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町内工事予定一覧

スポーツ

三芳町スキー教室19

第５回三芳町
オープンペタンク大会

20

12月の土曜開庁は3日です
　12月の土曜開庁日は「12月3日」

です。本庁、出張所ともに午前8時

30分から正午まで開庁しています。

町では、ひとり親家庭の福祉を充実す

るために、低所得のひとり親家庭の児

童が小・中学校へ入学するとき、就学

祝品をさしあげています。

V ひとり親家庭の父・母または父母

のいない児童を養育している人

　 子が平成24年４月に小・中学校に

入学予定

　 平成23年度市町村民税非課税世帯

の人（生活保護世帯を除く）※平

成23年１月１日の居住地が三芳町

以外の方は、平成23年度市町村民

税非課税証明書を添付ください。

■上記の～の条件にすべて該当す

る人が対象となります

【支給品目】図書券（5,000円）

U平成24年１月31日までに、

　こども支援課へ申込みください。

Zこども支援課児童福祉係（H165）

　F274-1051

ひとり親家庭児童
就学祝品制度

12
募　集

「子どもの読書活動の推進に関する法律」の

規定により、「子ども読書活動推進計画」を

策定します。広く住民の意見を反映し有意義

な計画策定をするため委員を募集します。

【応募資格】町内在住で子どもの読書活動に

興味、経験がある人　【委嘱期間】平成24年１

月10日～計画策定終了まで　【募集人数】

２人　【応募方法】12月１日から10日まで

に、氏名、住所、年齢、応募動機、活動の記

録（職歴）を記入し、中央図書館に持参、郵

送、FAX、メールで申込みください。

Z中央図書館258-6464 F258-6488

E toshokan@town.saitama-miyoshi.lg.jp

三芳町子ども読書活動
推進計画策定委員募集
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講　座

P 平成24年１月21日午前10時～午

後３時

X●相手の心を開かせるカウンセリング

　●生活保護から抜け出すには

P 平成24年２月４日午前10時～午

後３時

X● 民間シェルターの事例とシェル

ター退所後の対応

　● 新入管法に基づく外国人DV被害者

の在留資格・保護命令・接近禁止令

Qうれし野まちづくり会館

Zふじみの国際交流センター

　256-4290

ＤＶ被害者支援
ボランティア育成講座

18

ジモトの農産物などを使った夢のある

「ジモトのラスク」を募集します。詳しく

は、下記ホームページをご覧ください。

■ジモトのおやつのホームページ

http://j-oyatsu.com/

R平成24年１月20日まで　【賞品】

最優秀賞（１点）表彰状及び副賞（商品

券３万円）、優秀賞（２点）表彰状及び副

賞（商品券１万円）をプレゼントします。

ZNPO法人東上まちづくりフォーラ

ム　048-476-4600 F048-476-4607

Einfo@j-oyatsu.com

埼玉県南西部地域振興センター

048-451-1110 F048-451-1113　

E j5111101@pref.saitama.lg.jp

『ジモトのラスク』
  レシピ募集
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県では、地球温暖化防止の普及啓発を

行い、県民、事業者、行政とともに取

組を推進する推進員を12月16日まで

の期間で募集します。応募方法など詳

細は下記までご連絡ください。

X埼玉県環境部温暖化対策課

　048-830-3038

地球温暖化防止活動
推進員募集

16

警察官募集15

平成23年度第３回埼玉県警察官採用試

験を次のとおり行います

【願書受付】12月２日～16日

【試験日】平成24年１月29日

Z東入間警察署警務課269-0110

入学資金融資
あっせん制度
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町では、高校や短大、大学等の入学に

際し、入学資金の調達が困難な人にそ

の資金の融資あっせんを行っています。

【融資あっせん対象者】

■本町に引き続き２年以上居住してい

ること

■高等学校、大学（短大含む）、専修

学校に入学が確実であること

■入学資金の調達が困難な者であること

■町税を完納していること

■取扱金融機関の融資条件に適合する

こと（取扱金融機関の審査あり）

【融資額】高等学校・専修学校（高等

課程）／30万円まで、大学・専修学校

（専門課程）／50万円まで

【返済期間・返済方法】

３年（36ケ月以内）／月賦返済

【利子（保証料含む）・担保】

完済後、町より全額補助、担保不要

R平成23年12月１日～平成24年２月

29日まで　U・Z学校教育課学務指

導係（H524・525）　F274-1056

V県内在住の平成24年４月に中学校に入

学する児童を扶養しているひとり親家庭

の父・母及び父母のいない児童を養育し

ている人で申請者及び同居している扶

養義務者のそれぞれ全員が市町村民税

非課税世帯の人（生活保護世帯を除く）

【支度金額】一人につき10,000円

U12月28日までに、振込先金融機関

の通帳（申請者名義の普通口座に限る）

を持参の上、こども支援課児童福祉係へ

申込みください。　※受付期限を過ぎま

すと申請を受け付けられません。また、申

請書を提出しない人は支給されませんの

でご注意ください。　※配偶者から１年以

上遺棄されている場合や配偶者に一定

の障害がある場合など、窓口でご確認く

ださい。※平成23年１月１日の居住地が三

芳町以外の場合は、平成23年度の市町村

民税非課税証明書を添付ください。

Zこども支援課児童福祉係（H165）

　F274-1051　

　県少子政策課048-830-3337

ひとり親家庭児童就
学支度金支給制度
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工事名 完成予定 工事箇所 距離

1 町道幹線1号線道路修繕工事（その2）平成24年１月31日 上富第１区地内 141.00m

2 町道幹線4号線道路修繕工事（その2）平成24年１月31日 北永井第１区地内 17.70m

3 町道幹線22号線道路修繕工事（その2）平成24年２月29日 竹間沢第１区地内 200.00m

4
町道北永井159・160号線他１路線道
路改良工事

平成24年３月15日 北永井第２区地内 136.70m

5 上富水路整備工事 平成24年３月15日 上富第３区地内 52.50m

6 ５号井導水管布設替工事 平成24年２月29日 藤久保第４区地内 221.00m

7 上富第１区地内雨水管布設工事 平成24年３月２日 上富第１区地内 58.88m

エコドライブ月間

【エコドライブの方法】
ふんわりアクセル
加減速の少ない運転
早めのアクセルオフ
アイドリングストップ

子ども

日時 12月10日午前８時受付
午前９時試合開始

場所 総合運動公園

試合方法 トリプルス（男女問わず）・予
選リーグ戦・順位決定リーグ戦

参加費 日本協会会員1,000円
一般参加者1,500円

申込み
問い合わせ

三芳町ペタンククラブ事務
局・F258-3993（吉澤）

日時
平成24年２月９日 午後
９時出発～12日到着　
2.5泊

場所 長野県 栂池高原スキー場

定員
35人（高校生以上）
18歳以下の人は、原則引
率者等の同伴を要します

参加費 33,000円
集合場所 役場駐車場（北側駐車場）
申込締切 平成24年１月27日

その他
希望者には全日本スキー
連盟公認の「基礎スキー
技能検定」を行います

申込み ・総合体育館
258-0311 F258-0292

問い合わせ
・三芳町スキー連盟事務局
261-0535（神木）
午後７時～９時
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