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INFORMATION

赤十字幼児安全法短期講習

子どもの事故防止と応急手当や看病の仕
方について、ポイントだけを短い時間で
習得できます。
▶日時　1月 26日㈰　10:00 ～ 12:00
▶場所　三芳町総合体育館研修室
▶�内容　子どもの病気と看病の仕方、ケ
ガの手当を学ぶ

▶�受講資格　どなたでも参加できます
▶�募集人数　20人(応募多数の場合抽選）
▶�受講料　300円 ( 教材費 )
問�日本赤十字社埼玉支部講習係
☎ 048-789-7117

第 45回
入間東部地区駅伝競走大会

桑の実三芳保育園子育て支援
センター・園庭開放

▶���利用日時　月～金曜日　9:30～14:30
（12:00 以降は園庭開放のみ）
▶�イベント　12月 13日㈮　
　お誕生会（要予約）
問�桑の実三芳保育園　子育て支援センター
　住所 :藤久保 855-90( ｳﾆｸｽ裏）☎ 257-1051

▶�日時　2月 23日㈰　
���スタート 9:00���受付�7:40 ～
�����（�小雨 ･ 小雪決行、中止決定は 6:00/
予備日なし）

▶�コース　大井東中学校 (6.3km) →三
芳町役場 (4.3km) →針ヶ谷コミセン
(4.5km) →富士見市役所 (3.4km) →
さぎの森小学校 (2.7km) →大井東中
学校合計 21.2km

▶�参加資格　三芳町 ･富士見市 ･ふじみ
野市在住･在勤･在学者(中学生以上）

▶�部門　各部門とも 1チーム 7人 ( 選
手 5人、控え選手 2人）
一般の部 中学生以上で構成されるチーム
壮年の部 40歳以上で構成されるチーム
女子の部 中学生以上の女子で構成されるチーム
▶�参加費　1 チーム 6,000 円 ( 保険料
等）、中学生のみのチームは 2,000 円������
※中止の場合も含み、参加費の返還は
一切しません

▶�代表者会議　　2月 5日㈬　19:30　
富士見市立市民総合体育館�　大･中会議室(3階）

※�学生のみのチームは成人の代理人が出
席すること。会議には各チームの代表
者または代理人が必ず出席すること。
▶�申込み　参加費を添えて 12/3 ㈫～
1/15 ㈬までに下記へ申込み

問 ･ 申����生涯学習会スポーツ振興係内 516･517
三芳町総合体育館☎ 258-0311

▶�日時��12 月 7日㈯　開場�13:00 開演��13:30 ～
�▶場所　竹間沢公民館ホール
�▶�内容　人権作文発表（朗読 / 表彰）������
講談で語る「フラガール物語～常磐炭礦
(じょうばんたんこう)余聞(よぶん)～」
出演　神田香織さん（講談師）

▶入場無料 /手話通訳あり
問�生涯学習課内 514・515

平成２5年度
人権教育実践交流会

北朝鮮による拉致問題の解決には、「拉
致は許さない」という一人ひとりの声
が力となります。この週間を機に拉致
問題への意識を高めてください。

拉致問題を考える週間(12/10～16)

県では、県道などの歩道において、ボランティ
アで清掃や花植えを行っていただける地域住
民 ･学校 ･企業などの活動団体を募集してい
ます。活動団体になっていただくと、清掃用
具の提供や活動表示の看板設置など県と地元
市町村がみなさんの活動をバックアップしま
す。街づくり、地域貢献、教育などロードサ
ポート活動は活動者の意識によって様々な効
果が期待されます。ぜひ、参加ください。
【要件】
▶�清掃活動
①活動回数：年 4回
②活動人数：5人以上
③�活動範囲：県管理道 ( 歩道 )100m以
上を含みその他の道路については、県管
理道の半分以下

▶美化活動　　　　　　　　　　　　　
①活動人数：5 人以上�　　　　　　　
②�活動範囲 : 植樹帯 (10㎡以上 ) など　
で花植えや水やりなどの管理を行う

【県 ･市町村の支援内容】
�①�ボランティア団体名を入れた表示板を歩
道に設置します
②�軍手、ほうき、ちりとりなどの清掃用具
の支給と貸与を行います
③�活動中の万が一のけがや事故のため、ボ
ランティア保険に加入します
④�地元市町村では、回収したゴミを処理します
【申込方法】
申請書に必要事項を記入のうえ、川越県土
整備事務所に提出してください。申請書は
川越県土整備事務所で配布しているほか、県
道路環境課 http://www.pref.saitama.
lg.jp/site/kenminsanka/support-
outline.html でもダウンロードできます｡
問 埼玉県道路環境課道路環境担当　　
☎048-830-5103 FAX 048-830-1942

道路の清掃美化ボランティア
（彩の国ﾛｰﾄ ｻ゙ﾎﾟー ﾄ )を始めませんか !

