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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Ⓡ

夏季には細菌による食中毒が発生しやすく
なります。多くは食肉を生や加熱不足で食
べることによるカンピロバクターや腸管出血
性大腸菌による食中毒です。次の点に注意
しましょう。
１　肉の生食は食中毒のリスクがあります。た
　 とえ生食用であっても、子ども、高齢者や
　  抵抗力の弱い方は生食を控えてください。
２　レバーなどの内臓や食肉を調理するとき
　　は、しっかり加熱（75℃で１分間以上）
　　して食べましょう。表面が焼けていても、
　　内部が生であることがあります。
３　食肉は、購入から調理までの間、細菌
　　が増殖しないよう低温保存（１０℃以下）
　　しましょう。
４　焼肉やバーベキューをするときは、生肉
　　に触れた箸やトングで、焼きあがった
　　肉やサラダなどを食べないようにしま
　　しょう。
５　野菜、果物、調理済みの食品は、生肉
　　やその肉汁と触れないようにしましょう。
６　生肉の調理に使用した包丁やまな板な
　　どは、その都度、洗浄消毒をしましょう。
７　調理前や生肉に触れた後、トイレの後は、
　　手指の洗浄消毒をしましょう。
問 朝霞保健所☎ 048-461-0468

ふじみ野市・三芳町環境センター環境学
習館（ふじみ野市駒林 1117 番地）で、7
月～ 8 月に開催するイベントです。
▶日時・内容：

【エコラボフェスタ】（えこらぼ夏祭り）
7/15 ㈯ 10：00 ～ 15：00

【ミニキエーロづくり】
夏休みの自由研究にぴったり！
7/26 ㈬ 9：30 ～ 12：00（受付 7/10 ～）

【むかしあそび】
竹とんぼ、ぶんぶんごま、やっこだこを
つくってあそぼう
7/29 ㈯ 9：30 ～ 12：00（受付 7/11 ～）

【環境センター見学会】
8/1 ㈫、8/15 ㈫ 9：30 ～ 11：30（受
付 7/12 ～）

【えこらぼで星空教室】
望遠鏡を使って月の撮影をしよう！
8/2 ㈬ 19：00 ～ 20：30（受付 7/13 ～）

【家具清掃と水鉄砲づくり】
8/9 ㈬ 9：30 ～ 12：00（受付 7/14 ～）

【牛乳パックで紙すき体験】
8/22 ㈫ 9：30 ～ 12：00（受付 7/21 ～）
問 ふじみ野市環境課☎ 262-9022

見て・さわって・感じる
体験の場「えこらぼ」

声の出し方、話の伝え方など、話すこと
が楽しくなるワークショップです。
▶日時：7/9 ㈰、7/23 ㈰、7/30 ㈰
　各日　10：00 ～ 12：00
▶会場：コピスみよし　▶料金：1,500 円
▶ 講師：横山義恭（元NHKアナウンサー）
問 コピスみよし☎ 259-3211
　（来館および電話で申し込み）

“ 話す ”ワークショップ

認知症について正しく理解し、認知症の
人や家族を温かく見守る応援者、「認知
症サポーター」を養成する講座です。
▶�日時：7/25 ㈫　14：00 ～ 15：30
▶対象：どなたでも可　▶定員：40 人
▶料金：無料　▶場所：藤久保公民館
▶ 申込み：地域包括支援センターまで電

話・窓口で申し込み
問 健康増進課地域包括支援センター　
内 188・189

平成 29 年 7 月 31 日㈪で臨時福祉給付
金（経済対策分）申請書の受け付けは終
了となります。まだ申請書を提出してい
ない人は、早めの申請をお願いします。
※申請書は、三芳町役場から対象者と思
　われる人に郵送しています。
　還付金詐欺にご注意ください！
問 福祉課臨時福祉給付金担当内 165～168

臨時福祉給付金（経済対
策分）の申請受付期限

アンサンブル凜は、三芳町を拠点として活動
をしている弦楽アンサンブルです。弦楽を愛
し、フーガに恋した大作曲家たちの美しき調
べをお楽しみください。会場では、東日本大
震災復興義援金も受付けます。
▶ 曲目：メンデルスゾーン『弦楽のため

の交響曲第８番』ほか
�▶日時：8/6 ㈰ 14：30 開演（14：00 開場）
▶�会場：コピスみよしホール
▶�対象：小学生未満は入場不可
▶�料金：全席自由 500 円
問 コピスみよし☎ 049-259-3211

