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お知らせ① 三芳町役場 ☎049(258)0019(代表）
〒354-8555　三芳町大字藤久保1100番地1
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お知らせ①
informationイベント お知らせ

給水台帳の作成のた
め、上下水道課から委
託を受けた調査員が、
皆さんのご家庭・事業
所に設置してある給水
装置 ( 止水栓・水道メー
ター及び貯水槽 ) の位
置を確認するため、現地に伺うことが
あります。
調査員は写真のとおり腕章及び水道事
業者発行の身分証明書を携帯していま
す。委託を受けた調査員は、物品の販
売・料金の請求行為などは行いません。
委託業者：東日本総合計画㈱
調査期間：７月９日～８月 31 日

水道メーター
貯水槽現地調査11

問上下水道課水道施設係　内 253

01 埼玉国際ジュニア
サッカー大会2012

日程 7 月 27 日㈮～ 29 日㈰

場所 埼玉スタジアム 2002、レッズ
ランドほか

料金 無料

国内外から 12 歳以下の選抜 24 チー
ムが集まり、熱戦が繰り広げられます。
7 月 29 日㈰の埼玉スタジアム 2002
では、決勝戦のほか、各種イベントや
お楽しみ抽選会などがあります。

夏季は食中毒が多く発生する時期で
す。肉類を生や加熱不足で食べること
によるカンピロバクター食中毒や腸管
出血性大腸菌食中毒が多発していま
す。肉やレバーを食べるときには次の
点に注意しましょう。

食中毒に
気を付けましょう！
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①

レバーなどの内臓や食肉の調
理をするときは、しっかり加熱

（75℃で１分間以上 ) して食べ
ましょう。表面が焼けていて
も、内部が生であることがあり
ます。

②
食肉は、購入から調理までの間、
細菌が増殖しないよう低温保
存 (10℃以下 ) しましょう。

③

焼肉やバーベキューをするとき
は、生肉を扱った箸やトングで、
焼きあがった肉やサラダを食
べないようにしましょう。

問朝霞保健所☎ 048-461-0468
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現在、町では約 2801 灯
の防犯灯を町内に設置し
ていますが、これらの防
犯灯には電柱番号が表示
してあります。もし、点
灯していない防犯灯を見
かけましたら、その電柱
番号と設置場所を地域の防犯担当者ま
たは道路交通課へお知らせください。

防犯灯故障発見
すぐに連絡を

問道路交通課交通施設係　内 226
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関沢

（例）関沢
123 の場合

１等　４億× 26 本
前後賞各　5,000 万円× 52 本
発売期間　７月９日㈪～ 7 月 27 日㈮
抽選日　８月 7 日㈫

サマージャンボ宝くじ
１等前後賞合わせて５億円

問財団法人埼玉県市町村振興協会
☎ 048-822-5004
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日常生活に支障のある 65 歳以上のひ
とり暮らし等の高齢者を対象として、
実施している配食サービス事業の委託
業者に、ワタミタクショク㈱が追加に
なりました。

配食サービス委託業者の
追加について07

問福祉課福祉係　内 173

08 町長への手紙・メール
のお知らせ

町内在住、在勤、通学されている皆さ
んの意向を町政により広く反映するた
めに、ご意見ご要望を募集しています。
町長への手紙と投函箱『みよしご意見
箱』を、役場住民課・各公民館・図書
館に設置しています。
平成 23 年度の町長への手紙・メール
は、手紙 30 件・メール 155 件、合計
185 件のご意見ご要望がありました。
主な内容は、環境、道路改修、交通、
災害対策、施設整備、学校に関すること、
窓口対応などでした。
手紙・メールは全て町長が目を通し、
関係課と内容を検討して町政に反映さ
せています。
問政策秘書室秘書広報係 内 312 ～ 314

保育ルーム
『げんき三芳園』の開設

保育室名 保育ルームげんき三芳園
定員 20 人 (0 ～ 6 歳 )
住所 藤久保 539-6 ☎ 274-1303

7 月から家庭保育室が開設しました。

問こども支援課保育係　内 163・164

藤久保中学校

唐沢小学校

三芳東
中学校

セブン
イレブン

保育ルームげんき三芳園
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日時 月１回 ( 第２木曜日の午後 )
場所 埼玉県朝霞保健所

対象
朝霞保健所管内在住のひき
こもりに悩む本人および家
族

内容 臨床心理士による相談
費用 無料

申込方法 完全予約制。下記へ申込み

ひきこもり専門相談14

問朝霞保健所保健予防推進担当
☎ 048-461-0468

日時
7/9・23、8/20・27
9/10・24( 全日程月曜日 )
10:00 ～ 12:00

場所 竹間沢公民館　学習室
定員 10 人
申込 事前予約
※インターネット、電子メールは利用
できません。

パソコンなんでも相談

問竹間沢公民館☎ 259-8311 FAX 259-8345
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相　　談

膠原病の患者さん、家族やボランティ
アの皆さん、どなたでも参加可能な講
演会を開催します。

第４回講演会
膠原病の理解と治療02

日時 7 月 3 日㈫ 14:00 ～ 16:00
場所 埼玉県県民健康センター
演題 膠原病の理解と治療
定員 先着 200 人
料金 無料

申込み FAX または電話で申込み

問埼玉県難病相談・支援センター
( 国立病院機構東埼玉病院内 )
☎ 048-768-1161 FAX 048-768-2305

まちのクールオアシスを設置しまし
た。熱中症予防のため、暑さで気分が
すぐれない人など、お気軽にお立ち寄
りください。

まちのクールオアシス10

納期限は、7 月 31 日㈫です。納期
限内に納付してください。
■固定資産税・都市計画税（第２期）
■国民健康保険税 ( 第１期 )
■介護保険税 ( 第１期 )
■後期高齢者医療保険料 ( 第１期 )
収納は藤久保・竹間沢出張所でも
行っています。

納期限にご注意ください

問埼玉県県民生活部青少年課
☎ 048-830-5858

優良運転者表彰の
お知らせ

内容

東入間交通安全協会では、
東入間警察署の協力で優良
運転者 ( 過去５年、10 年、
15 年、20 年、25 年、30
年、35 年、40 年、45 年 )
の表彰を行います。

申請方法

申請に必要な申請書類、無
事故無違反証明書の申し込
み用紙は事務局にありま
す。

申請期間
７月９日㈪～９月 14 日㈮
( 土・日、祝日は受付して
いません。）

問東入間交通安全協会・事務局
( 東入間警察署内 ) ☎ 264-0991
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12 市町村職員採用合同説明会

日時 ７月 25 日㈬ 13:00 ～ 18:00
場所 さいたまスーパーアリーナ
費用 無料

県内市町村職員採用合同説明会を開催
します。市町村ごとに設置するブース
では、市町村の特色や職員の募集状況、
勤務条件、仕事の内容などについて、
各市町村の人事担当者から話を聞くこ
とができます。（予約不要、入退場自由）
※三芳町ではこの説明会でブースを設
置する予定です。

問彩の国さいたま人づくり広域連合　自
治人材開発センター人材開発部市町村職
員担当　
☎ 048-664-6681 FAX 048-664-6667
http://www.hitozukuri.or.jp/navi/

場所
役場１階リフレッシュコーナー
藤久保公民館
竹間沢公民館

問保健センター☎ 258-1236 FAX 258-5994




