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INFORMATION

「秋の川越」
「潮騒の町」
好評発売中！ 電気工事業･管工事業/埼玉県知事（般-24）第45897号

三芳町上富1552

☎（049）258-0470（代）　FAX（049）258-9828

快適空間の創造　　エアコンのことなら！

手話奉仕員養成講習会

初めて手話を学ぶ人を対象に、手話奉仕
員の養成講習会を開催します。富士見市
と共同で実施しますので、三芳会場と富
士見会場どちらでもご都合のよい会場で
受講できます。この機会に手話を始めて
みませんか。（保育あり）
▶対象　�高校生以上の三芳町および富士

見市在住・在勤者
〔三芳会場〕
▶�日程　
�　�４月 15 日から平成 28 年３月 23 日
毎週水曜日　(夜 )　全 46回
　（祝日、８月12日、12月30日を除く）
▶会場　藤久保公民館・竹間沢公民館
〔富士見会場〕
▶�日程　
　�４月 15 日から平成 28 年３月 23 日
毎週水曜日　(午前 )　全 46回
　（祝日、８月12日、12月30日を除く）
▶会場　�富士見市民福祉活動センター
　　　　「ぱれっと」
※�開催の曜日や時間に一部変更がある場
合があります。日程・会場の詳細は、
申込書に記載します。

▶定員　�各会場とも 20人
�����������（定員を超えた場合は抽選）
▶参加費　5,000 円（テキスト代・保険料）
※�保育利用の際は、お子様１人につき保
険料 1,300 円が別途必要です。

▶�申込み　富士見市社会福祉協議会また
は福祉課にある申込書に必要事項を記入
し、４月 10日㈮までに、富士見市社会
福祉協議会へ郵送またはFAXまたは持
参で提出してください。

問�富士見市社会福祉協議会
　☎049-254-0747 FAX 049-252-0111
　福祉課障がい者支援担当内 177・178

保育所の臨時職員募集

第2、第3保育所の臨時職員の募集を行
います。任期については半年ごとです。
(更新有 )
▶募集内容　保育士　若干名（4人以内）
▶勤務地　第 2保育所・第 3保育所
▶期間　4月 1日～平成 28年 3月 31日
▶勤務　月～金の週 5日
　���7:00 ～ 19:15 の間の 7時間 45分
▶資格　�保育士の資格を有する人
　　　　または保育補助
▶賃金　
�　有資格者日給 8,400 円、時給 1,000 円
　保育補助日給 7,750 円、時給 920円
▶�申込み
　�臨時職員登録申込書を総務課へ提出。
申込書は町HPでダウンロード、総務
課、こども支援課で入手できます。

問こども支援課保育担当�内 253～ 255屋外広告物による事故防止
について

平成 27 年 2 月 15 日に札幌市で屋外広
告物の落下事故が発生しました。三芳町
内に屋外広告物を掲出および管理されて
いる人や事業者は、定期的な点検を行う
とともに、老朽化等により倒壊や落下等
のおそれがあるものについては速やかに
撤去、改修等の適切な措置を講じるなど
安全性の確保を図るようにお願いします。
問　都市計画課開発建築担当内 236・237

町では、内職をお探しの皆さんに内職に
関する情報を提供する、内職相談室を開
設しています。専門の相談員が内職相談
や斡旋 (あっせん）を行っていますので、
どうぞご利用ください。
▶開設日　毎週水曜日（祝日・年末年始除く）
▶時間　10:00～16:00（12:00～13:00除く）
▶会場　三芳町役場 2階内職相談室
▶�求人職種　コサージュ作り、シール貼
り、箱折り、サンプル封入、ボールペ
ン組立、衣装縫製など
（詳細はお問い合わせく
ださい）

問�内職相談室内 292
　観光産業課商工観光担当内 214

内職相談室をご利用ください

視覚に障がいがある人への理解を深め、
音訳朗読ボランティアとして必要な知識・
技術を学びます。
▶日程　5月 19日～ 7月 28日
　　　　毎週火曜日、全 11回
▶時間　10:00 ～ 12:00
▶会場　三芳町役場
▶対象　�町在住、在勤者で音訳朗読講習

