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INFORMATION

「秋の川越」
「潮騒の町」
好評発売中！

大学の開放授業講座の
受講生募集

55 歳以上を対象に、16の大学が様々な
分野の科目を開放し、一般の学生と一緒
に学んでいただく機会を提供します。
▶募集開始　8月 1日～　
▶期間　おおむね 9月～ 2月
▶対象　55歳以上の県民
▶会場　県内 15大学、都内 1大学
▶科目　�経済政策、政治学、社会福祉、

語学など
▶費用　各科目 10,000 円程度
▶�申込み　埼玉県 http://www.pref.
saitama.lg.jp/page/4-rikarento.html
の募集案内を確認のうえ各大学に直接申込

問�埼玉県高齢介護課☎ 048-830-3263

ハローワーク所沢（所沢公共職業安定所）
では、多くの障がい者に働く場を提供し、
就業をとおして自立を図るために「就職
面接会」を開催します。ぜひこの機会に
求人募集と面接会への参加をお願いしま
す。
▶日時　10月 16日㈭　13:00 ～ 16:00
▶会場　所沢市文化センターミューズ展示室
問�ハローワーク所沢　専門援助部門
����☎ 04-2992-8609��45＃
　FAX 04-2992-2445

障がい者を対象とした
「就職面接会」求人募集

▶任用期間
　　8月上旬から 1人
▶�資格　�保育士資格　幼稚園や小学校な

どの教諭免許を有する者
　時給 1,000 円　（時間外 100円加算）
　�社会保険　雇用保険　労働災害保険加
入有り　通勤手当は実情に応じ支給
▶勤務地
　子育て支援センター（藤久保児童館内）
　藤久保 222-7　☎ 258-3106
▶勤務日・勤務時間
　月曜日～金曜日
　�9:00 ～ 17:00（休憩 1時間）※事業
等があるときは時間外勤務有り
▶登録方法
　�「臨時職員登録票」に必要事項を記載
の上、総務課職員担当に提出してくだ
さい。登録用紙は総務課に問い合わせ
るか、町のＨＰにて入手可。
　�提出の際に免許状、資格証（いずれも
コピー可）を添付のこと。
▶採用
　�面接の結果で、採用の可否を決定しま
す。

問こども支援課保育担当内 253～ 255

子育て支援センター
臨時職員の募集

▶募集種目／対象
　①航空学生（自衛隊パイロット）
　　高卒（見込み可）で 21歳未満の人
　②�一般曹候補生　18～ 27歳未満の人
　③自衛官候補生　18～ 27歳未満の人
▶試験日　
　①航空学生　１次 : ９月 23日㈫
　２次 :10 月 18日㈯～ 23日㈭指定日
　3次 :11 月 15日㈯～ 12月 18日㈭指定日
　②一般曹候補生　
　１次 : ９月 19日㈮・20日㈯
　２次 :10 月 9日㈭～ 15日㈬のうち 1日
　③自衛官候補生
　女子 :9 月 25日㈭～ 29日㈪のうち 1日
　男子 : 受付時にお知らせします
　※�年齢については平成 27 年 4 月 1
日現在での年齢です

▶応募受付　8月 1日㈮～ 9月 9日㈫
　男子自衛官候補生は予定
問自衛隊埼玉地方協力本部入間地域事務所
☎ 04-2923-4691

自衛官採用試験のご案内

9月1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 2期）
■国民健康保険税（第 2期）
■介護保険料（第 2期）
■後期高齢者医療保険料（第 2期）

納期限にご注意ください

町では長寿を祝福し、敬老祝金支給事業
を行っております。
平成 25年 8月 15日以前から、引続き
１年以上在住の人が対象です。
＜対象者・支給額＞�
◆ ��100歳（百寿）50,000円
　大正2年 8月16日～大正3年 8月15日生
◆ �99歳（白寿）30,000円
　大正3年 8月16日～大正4年 8月15日生
◆ �88歳（米寿）　20,000円
　大正14年 8月16日～大正15年 8月15日生
◆ �77歳（喜寿）　10,000円
　昭和11年 8月16日～昭和12年 8月15日生
＜振込み予定＞　９月下旬
受給資格者には、８月中旬に通知等を郵
送します。敬老祝金は、口座振込みによ
りお支払いしますので、敬老祝金口座振
込依頼書に記入の上、同封の返信用封筒
にて８月末日までに返送してください。
なお、口座をお持ちでない人は下記まで
ご連絡ください。
問�福祉課福祉担当�内 172・173

