information
募

又は視機に障がいのある人。 卒業
時の資格：あん摩マッサージ指圧師国

集

13 春季初心者ソフトテニス

家試験受験資格、はり師・きゅう師国家

谷理療技術高等盲学校

を募集します。

玉県熊谷市中央１-88048-521-0164

〒360-0018埼

【職種】看護師 生活支援員 運転手
【内容】障がい者の健康管理・支援

スポーツ

業務補助 障がい者の支援業務 大
型車両運転業務

運営する施設
【勤務時間】８:30〜17:00（月〜金曜日）

日時

４月８日 予備日４月15日

集合

ＨＰ掲載の最終ドローにより時
間・場所を確認の上、試合会場
に直接集合してください。

Ａ変則勤務（シフト制・１日７.75時間）
Ｂ８:30〜17:00（月〜金曜日）C9:00〜16:00

場所

（週3〜5日）１日４時間（月〜金曜日及
び土曜日隔週）※ともに曜日・時

料等】月額236,000円 Ａ月額171,600
円・Ｂ月額167,420円・C時給950円 時間
額1,000円賞与・退職金（１年以上勤
格】准・正看護師資格 高等学校卒
業以上の方 大型自動車免許【応募期
間】随時問い合わせ

Z（福）入間東部

福祉会本部事務局（入間東部みよしの里
内） 三芳町上富322-２258-8120
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熊谷理療技術高等
盲学校生徒募集

あん摩マッサージ指圧師・はり師・
きゅう師課程（年齢制限なし）
入学資格：中卒以上の学歴で、視力

日、
祭日は
●３月10日〜24日の土、
午前８時〜午後４時・
３月24日は、
午前８時〜午後2時の間に、総合
運動公園テニスコートの協会役
員に申込み。●電子メール（mtag5@freeml.com）でも受付可。
申込み
参加費は３月24日午後２時までに
受付
総合運動公園コート６面の協会
担当役員に申込書添付の上、
お
渡しください。
※申し込み最終日
（24日）が雨天等でテニスコート
が使用できない場合は、総合運
動公園管理棟で受け付けします。
問い合 岡野258-9200 林258-4809
わせ
（午後7〜9時まで）

総合運動公園テニスコート

ください。

習（注１）
・初回免許更新者講習（注２）

対象

小学校４年生以上の町内在
住・在勤・在学者

参加費 １人１回100円（当日徴収）
持ち物

ソフトテニス用ラケット（貸出
可）
・テニスシューズ（平底靴可）

その他

事前申込不要。直接、会場に
お集まりください。

地域振興課（H262・263）
庭球連盟役員（午後７時〜
問い合
９時）新井田（にいだ）
わせ
258-5556、給前（きゅうぜ
ん）259-1791

【加入依頼書配布場所】役場地域振興

に該当される人は、鴻巣の運転免許セン

新日までに継続して免許（仮免許を除

ターで更新の手続きをしなければなりま

く）を受けていた期間が５年未満の人

Z
（財）
スポーツ安全協会埼玉県支部

せんが、この講習を受けることによって

■当日は本人確認のため、運転免許証

048-779-9580

地元警察署で運転免許証の更新手続き

をお持ちください。

が短時間でできます。ただし、講習終了
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第29回初級・中級硬
式テニス教室

町テニス協会主催による初級者・中級
者を対象に、硬式テニス教室を開催し

14 スポーツ安全保険
日時

会では、平成24年度スポーツ安全保険
の加入受け付けを開始します。
U郵便局窓口で払込後、払込受付証明
書を貼付した加入依頼書を埼玉県支部
へ郵送する。
Vスポーツ活動や文化活動などを行う
５名以上の団体。
※対象となる事故の範囲は、団体管理
下での活動中（国内）の事故など。
【掛金】中学生以下800円・1,450円・
11,000円／高校生以上800円〜11,000
円

