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納期限は、６月 日です

町県民税　　　　　　第１期

（上記の収納は藤久保・竹間沢）出張所でも行っています。

お　し　ら　せ

ママのためのリフレッシュ検診育児相談

　お子さんの成長には目をみはるものがありますね。子育て中は、あっという

間に時間が過ぎていくのではないでしょうか？

　子育て中はお母さんが元気なことも大切です。ちょっと一息、ご自分の体を

ふりかえってみませんか？

　骨密度検査を実施します。

日時　7月29日 、午前９時～12時

場所　保健センター

対 象　満18歳以上の女性（40歳未満の

方を優先します）

内 容　かかとの超音波検査、管理栄養

士による骨粗しょう症予防のための

ミニ講座

　※結果は、当日お渡しします。

定員　100名　　自己負担金　500円

申込み　往復はがきによる申し込み

　 ＊詳細は、「保健センター事業一

覧」をご覧ください。

申込締切　6月30日 　※当日消印有効

問い合わせ　保健センター

　 258 1236　FAX258 5994

　前立腺がん検診を実施します。

日時　７月26日

場所　保健センター

対 象　三芳町に住所のある満50歳以上

の男性

定員　200名

検査方法　血液検査

自己負担金　1,000円

申込み　往復はがきによる申し込み

　 ＊詳細は、「保健センター事業一

覧」をご覧ください。

申込締切　6月30日 　※当日消印有効

問い合わせ　保健センター　

　 258 1236　FAX258 5994

前立腺がん検診（集団） 骨密度検査（集団）

＊メールで申し込みの際は、以下の内

容を記入の上、申し込みください。

・ 「ママ検診申込み」・住所・氏名（フ

リガナ）・日中連絡の取れる電話番

号・希望時間帯（左記の か で申

し込みください。希望がない場合は

「希望なし」と記入してください。）

そ の他　検診を受けている間、お子さ

んが遊べる部屋を用意します。

問い合わせ　保健センター　

　 258 1236　FAX258 5994

　視触診・マンモグラフィーによる乳

がん検診を実施します。

日時　８月18日 ・19日 ・20日

　午前９時30分～午後４時

場所　保健センター

対 象　三芳町に住所のある満30歳以上

の女性（奇数月生まれの方）

定員　300 名（定員を超えた場合は抽選）

検査方法　視触診及びマンモグラフィ

　ー（乳房専用Ｘ線撮影）

自己負担金　2,000円

申込締切　６月30日 　※当日消印有効

申込み　往復はがきによる申し込み

　 ＊詳細は、「保健センター事業一

覧」をご覧ください。

問い合わせ　保健センター　

　 258 1236　FAX258 5994

乳がん検診（集団）

＊駐車場が狭いので、お車のご利用は

　ご遠慮ください。 

＊母子健康手帳をお持ちください。

問い合わせ　保健センター　

　 258 1236　FAX258 5994

場所　保健センター

受 付時間　午前９時15分～10時（時間

厳守）
　町では、町民の方を対象に体力測定

会を開催します。ご自身の体力を確認

するよい機会ですので、ご家族おそろ

いでお気軽にご参加ください。

日時　６月20日 、午前10時～午後３時

　（最終受付／午後２時30分）

場所　総合体育館アリーナ

定員　100人（先着順）

参加費　無料

持 ち物　運動着、タオル、屋内用運動

シューズ

測定項目（予定）

 身体測定：身長、体重、体脂肪、筋

肉量、体バランス、血圧、肺活量

 体力測定：握力、垂直跳び、全身

反応、片足立ち、前屈、上体起こし

ニュースポーツ体験教室　同時開催!!

