INFORMATION

認知症サポーター養成
講座

文化協会まつり
皆さんに文化への関心を深めてもらうこ

認知症サポーターは、認知症を正しく理解

とを目的に、三芳町文化協会では毎年、

し、認知症の人や家族を見守る応援者です。

「文化協会まつり」を開催。落語演芸会

認知症の症状や認知症の人への接し方など、

を行います。

認知症についての正しい知識を学びます。

出演：柳家喬之助（落語）、三遊亭吉馬（落

▼認知症サポーター養成講座

語）
、林家二楽（紙切り）

上富・北永井方面への巡回バス（予約制）

▶日時：2/6 ㈰ 13:00 ～ 14:20

もあります。

▶場所：藤久保公民館ホール

▶日時：2/3 ㈭ 12:30 ～ 14:00

▶料金：1,000 円（自由席）未就学児

▶場所：ふれあいセンター

は無料

▶定員：100 人（予定）

▶料金：無料

▶定員：25 人（予約制）

▶申込み：各公民館窓口で申し込み。

▶申込み：下記に電話か FAX で申し込み。

問M
 IYOSHI オリンピアード推進課内 434

問 地域包括支援センター埼玉セントラル

☎ 274-2080

FAX 274-2081

▼認知症サポーター養成講座

1 月 10 日は
「110 番の日」

通常の講座に加えて、認知症に関するク

いつまでも健康で自分らしい生活を送る

認知症についての理解をさらに深めた

ための運動・栄養・口腔に関する講座で

い、認知症サポーターとして地域で活動

す。3/4 ㈮はインターネットを使った

できることを知りたいという人を対象に

健康づくりについての講座を行います。

認知症サポーターステップアップ講座を

▶日時：2/9 ㈬、15 ㈫、22 ㈫、3/2 ㈬、

開催します。ボランティアとしての心構

4 ㈮（全 5 日）10:00 ～ 11:30

知症サポーターの交流の場の紹介などを

▶料金：無料

行います。

症について学びます。

110 番は、犯罪や事故等に遭った時や

▶日時：1/21 ㈮ 14:00 ～ 16:00

目撃したときに県民と警察を結ぶ「緊急
通報専用電話」です。相談や各種照会等
は「#9110」または東入間警察署（下記）
にご連絡ください。

▶申 込 み：2/4 ㈮ ま で に 下 記 に 電 話、
FAX（名前、
連絡先記入）で申し込み。
※ 3/4 ㈮のみの参加も可能です。
問 健康増進課健康長寿担当
内

納期限にご注意
1 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。

■町県民税（第 4 期）
■国民健康保険税（第 7 期）
（コロナ減免ご相談ください）
■介護保険料（第 7 期）
■後期高齢者医療保険料
（第 7 期）
（コロナ減免ご相談ください）
※便利な口座振替をご利用ください。

188 ～ 190

FAX 274-1051

▶場所：認知症サポートセンター
▶対象：認知症サポーター養成講座受講
修了者
▶料金：無料

新型コロナウイルス感染拡大のため、事
前に周知している講座から個別相談へ変
更します。離乳食についての疑問「食べ
ない…」「硬さは？」「形状は？」などを
管理栄養士と一緒に解消していきましょ

若年性認知症
オンライン講演会

普通救命講習Ⅰ

▶日 時：1/26 ㈬ 9:30 ～、10:00 ～、
各回 30 分

▶日時：1/29 ㈯ 9:00 ～ 12:00

▶料金：無料

▶場所：消防本部 4 階大講堂

10:30 ～、11:00 ～
▶場所：保健センター

▶対 象：0 歳からおおむね 1 歳までの
お子さんをもつ保護者
▶申 込み：1/25 ㈫までに下記に電話、
FAX、メールで①母の氏名②住所③電

▶定員：15 人（予約制）

問 健康増進課健康長寿担当内 188 ～190

三芳町役場 ☎ 049(258)0019（代表）
〒 354-8555 三芳町大字藤久保 1100 ｰ 1

でお悩みの相談にのります。（要予約）

話番号④子の名前・生年月日⑤相談内

▶申込み：認知症サポートセンター（☎
か FAX で申し込み。

「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。

う。離乳食の始め方から完了食に至るま

容（メールの場合は件名を「離乳食講

259-2525・FAX274-3366）に電話

▶場所：認知症サポートセンター（藤久

座申込み」に）を伝えて申し込み。
問 健康増進課母子保健担当内 270～272

▶定員：15 人（先着順）
▶対象：三芳町・富士見市・ふじみ野市
の在住・在勤・在学者
▶申込み：1/4 ㈫～ 11 ㈫に下記に電話
で申し込み。
問 入間東部地区事務組合消防本部

