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INFORMATION

「秋の川越」
「潮騒の町」
好評発売中！ 電気工事業･管工事業/埼玉県知事（般-24）第45897号

三芳町上富1552

☎（049）258-0470（代）　FAX（049）258-9828

快適空間の創造　　エアコンのことなら！

Health&beauty
～女性のための健康講座～

社会や家庭で輝くためには、自身が健康
であることが大切。健康と美容のタニタ
の管理栄養士から、そのコツを学びます。
▶�日時　2月 18日㈭ 10:00 ～ 11:30
▶�場所� 藤久保公民館ホール
▶�料金� 無料
▶�対象� �20 代～ 40代の女性
▶�定員　150人（定員次第締め切り）
▶�申込み　電話またはメール（参加希望
の旨、氏名、電話番号を明記）

問 ･ 申����健康増進課健康長寿担当内 182・183
choju@town.saitama-miyoshi.lg.jp

NPO法人設立基礎講習会

「NPO法人の概要」、「法人化のメリット・
義務と責任」、「法人化の手続」説明およ
びNPO法人設立者の経験談
▶�日時　３月８日㈫　13:30～ 15:00
▶�会場　富士見市立鶴瀬西交流センター
※�駐車場が混み合いますので公共交通機
関でお越しください
▶�対象　�三芳町、富士見市、ふじみ野市

の在住・在勤・在学者
▶�定員　40人（先着順）▶�料金　無料
▶�申込み　２月26日㈮までに住所、氏
名、電話番号を記入の上、FAXまたは
メールにて申し込み

問埼玉県南西部地域振興センター県民生
活担当 j5111102@pref.saitama.lg.jp
☎ 048-451-1110 FAX 048-451-1113

障がい児のご家族が集まり、社会の中で
生活をすることについて就労という視点
から専門家とともに考えます。お子さん
の未来について一緒に考えてみませんか。
※�当日は学生ボランティアによる保育が
付きます（定員 10人）
▶日時　２月 20日㈯　13:00 ～
▶場所　三芳町総合体育館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
▶�申込み　２月 19日㈮までに電話また
は直接申し込み（保育希望者は２月 10日）

問　福祉課障がい者支援担当内 176～ 178

障がい児・者のための就労支援
～幼少期から出来る準備～

こころの健康講座
「歌でこころの健康づくり」

声を出して歌うことは、心の緊張を解き
ほぐしリラックスする効果があると言わ
れています。人と出会い、共に歌うこと
で身も心も暖められる「こころの健康づ
くり」を、一緒に始めてみませんか？
▶日時　３月５日㈯　14:00 ～ 16:00
▶場所　藤久保公民館ホール
▶料金　無料　　▶定員　100人
▶対象　町内在住・在勤者
▶�申込み　電話または直接申し込み
問�福祉課障がい者支援担当内 177

▶日時　2月 21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
▶定員　30人
▶�申込み　�2 月 8日㈪～ 12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Ⅰ

学校、病院、工場等多数の人が出入りし、
勤務し、または居住する建物では、消防
法で定める資格を有する人のうちから防
火管理者を定め、消防長に届け出なけれ
ばなりません。管内に在住または在勤の
人を対象に、講習会を開催します。
▶��講習日時　9:00 ～ 16:30
　甲種新規　２月 25日㈭・26日㈮
　　　乙種　２月 25日㈭
▶��講習会場　
　入間東部地区消防組合消防本部大講堂
　ふじみ野市大井中央１-1-19
▶申請日時　２月10日㈬�8:30～ 16:00
▶�申請場所　消防本部予防課、東消防署�
※郵送による受講申請は受付けません

▶�定員　�甲種新規、乙種合わせて 90人
▶�受講資格　三芳町、富士見市、ふじみ
野市に在住または在勤で管理監督的な
立場にある人 (各事業所２人以内 )

▶受講料　4,000 円（テキスト代含む）
問�入間東部地区消防組合
　消防本部予防課査察指導係☎ 261-6007
　東消防署消防係☎ 255-4119

甲種新規および乙種
防火管理講習会

平成 28 年 4 月 1 日より都市計画基本
図を改訂し、販売価格を 600 円から
800 円に変更します。（現行版は、3月
31日で販売終了です。）
問�都市計画課都市計画・区画整理担当内 235

