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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！

学童保育室臨時職員募集

放課後児童の保育。資格は問いません。
健康で仕事に熱意のある人、応募してく
ださい。
▶任期　
　5月1日～9月30日　（半年更新あり）
▶勤務地　竹間沢学童保育室
▶人数　若干名
▶勤務日　
　①月～金の週 5 日　13:30 ～ 18:45
　　4 ～ 5 時間程度のシフト制勤務
　②土曜勤務は 月１回程度の当番制
　③夏休み　 8:00 ～ 18:45 の間
　　6 時間未満のシフト制勤務
▶賃金　有資格 890 円　無資格 830 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
ドまたは総務課、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

認知症は身近な問題の 1 つとなっていま
す。認知症の人が、住み慣れた地域で暮
らし続けるためには、地域に住む一人ひ
とりの理解が重要です。認知症の正しい
知識を学ぶ機会としてご参加ください。
▶内容　 認知症の診断と治療
　～アルツハイマー型認知症を中心に～
　富士内科クリニック院長　吉田直哉先生
　（東入間医師会もの忘れ相談医）
▶日時　5 月 17 日㈰
　　　　9:30 ～ 12:00（開場 9:00）
▶場所 藤久保公民館ホール
▶料金 無料　▶対象　どなたでも可
▶定員 先着 150 人
▶ 申込み　申し込み不要です。直接会場

にお越しください。
※ 駐車場には限りがありますので、車で

の来場はご遠慮ください。
　手話通訳、ループ席を用意しています。
問　健康増進課地域包括支援センター内 188

認知症講演会 子育てフリースクエアに遊
びにきませんか？

地域に友だちをつくりたい乳幼児親子の
ために藤久保公民館保育室を下記の日程
で個人開放しています。お気軽にのぞい
てみませんか？
▶開放日　毎週火曜日　９:00 ～ 12:30
　　　　（開放していない日もあります）                  
▶場所　藤久保公民館保育室
▶対象　０～４歳くらいまでの乳幼児親子
▶ルール
① 予約不要で時間内出入り自由です。満

室の場合はご容赦ください。
② 託児室ではありません。親子での参加です。
③ ふれあいの場所づくりに協力ください。
④サークルでの参加はできません。
【親子りらっくすタイム】
　 親子遊び　ベビーマッサージなど
　講師　谷わかこ氏
▶日時　５月 19 日㈫、６月 16 日㈫、　
　７月 14 日㈫　全日 10:00 ～ 11:00
▶場所　藤久保公民館保育室
▶対象　首がすわっている赤ちゃん～ 1 歳
▶料金　無料
問 ･ 申 藤久保公民館　☎ 258-0690

これからパソコンを買おうと思っている
人、パソコンを買ったけど使いこなせな
い人、もっと楽に使いたい人など、相談
室を開催していますのでご利用ください。
▶相談日　５月 18 日㈪・25 日㈪
　　　　　６月８日㈪・22 日㈪
　　　　　７月 13 日㈪・27 日㈪
▶ 時間　10:00 ～ 12:00（なお、講習

会ではありませんので開催時間中であ
れば随時相談は可能です）

▶場所　竹間沢公民館　学習室
▶相談員　生涯学習アドバイザー他
▶費用　無料
▶定員　15 人
▶ 申込み　人数の関係上、事前に予約し

ていただくことをお勧めします。
※ インターネットは無料のものについて

は閲覧することができます。
問　竹間沢公民館　☎ 259-8311

パソコンなんでも相談室

自分の健康状態を知り、生活習慣を見直
す機会にぜひ特定健診を受診しましょ
う。国民健康保険加入者と 75 歳以上の
人に 5 月中に「受診案内・受診券・実
施医療機関一覧表」を送付します。どち
らにも該当しない 40 歳以上の人は、被
扶養者（家族）を含め、各医療保険者が
指定する健診機関での受診となりますの
で、加入している医療保険者にお問合せ
ください。

