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http://miyoshi.tsjpn.com　tel : 049-259-9397

ジュニア応援キャンペーン 入会金 　円ジュニア応援キャンペーン 入会金 　円0006/30 木まで　新規入会の小学生の方に

ラケットプレゼント
１カ月間レッスン受け放題

サッカーボールプレゼント
レッスン増量4回分プレゼント

豊島区立三芳グランド テニスアカデミー・サッカーアカデミー豊島区立三芳グランド テニスアカデミー・サッカーアカデミー
http://miyoshi.tsjpn.com　tel : 049-259-9397

三芳町上富382-1（三芳中学校となり）三芳町上富382-1（三芳中学校となり）

さらにテニスアカデミーは さらにサッカーアカデミーは

選手コースは対象外となります。

『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

ふらばーるバレー教室
＆ミニ大会

ふらばーるバ
レーは、おむ
すび型の変
形ボールを
使って５人対
5人で行うバ

レーボールに似たニュースポーツです。
ボールの飛ぶ方向が予測しづらいこと
から、老若男女問わず誰でもゲームを楽
しむことができます。ぜひ一度ご来場く
ださい。
▶�日時：6/26㈰�9:30～（9:00受付開始）
▶場所：総合体育館アリーナ
▶�対象：小学 5年生以上
▶�料金：300円（当日集金）
▶�定員：50人（先着）
▶�申込み：6/14㈫までに、郵送・FAX・メー
ル・持参いずれかで下記に申し込み。
問�文化・スポーツ推進課�内 434
　� �sports@town.saitama-miyoshi.lg.jp

臨床心理士と家族の心について語り合おう。
※マスク着用・水分持参にご協力ください。
▶日時：6/20 ㈪13:30 ～ 15:00
▶場所：中央公民館�2 階�学習室
▶�対象：介護をしている人・介護に関心
がある人　▶定員：20人（予約制）

▶�申込み：下記へ電話・FAX（名前、連
絡先を記載）で申し込み。

問��地域包括支援センター埼玉セントラル
☎ 274-2080�FAX274-2081

介護者交流会

大麻・覚醒剤・麻薬・危険ドラッグなどの
薬物乱用は自分だけでなく、家族など周
りの人たちの人生も狂わせ、社会全体に
計り知れない危害をもたらします。「ちょっ
となら…。」といった甘い考えは命取りで
す。県では、「『ダメ。ゼッタイ。』普及運
動」として、薬物乱用防止を呼び掛ける6・
26ヤング街頭キャンペーンや国連支援募
金活動を実施します。正しい知識を身に
つけ、薬物乱用を根絶しましょう。
問�朝霞保健所�☎ 048-461-0468

「ダメ。ゼッタイ。」
普及運動

6/20～7/19

絵本ライブ

「子どもと遊んであげたいけど、何をした
らよいのか。」そんな風に思っているパパ、
お子さんと一緒に参加してみませんか？
先輩パパが選んだ絵本と、奏でるステキ
な音楽で、楽しい時間を過ごしましょう！
▶�日時：7/9 ㈯�10:00 ～ 11:30
▶�場所：中央公民館
▶�対象：未就学児とその父
▶�内容：音楽・遊びを交えた絵本の読み
聞かせ

▶�出演：「パパ 's絵本プロジェクト」安藤�
哲也氏、田中�尚人氏、西村�直人氏（NPO
法人　ファザーリング・ジャパン）

▶�定員：5組（先着）
▶�申込み：➊～➍の内容を記入して下記
に電話、メール（件名に「絵本ライブ
申込み」と入力）、FAXで申し込み。

　�➊子どもの名前➋パパの名前➌住所➍
電話番号

問�健康増進課母子保健担当
　内 270～ 272　FAX�274-1051
　 �hoken@town.saitama-miyoshi.lg.jp

認知症サポーター養成講座の修了者を対
象に、地域でのボランティア活動などを
行うためのステップアップ講座を開催し
ます。ボランティアを行う上での心構え
や、認知症介護者の話などを行います。
▶�日時：6/14㈫、21㈭14:00～16:00
▶�場所：認知症サポートセンター（藤久
保 27-9）

▶�対象：認知症サポーター養成講座受講
修了者

▶定員：15人（予約制）
▶�申込み：下記に電話か FAX（名前・
連絡先記入）で申し込み。

問��認知症サポートセンター�☎259-2525☎259-2525
　FAX�274-3366　FAX�274-3366

認知症サポーター
ステップアップ講座

介護者家族主催の認知症の人やそのご家
族の交流会です。
※�新型コロナウィルス対策のためマスク
の着用にご協力ください。

▶日時：6/28 ㈫13:30 ～ 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・FAXで申し込み。
問��熊谷�☎ 258-7540

