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　　環境に優しい清掃を　　株式会社　アゼル

三芳町北永井　394-2　　☎049-257-2658

された環境に優しいアルカリイオン電解水

おお子子ささんん、、ペペッットトののいいるる家家庭庭ででもも安安心心ししてて使使ええまますす

掃除のプロが自信をもってプロデュース　

化化学学合合成成洗洗剤剤をを一一切切使使用用ししててなないいののでで赤赤ちちゃゃんんやや

eco clean water（家庭用販売キット）

9999..99％％のの水水とと汚汚れれをを分分解解すするる00..11％％のの電電解解水水でで構構成成
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ビルスコープ株式会社 
☎ 049-293-4900 

〒354-0041 三芳町藤久保 539-4-303 電電気気抵抵抗抗試試験験  

官公庁・大手の建設会社・マンション管理会社もリピーター 高い精度で原因を特定 

✉ chousa@buil-scope.co.jp 

 

三芳町役場 ☎ 049(258)0019（代表）
〒354-8555 三芳町大字藤久保 1100 ｰ 1

お知らせ
「募集」「イベント」「お知らせ」など
暮らしに役立つ情報をお届けします。

今後の状況により、下記のページに掲載されているイベント等が
中止や延期になる場合があります。詳細は町ホームページを確認、
または担当課へお問い合わせください。※町主催以外のイベント
等については、直接主催者へお問い合わせください。

● information（P9） ●図書館だより（P14）●保健・健康（P15）　
●お知らせ（P16 ～ 20）●無料相談（P21）　●子ども通信（P24・25）

町内公共施設のイベント等の開催状況！

熱中症は梅雨入り前から発生
し、梅雨明けに多発する傾向
があります。特に高齢者や乳

幼児は注意が必要です。
➊�暑さを避ける
　�（換気扇や窓開放で換気をしつつ、エ
アコンなどで温度を調整。）

➋適宜マスクを外す
　�（屋外で人と 2m以上の距離を確保で
きる場合、マスクを外す）

➌�こまめに水分補給
　（のどが渇く前にとる）1.2L/ 日が目安
➍�日頃から体調管理
　（日頃から体温測定や健康チェック）
➎暑さに備えた体づくり
　�（暑くなり始めの時期から無理のない
範囲で運動をする）

※�詳しくは、環境省・厚生労働省のHP
をご覧ください。（左上コードからリ
ンクページ参照）

問�健康増進課健康長寿担当内 188～191

「新しい生活様式」での
熱中症予防のポイント

◀
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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 (第 1期 )
※便利な口座振替をご利用ください。

納期限にご注意

国税局や税務署において、税
のスペシャリストとして働く
税務職員（国家公務員）を募

集します。
▶�受験資格：令和 4年 4月 1日におい
て高等学校等を卒業してから 3年を
経過していない人�他

▶�申込み：6/20 ㈪～ 6/29 ㈬までに左
上の二次元コードから原則インター
ネットで申し込み。

▶�試験日：第１次試験日 9/4 ㈰
問�関東信越国税局人事第二課試験係
　☎ 048-600-3290 内 2097

川越税務署からのお知らせ
令和 4年度税務職員募集

第６次総合計画審議会
委員募集
第６次総合計画審議会委員を
募集します。まちづくりの基
本となる総合計画を一緒に考

えていきませんか。内容や応募方法など
は町HP（左上コード）をご覧ください。
▶�申込み：6/15 ㈬までに応募用紙に記
入のうえ、下記までメール、郵送（必
着）で申し込み。

問��政策推進室政策推進担当内 422
　� �seisaku@town.saitama-miyoshi.lg.jp

エコをテーマにした、子どもから大人ま
で楽しみながら環境について学べるイベ
ントです。ぜひご参加ください！
▶�日時：6/25㈯�10:00～13:00( 一部雨
天中止 )　※9:50から開会セレモニー
▶�場所：ふじみ野市・三芳町環境センター
（ふじみ野市駒林 1117）
※無料送迎バスは運休となります。
�▼�内容

