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INFORMATION

「ルール守って明るく住マイル」をスロー
ガンに、県下一斉に 10月 11 日㈮～ 18
日㈮の期間で違反建築なくそう運動を実
施します。その一環として建築や法令な
どの説明会と無料建築相談を実施します。
▶日時　10月 15日㈫　14:00 ～ 16:00
▶�場所　日高市文化体育館「ひだかア
リーナ」サブアリーナ

▶�内容　①住宅の耐震改修工事について
②日高市の耐震関係補助金について③消
防法について④定期報告制度について

問�都市計画課開発建築係内 236･237
　�川越建築安全センター☎ 243-2102

違反建築をなくそう運動認知症講演会 自転車ツアー参加者大募集！

住み慣れた地域でいつまでも健康で暮ら
すためには、認知症の正しい知識を持つ
ことが大切です。症状や関わり方など、
認知症について正しく知るための機会と
してぜひご参加ください。
▶日時　10月29日㈫��10:00～12:00（開場9:30）
▶場所　三芳町藤久保公民館　ホール
▶�内容　講演「認知症の理解と関わり方
～知ってほしい！認知症」
　講師　埼玉セントラル病院
　認知症看護認定看護師　鈴木智子先生
▶定員　先着100人 ( 申込不要 ) ▶費用　無料
※�駐車場には限りがあります。車でご来
場されても駐車出来ない場合がありま
す。当日は手話通訳者を配置します。

問�健康増進課地域包括支援ｾﾝﾀｰ内 188･189

パソコンなんでも相談室

パソコンを使いこなせない人、もっと楽に
使いたい人など、相談室を開催しています。
▶�相談日（全日程月曜日）　
　10/21･28、11/18･25、12/9･16
▶�時間　10:00 ～ 12:00（開催時間中で
あれば随時相談可能）

▶�場所　竹間沢公民館　学習室
▶�相談員　生涯学習アドバイザー他
▶�費用　無料　▶�定員　15人
▶�申込み　事前に予約をお勧めします
▶�その他　インターネットは無料のもの
については閲覧できます

��問�竹間沢公民館☎ 259-8311

人権を考える集い

川越人権擁護委員協議会入間東部部会が
人権週間にちなみ「第 37回人権を考え
る集い」を開催します。
▶日時　11月 1日㈮　14:00 ～ 16:30
▶�場所　ふじみ野市立市民交流プラザ
「フクトピア」多目的ホール
▶�内容　全国中学生人権作文コンテスト
受賞作品の紹介・講演会「東日本大震
災の被災地と人権」講師 : 熊谷洋興氏

問�総務課人権推進係内�404･405

淑徳大学埼玉キャンパスの教育学部 (こ
ども教育学科）開設記念公演を行います。
①【もしドラの岩崎夏海が語る「これから
の社会と人生」】　▶�講師　岩崎夏海(作家 )
▶日時　10月26日㈯　13:30～15:00
▶�定員　150人　▶�受講料　無料
▶会場　淑徳大学埼玉ｷｬﾝﾊ ｽ゚1号館201教室
②【社会力育てが教育と社会を救う】
▶�講師　門脇厚司（筑波大学名誉教授）
▶日時　10月27日㈰　13:30～15:00
▶�定員　150人　▶�受講料　無料
▶会場　淑徳大学埼玉ｷｬﾝﾊ ｽ゚1号館201教室
問�淑徳大学ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ公開講座
　〒171-0022　東京都豊島区南池袋1-26-9
　☎03-5979-7061 FAX 03-3988-7470
　 ext@ccb.shukutoku.ac.jp

淑徳大学埼玉キャンパス
教育学部開設記念講座

国民健康保険加入者で40歳～ 74歳の
人が受診対象です。検診によって、ﾒﾀﾎﾞ
ﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ（内臓脂肪症候群）やその予
備群を早期発見し、生活習慣病の予防、
悪化を防止できます。11月末まで三芳
町 ･富士見市 ･ふじみ野市の医療機関で
特定健診が行われていますので、年に1度の
特定健診を受診し、自身の健康状態を確認しま
しょう。受診には、受診券･保険証･自己負担
金(1,000円）が必要です。※受診券を紛失し
た場合は、再発行します。住民課保険年金係
で手続きをしてください。
問�住民課保険年金係内 153～ 155

特定健診の受診は
お済みですか？

障がい児のいる家族や関心がある人が集
い、交流を深めたり障がい児制度に関す
る情報交換をするための交流会です。
▶�対象　三芳町在住で障がい児のことに
関心がある人

▶日時　11月 2日㈯　10:00 ～ 11:45
▶場所　三芳町総合体育館３階　研修室
▶�内容　①事例紹介 (実際に福祉サービ
スをどのように使っているか、障がい
者 (児�) の親がモデルを紹介）②講義
「障害者総合支援法について」講師 :
福祉課職員③グループワーク（家族や
施設 ･役場職員との意見・情報交換）