問住民課保険年金担当内 154

40 歳以上はぜひ受診を
特定健診と健康診査

基本健診項目 問診、身体測定、血圧測定、
尿検査、血液検査

町で独自で行う
健診項目 貧血検査、心電図検査

その他 眼底検査

介護者交流会

介護についての悩みや体験など、一息入
れながら介護者同士で語りませんか。
▶日時　5 月 28 日㈭　13:30 ～ 15:30
▶場所 藤久保公民館　２階　学習室
▶料金 参加費無料
▶対象 義理の親を介護している人
▶定員 なし
▶申込み　電話で申込み（当日まで可）
▶共催　地域包括支援センター
　　　　在宅介護支援センターはなまる
問在宅介護支援センターみずほ苑
　☎ 258-9488

いもっこ体操全体大会

日頃各集会所等の「いもっこ体操」に参
加している皆さんが一堂に集まり、い
もっこ体操を行います。ゆっくりとした
動きで、楽しく行える体操です。初めて
の人でも、気軽にご参加ください。
▶日時　５月 27 日㈬９:30 ～ 12:00
▶場所 総合体育館　アリーナ
▶料金 無料
▶対象 体操に関心のある人
▶定員 なし
▶申込み　電話申込み（当日まで可）
問　健康増進課地域包括支援センター内 188

三芳町地域防災計画を改訂
しました

東日本大震災をはじめ、大規模化する風
雪水害等によって、防災のあり方が大き
く問い直されているところです。町防災
会議では、改正法令や地震被害想定調
査、町内の取り組みや最新の学術的な知
見を踏まえて、地域防災計画を改訂しま
した。下記の公共機関で計画の閲覧がで
きます。年内には、概要版の配布も予定
しています。
▶閲覧箇所 　自治安心課、情報資料室、

　図書館、各公民館
問自治安心課防犯防災担当内 265

▶ 日時 5 月 23 日㈯　9:00 ～ 18:00
▶会場 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
▶定員　30 人
▶ 申込み　 5 月 7 日㈭～ 13 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)

上級救命講習

社会福祉法人入間東部福祉会
職員募集

①支援員（正規職員）

募集職種 試験日

支援員
（若干名）

応募 7 月 24 日㈮締切

１次試験 8 月 10 日㈪

２次試験 8 月 19 日㈬～ 21 日㈮

▶受験資格
昭和 56 年４月２日以降に生まれた、学校
教育法に基づく大学・短大・専門学校を
卒業見込みの人、もしくは卒業された人
・35 歳以下の人（平成 28 年４月１日現在）
・ 自動車運転免許証取得見込み、もしく

は取得済の人　
▶ 応募方法　受験申込書を法人本部事務

局に提出・郵送。詳細は、職員採用試
験受験要領（ホームページ）をご確認
ください。
http://www16.ocn.ne.jp/~miyoshi/

②臨時職員募集（支援員・看護師等）
　詳細は、上記ホームページを参照
問社会福祉法人入間東部福祉会本部事務局
　☎ 258-8120

いもっこ体操健康教室

いつまでもはつらつとした毎日を送るた
めのポイントを学びます。栄養士による
講話や脳トレなど楽しく学びましょう。
▶日時　6 月 1 日㈪　10:00 ～ 11:30
▶場所 藤久保 1 区集会所
▶料金 無料
▶申込み　直接会場へ来所
問　健康増進課地域包括支援センター内 188

J-ALERT
緊急地震速報訓練

災害時に、J-ALERT から送られてくる
国の緊急情報を確実に住民の皆さんに
伝えるため、町内で「防災行政無線放
送」を使って緊急地震速報の試験を行い
ます。※事前に三芳町地域コミュニティ
メール・町ツイッターでも周知します。
▶日時　5 月 27 日㈬　10:15 頃

【放送内容】
（チャイム）「こちらは防災みよしです。
ただ今から訓練放送を行います。」
（緊急地震速報チャイム音）「緊急地震速
報。大

おおじしん
地震です。大

おおじしん
地震です。これは訓

練放送です。」３回繰り返し　　　　　
「これで訓練放送を終わります。」（チャイム）
問自治安心課防犯防災担当内 266


