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豊島区立三芳グランド ☏049-259-9397
三芳町上富382-1（三芳中学校となり） 受付 月～土8時～20時、日8時～18時

無料体験 電話問合せ ●ホームページ http://miyoshi. tsjpn.com/

●テニス 一般･小中高生（月～日）●サッカー幼児･小学生（火水金）

テニス ＆ サッカースクール
5 月 生 募 集 無料体験受付中

日本体育協会、日本テニス協会、日本サッカー協会公認コーチが指導

『庭木１本から剪定いたします』

樹木医・ 級造園技能士・ 級造園施工管理技士

あきら造園
『剪定、伐採、草取り、庭木消毒、植栽、お庭づくりなど
お庭・ガーデニングの事なら、お気軽にご相談ください』

代表 伊東 晃 富士見市針ケ谷

 ■ 令和 4 年度三芳町芸術文化支援事業
町内で活動する合唱サークルが 3年ぶ
りに一同に会して歌います。一般参加を
交えての合同合唱もお楽しみください。
▶日時：5/21㈯�開場13:00開演13:30
▶場所：コピスみよし�ホール
▶�料金：300円（自由席）
▶�申込み：コピスみよしでチケットを購入。
問�コピスみよし�☎ 259-3211

第 33 回 三芳町合唱祭
～みんなで創るうたまつり～

エコラボフェスタで実施予定の「環境セ
ンターバックヤードツアー」の参加者を
募集します。普段は見られないセンター
の裏側が見られるチャンスです。
▶日時：6/25 ㈯ 10:10 ～ /11:30 ～
　※時間は選べません。各回50分程度。
▶�場所：ふじみ野市・三芳町環境センター
環境学習館えこらぼ
▶�対象：小学生以上の町在住者（小学生
は保護者同伴・未就学児の参加不可）
▶�定員：40人（多数の場合は抽選）
▶�申込み：5/27 ㈮までに下記へ電話で
申し込み。当選者のみ 6/3 ㈮までに
通知。

問�ふじみ野市環境課�廃棄物対策係
　☎ 262-9022

環境センター
バックヤードツアー

ラケットテニス大会
（団体戦）
４年ぶりの開催となるラケッ
トテニス。男女混成、女子ダ
ブルス戦の団体戦です。

▶日時：6/5㈰�受付9:00～ /開会9:30
▶�場所：総合体育館アリーナ
▶料金：1人 300円
▶�対象：町・近隣市に在住・在勤・在学・
在クラブ員の中学生以上の人

▶定員：24チーム（1チーム 4～ 6人）
▶�申込み：5/20 ㈮までに郵送・持参・
FAX・メールで下記へ申し込み。

問��文化・スポーツ推進課
　文化・スポーツ担当内 434

入間東部地区事務組合では、
普通・上級救命講習を実施し
ています。新型コロナウイルス

の影響で日時が流動的であるため、詳し
くは組合ホームページをご確認ください。
問�入間東部地区事務組合消防本部
　救急課救急係☎ 261-6673

救命講習

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：5/24 ㈫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

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：5/24 ㈫�13:30 ～ 15:00
▶場所：竹間沢公民館ホール
▶対象：町在住・在勤者
▶定員：20人 ( 予約制 )
▶ 申込み：下記へ電話か FAX で名前・
連絡先を伝えて申し込み。

問�地域包括支援センターみずほ苑みよし
　☎293-7341　FAX293-7342

あいサポーター研修

障がいのある人が困っている
ときにちょっとした手助けが
できるよう、様々な障がいに

ついて学んでみませんか。
▶日程：5/18 ㈬
▶時間：14:00 ～ 15:30
▶場所：役場 5階 501会議室
▶�定員：10人（先着順）
▶�申込み：5/13㈮�16:00 までに電話・
FAX・上記二次元コードから申し込み。

問�富士見市社会福祉協議会
�　☎ 254-0747�FAX255-4374

障がいについて障がいについて

学びませんか？学びませんか？庭に木を庭に木を
植えませんか？植えませんか？

選挙管理委員会委員と
同補充員が決定

令和４年第２回議会定例会で選挙管理委
員会委員と同補充員の選挙が行われ、次
の人が当選しました。（敬称略）
▶�任期：令和4年 3月29日から4年間
 ▼ 選挙管理委員会委員
横山通夫（委員長）・細谷三男（職務代
理者）・忽滑谷昌弘・田畑正明
 ▼ 補充員
佐々木修平・尾形サツ・抜井成司・松本光司
問�三芳町選挙管理委員会内 405

