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INFORMATION

「秋の川越」
「潮騒の町」
好評発売中！

はじめての要約筆記講習会

耳の聴こえない人や聴こえづらい人に、話
の内容を要約した文章を書き記し、相手に
伝える方法を要約筆記といいます。富士見
市と共同で、はじめて要約筆記を学んで
みたい人を対象にした講座を開催します。
▶対象　�高校生以上の三芳町および富士

見市在住・在勤の人
▶日時　
　１月 21日～３月 11日の毎週水曜日
　19:00 ～ 21:00　全７回
▶会場　鶴瀬西交流センター会議室
　　　　（２月 18日のみ集会室）
▶定員　15人（先着順）
▶参加費　500円（資料代・保険料）
▶申込み
　�富士見市社会福祉協議会または福祉課
にある申込書に必要事項を記入し、富
士見市社会福祉協議会へ直接提出して
ください（郵送または FAXも可）。

　申込締切／１月 15日㈭（必着）
問�富士見市社会福祉協議会
　☎049-254-0747 FAX 049-252-0111
　福祉課障がい者支援担当内 177

▶日時　１月28日㈬　13:30～ 16:00
▶会場　大宮ソニックシティ地下第１、２展示場
▶対象職種　保育士、保育補助
▶対象者　�保育士の就職を希望する求職者
▶内容　最近の保育事情が分かるセミナー
　企業人事担当者と参加者の個別面接会
▶�持ち物　履歴書、自己 PR書等複数枚。
ハローワークに登録がある人は、ハ
ローワークカードもお持ちください。
http://saitama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

問�　埼玉労働局職業安定部職業安定課紹
介係担当☎ 048-600-6208

　�埼玉県福祉部少子政策課保育運営・幼
保連携担当☎ 048-830-3330

「保育士合同就職面接会」　
　(事前申込不要、参加費無料 )

平成 27・28年度に入間東部地区消防
組合が行う、入札・見積りに参加を希望
する法人または個人の資格審査を行いま
す。希望の場合は、必ず入札参加資格審
査申請書の提出をしてください。
【対象業種】
①�物品　物品販売、印刷、リース
②�一般業務　建築物維持管理
▶申請期間　�２月１日～２月28日の平日
※�申請書様式については、１月上旬より
消防組合ホームページへ掲載予定です。
　 http://www.irumatohbu119.jp
▶時間　�９:30～ 11:30、13:30～ 16:30
▶場所
　消防本部３階会議室または総務課窓口
　※郵送による申請は受付けません。
問�入間東部地区消防組合消防本部総務課管理係
　ふじみ野市大井中央1-1-19
　☎049-261-6004 内 71-3141・3142

入間東部地区消防組合平成 27･28
年度入札参加資格審査申請受付

�障がい児のいる家族が集まり交流しま
す。「障がいを持つこども達の未来につ
いて」一緒に考えてみませんか。初めて
の人も大歓迎です。
▶日時� ２月 14日㈯ 13:00 ～
▶会場� 総合体育館３階研修室
▶料金� 無料
▶対象� �三芳町在住在勤で、障がい児

のことに関心のある人
▶定員� 50 人（保育 10人）
▶申込方法　�１月 27日㈫までに電話ま

たは直接申込み
問　福祉課障がい者支援担当内 176～178

第５回　障がい児とその家族
のための交流会

生活困窮者自立相談支援
モデル事業開始

失業などにより経済的な問題、生活貧困
などで困っている人からの相談を受け、
自立に向け継続的な支援を行います。
▶�対象者　長い間仕事から離れており、
仕事がなかなか見つからない人、長くひ
きこもり生活をしていたため仕事をする
自信がない人、収入に比べ借金の返済が
多く困っている人や複数の問題を抱え、
どこに相談すればいいか分からない人、
経済的な問題などで生活にお困りの人

