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手話通訳者派遣事業で活躍する登録手

話通訳者の認定試験を実施します。

P３月４日午前９時～

Q富士見市市民福祉活動センターぱ

れっと会議室

【受験資格】聴覚障がい者との関わり

が概ね３年以上、かつ町内の聴覚障が

い者との関わりが概ね１年以上あり、

三芳町又は富士見市手話通訳者養成講

習会を修了している人。またはそれと

同等の通訳技術・資格を有する 20歳

以上で町内に住所を有する人。

U福祉課障がい者福祉係にある申込書

に必要事項を記入し、２月15日まで

に障がい者福祉係へ提出

Z福祉課障がい者福祉係（H174～

176）F274-1051

三芳町登録手話
通訳者認定試験
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学校、病院、工場など、たくさんの人が

出入りをする建物では防火管理者を定め

ることが義務づけられています。

P甲種新規／２月16日・17日　乙種

／２月16日午前9時～午後4時30分　Q

消防本部大会議室　V三芳町、ふじみ野

市、富士見市に在住・在勤で管理監督的な

立場の人　W70人　S3,500円（テキスト

代）　U２月６日午前8時30分～午後4

時に消防本部予防課、富士見消防署、上

福岡消防署へ申し込み　Z入間東部地区

消防組合消防本部予防課261-6007

甲・乙種防火管理講習会25

講習会

試　験

2月の土曜開庁は4日です
　２月の土曜開庁日は「２月４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。

男女共同参画とは…

　男女の人権が等しく尊重され、社会

参加意欲にあふれた女性が自らの選択

によって生き生きと活躍でき、男性も

家庭や地域で人間らしい生き方を楽し

み、お互いが支え合い、利益も責任も

分かち合える、いわば女性と男性のイ

コール・パートナーシップで築き上げ

る社会です。

　男女が、個々の個性・能力を発揮で

きる、豊かで活力あるまちづくりを進

めるため、委員の募集をします。

【任期】平成 24年４月１日～平成 26年

３月 31日　X●情報誌の企画・編集

●セミナーの企画・運営●男女共同参

画推進施策への意見・提案　t12人

U３月２日までに「応募動機」をま

とめ、住所・氏名・年齢・性別・電話

番号を明記し、下記に提出　Z総務課

人権推進係（H404・405） F274-1055

男女共同参画
推進会議委員の募集
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幹部候補生（一般・技術）資格：22

歳以上26歳未満の者　幹部候補生

（歯科・薬剤）資格：専門の大卒（見込

含）20歳以上30歳未満の者（薬剤は20

歳以上28歳未満の者）【受付期間】２

月１日～４月27日まで【試験期日】幹部

候補生：一次５月12・13日（13日は飛行

要員）二次６月12日～15日。三次試験７

月９日～８月９日のうち指定する日（飛

行要員のみ） U・Z自衛隊入間地域事

務所　川越募集案内所049-224-0947

自衛官採用試験22

予備自衛官補（一般公募）資格：日本

国籍をもつ 18歳以上 34歳未満の者予

備自衛官（技能公募）資格：日本国籍を

有する 18歳以上で国家資格を有する者

【受付期間】１月 11日～４月４日【試験

日】４月 13日～ 16日のうち、いずれか

1日を指定。　U・Z自衛隊入間地域事

務所　川越募集案内所 049-224-0947

予備自衛官補採用試験23

P２月10日午後１時～４時（受付は正

午～午後３時30分）　Q浦和コミュニ

ティセンター　V平成24年３月大学・短

大・専門学校卒業見込みの人（１～３年

以内程度の既卒者の参加可）　I予約

不要、入退場自由、履歴書複数持参、参

加企業一覧を来場者に配布　Z埼玉県

雇用対策協議会　048-647-4185

求人企業合同説明会24

説明会
P２月19日午前9時～正午

V三芳町・富士見市・ふじみ野市に在

住・在勤の人　W30人　U２月６～

10日の間に下記まで連絡し予約をし

てください　Z入間東部地区消防本部

救急課　261-6673（平日のみ）

午前8時30分～午後５時まで受付

普通救命講習会26

イベント情報やお知らせ、みらいくん
と、のぞみちゃんのつぶやき配信中！
G twitter.com/miyoshi_machi

ツイッター配信中！

形成展開する
日本の三つの中華街
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淑徳大学／みよしコミュニティ・カレッジ2011

