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　皆さんのご要望ならびに指定管理者

制度導入に伴う利用者サービスの一環

として、今までの月曜休館日が6月よ

り通常営業となりました。

※フィットネスルーム（ランニング

コース・スタジオプログラムも含む）

は通常営業です。

※アリーナ他の施設利用は、総合体育

館へ確認してください。

　今まで休日が合わずに利用できな

かった方も、ぜひこれを機会に運動を

始めてみてはいかがですか？

　日頃あまり身体を動かすことがない

方は、運動を始めるきっかけに！

　また、既に利用されている方は、さ

らなるレベルアップを目指して！

　ぜひ、ご来館ください。スタッフ一

同、ご利用をお待ちしています。

　なお、年末年始特別休館及び施設点

検等による臨時休館を設けることがあ

ります。詳しくは、スタッフならびに

館内掲示で確認してください。

問い合わせ　

　総合体育館　 258 0311

　（指定管理者:東京ドーム・トール

　ツリーグループ）

金婚式（結婚 年）の人に

記念品を贈呈します

　敬老の日に際し、金婚式（結婚50

年）を迎えられた皆さんに記念品を贈

呈しています。平成23年３月31日まで

の間に金婚式（結婚50年）を迎えられ

る人は「８月15日」までに福祉課へご

連絡ください。

対 象　 婚姻年月日が昭和35年４月１

日から昭和36年３月31日までのご夫

婦、 昭和35年３月31日までに婚姻

し既に金婚式を迎え、１年以上三芳

町に居住している人で表彰されてい

ないご夫妻

※ 本籍地が三芳町外の人については戸

籍謄本の提出をお願いします。

問い合わせ　福祉課

（内線173）FAX274 1051

三芳町消費生活相談

相 談日　毎週火・金曜日（年末年始・

祝日を除く）

時間　午前10時～午後４時

場所　環境産業課隣「消費生活相談室」

※７月９日 の消費生活相談は、相談

員が研修のため、１日お休みさせて頂

きます。相談を急がれる方は、「埼玉

県消費生活支援センター川越」に連絡

の上、ご相談ください。

●埼玉県消費生活支援センター川越

受付時間　午前９時30分～午後４時

　 274 0888（相談専用）

問い合わせ　環境産業課

（内線214）FAX274 1052

　サロンコンサートのお手伝いをして

みませんか？

　毎年、11月頃に開催する「サロンコ

ンサート」の実行委員を募集します。

【要件事項】

・ボランティアです。

・開催に向けて3～4回程度の会議

　（平日昼間）があります。

・アーチストの選定、企画内容検討

・前日の会場準備、当日の運営等

【ここ数年の実績】

●第39回　12／8

　『POPIN70's／北斗誓一』

●第40回11／15

　『ジャズの夕べ／JAZZSALAD』

●第41回　11／14

　 『津軽の郷愁波・風・雪／津軽三味

線・民謡』※いずれも、開場:午後

６時、開演：午後６時30分

申込み・問い合わせ

　サロンコンサート実行委員会事務局

　（中央公民館）　 258 0050

　FAX258 5466

総合体育館が月曜日も

通常営業となりました

サロンコンサート

実行委員募集 !

納期限は、８月２日です
固定資産税　　　　　　第２期
都市計画税　　　　　　第２期
国民健康保険税　　　　第１期
介護保険料　　　　　　第１期
後期高齢者医療保険料　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