※活動内容に異なります。

【保険期間】平成24年４月１日〜平成
25年３月31日
（４月１日以降の申し込みは加入依頼
書を郵送した消印日と払込日のいず

注２初回免許更新者講習該当者：更

課・総合体育館・各公民館

証の有効期間が受講日から６ヶ月以内と

４月７日〜５月26日の毎週土
曜日（全８回）
予備日／６月２、９、23、
30、７月７日
４月／午後１時〜３時、
５・６・７月／午後２時〜４時

場所

総合運動公園テニスコート

対象

町内在住・在勤・在学者及び
テニス協会員

定員

日時

３月27日
午後５時30分〜７時30分

場所

総合体育館３階研修室

対象

平成24年９月26日までに免
許更新を予定している人で、
平成24年２月28日から平成
24年10月26日までに誕生日
を迎える満69歳（昭和18年10
月26日生）までの人

３月13日午前９時〜午後8時
より参加費を添え、総合体育
申込み 館に申請してください。先着
順とし、締切日前でも定員に
なり次第締め切ります。
締切

受講料 １人1,800円
定員

80人

受付

３月16日までに、運転免許
証・受講料を持参の上、三芳
町商工会に直接申し込みくだ
さい。（申請書は三芳町商工
会にあります。）受講後、特
定任意講習終了証明書を交付
します。

先着30人

参加費 5, 000円

３月23日
（定員になり次第締切）

昼間：総合体育館258-0311
問い合 夜間：岡野258-9200
Etsu-oka714@ye4.ﬁberbit.net
わせ
夜間：林258-4809

17 普通救命講習会

なるため、更新日を確認してください。

ます。初心者も大歓迎です！

３月１日より財団法人スポーツ安全協

時30分から正午まで開庁しています。

問い合
三芳町商工会274-1110
わせ
注１違反運転者講習該当者：誕生日の
40日前を起算日として、過去５年間に
おいて交通事故などで４点以上の点数
が入力されているか、または３点以下
の軽微な違反でも２回以上ある人。

P３月24日午前9時〜正午
V三芳町・富士見市・ふじみ野市に在
住・在勤の人

W30人

U３月12〜

16日の間に下記まで連絡し予約をし
てください
救急課

Z入間東部地区消防本部

（261）6673（平日のみ）

午前8時30分〜午後５時まで受付

お知らせはＰ から始まります

お知らせはＰ から始まります

務）
・各種手当・保険制度あり。
【応募資

協会員1,000円／１人 一般1,200
参加費 円／１人 参加費の計算方法は
申込書記載のとおりです。

場所

ます。更新時講習の区分が違反運転者講

無料相談

月１日〜平成25年３月31日（更新可）
【給

対象
団体

町テニス協会加盟団体ならび
に一般団体（参加者全員が協
会員、町内在住・在勤・在学の
いずれかであること）参加団体
多数の場合は、加盟団体を優先
し、一般団体は抽選とします。

自動車運転免許更新時講習会を開催し

又は「あらまし」を読み、内容を確認

３月の土曜開庁日は「３月３日・31
日」です。本庁、出張所ともに午前8

Consaltation

Consaltation

無料相談
31

間応相談【勤務期間】平成24年４

総合運動公園２〜６面・竹間
沢1〜４面テニスコート

※必ず「スポーツ安全保険のしおり」

16 出前講習会

おしらせ

若干名

【勤務場所】入間東部福祉会の

５／５・12・19・26 午前10時
６／２・９・23・30 〜正午

より補償金額は異なります。）

Information

Information

おしらせ

【募集人員】各１名

12 第２３回団体戦（テニス）

険・突然死葬祭費用保険（加入区分に

日時

受験願書請求など随時受付中。 Z熊

社会福祉法人入間東部福祉会臨時職員

４／７・14・21・28 午前９時
〜11時

土曜開庁は3日・31日です

写真館

※入学相談、学校見学、

講習会

Watching

Watching

写真館

10 臨時職員募集

試験受験資格

れか遅い日の翌日から有効。）
【補 償 内 容 】 傷 害 保 険 ・ 賠 償 責 任 保

31

納期限にご注意ください
４月２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５期）
■国民健康保険税（第９期）
収納は藤久保・竹間沢出張所でも
行っています。

広告

広告
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