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INFORMATION

保育所・学童保育室
４月からの臨時職員募集

４月 1日から９月 30日まで（６か月ご
との更新あり）の臨時職員を募集します。
▶�保育所臨時職員…若干名
♦一日勤務（保育士）
　�勤務日�　�月～金の週５日（２か月に１

回程度、行事等による土曜あり）

　資格� 　保育士の資格を有する人
　賃金� 　日給 7,600 円
♦短時間勤務（保育補助）
　勤務時間…�平日の 7：00～ 19：15�

までの３～５時間程度およ
び土曜 7：00 ～ 16：45
の６時間程度

　資格� 　保育士または子育て経験者
　賃金� 　有資格：時給 940円
　� 　無資格：時給 860円
▶�みどり学園臨時職員…１人
♦一日勤務（保育業務）
　勤務日�　月～金の週５日
　資格� 　作業療法士
　賃金� 　日給 7,600 円
▶�学童保育室臨時職員…若干名
♦短時間勤務（児童厚生員）
　勤務日�　�月～金の週５日（４～５時間

程度、月１回程度土曜勤務あり）

　資格� 　�保育士、幼稚園教諭、小学
校教諭もしくは養護学校教
諭の有資格者

　賃金� 　時給 850円
▽申込方法…申込書に必要事項を記入
し、総務課へ提出。申込書は町ホームペー
ジでダウンロードのほか、
総務課、こども支援課
で配布しています。

問こども支援課
保育係内 162～ 164

政策研究所「未来創造みよ
し塾」最終発表会

下記の３つのプロジェクトチームの研究
成果を報告し、町に政策提言を行います。
傍聴の申し込みは不要です。自由に傍聴
できますのでお気軽に参加ください。
プロジェクトチーム
①にほんの里 100選「三富新田」再生
②みどりの保全・活用
③公共交通
▶日時� 2 月 27日㈬ 15:00 から
▶場所� 藤久保公民館ホール
▶申込み…申込不要。入退場自由。

時間 内容
15：05～ 15：35 ①プロジェクト発表
15：40～ 16：10 ②プロジェクト発表
16：15～ 16：45 ③プロジェクト発表
16：45～ 17：00 講評
17：00～ 17：20 質疑応答～総評・閉会
問政策秘書室政策推進係内 422～ 424

国民健康保険税の
課税限度額が変わります

平成 25年度から国民健康保険税の課税
限度額（課税の上限額）が次のとおり変
更となります。

区分 現行 改正
医療給付分 41万円 48万円
後期高齢者
支援金等分 11万円 12万円

介護納付金分 ７万円 ９万円
計（年税額） 59万円 69万円

改正前の限度額に達していない世帯は、
今回影響はありません。
問住民課保険年金係内 153

歴史講座
「佃島・築地界隈を訪ねる」

江戸や文明開化の歴史を秘めた「佃島・
築地界隈」。美しい隅田川の景色を眺め
ながら散策します。
▶�日時� ３月 12日㈫　雨天決行
� 鶴瀬駅改札付近　8：45集合
▶費用� 2,500 円（交通費別）
▶�講師� 三宅いづお氏
▶�申込方法…２月 12日㈫から参加費を
添えて藤久保公民館へ。（電話不可）

問藤久保公民館☎258-0690 258-9625

定員35人 (先着順）

「笑って、ここカラ」講座

お腹をかかえて笑ってみましょう。笑い
はこころと身体の栄養剤です。
▶�日時� 2 月 20日㈬10：00～11：30
▶場所� 総合体育館・３階研修室
▶�対象� 町内在住、在勤の人
▶�講師� 健康運動指導士
問福祉課障がい者支援係内 176～ 178

