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INFORMATION

▶期日　12月 1日㈰　14:00 ～ 16:00
▶�時間　受付 13:30　開始 14:00
▶場所　ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ�はなまる（北永井 891）
▶�テーマ　「やる気スイッチの入れ方」
講師　健康運動指導士　内村亮氏

▶�持ち物　タオル、飲み物、運動靴 ( 下
履きにしていないもの )

▶服装　運動のできる服装
問�三芳町在宅介護支援ｾﾝﾀｰはなまる☎258-7067

介護予防教室を開催します

埼玉県勤労者支援資金のご案内

富士見都市計画の変更にあたり、都市計
画法第 17条に基づく都市計画の案の縦
覧を次のとおり行います。
▶�都市計画の案の縦覧
　�縦覧内容 :「富士見都市計画都市計画
区域の整備、開発及び保全の方針」の
変更案（埼玉県決定）

　�縦覧期間 :11 月 22 日㈮～ 12 月 6 日㈮
（土・日曜を除く 8:30 ～ 17:15）
　�縦覧場所 : 三芳町都市計画課、富士見市

まちづくり推進課、ふじみ野市都市計画課、
埼玉県都市計画課、川越県土整備事務所

▶案に対する意見書の提出
　�対象 : 三芳町、富士見市及びふじみ野
市の住民及び利害関係人

　�提出方法 : 持参、郵送または埼玉県電子
申請届出サービス（電子申請届出サービ
スの詳細については、埼玉県都市計画課

�http://www.pref.saitama.lg.jp/
site/toshikeikakunosintyoku/）

▶提出期限　12月６日㈮17:15（期日必着）
▶�提出先　三芳町都市計画課（〒 354-
8555 三芳町大字藤久保 1100-1）、埼
玉県都市計画課（〒 330-9301 所在地
記入不要）または川越県土整備事務所

問��三芳町都市計画課内 232
　��埼玉県都市計画課☎ 048-830-5341

都市計画の案の縦覧特別障害者手当
障害児福祉手当

〈特別障害者手当〉
精神又は身体に著しく重度の障害があ
り、日常生活において介護を要する人に
支給される手当です。
▶�対象者�　①�20 歳以上であること�②�精神又

は身体の重度の障害により日常生活において常
時特別の介護を要する状態にある人（国民年金
1級程度の障害が重複する人およびそれと同程
度以上と認められる人）�※施設に入所中の人お
よび継続して 3か月を超えて病院等に入院して
いる人は除きます。また、所得制限があります。

▶�内容　手当支給年4回（2・5・8・11月）
月額�26,080 円

〈障害児福祉手当〉
精神又は身体に重度の障害があるため、
常に介護を必要とする児童に支給される
手当です。
▶�対象者　①�20 歳未満であること　　

②身体障害者手帳の 1級及び 2級の一部の人
③知的障害であって療育手帳Ⓐ相当の人�
④精神障害､ 血液疾患等で上記②、③と同程
度の障害を有する人�※障害を支給事由とす
る年金を受給している人および施設に入所中
の人は除きます。また、所得制限があります。

▶�内容�手当支給年 4回（2・5・8・11月）
月額�14,180 円

問�福祉課障がい者庶務係内 174～ 176

平成 26年
成人式のお知らせ

▶�日時　平成 26年 1月 13 日㈪㈷　　
受付　10:50 ～ 11:15�

　式典　11:20 ～ 12:20
▶�会場　三芳町文化会館「コピスみよし」
▶�対象者　平成 5年 4月 2日から平成
6年 4月 1 日までに出生され三芳町
に在住されている人 ( ※対象者には
12月初旬にハガキを発送します）

問�教育総務課施設庶務係内 533

第 30回
三芳町青少年健全育成町民大会

▶�日時　11月 9日㈯
　受付 ･ 開場　12:00　開会　12:30
▶�会場　藤久保公民館ホール
▶��内容　青少年の主張発表（12:50 ～）
中学生の部、高校生および成年の部

　講演会（14:00 ～）『夢へ向かって～
　ゴールボールを通じて～』江黑直樹氏
　（2012 ﾛﾝﾄﾞﾝﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ�ｺﾞｰﾙﾎﾞｰﾙﾁｰﾑﾍｯﾄﾞｺｰﾁ )
問�生涯学習課生涯学習係内 515

▶�応募資格　推薦 : 中卒 ( 見込含 )17 歳
未満の男子かつ学校長の推薦必要

　一般 : 中卒（見込含 )17 歳未満の男子
▶��期間　推薦 :11/1 ㈮～ 12/6�㈭
　　　　一般 :11/1 ㈮～ 1/10 ㈮
▶�試験日　推薦 :1/11 ㈯～ 13㈪の間１日

