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INFORMATION

平成 26年 4月 1日採用職員の募集
▶試験日　平成 25年 9月 22日㈰
▶試験会場　入間東部地区消防組合消防本部
　　　　　　ふじみ野市大井中央 1-1-19
▶採用人数　消防隊員・救急隊員合わせて 19名程度
◆消防隊員
　�①大卒S62.4.2以降生まれ②短大卒H1.4.2
以降生まれ③高卒H3.4.2 以降生まれ
◆救急隊員
　�S62 年 4月 2日以降に生まれた方で、高校
卒業以上の学歴を有し、且つ救急救命士有
資格者又は救急救命士国家試験受験資格者
▶試験申込書配布開始日　6月 3日㈪
▶受付期間　7月 10日㈬～ 7月 26日㈮
　�������������9 時～17時（㈯㈰㈷を除く）
▶��試���験申込書請求・申込み先
　〒 �354-0021 富士見市鶴間 1850-1
　入間東部地区消防組合�富士見消防署�消防係
　☎ 255-4119
※�郵送による請求の場合は、封筒の表面に「職員採
用試験申込書請求」と朱書きし、返信用封筒（角
型 2）に 120円切手を貼って同封（返信先宛先記入）
問�入間東部地区消防組合�消防本部�職員係
　☎ 261-6004　

電波利用環境保護周知啓発
強化期間です！

総務省では、6月 1日から 10日までを
「電波利用環境保護周知啓発強化期間」
として、電波を正しく利用していただく
ための周知・啓発活動および不法無線局
の取締りを強化します。電波は暮らしの
中で欠かせない大切なものです。電波の
ルールはみんなで守りましょう。
問��������関東総合通信局
��・����不法無線局による混信・妨害
�����☎ 03-6238-1939
��・テレビ・ラジオの受信障害
�����☎�03-6238-1945
��・地上デジタル放送の受信相談
�����☎ 03-6238-1944

ふれあいセンター利用方法
のご案内

【集合室】舞台付き 72畳の和室、踊り・
歌 ( 通信カラオケ ) 等が楽しめます。送
迎バス有。町内の概ね 60歳以上の人で
構成される団体・サークル・同好会・自
治会等で 25人以上　
申込期間 6 月 3日㈪～ 7月 31日㈬
申請方法 ふれあいセンターに申請
その他 申請多数の場合は抽選

【和室】�12 畳 2間。4人～ 20人位で親
睦会等に利用できます。CDディスクカ
ラオケも利用可。送迎バス応相談。1か
月前までに申込み。
申請方法 随時応相談しています

問�みよしふれあいセンター☎258-7211

消防本部では、管内に在住又は在勤の人
を対象に、甲種新規・乙種防火管理講習
会を開催します。乙種防火管理者が防火
管理者として選任できる事業所は、用途、
規模等により制限があります。
▶��講習日時 ( 両種とも 9:00 ～ 16:30）
甲種新規　6月 27日㈭ ･28日㈮�

���乙種　　　6月 27日㈭
▶会場�� 消防本部大会議室
� ふじみ野市苗間 1-13-28
▶申請日時 6月 13日㈭�8:30 ～ 16:00
��※郵送による受講申請は受付けません
▶申請場所…�消防本部予防課・富士見消

防署・上福岡消防署
▶定員��甲種新規、乙種合わせて 70人
　（定員になり次第締切）
▶�受講資格　三芳町、富士見市、ふじみ
野市、在住又は在勤で管理監督的な立
場にある人�※各事業所 2人以内

▶テキスト代　3,500 円（申請時支払）
問�入間東部地区消防組合
�消防本部�予防課
☎ 261-6007

普通救命講習

▶�日時� 6 月 23日㈰�9：00～12：00
▶場所� 消防本部大会議室
▶対象� �三芳町・富士見市・ふじみ野

市在住、在勤、在学者
▶�申込方法…6月 10 日㈪～ 14 日㈮の
間に下記へ連絡し予約

問�入間東部地区消防組合消防本部救急課
　☎261-6673（平日のみ8:30～ 17:00)

甲種新規および乙種防火管
理講習会のお知らせ

入間東部地区消防組合
職員募集

既卒 3年以内の方対象
就職面接会

公有財産（土地）の
売却について

介護予防教室を開催します

▶�日時� 6 月 23日㈰
���　　　受付13：30　開始14：00
▶場所　デイサービス　はなまる
　　　　北永井 891　三芳野病院近く
▶内容　「健康寿命を延ばしましょう」
　　　　�講師��割田久美子氏（保健師）
▶�持ち物　筆記用具等
▶対象　高齢者・介護予防に関心のある人
問�在宅介護支援センターはなまる
　☎258-7067