三芳町敬老祝金のお知らせ

臨時福祉給付金・子育て世帯臨時
特例給付金の申請受付中
臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給
付金の申請受付開始（12月 26日㈮まで）
※�詳細は町ホームページをご覧ください
問�臨時福祉給付金担当内 165・166・168
子育て世帯臨時特例給付金担当内 167

警察官募集

平成 26年度第 2回埼玉県警察官採用試
験を次のとおり行います。
▶願書受付　8月 7日㈭～ 27日㈬
▶試験日　9月 21日㈰
問�東入間警察署警務課☎ 269-0110

水の危険性を認識し事故を防ぎましょう

◆�プールや川で泳ぐときは、お子さんか
ら目を離さないように注意しましょう。
◆�流れの急な川や増水した川、深い川で
の遊泳は危険です。

◆�お酒を飲んだ後の遊泳はしないように
しましょう。

問�東入間警察署☎ 269-0110

東入間警察署からのお知らせ

町長杯
三芳町ゴルフ連盟

▶�日程　9月 11日㈭　スタート7:53 ～
▶�開催地　熊谷ゴルフクラブ
▶�参加資格　町在住・在勤、年齢性別不問
▶�参加人数　アウトイン 7組（56人）
▶�参加費　5,000 円 ( 賞品、ﾊﾟｰﾃｨｰ代）
▶プレイフィー（キャディ・食事付）10,500 円（税抜）
▶�申込み　8月 20日㈬まで（先着順）
問 ･ 申�生涯学習課スポーツ推進担当内 517
三芳町ゴルフ連盟事務局（古山）　
☎FAX 258-5182 f-tokushi@nifty.com

�▶�日時および会場　
　８月 28日㈭　午前・午後 2回上映　
　藤久保公民館ホール
　① 10:00 ～ 11:40 ② 13:30 ～ 15:10
　受付は上映 30分前
▶��上映作品　「プレーンズ」
　　ディズニー映画 2013年公開作品
▶�入場無料　定員 200 人��定員になり
次第入場受付を締め切ります。整理券
はありません。

※�公民館駐車場は台数が限られており、混
雑が予想されます。

▶主催　青少年育成三芳町民会議
　　　　三芳町青少年育成推進員
問�生涯学習課生涯学習担当内 515

夏休み子ども映画会
「プレーンズ」をみんな見に来てね！

▶�日時� 8 月 24日㈰　9:00 ～ 12:00
▶場所� 消防本部大講堂
▶対象� �三芳町・富士見市・ふじみ野市

在住、在勤、在学の人
▶�申込方法…�8 月 4 日㈪～ 8 日㈮の間

に下記へ連絡し予約
問�入間東部地区消防組合消防本部救急課
☎261-6673（平日のみ8:30～ 17:00)

普通救命講習

さいたま緑のトラスト運動指導員とし
て、緑のトラスト運動の推進に必要な知
識と技能を高めるとともに、指導員相互
の連携を図り、緑のトラスト運動の発展
に資することを目的としています。
▶�対象　研修終了後ボランティアとして
（公財）さいたま緑のトラスト協会の
活動に参加できる人

▶�日程　8月 23 日～ 11 月 29 日の土曜
　　　日のうち 7日間
▶�場所　トラスト保全地を含む県内各地
▶�費用　6,000 円（教材費、保険料含む）
▶�定員　30人（申込順）
▶�申込み　
　8月 20日㈬までに電話で申し込み
問（公財）さいたま緑のトラスト協会事務局
☎ 048-824-3661 FAX 048-832-0292
http://www.saitama-greenerytrust.

com/member/kareji/kareji.html

さいたま緑のトラスト運動
指導員養成研修参加者募集

�交通事故、詐欺、脅迫などの被害にあっ
たが、検察官がその事件を起訴してくれ
ない、そのような不満をお持ちの人は、
遠慮なくご相談ください。費用は無料、
秘密は守ります。審査員は、選挙権を持っ
ている人の中から「くじ」で選ばれるこ
とになっています。
問川越検察審査会事務局☎049-273-3016

検察審査員に選ばれたら
ご出席を！


