INFORMATION

発達障害者就労支援センター
（ジョブセンター）

都市計画審議会委員募集

埼玉県では、発達障害に特化し、就労相

住民の参画による都市計画行政運営推進

談から職業能力評価、就労訓練、就職活

のため、三芳町都市計画審議会委員を公

動支援、職場定着支援までをワンストッ

募します。この審議会では町長の諮問に

プで提供する「発達障害者就労支援セン

応じ、町が定める都市計画に関すること、

ター（ジョブセンター）」を運営します。

都市計画について本町が提出する意見に

【対象】医師の診断や障害者手帳の有無

関すること等について審議を行います。

にかかわらず、発達障害の特性を持ち、

▶公募人数 ２人（男性、女性問わず）

その自覚がある人で企業等への一般就労

▶応募資格

（障害者雇用枠での就労を含む）を希望

町在住で、都市計画について高い関心が

している人。ただし、就労移行支援事業

あり、豊富な知識をお持ちの人。年２回

所としての就労訓練を受ける際には、医

程度の平日昼間の会議に出席可能な人。

師の診断及び市町村による障害福祉サー

▶任期 ２年とし、再任は妨げない。

ビスの受給決定が必要です。

▶応募方法

【場所】

応募申込書 ( 都市計画課に

設置または HP よりダウンロード）に必

①ジョブセンター川口☎ 048-227-3400

要事項を記入し、10 月 16 日までに都

川口市本町 4-1-8 川口センタービル 4F

市計画課に提出してください。

②ジョブセンター草加☎ 048-929-7600

問 都市計画課都市計画・区画整理担当 内 235

草加市氷川町 2101-1 シーバイオビル 3F

平成 27 年度第 2 回
甲種新規及び乙種防火管理講習会

ストップ！滞納
10～12月は滞納整理強化期間

教養講座「お台場と夢の島
界隈を訪ねる」

お知らせ

管内に在住または在勤者を対象に、この

町税は、私たちが安心して暮らしていく

資格を取得するための講習会を開催しま

ための貴重な財源であり、定められた期

埋め立て地から臨海都市へと変貌を遂げ

「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。

す。乙種防火管理者が防火管理者として

限（納期限）までに自主的に納めるもの

選任できる事業所は、用途、規模等によ

です。

り制限があるためご注意ください。

しかしながら、大多数の人が期限内に納

▶講習日時

９:00 ～ 16:30

付されている一方、一部では税を滞納す

甲種新規

10 月 22 日㈭・23 日㈮

る人もいるのが現状です。

乙種

10 月 22 日㈭

そこで、税負担の公平性と税収入の確保

消防組合消防本部大講堂および

を図るため、県内 63 市町村と埼玉県で

会議室（ふじみ野市大井中央１- １-19）

は「滞納整理強化期間」を定め、集中的

▶会場

▶申込み

10 月 7 日㈬ ８:30 ～ 16:00

消防本部予防課

10 ～ 12 月の期間中、特に、差押えな

東消防署

どの滞納処分を中心に、町税滞納の解消

富士見市大字鶴馬 1850-1

※郵送による申請は受け付けません。

に向けた取組みを強化します。町税は、

▶定員

甲種新規、乙種合わせて 90 人

期限内納付にご協力をお願いします！

定員になり次第締め切り

問 税務課収税担当 内 122 ～ 125

▶受講資格

三芳町、富士見市、ふじみ

▶受講料

問 各ジョブセンター

問 入間東部地区消防組合消防本部

違反建築をなくそう運動

福祉課障がい者支援担当 内 177

4,000 円（テキスト代含む）

予防課査察指導係☎ 261-6007
東消防署消防課消防係☎ 255-4119

「ルール守って明るく住マイル」
をスロー
ガンに、県下一斉に 10 月 8 日㈭～ 23
日㈮の 16 日間で「違反建築なくそう運
動」を実施します。その一環として建築

普通救命講習Ⅰ

や法令などの説明会と無料建築相談を実

した結果を報告します。議員との意見交

施します。

▶日時

10 月 25 日㈰ 9:00 ～ 12:00

換もありますので、ぜひお越しください。

▶日時

10 月 21 日㈬ 14:00 ～ 16:00

▶会場

消防本部大講堂

▶ 10 月 24 日㈯

▶場所

飯能市市民会館

▶対象

三芳町・富士見市・ふじみ野市

①応急仮設住宅と県産材

▶定員

30 人

②建築基準法・建築士法の改正について

▶申込み

10:00 ～ 12:00

藤久保公民館

14:00 ～ 16:00 竹間沢公民館
▶ 10 月 25 日㈰
14:00 ～ 16:00

中央公民館  

18:00 ～ 20:00

農業センター

問 議会事務局議事調査担当 内 602

▶内容

在住、在勤、在学者

※木造住宅の無料耐震診断の実施

10 月 5 日㈪～ 9 日㈮の間に
下記へ連絡し予約

問 都市計画課開発建築担当 内 236・237

川越建築安全センター☎ 243-2102

栄養士で地域活動に関心が
ある人へ、研修会のご案内
▶日時

11 月 9 日㈪

10:00 ～ 11:30

▶場所

埼玉県朝霞保健所

大会議室

▶講演
「地域で栄養士ができること～地域か


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)

