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INFORMATION

電気工事業･管工事業/埼玉県知事（般-29）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！

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

まちの魅力を発信中！

いいね三芳町

▶�募集内容：「住宅防火に関すること」
をテーマとした標語

▶�応募資格：三芳町・富士見市・ふじみ
野市に在住・在勤・在学の人
▶期間：7/1 ㈪～ 8/31 ㈯必着
▶�入賞：最優秀賞 1 点・優秀賞 2 点。入

賞者には賞状・記念品を贈呈。また、
1 年間は火災予防運動などの PR に活
用します。

▶�応募方法：郵送・応募箱（消防署・分
署に備え付け）・メール・FAX で応募

（郵便番号・住所・氏名・ふりがな・
年齢・性別・電話番号を明記）

問 入間東部地区事務組合消防本部予防課
　〒356-0058 ふじみ野市大井中央1-1-19
　☎ 261-6007　FAX 261-4395
　  yobo-01@irumatohbu119.jp

令和元年度「防火標語」

▶勤務期間：7/20 ㈯～ 8/31 ㈯
�保育所
▶勤務場所：第 3 保育所
▶募集数：3 人
▶賃金：時給 970 円または 1,090 円
※  平日 8:30 ～ 17:30( 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
▶賃金：時給 930 円または 970 円
※    平日 8:00 ～ 18:45 の間 4 時間～ 7

時間 45 分勤務 ( 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

 ▼�保険料免除制度・納付猶予制度
経済的な理由等で国民年金保険料を納付
することが困難な場合には、保険料の納
付が免除・猶予となる制度があります。
免除や猶予を受けず保険料を納め忘れの
状態で、障害や死亡といった不慮の事態
が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎
年金が受けられない場合があります。
▶ 申込み：年金事務所または下記で申し

込み ※今年度の受付は 7/1 ㈪から。
申請は原則として毎年度必要です。

問 住民課保険年金担当内 156

国民年金保険料免除等
の申請について

サマージャンボ宝くじ
1等・前後賞合わせて7億円

この宝くじの収益金は市町村の明るく住
みよいまちづくりに使われます。
1 等：5 億円× 20 本
前後賞各：1 億円× 40 本

（発売総額 600 億円・20 ユニット）
発売期間：7/2 ㈫～ 8/2 ㈮
問 公益財団法人埼玉県市町村振興協会
　☎ 048-822-5004

▶募集種目・対象
➊航空学生
　海：高卒者（見込含）18 ～ 23 歳未満
　空：高卒者（見込含）18 ～ 21 歳未満
➋一般曹候補生　18 ～ 33 歳未満
➌自衛官候補生　18 ～ 33 歳未満
▶試験日
➊航空学生　１次：9/16（月・祝）
➋一般曹候補生
　１次：9/20 ㈮～ 22 ㈰の指定日
➌自衛官候補生：受付時にお知らせ
▶応募期間：7/1 ㈪～ 9/6 ㈮
※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

イツモ防災
タウンページ配布

地震などの災害の際、必要な備えや避難
所マップなどをまとめた「イツモ防災タ
ウンページ」を 7 月から NTT タウンペー
ジに同封してお届けします。お手元に置
いて「もしも」の災害に備えましょう。
問 NTTタウンページ㈱お客様相談センター
　☎ 0120-506-309（平日 9:00 ～17:00）

虐待を発見した・受けている・してしまっ
たなどの場合は、埼玉県虐待通報ダイヤ
ル＃ 7171 に電話してください。（IP 電
話の場合は 048-762-7533）
問 福祉課福祉支援担当内 172 ～ 175