若葉サロン
「認知症カフェ」

令和４年度みよし町民
文化祭参加者募集

町民手づくりによる文化・芸術・芸能の
祭典「みよし町民文化祭」に参加する団
体・個人を募集します。参加希望者（団
体代表者）は、説明会に必ず出席してく
ださい。（代理可）
▶�日 時：6/30 ㈭�19:00 ～（18:30 ～
受付開始）

▶会場：藤久保公民館ホール
▶�申込み：藤久保・中央・竹間沢公民館
で配布する「参加計画書」に必要事項
を記入し、6/27 ㈪までに最寄りの公
民館に提出（新規参加者は平日 8:30
～ 17:00 のみ受付）

問��藤久保公民館☎ 258-0690

�■�令和4年度三芳町芸術文化支援事業

混声合唱組曲「水のいのち」・「埴生の宿」
などのアカペラ曲・中島みゆき集・ミュー
ジカルなど多彩なメロディを混声の深い
響きにのせてお届けします。
一般公募の皆さんと「卒業写真」等懐か
しの青春ソングの数々を歌う場面も。コ
ロナ禍で 1年間の開催延期を経て、更
なる思いを込めて歌います。ぜひご来場
下さい！
▶�日時：7/9 ㈯�13:30 ～（13:00 開場）
▶�場所：コピスみよしホール
▶�料金：500円
▶�申込み：コピスみよし窓口でチケット
を購入。

問��コピスみよし☎ 259-3211
　久保田☎ 090-6936-7553

混声合唱団「響」
第 18回定期演奏会

生活になく
てはならな
い「水」は、
限りある大
切な資源で

す。町では、安心・安全なおいしい水を
お届けするため、県水受水配水池の改修
工事を行うなど、水道施設の健全性確保
に努めています。水道週間を機に水のこ
とを考えてみませんか。
問�上下水道課水道施設担当
　�☎ 274-1014

6/1 ～ 7は水道週間
大切な水と一緒に暮らす日々

東入間交通安全協会では、東入間警察署
の協力を得て、令和 4年 6月 1日現在
で優良運転者（過去 5 年、10 年、15
年、20 年、25 年、30 年、35 年、40
年、45年間無事故・無違反の該当者）で、
東入間交通安全協会会員の表彰を行いま
す。申請書、無事故・無違反証明申請用
紙は協会事務局等に用意してあります。
▶申請期間：6/1 ㈬～ 8/31 ㈬
　平日 8:30 ～ 17:15　※期日必着
�■�表彰式
▶日時：10/15 ㈯�
▶�場所：富士見市民文化会館キラリふ
じみ　マルチホール（富士見市鶴馬
1803-1）

問��東入間交通安全協会事務局
　（東入間警察署内）☎ 264-0991

優良運転者表彰

法律改正により令和４年４月から年金手
帳が廃止となりました。次の人には、年
金手帳に替えて、「基礎年金番号通知書」
が送付されます。
■新たに年金制度に加入する人
■��年金手帳の紛失等により、基礎年金番号
が確認できる書類の再発行を希望する人

既に年金手帳をお持ちの人は、引き続き
大切に保管してください。
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
　☎03-6630-2525（050で始まる電話）

年金手帳廃止

今年度も新型コロナ感染拡大防止のた
め、例年とは日程と会場を変更して開催
します。町長が各地域の皆さんと直接対
話し、町政全般に関する意見や提案など
について意見交換します。
※�感染予防のため、会場ではマスクの着
用をお願いします。

※�入場制限や開催時間短縮、懇話会の延
期もしくは中止をする場合があります。
▶日程・場所

日程 時間 行政区 開催場所

6/18 ㈯

10:00～
11:30

藤 2区・3
区

藤久保小学
校体育館

13:00～
14:30

藤 5区・6
区

藤久保小学
校体育館

15:30～
17:00

藤 1区・4
区

唐沢小学校
体育館

6/19 ㈰

10:00～
11:30

北 1区・2
区・3区 中央公民館

13:00～
14:30

上 1区・2
区・3区

上富小学校
体育館

15:30～
17:00

竹 1 区・
み 1 区

竹間沢小学
校体育館

�上…上富　北…北永井　藤…藤久保　竹…
竹間沢　み…みよし台
問�政策推進室政策推進担当内 423

これからの三芳を町長と語り合う
まちづくり懇話会開催

SDGs宣言募集

SDGs（持続可能な開発目標）
の達成に向けた取組等を宣言
し、実施して頂ける個人・事

業所・団体等を募集します。
▶�対象：個人・事業所・団体
▶�申込み：町 HP（左上コード）より募
集要項をご覧のうえ、宣言制度申請書
を下記メール、窓口にて申し込み。
問�政策推進室政策推進担当�内 422
　� �seisaku@town.saitama-miyoshi.lg.jp