　皆さんの健康の保持増進、体力の維

持管理のきっかけづくりとなる場とし

て、当日アリーナでニュースポーツ体

験教室を同時開催します。

問い合わせ　地域振興課

　（内線 263）　FAX274 1053

健康・体力測定会に

ご参加ください

集 会室　舞台付き72畳の和室、踊り、

歌（通信カラオケ）等が楽しめます。

送迎バス有。町内のおおむね60歳以

上の方で構成される団体・サーク

ル・同好会・自治会等で、25名以上。

月、水、木曜日の利用。

和 室　12畳２間。４～20名位で親睦会

利用できます。ＣＤディスクカラオ

ケも利用できます。送迎バス応相談。

期間　平成22年10月～平成23年３月

集会室申請期間 ６月１日 ～24日

申 請方法　上記期間内に直接問い合わ

せ、又は申請してください。集会室

申請団体多数の場合は、抽選となり

ますのでご了承ください。

　 　和室は随時応相談。卓球、風呂、

健康器具のご利用もできます。

問い合わせ・申請先

　ふれあいセンター　 ･FAX258－7211

　埼玉県では、自閉症・アスペルガー

症候群・注意欠陥多動性障害（ＡＤＨ

Ｄ）・学習障害（ＬＤ）などの発達障

害児（者）の方を支援するために「サ

ポート手帳」を作成しました。

　この手帳には、医療・保健・福祉・

教育・就労などで、関係機関が行った

支援内容を書くことができます。この

一冊で、乳幼児期から成人期までの状

況がわかるため、一貫した支援が受け

やすくなります。また、障害の特性を

理解してもらうために障害の特徴や留

意すべき事項を記載できるカードも付

いています。

　発達障害のある方や発達に気がかり

な面がある方で、希望される方は、福

祉課障がい者福祉係で無料配布してい

ます。

問い合わせ　福祉課
　（内線174～176）　FAX274 1051

日時　７月４日 　予備日７月11日

　受付：午前８時30分　開会：午前９時

　雨天問い合わせ　運動公園

　 259－3135

　（午前７時30分～８時30分まで）

場所　藤久保小学校校庭
対象　町内在住・在勤・在クラブ・
　在学の小学校５年生以上の方

定員　20チーム（先着順）
※１チーム３人、補欠（２名まで）

※男女の性別は問わない。混成も可。

※ 個人参加も可。（チーム編成につい

ては大会事務局で決定します。）

県民総合体育大会　ペタンク大会参加者募集！

競 技方法　４チームを１ブロックとし、
リーグ戦を行います。（チーム数に

よって変更有。）

表 彰　各ブロックの優勝・準優勝チー
ムに賞状・賞品を授与します。

費用 １人200円（賞品代等）当日払い
申 込み　６月１日 より受付けます。

所定の申込用紙に必要事項を記入の

上、６月25日 までに地域振興課へ

申し込んでください。

問い合わせ　地域振興課
（内線 263）　FAX274－1053

E-mail chiiki@town.saitama-miyoshi.lg.jp

行　事 日　程 対象者

育児相談 7月2日
0歳から就学前
までの希望者

ふれあいセンター集会室

和室の利用方法のご案内

発達障害のある方に

「サポート手帳」を配布しています

日時　7月29日 、 午前９時30分～

　 午前10時30分～

場所　保健センター

対象　子育て中の親

内 容　骨密度検査・歯周疾患予防教

室・血圧測定・体脂肪測定・尿検査

のセット

定員　30名

自己負担金　500円（骨密度検査代）

申込み　電話、メールでの申し込み

（受付：６月15日 から）

（ ）お 知 ら せ お 知 ら せ（ ） 
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健康づくり教室に参加しませんか

筋力アップと転倒予防

お口の健康度アップの教室です

　やわらかいボールやゴムバンドを

使って楽しみながら筋力アップ。お口

の健康度アップの体操など、自宅でで

きる運動のアドバイスもします。

日時　６月17日 ～７月22日

　毎週木曜日（全６回）

時間　午前10時～12時
場所　藤久保公民館　ホール
持ち物　タオル・水分補給用の飲み物
対象　65歳以上の方　定員　30名
参加費　無料
申込み・問い合わせ　健康増進課
（内線 188・189）　FAX274 1107