特別児童扶養手当
精神または身体に一定の障害がある児童
を家庭において養育している人に支給さ
れる手当です。次のいずれかに該当する
20歳未満の障がい児を養育している父
母、又は養育者
①�身体に重・中度の障害又は長期にわた
る安静を必要とする人（おおむね身体
障害者障害程度等級 1～ 3級）�

②�精神の障害であって、①と同程度（おお
むね療育手帳�Ⓐ�･A・Bの一部）以上の人

③�身体又は精神の障害が重複する場合で
あって、①又は②と同程度以上の人�

※�障がい児が入所している時や、障がい
児が障害による公的年金を受給してい
る場合は、手当は受けられません。ま
た、所得制限があります。�

▶��内容　手当支給年 3回（4・8・11月）
　月額�1 級　50,050 円　2級�33,330 円
問�福祉課障がい者庶務係内 174～176

特別児童扶養手当

▶�勤務地　地域包括支援センター (役場
健康増進課内 )

▶��募集内容　
　�介護支援専門員 : 地域包括支援セン
ターにおけるケアマネジャー業務
▶�勤務日　月～金曜日 (祝日は除く）
▶�勤務時間　9:00 ～ 17:00
▶�募集人数　若干名
▶賃金　時給 1,500 円
※勤務時間等の条件について要相談
問 三芳町地域包括支援センター内 189

地域包括支援センター
臨時職員募集

ファミリー・サポート・センターでは子
どもを預かっていただく会員（提供会員・
両方会員）のための基礎講座を行います。
会員になっていただける人、今年度会員
になられた人、提供会員・両方会員で今
までに受講されていない人はぜひ、ご参
加ください。
▶日時　1月 15日㈬ 13:30 ～ 15:30
▶場所　藤久保公民館
▶�内容　ファミリー・サポート・センター
についてのガイダンスと子どもとの時
間の過ごし方

問��ファミリー ･サポート ･センター☎ ･ FAX 258-0075

ファミリー・サポート・セ
ンター基礎講座

政策研究所 facebook 公開中 !

住み慣れた地域で誰もが安心して暮らせる
ために、認知症を正しく理解することが
大切です。認知症の症状や、接し方につい
て学び認知症の人やその家族を温かく見守
り、応援するサポーターになりませんか
▶��日時　12月 4日㈬　14:00 ～ 15:30
▶�会場　竹間沢公民館ホール
▶�内容　認知症とは ･認知症の人への接し方等
▶�講師　キャラバンメイト
▶�定員　50人　　
▶�費用　無料
問 三芳町地域包括支援センター内 188

認知症サポーター養成講座

三富塾活動ボランティアの会は、上富にあ
る古民家「旧島田家住宅」を拠点に活動し
ています。落ち葉掃き、苗床作り、苗さし、
収穫までを子どもたちと一緒に体験する
さつまいも作りの一年間や、背負子など
を使って小学生の社会科体験学習で昔の
暮らしを教えたり、三富や町の歴史・文
化について、さまざまな活動を通して楽
しみながら触れることができます。
三富や町の歴史・文化に興味がある人なら
どなたでも参加できます。町の歴史と文
化に触れ、それを多くの人々に伝えてい
く喜びと感動をともに体験しませんか？
詳しい活動内容などのお問い合わせは、
歴史民俗資料館まで。
問�歴史民俗資料館　☎ 258-6655

歴史民俗資料館　「三富塾活動
ボランティアの会　会員募集！」

ふれあいセンター
利用方法のご案内

平成 26 年 4 月～ 9月の利用の申請を
開始します。
【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。町内の概ね 60歳以上の人で構成され
る団体 ･サークル ･同好会 ･自治会等で 25
人以上。月 ･水 ･木曜日の利用が可能です。
申請期間 12月 16日㈪～ 1月 30日㈭
申請方法 ふれあいセンターに申請
その他 申請多数の場合は抽選
【和室】　12 畳 2 間　4～ 20 人位で親
睦会等で利用できます。CDディスクカ
ラオケも利用可。15人以上利用の送迎
バス応相談。申込は随時受付けています。
ご相談ください。
問�みよしふれあいセンター☎ 258-7211


