
をお楽しみください。
▶�日時：5/23㈰13:30～15:30
▶�場所：コピスみよしホール
▶�料金：前売り一般 500円 /高校生以
下 200円・当日 700円 /高校生以下
300円

問��コピスみよし　☎ 259-3211�

マジックを愛する
仲間たちのマジックショー

耳が聞こえづらい方を対象に、はじめて
の手話を学ぶ手話体験講座です。お気軽
にお問い合わせください。(全 5回 )
▶�日時：6/7 ㈪・14㈪・21㈪・28㈪・
7/5 ㈪��13:00 ～ 15:00　

▶場所：ふれあいセンター
※バスの送迎可。事前にご相談ください。
▶�対象：難聴・中途失聴の方で、高校生
以上の町または富士見市在住・在勤・
在学の人

▶定員：10人（応募多数の場合は抽選）
▶料金：500円（テキスト代・保険料）
▶�申込み：5/6 ㈭～ 18㈫までに富士見
市社会福祉協議会へ窓口・電話・FAX
で申し込み。。

問�富士見市社会福祉協議会
　☎254-0747��FAX�252-0111

難聴者向け
はじめての手話体験

初めて手話を学ぶ人を対象に、手話奉仕
員養成講習会 ( 入門 ) を開催します。こ
の機会に手話を始めてみませんか。
※保育あり（原則 1歳以上の未就学児）
▶����日時：6/3～ 9/27 の月または木曜日
　19:00 ～ 21:00( 全 21回 )�
▶�場所：藤久保公民館
▶�対象：町または富士見市在住・在勤・
在学の人 (高校生以上 )
▶定員：15人 ( 応募多数の場合は抽選 )
▶料金：4,000 円（テキスト代・保険料）
▶�申込み：申込書に必要事項を記入し、
5/6 ㈭～ 21㈮に富士見市社会福祉協
議会へ持参・電話・FAX・郵送（必着）
で申し込み。申請書は下記窓口または
富士見市社会福祉協議会HPよりダウ
ンロード。

問�富士見市社会福祉協議会
　☎ 254-0747��FAX�252-0111
　福祉課福祉支援担当内 172～ 175

手話奉仕員養成講習会
入門講座

町立小中学校教職員転
出入者・退職者

若葉サロン
「認知症カフェ」

介護者家族主催の認知症の人やその家族
の交流会です。
※マスクの着用をお願いします。
※お茶は各自ご持参ください。
▶日時：5/25 ㈫13:00 ～ 15:00
▶場所：藤久保公民館 2階学習室
▶定員：5人（予約制）
▶申込み：下記へ電話で申し込み。
問��若葉サロン（熊谷）☎ 258-7540

令和 3 年度
就学援助

経済的な理由で就学困難と認められる児
童・生徒の保護者に、学用品費・給食費・
医療費などの援助をしています。
※ �6 月まで認定している世帯も改めて
申請が必要です。

▶�申込み：6/30 ㈬までに申請書（学校
または学校教育課で入手）に記入し、
家族全員の所得がわかる書類等を添付
し、下記窓口に提出。

※�上記の期間以降も随時受け付けていま
すが、申請のあった翌月からの支給と
なります。

問�学校教育課学務担当内 524・525

経済センサス活動調査

総務省と経済産業省は、6月1日現在で、
「経済センサス - 活動調査」を実施しま
す。全国のすべての事業所および企業が
対象になります。皆さんの調査へのご理
解・ご回答をよろしくお願いします。
問�財政デジタル推進課電算統計担当
　�内 412・413

4/1付で町教職員の人事異動が発令され
ましたのでご紹介します。※管理職のみ

新職 職名 氏名 前職
転
入
①唐沢小 校長 廣井賢司 富士見市立

勝瀬中
②藤久保中 校長 田川一義 三芳中
③三芳小 教頭 上條太一 川口市立

青木中央小
④藤久保小 教頭 一水昌比古 富士見市立

ふじみ野小
⑤三芳中 教頭 渡邊重樹 三芳町教

育委員会
転
補
三芳中 校長 渋谷勝 藤久保中

転
出
東松山市立
東中

校長 木村博幸 唐沢小
校長

所沢市立
中央小

校長 岡﨑秋世 三芳小
教頭

入間市立
東金子小

教頭 川北久子 藤久保小
教頭

退
職

ー 萩原一夫 三芳中
校長

問�学校教育課指導担当�内 522・523

➊ ➌➋ ➍ ➎

認知症サポーター
養成講座

認知症について正しく理解し、認知症の
人や家族を温かく見守る応援者「認知症
サポーター」を養成する講座です。
▶日時：5/25 ㈫�13:30 ～ 15:00
▶場所：竹間沢公民館ホール
▶料金：無料�▶定員：20人 ( 予約制 )
▶�申込み：下記へ電話・FAXで申し込み。
問�地域包括支援センターみずほ苑みよし
　☎293-7341　FAX293-7342

