
広

告

広

告

MIYOSHI 18MIYOSHI19

INFORMATION

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！ 三芳町にお住いの方へ 広告

お迎えから火葬まで、消費税も含めて

費用が安くても、安心できる葬儀には理由があります

追加費用一切なし

24時間
365日

ふじみ野市大井中央4-9-12

厚労省認定 葬祭ディレクター１級所持

安置施設を所有（安置の追加費用不要）

安心のしののめの里のご葬儀安心のしののめの里のご葬儀

詳しくは

お気軽にお問い合わせください

三芳町北永井394-2

建築物･貯水槽清掃業登録

☎049-257-2658

㈱アゼル

で埼玉アゼル 検　索

0120-028-350Ⓡ

資格を取得するための講習会を開催します。
▶日時：甲種新規 6/20 ㈫ 21 ㈬
　　　　乙種 6/20 ㈫
▶場所：入間東部地区消防組合消防本部
大講堂
▶申込み：6/6 ㈫ 8:30 ～ 16:00
　消防本部予防課または東消防署
　※郵送不可
▶定員：甲種新規、乙種合わせて 90 人
▶受講資格：2 市 1 町在住または在勤
で管理監督的な立場にある人
▶受講料：4,000 円（テキスト代含む）
問消防本部予防課査察指導係☎ 261-6007

防火管理講習
甲種新規・乙種

雨の多い時期にも楽しめるようなガーデ
ニングの提案や、室内で楽しめるインテ
リアプランツを紹介するガーデニング展
を開催します。
▶日時：6/17 ㈯～ 7/23 ㈰ 9:30 ～17:00
　※花壇の状態により前後あり
▶場所：森林公園都市緑化植物園
▶入園料：高校生以上 410 円　65 歳
　以上 210 円　小・中学生 80 円
問森林公園管理センター☎0493-57-2111

国営武蔵丘陵森林公園
ガーデニング展

紅花で染めてみよう（黄染）。
▶日時：6/25 ㈰ 9:30 ～ 12:00
▶場所：歴史民俗資料館
▶�対象：小学生以上 20 人まで
▶料金：400 円
▶持物：筆記用具、飲み物、タオル、汚
　れてもよい服装
▶�申込み：電話にて先着順（6/18 締切）
問 歴史民俗資料館☎ 258-6655

土曜体験教室
「草木染体験」

6月30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。
■町県民税普通徴収（第 1 期）

納期限にご注意

▶対象：町内または近隣市に在住の小学
　生男女
▶定員：低学年（1 ～ 3 年生）30 人
　　　　高学年（4 ～ 6 年生）30 人
▶料金：全 9 回 4,500 円
▶申込み：6/1 より総合体育館へ申し
　込み　
　※電話受け付けは 10:00 ～ 12:00
問 総合体育館☎ 258-0311

みよし大崎ジュニア
ハンドボール教室

ラケットテニスを通じて、参加者の親睦
と交流を深め、健康と体力の維持増進に
対する関心を高めます。飲み物、昼食は
各自ご用意ください。
▶日時：7/2 ㈰ 受付 9:00 開会式 9:30
▶会場：総合体育館アリーナ
▶料金：1 人 300 円
▶�対象：町内・近隣市町に在住・在勤・在ク

ラブ員・中学生以上の在学者・招待チーム
▶ 定員：24 チーム（定数次第締め切り）
 ▶ 申込み：6/1 ㈭～ 14 ㈬の間、所定の

申込用紙に必要事項を記入し、持参・
郵送・FAX（274-1056）・メールい
ずれかで生涯学習課へ　　　　　　　

問 生涯学習課スポーツ推進担当内 516
shakai@town.saitama-miyoshi.lg.jp

三芳町ラケット
テニス大会開催

働きながら大学を卒業したい、学びながら
楽しみたいという目的で幅広い世代の人が
学んでいる放送大学。平成 29 年10 月入
学生を募集しています。
▶出願期間：6/15 ㈭～ 8/31 ㈭（第 1 回）
9/1 ㈮～ 9/20 ㈬（第 2 回）
資料請求（無料）、インターネット出願
問放送大学埼玉学習センター
☎ 048-650-2611

放送大学 10月入学生募集

感染症流行地域では蚊に刺されないように
海外へ渡航する前に現地での流行状況を
把握しましょう。できるだけ肌を露出せ
ず、虫よけ剤を使用しましょう。
住まいの周囲に蚊を増やさないように
蚊は植木鉢の受け皿や屋外に放置された
空き缶に溜まった雨水など、小さな水た
まりで発生するので、日頃から住まいの
周囲の水たまりを無くすように心がけま
しょう。
問 埼玉県保健医療部保健医療政策課
☎ 048-830-3557

