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和太鼓教室
　　　　　生徒さん募集

和太鼓という楽器を扱う基礎打法から、みんなで音を合わせて
一つの曲を演奏するための応用まで親切丁寧にご指導します。

和太鼓スタジオ「鼓屋」　三芳町藤久保850-5
☎049-293-5820（太鼓部） メール contact@kajihei.com
http://kajihei.blog136.fc2.com
←50歳・60歳・70歳からのニコニコシニアクラス同時募集！

6歳
から

参加
でき
ます
！

観光バス・貸切バスは
お任せ下さい！

志木発の高速バス「VIPライナー」も運行中！

INFORMATION

三芳町役場 ☎ 049(258)0019（代表）
〒354-8555 三芳町大字藤久保 1100 ｰ 1

お知らせ
「募集」「イベント」「お知らせ」など
暮らしに役立つ情報をお届けします。

INFORMATION

学校、病院、工場等多数の人が出入りし、
勤務し、又は居住する建物では、消防法
で定める資格を有する人のうちから防火
管理者を定め、消防長に届け出なければ
なりません。管内に在住又は在勤の人を
対象に、講習会を下記のとおり開催しま
す。なお、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
等により制限があるためご注意ください。
詳しくは下記問合せ先にご連絡ください。
▶��講習日時　9:00 ～ 16:30
　甲種新規　２月 27日㈭・28日㈮
　　　乙種　２月 27日㈭
▶��講習会場　
　入間東部地区消防組合消防本部大講堂
　ふじみ野市大井中央１-1-19
▶申請日時　２月13日㈭�8:30～ 16:00
▶�申請場所　消防本部予防課（ふじみ野
市大井中央 1-1-19）�東消防署（富士
見市大字鶴馬 1850-1）�※郵送による
受講申請は受付けません

▶�定員　甲種新規、乙種合わせて 90人
（定員になり次第締め切り）
▶�受講資格　三芳町、富士見市、ふじみ
野市に在住また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
問�入間東部地区消防組合
　消防本部予防課査察指導係☎ 261-6007
　東消防署消防係☎ 255-4119

甲種新規および乙種防火管
理講習会の開催

障がい児とその家族のための
情報交換会

障がい児のいる家族や関心がある人が集
い、交流を深めたり障がい児制度に関す
る情報交換をするための交流会です。障
がい児を育ててきた親から、実体験を交
えた話をしていただきます。
▶対象　�三芳町在住で障がい児のことに

関心がある人
▶日時　2月 22日㈯　10:00 ～ 11:45
▶場所　三芳町総合体育館３階研修室　
▶�内容
　�①�講演「明るい子どもの未来のために
親が変われること」　講師 : 越智恵子

　�②グループワーク（家族、施設職員、
　役場職員との意見・情報交換）

▶定員　50人（申込順）
　�※障がい児保育あり（10人程度）
　　詳細は申込時に要相談
▶参加費　無料
▶�申込み　福祉課にあるチラシおよび町
HPで確認のうえ、電話等で申込み

問�福祉課障がい者支援係内 177

人と出会い、共に歌うことで「こころの
健康づくり」を始めてみませんか？
▶�日時　3月 8日㈯　14:00 ～ 16:00
▶場所　藤久保公民館ホール
▶対象　町内在勤・在住の人
▶定員　100人（先着順）
▶参加費　無料
▶共催　�三芳町こころの健康づくりを�

すすめる会
問�福祉課障がい者支援係内 176～ 178

三芳町こころの健康講座
「歌でこころの健康づくり！」

国民年金保険料の納付には、口座振替が
ご利用になれます。
口座振替をご利用されますと、保険料が
自動的に引き落とされるので金融機関な
どへ行く手間が省けるうえ、納め忘れも
なくとても便利です。
また、口座振替には、当月分保険料を当
月末に引き落とさせていただくことによ
り月々 50円割引される早割制度や、現
金納付よりも割引額が多い６か月前納・
１年前納 ( 申請期限は２月末まで ) もあ
り、大変お得です。
口座振替をご希望の人は、納付書または
年金手帳、通帳、金融機関届出印を持参
のうえ、ご希望の金融機関または年金事
務所へ申し出ください。
●平成 26年 4月から、2年度分の保険
料を口座振替でまとめて納める「２年前
納」が始まる予定です。詳しくは年金事
務所へお問い合わせください。
問�住民課保険年金係内 156