虐待通報ダイヤル

▶日時：7/20 ㈯ 9:00 ～ 12:00
▶場所：消防本部 4 階大講堂
▶定員：30 人（先着順）
▶�対象：三芳町・富士見市・ふじみ野市

の在住・在勤・在学者
▶�申込み：7/1 ㈪～ 5 ㈮に下記へ連絡

し予約。
問 入間東部地区事務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

看護職離職時の届け出

♪親子で手打ちパスタ
を作ろう♪

力を合わせ、親子で楽しくパスタを作っ
て食べましょう。
▶日時：7/20 ㈯ 10:30 ～ 13:30
▶場所：中央公民館 2階 キッチンスタジオ
▶料金：1,000 円（親子一組）
▶対象：小学生親子 
▶定員：8 組 16 人
▶�持ち物：エプロン・三角巾・ハンドタ

オル・マスク
▶�申込み :7/2～10に下記へ窓口・電話・

FAX で申し込み。（定員を超えた場合
は抽選。後日結果を連絡）。

問 中央公民館 
　☎ 258-0050 FAX258-1833

親子のふれあい、絵本や、わらべうた、
新しいおともだちとの出会いの場。
▶日時：7/23 ㈫ 10:30 ～ 11:30
▶場所：中央公民館 1 階 子育てスタジオ
▶料金：無料 ▶定員：20 組（先着順）
▶対象：乳幼児と保護者
▶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 
　FAX 258-1833

♪おひざでだっこ♪
えほんとわらべうたの会

大崎電気工業㈱男子ハンドボール部 OB
によるハンドボール教室を開催します。
▶�日程：7 月～ 3 月の最終木曜日（12

月は除く）
▶時間：17:30 ～ 19:30 ▶料金：4,000 円 
▶ 場所：藤久保小学校体育館（11 月以降

は総合体育館アリーナ）
▶�対象：小学生 ▶定員：各 30 人
▶�申込み：下記へ窓口か電話で申し込み。
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

みよしまち
夏休み探検隊 2019

詳細は学校・児童館・公民館などで配布
の「ボランティア活動支援センターだよ
り夏休み特別号」をご覧ください。
▶日程：7/27 ㈯・8/20 ㈫・27 ㈫
▶対象：町内の小中学生 ▶定員：45 人
�▼��イベント内容
・ニュースポーツにチャレンジ！
・マジシャンに弟子入り！？
・ バスツアー「お菓子の国へみんなで行

こう！」
問 社会教育課社会教育担当 ☎257-4266

プレミアム付商品券
取扱店募集

低所得・子育て世帯を対象に販売する、
プレミアム付商品券を使用できる店舗

（取扱店）を募集します。
▶対象：町内の事業所
▶ 申込み：7/1 ㈪～ 7/31 ㈬に申込書（町

ホームページで入手）を下記へ窓口持
参・郵送・FAX・メールで提出。

問 観光産業課商工観光担当内 214・215

三芳町プレミアム付商品券

町では、消費税・地方消費税の引き上げ
が低所得・子育て世帯に与える影響を緩
和するとともに、地域における消費を喚
起・下支えするため、プレミアム付商品
券を販売します。
※使用開始は 10/1 以降を予定していま
す。詳細が決定次第、ホームページなど
でお知らせします。
�▼�対象者
➊ �2019 年度住民税非課税者（課税基

準日 2019 年 1/1・住民税課税者と
生計同一の配偶者・扶養親族、生活保
護被保険者などを除く）

※ ➊の該当者には 7 月末から申請用紙
を発送し、資格審査を行う予定です。
➋ �2016 年 4/2 ～ 2019 年 9/30 まで

に生まれた子が属する世帯の世帯主
※ ➋の該当者は審査不要のため、9 月中旬

から商品券購入引換券を発送予定です。
問 福祉課福祉庶務担当内 176

観光情報発信中！

三芳の魅力いっぱい！
町の旬をお届け！

三芳町観光サイト

法律の改正により、看護職の資格を持ち
就業していない人は、県ナースセンター
への届け出が努力義務となりました。
▶ 申込み：埼玉県看護協会ホー

ムページの「とどけるん」
ページから入力。

問 県ナースセンター　
　☎ 048-620-7339