お 知 ら せ（ ） （ ）お 知 ら せ

　社会福祉協議会では、次のとおり

パート職員を募集しています。

勤務地　役場７階喫茶ハーモニー

業務内容　フロア業務・接客業務等

任用期間　平成23年3月31日まで

勤務時間　週２日～（応相談）

　午前10時～午後3時（応相談）

対象　50歳までの方　

時給　800円

※詳細は、面接にて説明します。

問い合わせ　社会福祉協議会　

　 258 0122　FAX258 0180

　喫茶ハーモニー（酒井） 258 4258

●なかよし広場

日程（予約不要）

０ 歳児／７月２日 ・８日 ・15日 「身

体測定」・21日 ・27日 ・30日

１ 歳児／７月６日 ・13日 ・16日

・22日 ・28日

２ 歳児～／７月１日 ・７日 ・14日

・20日 ・23日 ・29日

０～５歳児／７月12日 ・26日 「誕

　生会」

時間　午前10時～11時30分

場所　子育て支援センター

●わくわくタイム（予約不要）

日時　７月７日 、午後１時～２時30分

子育て支援センターよりお知らせ 「展望喫茶ハーモニー」

パート職員募集場所　藤久保児童館

対象　０～５歳位までの子どもと親

●おひさま広場（予約不要）

日時　７月９日 、午前10時～11時30分

※子育て支援センター集合

対象　０～５歳位までの子どもと親

●なかよし講座

「水遊びのおもちゃを作ろう」

日時　７月５日 、午前10時～11時30分

場所　子育て支援センター

対象　０～５歳位までの子どもと親

定員　12組（先着順）※要予約

問い合わせ　子育て支援センター

　 258 5106　FAX258 5136

勤務地　第１、第２、第３保育所

任用期間　８月１日～ 31 日まで

勤務日　月～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～午後５時

15 分まで　募集人数　６名

募集職種　保育士及び保育補助員

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、夏期休暇として１日を付

与、通勤手当は実情に応じ支給

申 込先　総合政策課職員係（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。）

問い合わせ　こども支援課

　（内線 162）FAX274 1051

保育所の夏期臨時職員

（パート）の募集 　平成22年７月１日より、原則として居住地のセンターに登録の上、２市１町

（三芳町・富士見市・ふじみ野市）内の希望するセンターにも登録し、広域で

子育ての援助が受けられるようになりました。

　各市町で利用料金等の内容が異なりますので、詳しくは各センターに問い合

わせください。

ファミリー・サポート・センター事業の相互利用開始

※ 受付時間は、祝日、年末年始を除きます。連絡先は、電話・ＦＡＸともに同

じです。

問い合わせ　こども支援課（内線 162）　FAX274 1051

ファミリー・サポ
ート・センター 受 付 時 間 連　絡　先 所　在　地

三芳町
火～土曜日
9:00～17:30

258－0075
三芳町竹間沢555－１
竹間沢児童館内

富士見市
月～土曜日
10:00～18:00

251－3337
富士見市西みずほ台１－７
関沢児童館内

ふじみ野市
月～金曜日
8:30～17:00

262－1135
ふじみ野市福岡１－１－１
ふじみ野市役所子育て支援課内
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お 知 ら せ（ ） （ ）お 知 ら せ