▶�内容　課題を整理し、公的制度の利用
支援、債務整理の支援、就労支援など
相談支援員が行います。

問　三芳町社会福祉協議会
☎ 049-258-0122 FAX 049-258-0180

埼玉県内市町村職員の仕事の内容や魅力を
PRするフォーラムを開催します。公務員を
めざしている人はもちろん、関心のある人
など、多くの人の参加をお待ちしています。
▶日時　2月 10日㈫
　　　　13:00 ～ 15:30（12:30 開場）
▶会場　埼玉会館大ホール
▶内容　
①基調講演（三重県多気町職員岸川政之氏）
②大学生と市町村職員によるディスカッション
③職員への質問コーナー
▶参加費　無料・申込み不要　　
▶定員　1300人（先着順）
問彩の国さいたま人づくり広域連合人材
開発部市町村職員担当☎ 048-664-6681
http://www.hitozukuri.or.jp/

navi/event/s-forum.php

埼玉県市町村職員
採用情報フォーラム 2015

三芳町・富士見市登録手話
通訳者認定試験

手話通訳者派遣事業で活躍する登録手話
通訳者の認定試験を実施します。
▶日時　２月 14日㈯�　9:00 ～
▶会場　�富士見市市民福祉活動センター

「ぱれっと」
▶受験資格　次のすべての条件を満たす人
① �20 歳以上で、三芳町または富士見市
に在住の人。

②�三芳町・富士見市手話通訳者養成講習
会を修了している人、またはそれと同
等の通訳技術・資格をお持ちの人。

③�聴覚障がい者との関わりが概ね３年以上
で、三芳町・富士見市内の聴覚障がい者
との関わりが概ね１年以上ある人。
▶�申込み　
　�申込書に必要事項を記入し、１月 30
日㈮（必着）までに福祉課へ郵送また
は直接提出してください。
※申込書は三芳町福祉課で配布します。
問�福祉課障がい者支援担当内 177

2015 年農林業センサスに
ご協力ください

平成 27年２月１日現在で、全国一斉に
“農林業の国勢調査”といわれる「2015
年農林業センサス」が実施されます。
この調査は、今後の農林業の政策に役立
てるために５年ごとに実施される極めて
大切な調査です。平成 27年 1月中旬か
ら農林業を営んでいる皆さんのところに
調査員が訪問します。調査票に農林業の
経営状況などの記入に、ご協力をお願い
します。
問��財務課電算統計担当内 413

エコ推進委員会では、大東ガス㈱の協力
により、エコ・クッキングを開催します。
環境のことを考えながら親子で一緒に楽
しく学びましょう。
▶日時　1月 25日㈰　10:15 ～ 14:00
▶会場� 大東ガスプチフラム富士見店
　　　　富士見市西みずほ台 1-2-7
▶�メニュー　ドライカレー他
　　（講師 :エコクッキングナビゲーター）
▶参加費　一人 300円
▶対象� 三芳町民
　　（小学生以上の子どもで複数参加可）
▶�持ち物�　�エプロン、三角巾、手拭き

タオル、筆記用具
▶定員� 親子 12組（先着順）
▶申込み　電話にて受付（定員次第締切）
　　　　　1月 5日㈪～ 1月 19日㈪
問 ･ 申����環境課環境対策担当 216・217

親子でエコ・クッキング体験
※エコ・クッキングは東京ガス（株）の登録商標です

学校給食用物資納入業者
追加登録申請受付

平成 27年度学校給食用物資納入業者の
追加登録申請受付を行います。
▶受付日時
　1月 5日㈪～ 1月 30日㈮
　8:30 ～ 17:00（土・日・祝日除く）
▶受付場所　三芳町学校給食センター
▶提出書類
　・登録申請書
　・食品衛生監視表の写し
　・作業員の細菌検査成績表の写し
　・営業経歴書
　・市町村民税の納税証明書
　・従業員名簿
※�登録申請書は給食センター事務室もし
くはホームページから取得できます。

問　学校給食センター☎ 258-3550

▶�日時　1月 24日㈯　9:00 ～ 12:00
▶会場� 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…�1 月 5日㈪～ 9日㈮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

2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 4期）
■国民健康保険税（第 7期）
■介護保険料（第 7期）
■後期高齢者医療保険料（第 7期）

納期限にご注意ください

介護者交流会

介護上の悩み・生活上の不安・介護サー
ビスへの意見など、介護者同士の交流。
▶日時　1月 28日㈬　13:30 ～ 15:30
▶会場　藤久保公民館 2階学習室
▶参加費　無料
▶対象　実の親を介護している人
▶共催　地域包括支援センター
　　　　在宅介護支援センターはなまる
問 ･ 申����在宅介護支援センターみずほ苑
　☎ 258-9488