蚊を介する感染症の
予防対策

農薬を使用する際はラベルや袋に表示さ
れた使用方法や注意事項を厳守し、ほか
の作物への飛散に十分注意してくださ
い。散布量は最低限にし、できるだけせ
ん定や補殺など、農薬以外の防除方法を
検討しましょう。農薬を散布するときは
事前に周辺住民等に周知するとともに風
向きなどに十分注意し、事故防止に努め
てください。
問 保健センター☎ 258-1236

農薬は適正に使用しましょう

▶勤務期間：7/21 ㈮～ 8/31 ㈭
�学童保育室
▶勤務場所：各学童保育室（小学校内）
▶募集数：10 人程度
▶賃金：時給 910 円または 950 円
※  平日 8:00 ～ 18:45 の間 7 時間 45
分以内勤務 ( 休憩１時間）
�児童館
▶勤務場所：町内３児童館
▶募集数：５人程度
▶賃金：時給 860 円または 890 円
※火～土 9:00 ～ 17:00( 休憩１時間）
�▼��申込方法
臨時職員登録申込書（町ホームページや総
務課・こども支援課で入手）を総務課に提出。
問 こども支援課保育担当内 253 ～ 255

学童・児童館
夏季臨時職員募集

「環境と共に生きる」をテーマに取り上
げ、環境と女性の関わり、共生社会への
課題を考えます。
▶日時：6/24 ㈯ 7/1 ㈯ 7/15 ㈯ 7/22
㈯ 7/29 ㈯　13:30 ～ 15:30
▶場所：城西短期大学坂戸キャンパス
▶定員：80 人
▶申込み：不要
▶料金：無料
問城西短期大学☎ 271-7730

城西短期大学女性学講座
生きる～環境～

親子でふれあいながら、絵本の読み聞か
せ、わらべうた、手遊びなどをみんなで
楽しみませんか。図書館読書ボランティ
アの皆さんと協働して、毎月第 4 火曜
日に開催しています。6 月は中央図書館
司書がおはなしします。
▶日時：6/27 ㈫ 10:30 ～ 11:30
▶場所：中央公民館 1 階子育てスタジオ
▶料金：無料
▶対象：乳幼児と保護者
▶定員：20 組（先着順）
▶持物：図書館の貸出券（お持ちの人）
▶申込み：中央公民館窓口、電話、FAX
問 中 央 公 民 館 ☎ 258-0050 FAX258-
1833

♪おひざでだっこ♪
えほんとわらべうたの会

介護についての悩みや思い、体験などを語
り合いませんか。
▶ 対象：親の介護をしている人
▶場所：中央公民館小会議室
▶料金：無料
▶申込方法：電話（当日まで可能）
問地域包括支援センター埼玉セントラル
　☎ 274-2080　
共催：三芳町役場地域包括支援センター・
地域包括支援センターみずほ苑みよし

介護者交流会

三芳町から発送する一般用郵便封筒に広
告を掲載します。企業・PR・店の宣伝など
を封筒広告に掲載しませんか。
▶封筒規格：角形 2 号・長形 3 号封筒
▶募集期間：6/30 ㈮まで
▶掲載規格：縦 8.0㎝×横 10.0㎝（角 2）
　　　　　  縦 4.5㎝×横 9.0㎝（長 3）
▶作成枚数：2 万枚（角 2）7 万枚（長 3）
▶掲載料金：6 万円（角 2）7 万円（長 3）
▶使用期間：印刷した封筒の在庫がなくな
　るまで
▶申込み：申請書に原稿案を添えて財務課
　へ提出
問財務課管財契約担当内 417

郵便用封筒の広告募集

第 52 回開催予定の町民手作りの文化・
芸能・芸術の祭典「みよし町民文化祭」
に参加する団体、個人を募集。参加者は
次の説明会に必ず出席してください。
▶日時：6/29 ㈭ 19:00 から
▶会場：藤久保公民館ホール 
▶�申込方法：藤久保・中央・竹間沢公民

館で配布の「文化祭開催要項」と「参
加計画書」に必要事項を記入し、最寄
りの公民館に提出。

問 竹間沢公民館 ☎ 049-259-8311

第 52回みよし町民文化祭
参加者募集