【体験ブース】�
リ サ イ ク ル
ハガキ・エコ
バッグ・ハー
バリウム作り

/自転車の無料点検 /クイズラリー（エ
コグッズプレゼント）/ 生ごみの水切り
コーナー（水きりグッズプレゼント）/
車両展示 /給水スポット（マイボトル要
持参）ほか
【イベント広場】�キッズダンス/太鼓演奏
ほか（雨天中止）
【資源物回収キャンペーン】雑がみ、リチ
ウムイオン電池とエコグッズの交換
�■�バーデプールお子様タイム
▶�時間：毎時 00分開始（1回 50分）
▶�対象：小学生以下と保護者
▶�定員：各回 40人　▶�料金：無料
▶�持ち物：【プール】水着、水泳帽など��
【温浴施設】シャンプー、タオルなど
▶�申込み：エコパフロントで整理券配布
�■�フードドライブ
ご家庭で余っている食べ物の寄付にご協
力ください。フードバンクに提供します。
▶�回収条件：「賞味期限が明記してあり、
3か月以上ある」、「常温で保存可能で
未開封」、「包装や外装が破損してなく、
中身が出ていない」等

問��環境課環境対策担当�内 217

第6回
エコラボフェスタ開催

エコラボフェスタの開催に伴い、6/25
㈯は持ち込みごみの受け入れを停止しま
す。またエコパは 9:00 ～ 16:00 臨時
休館します。
※ 16:00 ～ 21:00 まで通常開館
問��環境課環境対策担当�内 217

環境センターごみ受入停止
・エコパ臨時休館

入間東部地区事務組合では、
普通・上級救命講習を実施し
ています。新型コロナウイルス

の影響で日時が流動的であるため、詳し
くは組合ホームページをご確認ください。
問�入間東部地区事務組合消防本部
　救急課救急係☎ 261-6673

救命講習

町立児童館、学童保育室では
夏休み期間中の会計年度任用
職員を募集しています。

詳細は町HP（左上コード）からご覧くだ
さい。
▶�申込み：総務課職員担当に登録申込書
を提出。

問�総務課職員担当内 407
�➊�児童館（藤久保・北永井・竹間沢）
▶�勤務時間：9:00～17:30（実働7時間半）
▶�募集人員：3人（各児童館1人）
▶�資格：不問（保育士、幼稚園・小・中・
高校教諭資格、児童厚生員　有資格者
優遇）
▶�任期：7/19 ㈫～ 8/31 ㈬
問�竹間沢児童館�☎ 259-8315
�➋�学童保育室
▶�勤務時間：【平日】7:45 ～ 18:45
　�【土曜日】7:15 ～ 18:45（シフト制。
実働 7時間半勤務希望ですが要相談）
▶�募集人員：7人（藤久保第1・第2・唐沢・
北永井・竹間沢：各1人、上富2人）
▶�資格：不問（保育士、幼稚園・小・中・
高校教諭資格、放課後児童支援員有資
格者優遇）
▶任期：7/21㈭～8/31㈬
問�北永井児童館内学童事務局
　　☎ 258-9962

【夏季期間】
会計年度任用職員の募集

学童保育室
夏休み利用申込み

夏休みだけ、学童保育室を利用する人の
申し込みを受け付けています。（８月の
みの利用や 9月以降も継続したい場合
を含む。）
▶�対象：町立小学校の 1 ～ 6 年生で、
保護者の就労などで家庭がいつも留守
の児童。

▶�必要書類：➊入室申込書➋入室申込補
助票➌就労証明書または保育を必要とす
ることを証明する書類➍重要事項確認書
同意書（下記窓口および町内各学童保
育室にて入手）
▶▶��申込み申込み：6/10 ㈮までに申し込み書類：6/10 ㈮までに申し込み書類
を下記窓口へ提出。を下記窓口へ提出。

問�こども支援課保育担当こども支援課保育担当内 253～255253～255

▶�期間：6/13 ㈪～ 7/29 ㈮
　※土・日・祝は除く
▶�対象：現在受給者証を持っている、引
き続き治療が必要な20歳未満の人の保
護者

▶�申込み：➊～➍を郵送か窓口で申し込み。
　�➊申請書、➋医療意見書、➌健康保険
証の写し、➍受診者の加入する公的医
療保険（健康保険）の被保険者の市町
村・県民税課税（非課税）証明書（税
額・所得金額が記載されたもの）

※�保健所から申請に必要な書類について
の御案内が郵送されます（医療意見書
は同封しません。指定医に依頼してく
ださい。）

問��朝霞保健所（朝霞市青葉台 1-10-5）�
☎ 048-461-0468

小児慢性特定疾病医療
費支給継続申請の受付