一般 :1 次 1/18 ㈯ 2次 2/1 ㈯～ 4�㈫の間１日
問�自衛隊埼玉地方協力本部入間地域事務所
☎�04-2923-4691

陸上自衛隊
高等工科学校生徒募集

第3回
埼玉西武ライオンズ野球教室

▶�日時　11月 30日㈯　9:45 ～ 12:00
　（受付 9:15 ～）

▶会場　三芳町運動公園グランド　　　
　（雨天時：三芳町総合体育館１階アリーナ）
▶�定員　100人
▶�対象　小学 4年生～６年生
▶�参加費　１人 200円
▶�講師　埼玉西武ライオンズOB２人を予定
問 ･ 申����三芳町総合体育館☎ 258-0311

入間東部福祉会
正規職員・臨時職員募集

〈正規職員〉
▶職種　生活支援員（障がい者の支援業務）
▶募集人数　若干名
▶�要綱配布　11/1 ㈮～ 11/29 ㈮　　
三芳町、富士見市、ふじみ野市の障が
い福祉担当窓口および入間東部福祉会

▶申込期間　11/11 ㈪～ 12/9 ㈪
〈臨時職員〉
▶�職種　①調理員（給食業務）　　　　
②生活支援員 (障がい者の支援業務 )

▶募集人数　①・②各１人
▶�申込み　随時受付
※詳細につきましては下記へ問合せください
問 ･ 申������社会福祉法人入間東部福祉会　
☎ 258-8120

▶日時　11月 7日㈭　受付 13:00 開始 13:30 ～
▶場所　藤久保公民館��２階��和室
▶�内容　お茶をしながらお話しをしましょう
▶�参加費　100円（お茶菓子代）
問�協働のまちづくりネットワーク☎258-2178（柄澤)

家族介護者の憩いサロン

▶�開催日　11月 16日㈯　9:50 ～ 14:00
▶�内容　ステージでの発表、作品展、作
業班製作品の販売

問�埼玉県立所沢おおぞら特別支援学校
☎ 04-2951-1102 FAX 04-2951-1105

▶�日時�
　上級救命講習 :11/16 ㈯　9:00 ～ 18:00
　普通救命講習 :11/24㈰　9:00～ 12:00
▶場所� 消防本部大講堂
▶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…11月 5日㈫～ 8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)

普通救命講習

パートで働いている人、これから働こう
と考えている人のためのセミナーです。
「パートで働いているけど、有給休暇や
賞与はないの ?」「これからパートで働
く予定だけど、労働者の権利について学
んでみたい」などの悩みや疑問について、
労働法の観点から解説します。※本セミ
ナーで税金関係は取扱いません。
▶日時　11月 26日㈫ 14:00 ～ 16:00
▶場所　富士見市立サンライトホール
（富士見市役所西出張所内）東武東上線
鶴瀬駅西口より徒歩１分※駐車場・駐輪
場等ございませんので、公共の交通機関
をご利用ください。
▶�講師　特定社会保険労務士　鈴木豊子氏
（社労士事務所きぼう代表）
▶�対象　三芳町、富士見市、ふじみ野市
に在住・在勤の人　※託児はありません

▶定員　合計 30人 ( 申込順、無料 )
▶持ち物　筆記用具
▶主催　入間東部地区労働行政担当課事務連絡会
▶申込み　11月５日㈫から電話で受付
問�観光産業課商工観光係内 215

「パートタイマーのための
労働法講座」を開催

桑の実三芳保育園子育て支援
センター・園庭開放

▶���利用日時　月～金曜日　9:30～14:30
（12:00 以降は園庭開放のみ）
▶�イベント　11月 15日㈮
　まぁるくな～れ（公園であそぼう～凧あげ )
問�桑の実三芳保育園　子育て支援センター
住所 : 藤久保 855-90( ｳﾆｸｽ裏）☎ 257-1051

資金の使途 対象 限度額 利率
働くあなたの教育応援資金
扶養する子の入学金、授業
料等の教育費用

勤労者 200
万円

1.9%以内
( 保証料別
途 0.7%)

働くあなたの子育て応援資金
妊娠から小学校入学前まで
に発生する養育費

勤労者 50
万円

1.2%以内
( 保証料別
途 0.7%)

チャレンジ応援資金
国の指定する「教育訓練」
講座の受講費用

失業中
の人 50

万円
1.5%以内
( 保証料別
途 0.6%)

※申込みに当たっての要件 ( 県内居住、
年齢、所得等 )があります。申込み後の
審査 ( 中央労働金庫 ) の結果、希望に添
えない場合があります。チャレンジ応援
資金は「教育訓練給付金」の支給対象者
に限ります。
問�埼玉県勤労者福祉課☎ 048-830-4518
申������中央労働金庫県内各支店

埼玉県立所沢おおぞら特別支援学校
おおぞら祭 (文化祭 )の開催