定員 30人

登録手話通訳者
認定試験開催

▶�日時� ３月３日㈰�　9：00から
▶場所� �富士見市市民福祉活動セン

ターぱれっと
▶申込締切…２月 15日（厳守）
受験要件がありますので、
詳細は福祉課にお問い合わせ
ください。
問福祉課
障がい者支援係内 177

大学の開放授業講座の
受講生募集

55 歳以上の人を対象に 16 の大学が
様々な分野の科目を開放し、一般の学生
と一緒に学ぶ機会を提供します。
▶募集開始　2 月 15日㈮
▶対象� 55 歳以上の県民
▶科目� 経済政策、政治学、社会福祉等
▶費用� 各科目１万円程度
▶�申込方法…県ホームーページの募集案
内を確認し、各大学へ直接申し込み

問県高齢介護課☎ 048-830-3263

淑徳大学 /みよし
コミュニティカレッジ

「祭りは何を語る？何をつなげる？」
盆踊り、よさこいソーラン等から祭りの
意味と人々のつながりを考えます。
▶日時� ２月 27日㈬、３月６日㈬、
� ３月 13日㈬、３月 27日㈬
� 19：00～ 20：30
▶場所� 藤久保公民館２階学習室
▶講師� 岩村沢也教授
▶費用� 1,000 円
▶�申込方法…氏名、郵便番号、住所、性
別、年齢を記入し２月 15日までにＦ
ＡＸ、メールで申し込み。

問淑徳大学埼玉みずほ台キャンパス
☎ 274-1511�FAX274-1521
メール：kouza@ccb.shukutoku.ac.jp

みよしの元気を福島へ
福島県新地町応援隊募集

東日本大震災により被災された地域や住
民を応援するため、復興支援バスパック
を実施します。現地でふれあいサロンの
ボランティアとして、お話し相手や子ど
もの遊び相手などをします。
▶日時� 　　３月 22日㈮ 23:00 発
� 　　３月 23日㈯ 23:00 着
▶場所� 　　福島県相馬郡新地町
▶定員� 　　15人（応募多数の場合は抽選）
▶参加費�　　3,000 円（食事代は自己負担）
▶申込締切　２月 19日㈫まで
　申し込みは下記へ連絡。HP参照。
問三芳町社会福祉協議会☎ 258-0122
http://www.cnet-sc.ne.jp/miyo-sha/

美しい和紙の彩り
「ちぎり絵展」の開催

役場２階展示スペースでは町内で活躍す
る作家・団体の作品紹介を行っています。
現在、三芳町ちぎり絵の会の「ちぎり絵
展」を開催していますので、ぜひご覧く
ださい。
展示場所�役場２階展示スペース
展示期間�３月 18日㈪まで
� ※祝・土日除く業務時間内
問観光産業課商工観光係内 214・215

2月28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。
■固定資産税・都市計画税 (第４期 )
■国民健康保険税 (第８期 )
■介護保険料 (第８期 )
■後期高齢者医療保険料 (第８期 )
収納は藤久保・竹間沢出張所でも
行っています。

納期限にご注意ください

行政法務無料相談 無料
予約不要

行政書士による無料相談を実施します。
▶�日時� 2 月 27日㈬10：00～16：00
▶場所� 役場１階相談室（受付/ロビー）
▶�内容� �相続、遺言、成年後見、法人

設立、許認可申請・届出など、
行政書士業務に関する事項に
ついての相談に応じます。

▶主催� 埼玉県行政書士会東入間支部
問渡邉泰弘行政書士事務所☎292-9948

写真�前回の参加者と現地の皆さん

平成 24年度
公募補助金制度の結果

町では平成 23 年度から各種団体に対
し、公募補助金制度を導入しています。
今年度は１団体から申請があり、次の団
体に対して補助金が採択されました。
▶団体名…藤久保三区老人クラブ寿朗会
▶活動内容…�区内歩道への植栽管理、環

境美化運動
▶補助金交付期間…平成 25～ 27年度
▶単年度補助限度額…37,000 円
問政策秘書室政策推進係内 422～ 424

先着 25人

政策研究所 facebook 公開中 !