平成 30 年 1 月 8 日（月・祝日）に開
催する成人式の実行委員を募集します。
式典内容や記念品を自分たちで考え、い
つまでも思い出に残る成人式づくりに参
加しませんか。
▶日程：平成 30 年１月８日（月・祝）
▶対象：平成 9 年 4 月 2 日から平成 10
　年 4 月 1 日までに出生され三芳町に
　在住されている人（定員 10 人程度）
▶ 申込方法：応募用紙（町ホームページ

や教育総務課で入手）に必要事項を記
入し、郵送、Ｅメールのいずれかで教
育総務課に提出。

▶応募期間：7 月 31 日（月）まで
問 教育総務課施設庶務担当内 533

 kyousoumu@town.saitama-miyoshi.lg.jp

平成 30 年成人式
実行委員募集

災害時に、J-ALERT から送られてくる国の
緊急情報を確実に住民の皆さんに伝えるた
め、「防災行政無線放送」を使って緊急地
震速報の試験を行います。
※事前に三芳町地域コミュニティーメー
ル・町ツイッター・ホームページでも周
知します。住民の皆さんも放送が聞こえ
たら机の下に身を隠すなどの訓練をして
みましょう。
▶ 日時：7/5 ㈬ 10：15 頃
▶放送内容：（チャイム）「こちらは防災
みよしです。ただ今から訓練放送を行い
ます。」（緊急地震速報チャイム音）「緊
急地震速報。大地震です。大地震です。
これは訓練放送です。」３回繰り返し。

「これで訓練放送を終わります。」（チャ
イム音）
問自治安心課防犯防災担当内 265

埼玉県市町村職員
採用合同説明会
市町村ごとに設置するブース
で、市町村の特色や仕事内容、
職員の募集内容、勤務条件な
ど、市町村の人事担当者等か

ら直接聞くことができます。入場無料、
予約不要、入退場自由です。
三芳町もブースを設置する予定です。
▶�日時：7/12 ㈬　13：00 ～ 18：00
　（入場は 17：00 まで）
▶�会場：さいたまスーパーアリーナ
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

▶募集種目・対象
①航空学生
海：18 ～ 23 歳未満、空：18 ～ 21歳未満
高卒（見込含）または高専３年次修了者（見込含）
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：9/18（月・祝）
　２次：10/17 ㈫～ 22 ㈰の指定日
　３次：11/18 ㈯～ 12/21 ㈭
②一般曹候補生
　１次：9/16 ㈯～ 18 ㈪の指定日
　２次：10/5 ㈭～ 11 ㈬の指定日
③自衛官候補生
　試験日については受付時にお知らせ
※年齢は、平成 30 年４月１日現在での
　年齢です。
▶応募期間：7/1 ㈯～ 9/8 ㈮
※自衛官候補生は年間を通じて募集。
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

アンサンブル凜第 20 回
記念定期演奏会

J-ALERT
緊急地震速報訓練

食中毒に気をつけましょう

事前登録により、住民票の写しや戸籍謄
抄本等を、本人の代理人及び第三者に交
付した場合に本人に通知する制度です。
▶対象：町に住民登録・本籍がある人
▶登録手続き：
　・本人通知登録申請書
　・本人確認書類（運転免許証など）
▶通知内容：
　交付した証明書の種類、交付日時、通
　数、交付請求者の種別（代理人、第三
　者の別）
問 住民課住民担当内 142 ～ 146

認知症サポーター養成講座ストップ！
ごみのポイ捨て 路上喫煙

安全で快適な生活環境を確保するため、空
き缶や吸い殻等の投げ捨て、飼い犬のふん
の放置、路上喫煙の防止や土地の適正な管
理を規定した「三芳町をきれいにする条例」
を平成 28 年12 月から施行しています。

「環境美化重点区域」および「路上喫煙禁
止区域」の区域内において、違反行為を行っ
たものに対しては指導等が適用されます。
みなさんのご理解とご協力をお願いします。
問 環境課環境対策担当内 216・217

本人通知制度
住民票等の不正請求防止

▶勤務期間：7/21 ㈮～ 8/31 ㈭

▶勤務場所：各町内公立保育所
▶募集数：3 人程度
▶賃金：時給 950 円または 1,070 円
※  平日 8:30 ～ 17:15( 休憩１時間）
�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

保育所・学童・児童館
夏季臨時職員募集

�保育所