会初級修了者、または同程度の
経験能力者

▶参加費　無料　�▶�定員　20人（申込順）
▶�申込期限　4月 30日㈭までに電話ま
たは窓口にて受付

問�福祉課障がい者支援担当内 176～ 178

音訳朗読ボランティア
講習会（中級）

第 18回埼玉県西部地域
企業合同説明会

大学生のための就職説明会です。
参加費無料、事前申込み不要、リクルー
トスーツ着用
▶日時　4月 28日㈫　受付 12:30 ～
　説明会　13:00 ～ 17:00　
▶会場　くすのきホール
　西武池袋線・西武新宿線所沢駅東口前�
▶参加企業　70社　
※�参加企業名は入間市商工会ホームペー
ジでご覧いただけます
▶�形式　企業個別ブース形式
������������1 社 30分ローテーション
▶対象　�大学 4年生、大学院生、
　　　　大学既卒者
▶主催　埼玉県西部地域雇用促進協議会
問�埼玉県西部地域雇用促進協議会事務局�
☎ 04-2964-1212�FAX 04-2964-1214

町の水道用水である地下水（1～ 5号井）
の安全性を確認するためダイオキシン類調
査を平成 26年 12月 11日実施しました。
【調査結果】
　ダイオキシン類 0.0018pg-TEQ/ℓ
【参考】　国の基準値　1pg-TEQ/ℓ
【所見】　以上の結果からダイオキシン類
は国の基準に適合（指針値の約 1/550）
しており、安全面の観点から問題のない
値であることが確認されました。
【調査方法】
水道原水および浄水中のダイオキシン類
調査マニュアルに準拠（平成 19 年 11
月厚生労働省健康局水道課）
問上下水道課水道施設担当☎274-1014

ダイオキシン類に関する
調査結果

季節の花販売、模擬店、フリーマーケッ
ト等開催します。
▶会場
4月 18日㈯　カリヨン広場（イオン隣）
4月 25日㈯　文化の杜公園（富士見体育館前）
▶時間　10:00 ～ 14:30
【フリーマーケット参加者募集】�
▶申込み　電話・メールで応募
▶�募集区画　50区画
　�※申し込み多数の場合は期間内でも　
　受付を終了する場合があります
▶出店協力金　1,000 円
▶募集期間　3月 30日㈪～ 4月 15日㈬
問障害福祉サービス事業所
入間東部むさしの作業所☎ 252-5270
http://www.musasino.sakura.ne.jp

毎年恒例！
むさしの作業所春まつり

固定資産税縦覧帳簿の縦覧

平成 27 年度固定資産税（土地・家屋）
の縦覧帳簿を縦覧できます。
▶期間　4月 1日㈬～ 6月 1日㈪
▶時間　役場開庁時間内 (土曜開庁含）
▶�場所　役場 1階税務課資産税担当
【縦覧できる人】
　�町内に所有する土地・家屋の固定資産
税の納税者およびその同居家族または
代理人

【必要なもの】
　�納税者本人を確認できるもの（運転免
許証・健康保険証）

　※代理人の場合は委任状が必要
問税務課資産税担当内 135～ 138

▶主催　三芳町弓道連盟
▶�日程　5月 3日㈰�「�開講式」～ 6月 28日㈰
　「�閉講式」まで�土・日曜日�全 10回
　5/3 ㈰・9㈯・16㈯・30㈯
　6/6㈯・13㈯・14㈰・20㈯・27㈯・28㈰
▶時間　土・日曜日とも 14:00 ～ 16:00
▶会場　三芳町弓道場����
▶対象　町在住・在勤者優先
　　　　18歳以上（高校生は要相談）
▶定員　20人　
▶参加費　2,500 円（傷害保険等）
▶�申込み　4月 26日㈰までに
　　　　��　総合体育館へ�☎ 258-0311��
問�生涯学習課スポーツ推進担当内 516
　三芳町弓道連盟　
　亀井妙子　☎ 090-9322-4868
　加藤憲男　☎ 090-8512-1042

平成 27年度
初心者弓道教室

学校支援ボランティア
養成講座

行事や学習場面の応援ボランティア養成
講座の受講者を募集します。
▶日時　4 月 25 日㈯　8:45 ～ 11:45
　5月９日㈯・23日㈯　8:45 ～ 11:45
　5月 13日㈬・18日㈪　８:45 ～ 14:30
▶対象　
　学校支援ボランティアに興味のある人
▶参加費　無料　　
▶定員　30人　
問埼玉県立所沢おおぞら特別支援学校
所沢市南永井 619-7 ☎ 04-2951-1102�

敷金（賃貸住宅）の問題に関する無料電話
相談を開催します。
▶日時　4/11 ㈯・12㈰ 10:00 ～ 16:00
▶電話相談　☎048-872-8055（当日のみ）
問�埼玉司法書士会事務局☎048-863-7861

敷金（賃貸住宅）トラブル 110番