都市計画基本図の改訂

かわいいお内裏様とお雛様の飾り巻き寿
司。切る瞬間には感動が待っています。
▶日時　２月６日㈯　11:00 ～ 14:00
▶場所　中央公民館キッチンスタジオ
▶�料金　1,500 円（申込後の取消には、
取消料金が発生する場合があります。）
▶対象　親子
▶定員　16人（定員を超えた場合抽選）
▶持ち物　エプロン・三角巾・ハンドタオル
▶申込み　�中央公民館窓口へ申し込み。

または TEL・FAXにて。
問　中央公民館☎258-0050 FAX 258-1833

中央公民館キッチンスタジオ料理講座
ひな祭り直前企画「飾り巻き寿司」

親子ラグビースクール
（初心者教室）

ラグビーに興味のある小学生親子、ぜひ
ご参加ください。
▶日時　２月 27日～ 3月 26日の土曜
　　　　9:30 ～ 11:30（全 5回）
▶場所� ふじみ野市多目的グラウンド他
▶料金� 3,200 円（ボール、保険料）
▶�対象� 三芳町・ふじみ野市・富士見市
在住在勤在学の小学 1～ 6年生と父母

▶定員� 30 組
▶�申込み　2月 3日㈬～ 17 日㈬に参加費
を添えて申し込み①ふじみ野市役所文化・
スポーツ振興課（平日 8:30 ～ 17:15）
　�②上野台体育館（平日 17:15 ～ 21:00、
土日 9:00 ～ 21:00）

問生涯学習課スポーツ振興担当内 516
ふじみ野市役所文化・スポーツ振興課☎ 220-2090

介護教室

認知症の介護「こんな時どうする？」
介護の寸劇などもあります。
▶日時　2月 24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

市町村交通災害共済加入の
ご案内

市町村交通災害共済は、皆さんが会費を
出し合い交通事故によってけがをしたり、
死亡したときに見舞金を贈る制度です。
▶��会費　��一般�900円��中学生以下�500円�

※１人１口限り
▶�共済期間　平成 28年 4月 1日～
　　　�　��　平成 29年 3月 31日
▶�加入資格　町内に居住し、住民基本台
帳に記載のある人。ただし、加入資格
者の被扶養者で、修学のため町外に転
出している人は、加入できます。
▶�申込み
�① �2 月 23 日㈫～ 26日㈮までは下記日
程表の会場で出張受付
�② �2 月 23日㈫からゆうちょ銀行および
郵便局※1 でも受付
�③ �2 月 29日㈪から自治安心課および藤
久保・竹間沢の各出張所でも受付。
��（土日祝日は除く。）
※ �1　関東各都県のゆうちょ銀行および
郵便局に限る。また、ゆうちょ銀行お
よび郵便局での平成 28年度の加入手
続きは平成 28年 12月末まで受付

期日 時間 場所（集会所他）

２月 23日㈫ ��9:30～12:00 藤久保公民館
13:30～ 16:00 藤久保公民館

２月24日㈬ ��9:30～12:00 藤久保第１区
13:30～ 16:00 藤久保第 3区

２月25日㈭ ��9:30～12:00 北永井第 2区
13:30～ 16:00 北永井第 3区

２月26日㈮ ��9:30～12:00 農業センター
13:30～ 16:00 みよし台第 1区

▶�見舞金　交通事故証明書がある場合は
22万円（死亡は 120万円）を限度に
治療日数に応じて支払われます。

問�自治安心課防犯防災担当内 265・266

▶勤務地　子育て支援センター
▶任期　平成 28年 4月 1日～平成 28
　年 9月 30日（半年毎に更新）
▶勤務　月～金の週 5日
　　������9:00 ～ 17:00（休憩 1時間）
▶資格　�保育士、幼稚園教諭、小学校教

諭の資格を有する人
▶賃金　時給 1,000 円
▶�申込み　臨時職員登録申込書を総務課へ
提出。申込書は町 HP でダウンロード、
総務課、こども支援課で入手できます。

問�こども支援課保育担当内 253～ 255

子育て支援センター
臨時職員募集

2 月 29 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。
■固定資産税・都市計画税（第 4期）
■国民健康保険税（第 8期）
■介護保険料（第 8期）
■後期高齢者医療保険料（第 8期）

納期にご注意ください

あいサポーター研修
▶日時　2月 10日㈬ 13:30 ～ 15:00
▶場所　竹間沢公民館
問　福祉課障がい者支援担当内 176