行政の仕組みや手続きに関する問い合わ
せなどの相談を受け付ける、行政相談委
員について、4月 1 日付けで、総務大
臣から委嘱されました。
〇再任…竹島美香子氏
〇再任…塩野智恵氏
問�総務課人権・庶務担当内 404

行政相談委員の委嘱

5/31 ㈪は自動車税 (種別割 ) の納期限
です。納税通知書は 5/7 以降にお手元
に届きます。
スマートフォン決済アプリ
(PayPay,LINE�Pay,PayB) による納付が
可能になりました。またWebサイト
「Yahoo! 公金支払い」を利用したクレ
ジットカード納付やインターネットバン
キングなどを利用したペイジー納付、金
融機関やコンビニでも納付できます。
埼玉県では「納めてプラス！」キャンぺー
ンを実施しています。納期限までに納税
した自動車税（種別割 )の領収書等を協
賛店で提示すると割引などのサービスが
受けられます。ぜひ、ご活用ください。
問��自動車コールセンター
　�☎ 050-3786-1222

自動車税の納期限
スマホで納税可能

J-ALERT での
情報伝達試験

地震や武力攻撃などの発生時に備え、情
報伝達訓練を実施します。
▶�日時：5/19㈬�11:00
※�事前に三芳町地域コミュニティメー
ル、町ツイッター、町ＨＰでも周知し
ます。

�■�訓練で行う内容
町の防災行政無線から次の放送がされます。
➊上り４音チャイム
➋「これはＪアラートのテストです」×3 回
 ➌「こちらは防災みよしです」
➍下り４音チャイム
問��自治安心課防災・交通安全担当
　�内 265～ 267

三芳町で行われる東京2020オリンピッ
ク聖火リレーにご協力いただけるボラン
ティアスタッフを募集しています。地域
の皆さんで聖火リレーを成功させ、オリ
ンピックを盛り上げましょう。
▶日時：7/6㈫�16:00～19:00( 予定 )
▶�対象：町内在住・在勤・在学の
　満 15歳以上 (中学生不可 )
▶�定員：250人程度
※�応募者多数の場合は先着順とさせてい
ただきます。

▶�申込み：申込用紙に必要事項を記入し、
5/21 ㈮までに下記窓口へ持参・郵送・
FAX で申し込み。申込用紙は町ホー
ムページからダウンロード。

問�MIYOSHIオリンピアード推進課
　文化・スポーツ担当�内 432～ 434

聖火リレー
ボランティアスタッフ募集

三芳町体育協会は、町のス
ポーツ振興を目的に、東京
2020オリンピック大会の
県内開催競技のチケットを

住民の皆様に販売します。申込み方法や
販売チケットについては二次元コードか
ら町ホームページをご覧ください。
問�MIYOSHIオリンピアード推進課
　文化・スポーツ担当�内 432～ 434

県内オリンピック
チケットの町民販売

今年度のがん検診無料クーポンの対象
者は下記の年齢の人です。がん検診の
自己負担分が無料になります。この機
会にぜひ、無料クーポンをご活用くだ
さい。
�■�子宮頸がん検診無料クーポン対象者
▶�平成 12年（2000）4 月 2日～平成

13年（2001）4月1日生まれの女性
�■�乳がん検診無料クーポン対象者
➊�昭和 55年（1980）4 月 2日～昭和

56年（1981）4月1日生まれの女性
➋�昭和 47年（1972）4 月 2日～昭和

48年（1973）4月1日生まれの女性
※�がん検診無料クーポンには有効期限
があります。有効期限内に受診して
ください。

問�健康増進課健康長寿担当内188～190

がん検診無料クーポン対象者に
無料クーポン配布

三芳町芸術文化支援事業