　腰や膝、肩や手足に痛みがある中で

負担の大きい動きや、不足した運動習

慣は身体を壊しやすく、介護が必要に

なる可能性が高いです。リハビリ専門

スタッフが各個人にあった運動プログ

ラムの提供や福祉用具の紹介など、日

常生活をより快適に過ごせるようアド

バイスをさせていただきます。

日時　６月28日 　午前10時～12時

場所　竹間沢公民館　図書室
内 容　理学療法士・作業療法士（埼玉
セントラル病院勤務）による個別リ

ハビリ相談

対 象　65歳以上の方で、医療機関や介
護保険施設等でリハビリを行ってい

ない方

定員　３名　※予約申込みが必要です。
申込み・問い合わせ　健康増進課
　（内線 188・189）　FAX274 1107

リハビリ相談

竹間沢マンスリースクゥエアーVol.105

モンゴル民族音楽 ～大草原にひびく悠久の旋律としらべ～

出演　ボルド・エルデネ（馬頭琴）、

　三枝彩子（オルティンドー）

日時　平成22年６月25日

　開場 午後６時30分

　開演 午後７時

場所　竹間沢公民館ホール

参加券　前売り／中学生以上500円

　当日売り／中学生以上600円

※ 小学生以下は参加整理券（無料）が

必要です。

　今回はモンゴルの民族音楽、馬頭琴の音色と伝統民謡をお楽しみいただき

ます。

申 込み　町内各公民館で参加券を購入

してください。

※ 座席数に限りがあります。前売り券

が完売になり次第、当日券および参

加整理券の配布を終了しますので、

予めご了承ください。

主 催　竹間沢公民館・マンスリースタッ

フ会議

問い合わせ　竹間沢公民館

　 259 8311　FAX259 8345

　なかよし広場、わくわくタイムの自

由遊び中心の内容に加えて、新しいイ

ベントを実施します。

　毎月１回実施の身体測定（０歳児ク

ラス）。みんなでお祝いするお誕生会。

また、午後にもわくわくタイムなど、

親子で楽しめる内容となっています。

　ぜひ、お子さんと一緒に遊びにおい

でください。

○なかよし広場（旧子育てサロン）

日程（予約不要）

０ 歳児／６月２日 ・８日 ・15日 ・

23日 ・29日

１ 歳児／６月３日 ・９日 ・16日 ・

24日 ・30日

２ 歳児／６月１日 ・４日 ・11日 ・

22日 ・25日

時間　午前10時～11時30分

子育て支援センターよりお知らせ　～新しいイベントがいっぱい！～

場所　子育て支援センター

○ わくわくタイム

日 時　６月７日 ・14日 ・21日 ・

28日 「お誕生会」、午前10時～11

時30分

対象　０～５歳位までの子どもと親

○ わくわくタイム（午後）

日 時　６月９日 、午後１時～２時30分

対象　０～５歳位までの子どもと親

詳しくは、

・三芳町ホームページ⇒

　「くらしのカレンダー」⇒

　「子育て支援センターカレンダー」

・ 子育て支援センター「なかよしだよ

り」をご覧ください。

問い合わせ　子育て支援センター

　 258 5106 　FAX258 5136

卓球教室開催！ みよしエンジョイセミナー

　初心者、中級者、上級者、どなたで

もお気軽にどうぞ！

日時　７月10日 ・17日 ・24日 、

　午前９時～正午

場所　総合体育館

費用　500円（保険代）　※当日集金

申 込み　地域振興課もしくは総合体育

館（ 258 0311）へご連絡ください。

※ 当日は卓球のできる服装で、体育

館用シューズをお持ちください。ラ

ケットがない場合はお貸しします。

問い合わせ　地域振興課

　（内線 262）　FAX274 1053

　卓球連盟事務局･鈴木　 258 2064

　何でも知りたい好奇心の広場です。

日時　６月19日 、午後２時～４時

場所　藤久保公民館　学習室

テーマ　ピアノの歴史

　～ピアノ生誕300年～

講師　榎本滋氏

参加費　無料

問い合わせ　藤久保公民館

　 258 0690　FAX258 9625

　高齢大学生の学習成果の発表です。

学生たちの一年の頑張りを、皆さんぜ

ひご覧ください。

日時　６月20日

　 午前10時～午後3時：クラブ・個人

の手工芸・趣味等の作品展示

　 午後０時10分～３時：学生によるク

ラブのステージ・フロアー発表

※ ６月17日 ～20日 の期間、ロビー

にて、クラブ・学生個人の手工芸品、

趣味等の作品展示を行っています。

問い合わせ　藤久保公民館

　 258 0690　FAX258 9625

　臨時職員を下記のとおり募集します。

　希望される方は、臨時職員登録申込

書を総合政策課職員係へ提出してくだ

さい。申込書は役場に用意してあるも

のを使用するか、町ホームページから

ダウンロードすることも可能です。

１．保育所臨時職員

勤務地　第１、第２、第３保育所

任用期間　８月１日から31日まで

勤 務日　月曜日から金曜日までの週５

日（土・日曜日、祝日は休み）

勤 務時間　午前８時30分から午後５時

15分まで

募集職種　保育士及び保育補助員

募集人数　６名

賃金　保育士／時給940円

　保育補助員／時給860円

そ の他　労災保険加入有り、夏季休暇

として１日を付与、通勤手当は実情

に応じ支給

２．学童保育室臨時職員

勤 務地　藤久保・唐沢・北永井・竹間

沢（第1及び第2）・上富学童保育室

任用期間　７月１日から８月31日まで

勤務日　月曜日から金曜日までの週５日

勤 務時間　午前８時から午後６時30分

までのうち約６時間の交代制

募 集職種　児童厚生員及び児童厚生補

助員

募集人数　５名

賃金　児童厚生員／時給850円

　児童厚生補助員／時給820円

そ の他　労災保険・雇用保険加入有り、

夏季休暇として２日を付与、通勤手

当は実情に応じ支給

３．児童館臨時職員

保育所・学童保育室・児童館の夏季臨時職員（パート）の募集

勤務地　藤久保・北永井・竹間沢児童館

任用期間　７月１日から９月30日まで

勤務日　火曜日から土曜日までの週５日

勤務時間　午前９時から午後５時まで

募 集職種　児童厚生員及び児童厚生補

助員

募集人数　３名

賃金　児童厚生員／時給850円

　児童厚生補助員／時給820円

そ の他　労災保険・雇用保険加入有り、

夏季休暇として２日を付与、通勤手

当は実情に応じ支給

※上記の任用期間の他にも臨時職員の

登録を、引き続き募集します。

問い合わせ

　こども支援課

　（内線162）　FAX274 1051

藤久保教室第 期

高齢大学祭

お 知 ら せ（ ） （ ）お 知 ら せ