講師

NPO 法人ぽけっとステーション
管理栄養士

▶費用

無料

▶対象

栄養士資格のある人
約 30 人（先着順）

▶申込み

氏名、昼間連絡できる電話番
号を記入し FAX で申し込み

問 朝霞保健所

☎ 048-461-0468

                     FAX 048-460-2698

三芳町役場 ☎ 049(258)0019（代表）

〒 354-8555 三芳町大字藤久保 1100 ｰ 1

【講師】三宅いづお氏
【持ち物】筆記用具、雨具、歩きやすい服装
【集合場所】鶴瀬駅改札８:00 集合出発
▶日程

11 月 11 日㈬

※雨天決行

▶場所

新木場駅～夢の島熱帯植物園

～夢の島マリーナ～第五福竜丸展示館
〈電車移動〉～お台場海浜公園 ～〈昼食〉
～フジテレビ見学～ゆりかもめ乗車～
〔解散予定 15:00 新木場駅〕
▶料金

2,500 円（昼食代・保険料など）
    

▶定員

35 人（定員になり次第締め切り）

▶申込み

10 月１日㈭

９:00 ～

問 藤久保公民館☎ 258-0690

ら広げる食育・健康づくり～」

平成 26 年度決算について、議会で審査

みませんか。

（電話申し込み不可）

立場にある人 ( 各事業所２人以内 )

川越脇田本町 13-5 川越第一生命ビル 5 Ｆ

と若者のメッカとなったお台場にいって

参加費を添えて藤久保公民館へ申し込み

野市に在住または在勤で管理監督的な

③ジョブセンター川越☎ 049-249-8772

ふれあい座談会（議会報告会）
を開催します

に徴収対策を行っていきます。町でも、

たお台場近辺を巡ります。公園・展示場

犬の正しい飼い方普及旬間

10 月 21 日㈬～ 30 日㈮

10 月 21 日㈬から 30 日㈮は「犬の正
しい飼い方普及旬間」です。犬を飼う際
は次のことを必ず守ってください。
①犬 の登録は生涯 1 回、犬への狂犬病
予防注射は年 1 回受けてください。
②狂犬病予防注射を受けたら役場に届け
出をしてください。
③鑑札と注射済票は犬に必ず付けてください。
④放し飼いはやめましょう。散歩の時は
必ずリードをつけてください。
⑤散歩中にした糞は必ず持ち帰ってください。

♪おひざでだっこ♪
絵本とわらべうたの会
中央公民館では地域での子育てについて

⑥異常に鳴きつづけるなど、近隣に迷惑
をかけないようにしてください。
⑦飼育環境を整え、家族の一員として終
生可愛がりましょう。
問 埼玉県朝霞保健所☎ 048-461-0468

考える事業を進めています。図書館と共
催で、赤ちゃんが楽しめる、絵本とわら
べうたの会を開催します。図書館の司書
による、絵本の読み聞かせや、わらべう

県民手帳の販売

たなどをして、みんなで楽しみましょう。
▶日時

10 月 28 日㈬ 10:30 ～ 11:30

▶期間

▶場所

中央公民館

▶頒 布場所

▶料金

無料

県民活動総合センター、県物産観光館

▶対象

０～ 2 歳までのお子様と保護者

そぴあ、県内一部の書店

子育てスタジオ

10 月 19 日㈪～ 12 月 18 日㈮
町財務課、県統計相談室、

▶持ち物

あれば図書館の貸出券

▶価格

▶申込み

窓口、電話、FAX で申し込み

問 財務課電算統計担当 内 412・413

問 中央公民館☎ 258-0050 FAX 258-1833

500 円（税込）

    埼玉県統計協会☎ 048-830-2330

和太鼓教室

から ！
6歳 きます
で
参加

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

広
告

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。

広

←50歳・60歳・70歳からのニコニコシニアクラス同時募集！

観光バス・貸切バスは
お任せ下さい！

告

志木発の高速バス「VIPライナー」も運行中！
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