▶�定員　50人（申込順）※障がい児保
育あり（10人程度）申込時に要相談

▶参加費　無料
▶�申込み　詳細を福祉課にあるチラシおよ
び町HPで確認のうえ、10/18 ㈮まで
に福祉課まで電話等で申込みください。

問�福祉課障がい者支援係内 177

障がい児とその家族のため
の情報交換会

三芳町交通審議会委員の
募集

おおくまふるさとまつり
住民ボランティア募集

福島県大熊町に対し、被災地支援を町で
は行っています。今年も「おおくまふる
さとまつり」に参加し、さつまいも無償
提供を行いますので、協力していただけ
る住民ボランティアを募集します。
▶日時　11月 9日㈯　日帰り
▶会場　福島県いわき市好間工業団地内
▶�集合　当日 5:00 役場集合（18:00 帰
着予定）　※借上げバス利用
▶�募集人員　若干名　※応募者多数の際
は抽選となることがあります
▶�申込み　10 月 15 日㈫までに自治安
心課防犯防災係へ
※食事は各自負担となります
���問�自治安心課防犯防災係内 265・266

工事名 完成予定 工事個所 距離
町道藤久保 47号線
雨水管布設替工事 平成 26年 1月 20日 藤久保第 5区内 41.25 ｍ

町道藤久保 63号線
雨水管布設替工事 平成 26年 1月 31日 藤久保第 2区内 50.7 ｍ

 町内工事予定一覧

町民の参画による公共交通政策推進のた
め、三芳町交通審議会委員を公募します。
この審議会では、バスなど本町の公共交
通に関して審議・答申を行います。
▶募集人数　１人　
▶�任期　委嘱の日から２年間
▶委員の報酬　１会議あたり 6,000 円
▶�応募資格　①三芳町在住で、バスなど
本町の公共交通について高い関心をお
持ちの人②年間３～４回程度、平日昼
間に開催される会議に出席可能な人

▶�応募方法　応募申込書に必要事項を記
入し、10/25 ㈮までに、政策推進室へ
メール、郵送、持参いずれかにより提出。
※応募申込書はﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞよりﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ�
または役場４階政策推進室にあります。

▶選考方法　応募申込書による書類選考
　※選考結果は別途通知します。
問 ･ 申���� 政策推進室政策推進係内 422
〒 354-8555 三芳町藤久保 1100-1
seisaku@town.saitama-miyoshi.lg.jp

▶職種　学校給食調理業務
▶勤務地　三芳町学校給食センター
　住所 : 三芳町上富 307-4
▶�任用期間　11月 1日㈮～ 12月 19日㈭
（学期ごとに更新あり）　
▶�勤務日および時間　月～金曜日　　
8:30 ～ 15:30（給食業務稼働中のみ）

▶資格　不問
▶賃金　時給 920円
▶募集人数　若干名
問�学校給食センター☎ 258-3550

三芳町立学校給食センター
臨時職員 ( 調理員 ) 募集

埼玉県南西部地域振興センターでは、自
転車を活用した地域の活性化に取り組ん
でいます。さわやかな秋の一日、「ガイド
付自転車ツアー」に参加してみませんか？
▶�日時　11月 9日㈯（小雨決行。荒天
の場合は11月16日㈯に延期。）
▶�コース　全 4コース（各コースとも
約 20km）※A･Dコースは昼食持参

コース 出発場所・時間

A: 朝霞市・和光市 朝霞駅10:00～15:00
B:�朝霞市・志木市・新座市 朝霞駅���9:00～12:00
C: 富士見市・三芳町 鶴瀬駅���9:00～12:00

D: 富士見市・ふじみ野市 鶴瀬駅10:00～15:00

▶�参加対象　発着地まで自転車持参で参
加できる小学生以上※小 ･中学生は保護
者同伴。※ 13 歳未満の人はﾍﾙﾒｯﾄの着
用（13歳以上の方も安全のためﾍﾙﾒｯﾄの
着用をお勧めします。）※傷害保険に加
入します。（参加者負担はありません）
▶参加費　無料（拝観料等は参加者負担）
�▶�申込み��FAX、Ｅﾒｰﾙでの申込みは申込
書に必要事項を記入し申込み。申込書：
(http://www.pref.saitama.lg.jp/
soshiki/b13/) よりﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ
▶�申込期限　10/25 ㈮〔必着〕
※申込者多数の場合は抽選
問 �･ 申����埼玉県南西部地域振興センター
　〒 351-0025 朝霞市三原 1-3-1
��☎ 048-451-1110 FAX 048-451-1113
　 j511110@pref.saitama.lg.jp