町立小中学校教職員
転出入者・退職者

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

問�学校教育課指導担当�内 522・523
相続・遺言・債務整理などの無料相談です。
▶�日時：5/12・19・26・6/2・9・16・30・
7/7・14・21・28・8/4・18・25（全て木曜日）
　13:30 ～ 16:30
▶�対象：ウェスタ川越
▶�申込み：総合相談センター（☎ 048-
838-7472）へ電話予約（平日 10:00
～ 16:00）。

問��埼玉司法書士会事務局☎048-863-7861

高齢大学で新しい仲間づくり・生きがい
づくりをしてみませんか。生活や健康な
どについての教養講座です。
▶�入学資格：町内在住の60歳以上で令
和4年6月中旬から令和5年2月まで
通学可能な人※期間は変更の場合あり

公民館 時間・定員
中央公民館 主に金曜日の午前・50人
藤久保公民館 主に金曜日の午前・80人
竹間沢公民館 主に木曜日の午前・60人

▶�申込み：5/11 ㈬～ 31 ㈫に、希望す
る公民館へ電話か窓口で申し込み。

　（平日 9:00 ～ 17:00）
問��中央公民館☎ 258-0050
　藤久保公民館☎ 258-0690
　竹間沢公民館☎ 259-8311

メディカルアロマについて学び、精油を入
れたラベンダークリームを作ります。
▶�日時：5/21 ㈯ 10:00 ～ 12:00
▶�場所：藤久保公民館�多目的ホール
▶�対象：中学生以上
▶ 料金：800円�▶�定員：20人（先着順）
▶�申込み：下記へ電話で申し込み（平日
9:00 ～ 17:00）

問��藤久保公民館☎ 258-0690

司法書士無料法律相談会

高齢大学 学生募集

メディカルアロマ体験と
ラベンダークリーム作り

卓球教室・卓球大会

 ▼ 卓球教室
初級～上級者どなたでもお気軽にどうぞ。
▶�日時：7/9 ㈯・16㈯ 9:00 ～ 12:00
▶場所：総合体育館
▶�対象：小学 3年生以上の町在住・在勤・
在学者

▶�料金：500円（保険代・当日集金）
▶�申込み：6/30㈭までに、総合体育館の
窓口か卓球連盟事務局へ電話申し込み。

 ▼ 三芳町民卓球大会
団体戦（３ダブルス）
※当日抽選でチームを決定します。
▶�日時：6/19 ㈰ 9:00 ～受付
▶場所：総合体育館
▶�対象：町在住・在勤・在クラブ
▶�料金：500円
▶�申込み：6/2㈭までに卓球連盟事務局
へ電話申し込み。

問�三芳町卓球連盟事務局㈲ワールド鈴木
　☎ 258-2064�FAX�259-2741

新職 職名 氏　名 前職

転
入

①藤久保小 校長 宇佐見宏一 三芳町
教育委員会

②竹間沢小 校長
（再任用）佐藤千代美 竹間沢小

③唐沢小 教頭 近藤泰弘 富士見市
教育委員会

④三芳東中 教頭 大類達也 三芳町
教育委員会

転
補

三芳小 教頭 馬籠寿孝 唐沢小
上富小 教頭 上條太一 三芳小
三芳中 教頭 加藤哲郎 三芳東中

退
職

― ― 佐藤千代美 竹間沢小
校長

― ― 木内隆光 上富小
教頭

任
期
満
了

― ― 佐藤和秀 藤久保小
校長

➊ ➌➋ ➍

庭づくりをしたい人などを対
象に樹木の苗木の配布を行い
ます。

▶�対象：町内に所有・管理する土地また
は建物のバルコニー・ベランダなどで
樹木を育成できる人
▶�申込み：申請書（町ホームページか下
記窓口で入手）を窓口・メール・電子
申請で下記へ提出（樹木の種類は希望
に添えない場合もあります）。
※申請は 5本を上限に年度 1回まで。
問��環境課自然環境担当�環境課自然環境担当�内 218218

みどりあふれるまちづくり
樹木の苗木を配布

子どもの情報はこちら！
三芳町の子育て

町の旬をお届け！
三芳町観光サイト


