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　　環境に優しい清掃を　　株式会社　アゼル

三芳町北永井　394-2　　☎049-257-2658

された環境に優しいアルカリイオン電解水

おお子子ささんん、、ペペッットトののいいるる家家庭庭ででもも安安心心ししてて使使ええまますす

掃除のプロが自信をもってプロデュース　

化化学学合合成成洗洗剤剤をを一一切切使使用用ししててなないいののでで赤赤ちちゃゃんんやや

eco clean water（家庭用販売キット）

9999..99％％のの水水とと汚汚れれをを分分解解すするる00..11％％のの電電解解水水でで構構成成

40ｘ90ｍｍ

ビルスコープ株式会社
☎ 049-293-4900

〒354-0041 三芳町藤久保 539-4-303 電電気気抵抵抗抗試試験験

官公庁・大手の建設会社・マンション管理会社もリピーター 高い精度で原因を特定 

✉ chousa@buil-scope.co.jp

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。

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は、直接主催者へお問い合わせ
ください。

● information（P12） ●図書館だより（P14）
●保健・健康（P15）　●お知らせ（P16 ～ 20）
●無料相談（P21）　●子ども通信（P24・25）

町内公共施設のイベント等の開催状況！

みどり豊かな景観形成と災害防止のた
め、新たに生垣を造成した費用の一部
を助成します。
※�助成対象となる生垣についてはHPを
ご覧になるか、下記までお問い合わせ
ください。

▶�助成金額：
�【新たに生垣を設置する場合】
→ 3,000 円 /m( 限度額 5万円 )
�【ブロック塀等を生垣に改造する場合】
→ 5,000 円 /m( 限度額 5万円 )
▶�申込み：町HPか下記窓口で申請書を
入手し、添付書類を添えて令和 5年
2月 28日までに下記窓口に提出。

問�環境課自然環境担当内 218

三芳町生垣設置
奨励助成金制度

ダイオキシン類の
調査結果

町の水道用水である地下水（1～5号井）
のダイオキシン類調査を令和 3年 12月
2日に実施。国の基準値の約 1/666 で
あり、安全面の観点から問題のない値で
あることが確認されました。
【調査結果】
ダイオキシン類 0.0015pg-TEQ/ℓ
【参考】国の基準値 1pg-TEQ/ℓ
【調査方法】
水道原水および浄水中のダイオキシン類
調査マニュアル（平成 19年 11 月厚生
労働省健康局水道課）に準拠
問�上下水道課水道施設担当☎274-1014

飼い犬には登録と年 1回の狂犬病予防
注射が義務付けられていますので、下表
の会場で予防注射を受けてください。
登録者には 3月中にはがきを郵送して
いますので、当日は新型コロナウイルス
感染症予防対策のためマスク着用の上、
はがきを持参してください。

集合狂犬病予防注射

日程 場所 時間

4/11
㈪

竹間沢公民館 9:30 ～ 11:00
藤久保公民館 13:00～14:30

4/12
㈫

北永井第 2区集会所 9:30 ～ 11:00
三芳町役場駐車場（P-1）13:00～14:30

4/13
㈬ 上富第 1区集会所 9:30～11:00

問��環境課環境対策担当内 216・217

初心者弓道教室

弓道をやってみたい人、体験したい人の
ための教室です。
※弓・矢等の道具は連盟で用意します。
▶�日時：5/8 ㈰・14㈯・22㈰・28㈯・
6/4 ㈯・11㈯・18㈯・19㈰・25㈯・
26㈰　全て 14:00 ～ 16:00
▶場所：三芳町弓道場
▶対象：中学生以上（町在住・在勤者優先）
▶料金：2,500 円（傷害保険等）
▶定員：20人
▶�服装：軽装で運動しやすいもの（Tシャ
ツ、トレーナー等）
▶�申込み：4/24 ㈰までに総合体育館（☎
258-0311）に申し込み。

問�三芳町弓道連盟
　亀井☎ 090-9322-4868
　加藤☎ 090-8512-1042

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。新型コロナウイルス対策
のため、マスク着用にご協力ください。
▶日時：4/26 ㈫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

はじめて手話を学ぶ手話体験講座です。
▶�日時：5/10 ㈫・13 ㈮・17 ㈫・24 ㈫・
31 ㈫��19:00 ～ 21:00
▶場所：富士見市南畑公民館
▶�対象：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：無料
▶�申込み：4/1 ㈮～ 20 ㈬までに富士見
市社会福祉協議会へ窓口・電話・FAX
で①氏名②住所③電話番号を伝えて申
し込み。。

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

はじめての
手話体験講座（全 5回）

手話奉仕員養成講習会入門講座を受講
した人または同等レベル向けの講習会で
す。※保育あり（原則1歳以上の未就学児）
▶����日時：5/10 ～ 7/29 の毎週火・金曜
日　10:00 ～ 12:00
※ 5/31 は 10:00 ～ 15:00
▶�場所：竹間沢公民館
▶�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：無料
※テキスト購入希望者 3,300 円
▶�申込み：申込書に必要事項を記入し、
4/1 ㈮～ 18㈪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
基礎（全 25回）

初めて手話を学ぶ人向けの講習会です。
※保育あり（原則 1歳以上の未就学児）
▶����日時：5/11 ～ 8/8 の毎週月・水曜
日　19:00 ～ 21:00
※第 3月曜日は休み
▶�場所：ふじみ野交流センター
▶�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：3,300 円（テキスト代）
▶�申込み：申込書に必要事項を記入し、
4/1 ㈮～ 18㈪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（全 21回）

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、口腔に関する講
座でフレイルを予防するための知識を学
びます。5/26 ㈭はインターネットを使
用した健康づくりについての講座を行い
ます（5/26 ㈭のみの参加も可）。
▶�日時：4/22㈮・28㈭・5/12㈭・20
㈮・26㈭　10:00 ～ 11:30
▶�場所：竹間沢公民館
※ 5/26 ㈭のみ三芳町ふれあいセンター
▶対象：65歳以上　▶定員：15人
▶�申込み：4/15 ㈮までに下記へ窓口・
電話・FAX（名前・連絡先を明記）で
申し込み。

問��健康増進課健康長寿担当内 188～190
　FAX：274-1051

65 歳から始める
フレイル予防講座

令和4年度
健康・体力測定会

子どもから大人までどなたでも参加でき
ます。自身の健康・体力をチェックして
みませんか？
▶�日時：5/15 ㈰ 10:00 ～ 14:00（最
終受付 13:30）※午前は予約制

▶場所：総合体育館アリーナ
▶�対象：どなたでも
▶�申込み：下記に電話・窓口で申し込み。
▶�測定内容：身長、血圧、全身反応、体
前屈、握力、垂直とび、上体起こし、
片足立ち、立ち幅跳び、反復横跳び、
障害物歩行

問�総合体育館　☎ 258-0311
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