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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
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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（P8～11） ●子ども通信（P14・15） ●図書館だより（P16）
●保健・健康（P17）●お知らせ（P18 ～ 22）●無料相談（P23）

町内公共施設のイベント等の開催状況！ ◀
町
HP8 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 2期 )
■国民健康保険税（第 2期）
■介護保険料（第 2期）
■後期高齢者医療保険料（第 2期）

※�口座振替の申請はペイジー口座振
替サービスをご利用ください。

問�税務課管理担当内 126・127

納期限にご注意

マイナンバーカードを持って
いれば、新型コロナウイルス
感染症予防接種証明書をコン

ビニで発行することができます（手数料
が必要）。詳しくは、上記二次元コード
をご確認ください。
問��健康増進課母子保健担当�内 270～272

新型コロナ予防接種
証明証コンビニ交付

8 月は「人権尊重社会をめざす県民運動
強調月間」です。お互いの人権を尊重し
ながらともに生きる社会の実現をめざ
し、オンラインでの人権啓発イベントを
開催します。
▶日程：8/1 ㈪～ 9/30 ㈮
▶�内容：特設サイトでの、動画・ポスター・
パネルなどのWEB展示やクイズ。

問�県人権推進課☎ 048-830-2258

ヒューマンフェスタ
オンライン 2022

8/31㈬まで、せせらぎ水辺広場の噴水を
毎日運転しています（10:00～16:00）。
※荒天や点検のため停止する場合あり
 ▼ 注意事項
・�日よけ用の簡易テント（縦1.5ｍ横1.5
ｍ高さ 1.2 ｍ程度）の設営は可能です。
・�事故防止のため、子どもから目を離さ
ず、場内では走らないでください。
問��都市計画課公園担当�内 232・233

せせらぎ水辺広場
噴水で遊ぼう！

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
報伝達試験を実施します。
▶ 日時：8/10㈬�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

令和5年度、小学校に入学する児童の健
康診断を下記の日程で実施します。対象
児童の保護者には9月中旬に通知書を発
送しますので、実施日の1週間前になって
も届かない人は、下記へご連絡ください。

※当日都合のつかない人、入学までに転出等
の予定がある人は、下記へご相談ください。
※大井小学校・西原小学校はふじみ野市
への委託地区の人の日程です。
問�学校教育課学務担当内 524・525

新入学児童
就学時健康診断

学校名 日程 受付時間
三芳小学校 9/28 ㈬ 13:10～13:40
藤久保小学校 10/11 ㈫ 13:10～13:40
上富小学校 10/26 ㈬ 13:20～13:40
唐沢小学校 10/24 ㈪ 13:10～13:40
竹間沢小学校 10/19 ㈬ 13:20～13:40
大井小学校 10/4 ㈫ 13:10～13:25
西原小学校 10/12 ㈬ 13:00～13:15

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
（10/7 ㈮はインターネットを使った健
康づくりについての講座を行います。
10/7 ㈮のみの参加もできます）。
▶ 日時：9/6㈫・13㈫・22㈭・29㈭・
10/7 ㈮（全 5日）10:00 ～ 11:30

▶ 場所：中央公民館（10/7 ㈮のみふれ
あいセンター）

▶ 対象：65歳以上　
▶定員：15人（先着順・未受講者優先）
▶ 申込み：8/26 ㈮までに下記へ電話・
FAX・窓口で申し込み（FAX の場合
は氏名・連絡先・住所を記入）。

問��健康増進課健康長寿担当
　内 188～ 191　FAX274-1051

65 歳から始める
フレイル予防講座

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。
▶日時：8/23 ㈫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

寸劇で解説
イベント型認知症カフェ

認知症の人への対応を寸劇を交え解説します。
▶日時：8/26 ㈮ 14:00 ～ 16:00
▶場所：認知症サポートセンター
▶定員：15人
▶�申込み：下記へ電話・FAX・窓口で申
し込み（FAXの場合は氏名・連絡先・
住所を記入）。

問��三芳町認知症サポートセンター
　☎ 259-2525�FAX274-3366

イベント・事業名 担当課 状況
みよしまつり 自治安心課内 268 中止中止

世界一のいも掘りまつり
観光産業課内 215 中止中止

産業祭

オンラインの行政手続きや、
スマホの操作などを学べる講
習会を開催しています。日程

など、詳しくは下記申し込み先へご確認
ください。
※�講座は無料。スマホやアプリなどを販
売することはありません。

▶�場所：ソフトバンクアクロスプラザ三
芳（☎ 293-6700）など

※�他の開催場所は上記二次元コードから
ご覧ください。三芳町外も可（日程は
随時追加されます）

▶�申込み：開催場所へ電話または上記二
次元コードから申し込み。

問��財政デジタル推進課電算統計担当�内413

スマホ・オンライン手続き等
デジタル活用支援講習会

高齢者（65歳以上）のドライバーを対象
とした体験型交通安全教室を開催します。
▶日時：9/18 ㈰�9:00 ～ 12:00
▶場所：セイコーモータースクール
　（ふじみ野市市沢 3-7-61）
▶�対象：東入間警察署管内に在住の 65
歳以上の普通免許所持者。

▶定員：50人（先着順）
▶�申込み：8/24 ㈬ 9:00 から、下記へ
電話で申し込み。

問��東入間警察署交通課☎ 269-0110
　（平日 9:00 ～ 17:00）

体験型交通安全教室
「高齢運転者泣き笑い」

敬老祝金

町では長寿を祝福し、敬老祝金事業を行っ
ています。令和3年 8月15日以前から
引き続き1年以上在住の人が対象です。
▶対象
① 100 歳（百寿）30,000 円
大正10年8月16日～大正11年8月15日生
② 99 歳（白寿）20,000 円
大正11年8月16日～大正12年8月15日生
③ 88 歳（米寿）10,000 円
昭和8年8月16日～昭和9年8月15日生
▶�振込み予定 :9 月下旬　　　　　　　
受給資格者には 8月中旬に通知など
を郵送します。敬老祝金は口座振込み
によりお支払いしますので、敬老祝金
口座振込依頼書に記入し、同封の返信
用封筒にて 8月末日までに返送して
ください。なお、口座をお持ちでない
人は下記までご連絡ください。

問�福祉課福祉庶務担当内 176～ 178 子どもの情報はこちら！
三芳町の子育て