救急課☎ 261-6673
( 平日のみ 8:30 ～ 17:00)

「若年性認知症」は、働き盛り・

保 27-9）

責任世代（65 歳以下）で発症

▶料金：無料 ▶定員：15 人（予約制）

するため、高齢期の認知症とは

問 三芳町認知症サポートセンター

異なる悩みやニーズがあります。町の取

☎ 259-2525 FAX 274-3366

り組みに関する講演、当事者・家族のメッ

▼認知症サポーター養成講座特別編

セージやバンド演奏を通じて「若年性認

通常の講座に加えて、ACP についての

知症」
に関する正しい理解を深めましょう。

講座を行います。ACP（アドバンス・ケ

※視聴会場のみ手話通訳・磁気ループあり

ア・プランニング）とは人生の最終段階

▶日時：2/20 ㈰ 10:20 ～ 12:00

について、あらかじめ家族や関係者で話

▶場所：WEB（ZOOM）開催

し合いを行い、自分が望む人生を送るた

※視 聴会場（認知症サポートセンター）

めの取り組みです。講師は富士内科クリ
ニック院長の吉田直哉先生です。
▶日時：2/3 ㈭ 14:00 ～ 16:00
▶場所：認知症サポートセンター
▶料金：無料 ▶定員：15 人（予約制）
▶申込み：下記に電話か FAX で申し込み。
問 健康増進課健康長寿担当 内 189

FAX 274-1051

▶日時：2/8 ㈫、15 ㈫ 14:00 ～ 16:00（2
回コース）

進事業実受講者優先）

▶申込み : 下記に電話か FAX で申し込み。

問 東入間警察署 ☎ 269-0110

▶対象：65 歳以上

▶定 員：15 人（介護予防事業・健康増

イズや寸劇等を交えながら、楽しく認知

～身近な犯罪を防ぐあなたの 110 番～

えや、認知症の当事者家族からの話、認

▶場所：中央公民館(3/4㈮はふれあいセンター)

お知らせ

離乳食講座
「はじめての離乳食」

認知症サポーター
ステップアップ講座

65 歳から始める
フレイル予防講座

10:00 開場

▶料金：無料

▶定 員：WEB50 人（ 締 切 1/31 ㈪ ）、
視聴会場 15 人（先着順）
▶申 込 み： 視 聴 会 場： 電 話 か FAX。
WEB：上記二次元コードかメール。
問 健康増進課健康長寿担当 内 188

FAX 274-1051
kenko@town.saitama-miyoshi.lg.jp

町内公共施設の
イベント等の開催状況
今後の状況により、下記のページに掲載
されている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

▼ イベント・事業の開催状況一覧
イベント・事業名

担当課

状況

MIYOSHI オリンピアード
推進課 内 434

中止

秘書広報室 内 312

R4.3/26
に延期

入間東部地区
駅伝競走大会
町HPは
こちら

確認、または担当課へお問い合わせくださ
い。※町主催以外のイベント等について

新春ロードレース

は、直接主催者へお問い合わせください。

● information+（P11） ●図書館だより（P14）
●保健・健康（P15）
●無料相談（P21）

●お知らせ（P16 ～ 20）
●子ども通信（P24・25）

町制施行
50 周年式典 /
フォトコンテスト
入選作品発表

広
告

広

貸切バス・ハイヤー・高速バスは
お任せ下さい！

告

048-487-7019

志木駅

志木駅東口

志木発の高速バス
「VIPライナー」も運行中！

やハイヤーもご用意します。
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MIYOSHI

〒353-0004 埼玉県志木市本町 5-22-26 HEG ビル

MIYOSHI
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