全３回、今回は日本にある３つのチャイナタウン等

を取り上げ、日本人社会との関係を見ていきます。

【講師】淑徳大学教授：岩村沢也氏

Q藤久保公民館　午後７時～８時30分

W先着25人　S1,000円（全３回分）

U２月29日締切、下記まで

Z淑徳大学国際コミュニケーション学部総務部

274-1511 F 274-1521

募　集

講　座

P２月16日午後２時～４時

X認知症介護：こんなときどうする？

V介護している人、介護に関心のある

人等　Qみずほ苑　S無料

U・Zみずほ苑　258-9488

介護認知症教室15
ふれあいセンター
臨時職員募集（用務員）
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【職種】用務員　（屋内外管理・清掃）

【対象】64歳までの人　

【採用期間】３月１日から（１か月試用

期間あり）　

【賃金】日給 6,300円（月 12日程度）　

【勤務時間】８時 30分～午後５時まで

【募集期間】２月 13日～（決まり次第

終了）※面接日は後日連絡します

Z・履歴書提出先：ふれあいセンター

三芳町上富 1599-1  258-7211

【勤務地】三芳町役場こども支援課【勤

務時間】週４日午前９時～午後５時【採

用時期】４月２日（予定）【募集人数】

１人【資格要件】臨床心理士、社会福祉

士、児童福祉士のいずれかの資格を有

し、相談業務の経験がある人【内容】児

童相談および要保護児童対策地域協議

会調整機関としての事務【賃金】日額

10,000円　Zこども支援課児童福祉係

（H167）F274-1051

家庭児童相談員募集17

女性のための
こころの健康講座

14

「女性だから」「妻だから」「母親だ

から」と、がんばりすぎていませんか。

体と心をみつめる時間をお届けします

【講師】臨床心理士・助産師健康

運動指導士臨床心理士管理栄養

士V町内在住の女性　W20人　S無料

（調理費は自己負担）

U・Z福祉課地域生活支援センター

274-3472 F274-3366

内　容 日　時 場　所

コラージュ：
作品は自身の

心の鏡

2月8日
9:30～11:30

地域生活支
援センター

ストレッチ：
体を動かし、心
もリフレッシュ

2月15日
9:30～11:30

竹間沢公民
館ホール

講話：頑張りす
ぎないために…

2月29日
10:00～12:00

竹間沢公民
館ホール

調理実習：食
事は心と若さの源

3月8日
9:30～12:30

地域生活支
援センター

第１回
３月２日

長崎：唐人屋敷から新地
中華街へ

第２回
３月９日 横浜中華街

第３回
３月16日

池袋チャイナタウン＋新
大久保コリアンタウン

町内工事予定一覧

工事名 完成予定 工事箇所 距離

1 町道竹間沢東１号線道路修繕工事 平成24年3月15日 竹間沢東 65.00m

2011年２月１日発行 2425 No.900

町では、次の規則の改正について、ご

意見を募集します。意見は、最終決定

の参考とします。

【規則】三芳町行政連絡区の設置及び区

長、副区長の組織並びに運営に関する

規則の一部を改正する規則　

【募集期間】２月１日～３月１日

【公表場所・提出先】町ホームページ、

役場２階地域振興課、各公民館、図書

館、歴史民俗資料館※所定用紙で提出

Z地域振興課自治協働係（H267・268）

F274-1053

パブリックコメント募集20


