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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

地域の【あいの手】となって在宅介護を応援します

介護は年中無休です‼土日を含めた毎日派遣を対応します

三芳町を支えるヘルパーさん募集 身体介護の時給１,９６０円～

〒356-0058 ふじみ野市大井中央 1-7-19 コーポアゼリア 102

お問い合わせ ☎ 049-203-1495 担当 山崎

MIYOSHI 22MIYOSHI23

地域デビューをめざし、ラジオ体操で健康
な体を手に入れましょう。ご自身で毎朝 6
時半のラジオ体操を行い、10 月の講習会
に参加する人にポケットラジオをプレゼン
ト。詳しくは下記へお問い合わせください。
▶対象：町在住者　▶定員：350 人
▶ 申込み：8/10 ㈫から自治安心課窓口

で申し込み。
問 自治安心課自治協働・防犯担当
　（区長会事務局）　内 268・269

みんなでラジオ体操！

県では、皆さんの意見を県政
に反映させるため、アンケー
トに答えていただく「県政サ

ポーター」を募集しています。アンケー
トに回答してポイントを貯めると、抽選
で県産農産物や図書カードが当たります。
▶ 対象：16 歳以上でインターネットの閲

覧とメールの利用を日本語でできる人
（議員・首長・常勤の埼玉県職員は除く）

▶ 申込み：県ホームページ（上記二次元
コード）から登録。

問  県県民生活部県民広聴課
　広聴・知事への提案担当
　☎ 048-830-2850 FAX048-822-9284

みんなの意見が埼玉の力に
県政サポーター募集

緑のボランティアとして活動
したい人のためのセミナー。
トラスト保全地や里山に関す

る講義で、野外での自然観察や活動時の
安全対策を学びます。
▶日程：9/4 ㈯～ 11/13 ㈯で全 6 回
▶�場所：県内トラスト保全地・埼玉教育

会館など
▶�対象：ボランティアスタッフとして協

会の活動に参加できる人
▶料金：6,000 円（非会員は +1,500 円）
▶定員：30 人
▶ 申込み：8/27 ㈮までに下記へ電話ま

たは協会ホームページから申し込み。
問  （公財）さいたま緑のトラスト協会
　☎ 048-824-3661

緑のボランティアセミナー
参加者募集

詳しくは 8/23 ㈪から上下水道課で配布
する受験案内をご覧ください。
▶受験資格：次のいずれかに該当する人
➊�高等学校の土木工学科またはこれに相

当する課程を修了し卒業した人
➋�高等学校を卒業した人で、排水設備工

事等の設計または施工に関し、1 年以
上の実務経験を有する人

➌�排水設備工事等の設計または施工に関
し、2 年以上の実務経験を有する人

➍➊～➌に準ずる人
▶�試験日：11/28 ㈰
▶会場：聖学院大学（上尾市戸崎 1-1）
▶受験料：10,000 円
▶�申込期間：8/23 ㈪～ 9/30 ㈭（必着）
問 上下水道課下水道業務担当
　☎ 274-1014

排水設備工事責任技術者
共通試験

みんなの LAUGHTER
開催

水の事故を防ぐために

令和 2 年中、県内では水の事故が 17 件
発生し、11 人が亡くなっています。お
酒を飲んだら近づかない、子どもから目
を離さないよう十分注意しましょう。
問  東入間警察署地域課地域総務係
　☎ 269-0110

8 月は「人権尊重社会をめざす県民運動
強調月間」です。お互いの人権を尊重し
ながらともに生きる社会の実現をめざ
し、オンラインでの人権啓発イベントを
開催します。
▶日程：8/1 ㈰～ 9/30 ㈭
▶ 内容：特設サイトでの、動画・ポスター・

パネルなどのＷＥＢ展示やクイズ。
問 県人権推進課☎ 048-830-2258

ヒューマンフェスタ
オンライン 2021

シニアのための、健康長寿や
ボランティア活動などの講座
を開催します。詳しくはホー

ムページをご覧ください。
問  （公財）いきいき埼玉 未来大学担当
　☎ 048-728-2299

埼玉未来大学
受講生募集

敬老祝金

町では長寿を祝福し、敬老祝金事業を行っ
ています。令和 2 年 8 月 15 日以前から
引き続き 1 年以上在住の人が対象です。
▶対象
① 100 歳（百寿）30,000 円
大正9 年8月16日～大正10 年8月15日生
② 99 歳（白寿）20,000 円
大正10年8月16日～大正11年8月15日生
③ 88 歳（米寿）10,000 円
昭和7 年8月16日～昭和8年8月15日生
▶ 振込み予定 :9 月下旬　　　　　　　

受給資格者には 8 月中旬に通知など
を郵送します。敬老祝金は口座振込み
によりお支払いしますので、敬老祝金
口座振込依頼書に記入し、同封の返信
用封筒にて 8 月末日までに返送して
ください。なお、口座をお持ちでない
人は下記までご連絡ください。

問 福祉課福祉庶務担当内 176 ～ 178

▶日時：8/22 ㈰ 9:00 ～ 12:00
▶場所：消防本部 4 階大講堂
▶定員：15 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：8/2 ㈪～ 6 ㈮に下記に電話

で申し込み。
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

さいたま地方法務局と埼玉県人権擁護委
員連合会は、子どもをめぐる様々な人権
問題へ取り組むため、全国一斉「子ども
の人権 110 番」強化週間を設定し、通
常の受付時間を延長するなどして、一人
でも多くの子どもたちから専用相談電話
による相談を受け付けます。
※秘密は厳守します。
▶専用電話番号：0120-007-110
　　　　　　　  （全国共通・無料）
▶期間：8/27 ㈮～ 9/2 ㈭
▶時間：8:30 ～ 19:00
※ 8/28 ㈯・8/29 ㈰は 10:00 ～ 17:00
問 さいたま地方法務局人権擁護課
　☎ 048-859-3507

「子どもの人権 110 番」
強化週間

裁判員裁判の実施状況

裁判員制度はスタートから
10 年以上が経過しました。
これまでに約 13,000 件の裁

判員裁判が行われ、約 77,000 人が裁
判員として参加しました。今後とも裁判
員制度へのご協力をお願いします。詳し
くはホームページをご覧ください。
問 さいたま地方裁判所総務課広報係
　☎ 048-863-8945 

アンケートに答えて
図書カード等が

当たる

ヨガやストレッチで
リフレッシュ！

障害等級の 1 級または 2 級に該当する
人は、障害基礎年金を受けられる場合が
あります。ただし、保険料の納付状況に
よっては受けられない場合もありますの
でご注意ください。
※障害者手帳にある等級とは異なる。
※ 一定額以上の所得や他年金を受給して

いる場合の受給制限あり。
▼ 対象：下記の条件下で障害等級の 1

級または 2 級に該当した人
① 国民年金加入中等に初診日がある病気

やケガ等で障害状態になった場合
②  20 歳前に初診日がある病気やケガ等

で障害状態になった場合（20 歳また
は障害認定日から受給可）

問 住民課保険年金担当内 156

障害基礎年金

LAUGHTER（ラフター）とは「笑
い声」のこと。みんなで笑って、
ヨガやストレッチで体を動かし、

リフレッシュしましょう。
▶ 日時：9/2 ㈭・10/4 ㈪・11/5 ㈮

10:00 ～ 11:00
▶ 申込み：ふれあいセンターブログ（上

記二次元コード）または下記へ電話で
申し込み※各日程 1 か月前から受け
付け開始。

問  ふれあいセンター☎ 258-7211