犬を飼っている方は、ルールを守って飼いましょう !パソコンなんでも相談室

　これからパソコンを買おうと思って

いる人、パソコンを買ったけど使いこ

なせない人、もっと楽に使いたい人な

ど、相談室を開催していますので、ご

利用ください。

相 談日　７月12日 ・26日 、８月９

日 ・23日 、９月13日 ・27日

時 間　午前10時～正午（なお、講習会

ではありませんので、開催時間中で

あれば随時相談は可能です）

場所　竹間沢公民館

相談員　生涯学習アドバイザー他

費用　無料

定員　10人

申 込み　人数の関係上、事前に予約し

ていただくことをお勧めします。

※ インターネット、電子メールは利用

出来ません。

問い合わせ　竹間沢公民館

　 259 8311　FAX259 8345

期日　８月６日

受付時間　午前９時15分～10時

　（時間厳守）

場所　保健センター

対象　０歳～就学前

持ち物　母子健康手帳・筆記用具

問い合わせ　保健センター

　 258 1236　FAX258 5994

育児相談

　飼い犬について、多くの苦情が寄せられています。適正な飼育に努め、家

族・社会の一員として歓迎されるよう、正しく飼い、しつけを行いましょう。

【１】犬は最後まで責任をもって飼い
ましょう。犬の繁殖を考えていないな

らば、不妊手術（避妊・去勢）をしま

しょう。

【２】公園・道路など公共の場所や他
人の土地・建物・玄関先等を、ふんな
どで汚したり、異常な鳴き声、悪臭等
により近隣に迷惑をかけないように飼
いましょう。

【３】散歩の時は、犬を制御できる人
が引き綱をつけて行ってください。

【４】　のシールを門柱など人の目に
つく所に貼っておきましょう。

【５】犬の放し飼いは、禁止されてい
ます。綱や鎖でつなぐか、さくやおり

などの囲いの中で飼いましょう。

【６】狂犬病予防法により、犬を飼い
始めたら生涯１回の犬の登録と、年１

回の狂犬病予防注射を受けさせる事が

義務づけられています。

【７】登録した犬の所在地変更や死亡
した時は、役場に届出が必要です。

問い合わせ　環境産業課
（内線216～218）FAX274 1052

猫の飼い方について

　最近、猫のふん・尿について、住民の方から多くの相談が寄せられています。

飼い主の方は、常日頃より適正な飼育に努めてください。

１　室内飼育のススメ
　猫は外で飼われることが多いですが、

猫の安全と健康管理のためにも家の中

で飼うように心がけましょう。

２　トイレのしつけを！
　猫のふん・尿は、大変臭いので近所

迷惑になります。家の中に猫用のトイ

レを作り、そこで排泄するようにしつ

けをしましょう。

３　猫を捨てない
　一度飼ったら一生飼いましょう。捨

てられた猫は食べ物や住み家がなく、

不幸な生活をすることになります。途

中で飼えなくなった時は、新しい飼い

主を見つけましょう。

４　安易に飼わない
　猫は10～15年、生きる動物です。よ

く考えてから飼いましょう。

５　増やさない
　むやみに子猫を生ませることは、野

良猫などを増やすもとになります。又、

毎回もらい手を探すのも限界がありま

す。獣医さんに相談し、去勢・不妊手

術をしてもらいましょう。

※ 周囲に猫嫌いの住民を増やすか、猫

にやさしい住民を増やすかは飼い方

次第です。

問い合わせ　環境産業課
（内線216～218）FAX274 1052

犬

障がい者就労支援センターを開設しました

　障がい者就労支援センターでは、障

がいのある方への就労支援事業を行っ

ています。

対 象　町にお住まいの方で、身体・知

的・精神の障がい者手帳をお持ちの

方か、医師の意見書などのある方で

就労意欲のある方。

内容　

【これから働きたい方へ】

　職業準備訓練・実習、職場見学、面

接の練習、ハローワーク利用の仕方な

どの支援を行います。

【現在働いている方へ】

　定期的な事業所訪問、職場で困った

時の相談、職場との連絡・調整などを

行います。

　認知症の方が安心して暮らせるま

ちづくりのために、認知症について正

しく理解し、認知症の方やその家族を

暖かく見守り、応援する認知症サポー

ターを養成する講座を開催します。

　この機会に、認知症への理解を深め、

応援者になってみませんか。

日 時　7月15日 、午後２時～３時30

分

場所　藤久保公民館ホール

内 容　認知症とは・認知症の方への接

し方など

定員　50名程度

費用　無料

申込み・問い合わせ　

　地域包括支援センター（内線188）

認知症サポーター養成講座

　最近、本人または家族の中で、物忘

れが目立つ・怒りっぽくなって困った

など、認知症ではないかと心配してい

る方がおりましたら、お気軽にご相談

ください。

日 時　８月５日 、午後１時30分～３

時30分

場所　藤久保公民館２階学習室

内容　個別相談　費用　無料

定員　６名（予約制）

　※相談時間は一人30分です。

相 談員　地域包括支援センター・三芳

町在宅介護支援センターみずほ苑・三

芳町在宅介護支援センターはなまる

申込み・問い合わせ

　地域包括支援センター（内線188）

認知症相談

利 用方法　相談・面接後、利用登録の

手続きをしていただき、内容に応じ

た就労支援をします。また、相談時

に障がい者手帳を持参ください。

※相談は予約制になります。事前に就

労支援センターまで、電話で相談日を

予約してください。

開 設日　月・水・木曜日（祝日・年末年

始は除く）午前10時～午後４時まで

住所　三芳町藤久保27番地９

※精神障害者小規模地域生活支援セン

ターの建物内にあります。

問い合わせ　

　障がい者就労支援センター

　 259 2525　FAX259 2525

　福祉課（内線174 ～ 176）FAX274 1051

　町で子育て中のお母さん！子どもと

一緒にリズムに乗って体を動かし遊び

ませんか？皆で楽しい時間を過ごしま

しょう！

日 時　７月16日 、午前９時40分～11

時30分（午前10時開始。その前に受

付を済ませてください。）

場所　藤久保公民館ホール
対 象　あんよが出来る子どもから、未
就園児の子どもと、その母

定員　50組（先着順）参加費　100円
持 ち物　飲み物（お茶または水）、動
きやすい服装、他に必要なもの

受付開始日　７月５日 、午前９時～

主催　子育てネットワークりんりんネット
申 込み・問い合わせ　社会教育課
（内線514・515）FAX274 1056

エコウェーブ

　７月７日は明かりを消そう九都県市
エコウェーブ
日時　７月７日 、午後８時～

　九都県市の共同取り組みとして、首

都圏一斉消灯を行います。役場・県庁

でも消灯します。家族でも明かりを消

して、地球温暖化について考えてみま

せんか。

　浦和コミュニティセンターで「クー

ルアース・デーＩＮ埼玉2010」のイベ

ントをエコウェーブの取り組みとして

実施します。

●九都県市首脳会議ホームページ

　http://www.tokenshi-kankyo.jp/

問い合わせ　環境産業課
（内線216～218）FAX274－1052

りんりんネット

親子でリトミック !!