国民年金保険料の納付は
口座振替がお得です！

市町村たばこ税は、愛煙家の皆さんがお買
いになった小売業者（たばこ屋さん）の所
在する区市町村の貴重な財源となります。
問�税務課管理係内 126・127

たばこは町内で買いましょう！

▶�応募資格
　�①一般公募
�������18 歳以上 34歳未満の人
　②技能公募
����　�18 歳以上で保有する技術に応じて

53～ 55歳未満の人
▶受付期間
　第 1回　1月 8日㈬～ 4月 2日㈬
▶�試験期日
　��4 月 11日㈮～ 15日㈫いずれか 1日を指定
▶�身分　非常勤の特別国家公務員
▶�手当等　
　教育訓練召集手当　日額 7,900 円
▶�教育訓練　
　一般50日 /3年以内、技能 10日 /2年以内
問�自衛隊入間地域事務所☎ 04-2923-4691

予備自衛官補募集

▶�日時� 2 月 23日㈰　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、在学の人
▶�申込方法…2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)

普通救命講習

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、行事による土曜勤務有 )
　資格　保育士の資格を有する人
　賃金　日給 8,100 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 1,000 円�無資格 : 時給 920円
【みどり学園臨時職員】…２人
▶一日勤務 (保育業務 )
　勤務日　月～金の週 5日
　資格　保育士　�賃金　日給 8,100 円
▶短時間勤務（看護師又は保健師）
　勤務日　月～金の週 5日　9時～ 15時
　賃金　時給 1,250 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回土曜勤務有 )
　資格　�保育士・幼稚園教諭・小学校教諭・

養護学校教諭または子育て経験者
　賃金　有資格者　時給 890円
　　　　無資格者　時給 830円
▶児童館臨時職員…若干名
　勤務日　火～土の週 5日
　資格　保育士・幼稚園教諭・小学校教諭
　賃金　日給 6,900 円
　�※申込方法…臨時職員登録申込書に必
要事項を記入し、総務課へ提出。申込書
は町HP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

保育所・児童館・学童保育室
4月からの臨時職員募集

男女共同参画推進会議委員
の募集

町では、男女共同参画推進会議委員を公募し
ています。自分らしく生きられる社会をつく
るために、共に学び、情報交換をしています。
※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、
男性も家庭で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、家庭・学校・職場・地域社会など
で対等な立場で責任を担いながら、個々の
個性や能力をのびのびと発揮できる、そん
な豊かで活力のあるまちづくりを進めるた
めに、三芳町男女共同参画推進会議委員を
募集し住民参画で取り組んでいきます。
【活動内容】
◆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
【応募資格】
◆町内在住・在勤・在学の 20歳以上の人
◆男女共同参画に興味のある人
◆�主に平日の夜間および日中開催の会議
に出席できる人 (原則月１回）

【任期】
　平成 26年 4月１日より２年間
【募集人数】
　12人　募集者�多数の場合は、書類選考
【応募方法】
応募用紙に住所・氏名・年齢・性別・電
話番号・応募動機を記入し持参・郵送・
FAX・メールのいずれかで申込み
※応募締切　3月 5日㈬
問 ･ 申����総務課人権推進係内 404・405
〒 354-8555 三芳町藤久保 1100-1
☎ 258-0019 FAX 274-1055
soumu@town.saitama-miyoshi.lg.jp

【保健師】　
　�乳幼児健診の問診・相談および国民健
康保険加入者に対する特定保健指導

【看護師】　
　��乳幼児健診の診察介助・身体測定
▶勤務場所　三芳町保健センター
▶勤務時間　10:00～15:30（月5回程度）
▶募集人数　若干名
▶募集期間　2月 3日～ 2月 28日
問�･ 申����保健センター☎ 258-1236

保健センター嘱託職員募集