町の自主財源を確保するため、インターネッ
トを利用し公有財産を売却します。今回の
物件は、つぎのとおりです。
▶藤久保200番18・33・45（144.6㎡�宅地）
【入札参加申込】　6月 19日㈬�午後 2時まで
※詳しくはHPをご覧ください
問�財務課管財契約係内 417

�介護保険の認定調査を行う調査員募集
▶任期　7月 1日から
▶勤務時間　9時～ 12時又は13時～ 16時
▶募集人数　若干名
▶資格　介護支援専門員・看護師
▶��賃金　���介護支援専門員（時給 1,500 円）
　　　　���看護師（時給 1,400 円）
問�健康増進課介護保険係内 184

臨時職員募集
（介護認定調査員 )

�既卒 3 年以内の方対象就職面接会が開
催されます。（事前申込不要・参加費無料）
▶日時　6月 11日㈫
　13：00～ 16：00（受付開始 12:10）
▶場所　大宮ソニックシティ―地下展示場
▶対象者　高校・大学 (院 )・短大・高専・
　専門学校の卒業後概ね 3年以内の人
▶��内容　企業人事担当者と参加者の個別
面接会、ハローワークジョブサポー
ターによる就職相談コーナー
▶��持ち物　履歴書・自己 PR 書等複数枚
ハローワーク登録者はハローワークカード
▶�参加企業　80 社予定　5月中旬に埼
玉労働局のHPに掲載

　http://saitama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
問埼玉新卒応援ハローワーク☎ 048-650-2234
　または最寄りのハローワーク

町では、幼稚園就園児の保護者の経済的
負担を軽減し、幼児教育を一層普及させ
るため、国の幼稚園就園奨励費補助金の
交付を受けて入園料および保育料の一部
を補助しています。
対象 町に住民登録があり、満 3

歳（誕生月から）、3・4・5
歳児を私立幼稚園に就園さ
せている世帯

補助金 今年度の住民税課税額等に
より補助額を決定※未申告
の場合対象外

申込方法 各幼稚園から配布される申
請書類（6 月予定）を幼稚
園に提出してください※平
成 25 年 1 月 2 日以降の転
入者は前住所地発行の平成
25年度住民税課税（非課税）
証明書を添付

問�学校教育課学務係内 524・525

私立幼稚園
就園奨励費補助金

▶主催　三芳町卓球連盟
▶日程　7月 13日㈯・20日㈯・27日㈯
　　　　午前９時～ 12時
▶会場　総合体育館　
▶参加費　一人 500円
▶申込締切　7月 5日㈮
　※卓球のできる服装で、体育館用シュ
　ーズをお持ちください。ラケットがな
　い場合はお貸しします。
問 ･ 申�生涯学習課スポーツ推進係内 516
　総合体育館　☎ 258-0311
　三芳町卓球連盟事務局（鈴木）
���☎ 258-2064� 259-2741

卓球教室

5 月～ 9月は光化学スモッグが発生しやすい
時期です。特に夏季に発生が多くなります。
光化学スモッグ注意報が発令されたら
▶��屋外での激しい運動は避けましょう
▶目などに刺激を感じたら屋内に入りましょう
▶��乳幼児・お年寄り・病弱な人は健康な
成人より被害を受けやすいので、特に
注意しましょう。また、自動車の使用
を控えるようご協力ください。

問�埼玉県�大空環境課　☎ 048-830-3051

光化学スモッグに気をつけて

町では、三芳町健康づくり推進条例の制定
に向け検討委員会を設置します。健康づく
りに関心があり、さまざまな角度からご意
見やご提案をいただける委員を募集します。
▶募集人数：2人
▶�任期　所掌事項の目的を達成したときまで
▶応募資格　三芳町に在住の 20歳以上
▶�応募申込書　保健センターまたはHP
よりダウンロード

▶�応募方法　申込書とレポート（400字程度）
を保健センターへ持参・メールまたは郵送

▶�レポート　三芳町の健康政策に大切な
こと（必要なこと）

▶�その他　募集人数を超えた場合は書類選
考。また、町の他の審議会等の委員に就か
れていない人を優先する場合があります。

▶申込締切　6月 21日㈮必着
※詳細は町HPをご覧ください
問�保健センター�☎ 258-1236

三芳町健康づくり推進条例
検討委員の募集


