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INFORMATION

「秋の川越」
「潮騒の町」
好評発売中！

地域や社会の問題、日常生活にかかわる事
例などをテーマにした講座を開催していま
す。週末のひととき、参加してみませんか？
『三芳町における子どもの学習支援事情』
　講師 : 梶加寿子氏・仲野裕太氏
▶日時　2月 14日㈯　10:00 ～ 11:30
▶会場　藤久保公民館ホール
▶料金　無料
▶定員　�100 人
▶�申込み　�前日までに、藤久保公民館へ

直接申込み（電話・FAX可）
問�　藤久保公民館
　☎ 258-0690 FAX 258-9625

週末ほっとワークスを
開催します（第２回）

精神保健ボランティア
養成講座

心の病気を理解し、精神障がい者に寄り
添い、生活や社会参加を地域で支える支
援者として一緒に活動してみませんか。
知識や経験がなくても、どなたでも受講
できます。
▶日時　２月 23日㈪　9:30 ～ 11:30
▶会場　�生活支援センター
▶料金� 無料
▶対象� �町内在住で精神保健ボラン

ティア活動に関心のある人
▶定員� 10 人
▶申込み　�２月 18日㈬までに電話また

は直接担当窓口まで
問　福祉課障がい者支援担当内 176～178

パソコンなんでも相談室

これからパソコンを買おうと思っている
人、パソコンを買ったけど使いこなせな
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のでご利用ください。
▶日時　2月 9日㈪・23日㈪
　　　　３月 9日㈪・23日㈪
▶時間　10:00 ～ 12:00　
�※�講習会ではありませんので開催時間中
であれば随時相談は可能です
▶会場　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　人数の関係上、事前に予約し
ていただくことをお勧めします

※�インターネットは無料のものについて
は閲覧することが出来ます

問�竹間沢公民館☎ 259-8311

第９回ふれあいコンサート
♪三芳町で共に生きる♪

音楽を通して楽しい一時を過ごしましょう！
音楽活動をしている、障がい者団体等が
出演します。
ぜひ、お気軽に会場にお越しください。
▶日時　2月 22日㈰　　
　開場 13:00　開演　13:30 ～ 15:30
▶会場　藤久保公民館ホール
【出演者】
・入間東部みよしの里
・MJフラット
・かしの木ケアセンター
・コピス口笛みよし
・三芳太陽の家
・三芳中学校吹奏楽部
・レガート
※�駐車場に限りがありますので、車での
来場はお控えください

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

�第Ⅰ部「癌とぼくの人生」
講師：俳優　黒沢年雄氏
第Ⅱ部「細胞シートを用いた食道再生医療」
講師 : 東京女子医科大学病院消化器外科
先端生命医科学研究所講師　大木岳志先生
▶日時　3月 7日㈯　14:00 ～ 16:30
▶会場　三芳町文化会館「コピスみよし」
▶料金　無料
▶定員　500人　申込不要
▶後援　三芳町、富士見市、ふじみ野市
問　一般社団法人　東入間医師会
☎ 049-264-9592

第 12回　市民公開講座
「癌なんかやっつけよう」

昭和56年5月31日以前に建てられた
戸建住宅等の耐震診断を行った場合に
耐震診断費の一部を助成します。また、
耐震診断で基準を満たさない場合耐震
改修や建替え工事の一部を助成します。
詳細は下記に問い合せてください。
問�都市計画課開発建築担当内 236・237

既存住宅
耐震診断・改修・建替え助成制度

経済的な理由で就学困難と認められる児
童・生徒の保護者に対し、学用品費、給
食費、医療費などの援助をしています。
▶�申込期間　2月 16日㈪～ 4月 30日㈭
※この期間以降も随時受け付けていますが����
　申請のあった月からの支給となります。
▶�申込方法　申請書に記入し、家族全員
の平成 26年分の所得がわかるものを
添付し、学校教育課に提出 (郵送不可 )
現在、援助を受けている家庭も改めて
申請してください。

問�学校教育課学務担当内 524・525

平成 27年度
就学援助当初申請受付

子どもフェスティバルに多くの子どもた
ちに参加していただくため、ステージ参
加者を募集します。パフォーマンス ･ダ
ンス ･コントなど、楽しくゆかいに子ど
もフェスティバルを盛り上げてくれる人
を募集します。
▶�日時　５月 9 日㈯� 予備日 10 日㈰　�����������������
　　�����9:15 ～�12:30

▶�会場　町立運動公園
　※ステージ広さ間口9.0 ｍ×奥行5.4 ｍ
▶�定員　10組　多数の場合抽選
▶�対象　構成員の過半数が町内在住 ･在
勤 ･在学・在活者で、子どもたちを中
心とし、性別問わずパフォーマンスを
行う個人およびグループ

▶�申込み　2月 27日㈮までに出演申請
書に記入のうえ、メール ･FAXまたは
生涯学習課窓口に提出してください

　※詳細は町HPをご覧ください�
問�生涯学習課生涯学習担当内 514･515

第 36回子どもフェスティバル
『ステージ』出演者募集

▶日時　2月 22日㈰　10:00 ～ 16:00
▶会場
大宮ソニックシティ
9階（903・904）

さいたま市大宮区桜木町
1-7-5

埼玉司法書士会熊谷
総合相談センター

熊谷市宮町 2-132
林ビル 4階

埼玉司法書士会越谷
総合相談センター

越谷市越ケ谷 2-8-22
エースビル越ケ谷 2階

埼玉司法書士会所沢
総合相談センター

所沢市緑町 1-18-15
メゾンヌール 1階

▶�相談方法　
　�①面接相談（1組 30分）予約制
　　2月 19日㈭ 17:00 までに申込み
　②電話相談　☎ 048-872-8055
　　予約不要、当日のみ通話可
▶参加費　無料
問 ･ 申���　埼玉司法書士会☎048-872-7861

遺言・相続無料相談会
～遺言・相続の疑問にお答えします～

介護教室のご案内

認知症の介護についての寸劇などを行い
ます。
▶日時　2月 26日㈭　14:00 ～ 16:00
▶会場　みずほ苑
▶参加費　無料
▶対象　�介護している人、介護に関心の

ある人
▶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

▶�日時� 2 月 22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、在学者
▶�申込方法…2月 9日㈪～ 13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

放送大学では、平成 27年度第 1学期（4
月入学）の学生を募集しています。放送
大学はテレビ等の放送やインターネット
を利用して授業を行う通信制の大学で
す。働きながら学んで大学を卒業したい、
学びを楽しみたいなど、様々な目的で幅
広い世代、職業の人が学んでいます。心
理学・福祉・経済・歴史・文学・自然科
学など幅広い分野を学べます。
出願期間は 3月 20日㈮まで。
資料を無料で差し上げています。お気軽
に放送大学埼玉学習センターまでご請求
ください。放送大学ホームページでも受
け付けています。
問放送大学埼玉学習センター
☎ 048-650-2611

放送大学
4月生募集のお知らせ

�この研修はあいサポーター研修を受講し
た人が対象です。皆さんが、あいサポー
ター研修を受講した際の講師をメッセン
ジャーといいます。この研修を受けてあ
いサポーター運動を広め、サポーターを
増やしていきませんか。
▶日時　２月17日㈫　10:00～ 11:30
▶会場　富士見市中央図書館２Ｆ視聴覚室
▶定員　50人
▶�申込み　電話または FAXで①名前②住
所③連絡先④どこで受講したかをお伝
えください。富士見市社会福祉協議会
☎ 254-0747 FAX 255-4374

問　福祉課障がい者支援担当内 176～ 178

あいサポーター
「メッセンジャー」研修


