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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！

〈保育士〉5 人　
▶勤務地　三芳町立第 2・第 3 保育所
▶任期　平成 28 年 4 月 1 日～平成 28
　年 9 月 30 日（半年毎に更新）
▶勤務　月～金の週 5 日
　　　　（行事による土曜勤務有）
　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
▶賃金　町の規定による

〈用務員〉2 人　
▶勤務地　三芳町立第 2・第 3 保育所
▶任期　平成 28 年 4 月 1 日～平成 28
　年 9 月 30 日（半年毎に更新）
▶勤務　月～金の週 5 日 8:30 ～ 17:00
▶資格　健康で明るい人
▶賃金　町の規定による
▶申込方法　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

平成 28 年度
保育所臨時職員募集

本人通知制度は、住民登録や本籍がある人
が事前に登録することにより、その人に
かかる住民票の写しや戸籍の謄抄本等を
本人の代理人および第三者に交付した場
合にその交付した事実について登録者本
人にお知らせするものです。これにより、
不正請求の早期発見、事実関係の早期究
明するきっかけとなります。また、本人
通知制度が周知されることで、委任状偽
造や不必要な身元調査等の未然防止につ
ながります。

登録
できる人

・三芳町に住民登録のある人
・三芳町に本籍のある人

登録
手続き

・ 本人通知登録申請書
・本人確認書類（運転免許証、パスポー
ト、写真付住民基本台帳カード等、
健康保険証等写真の無いものについて
は 2 点）※出張所でも申請できます

通知内容
・証明書の交付年月日
・交付した証明書の種類および通数
・ 交付請求者の種別（代理人・第三　

　者の別）

問　住民課住民担当内 142 ～ 144

本人通知制度に
登録しましょう

住民基本台帳カードは本年 12 月末をもっ
て交付が終了し来年 1 月から個人番号カー
ドの交付および新たな公的個人認証サービ
スの電子証明書の発行が開始されます。
これにより、電子証明書が標準的に搭載さ
れる「個人番号カード」の交付申請が集中
した場合、カード作成に時間を要し、役場
住民課窓口における交付が遅れ、確定申告
を行う期間に間に合わない可能性がありま
す。このため、利用者が不利益を被らない
ように現行の住民基本台帳カードに搭載さ
れている電子証明書の更新手続きをされる
場合は下記のとおりとなります。

【公的個人認証サービス電子証明書発行
および更新業務の終了日時】
　平成 27 年 12 月 22 日㈫ 17:00 まで
問　住民課住民担当内 142 ～ 146

公的個人認証サービスの
電子証明書の更新

平成 28 年１月 4 日㈪から、さいたま地方
法務局における国籍事務の取り扱いが変更
され、県内に住所を有する人の下記の届け
出申請等については、さいたま地方法務局
戸籍課において手続をすることになります。
①帰化許可申請　 ②届出による国籍取得
 ③その他の国籍に関する相談
問　さいたま地方法務局戸籍課☎048-851-1000
さいたま市中央区下落合 5-12-1

さいたま地方法務局の国籍
事務の取扱いが変更されます

お茶とお菓子を楽しみながら、カフェの
ような雰囲気の中、公民館活動や、地域
活動のことを話してみませんか？みんな
で語らいながら、何か一つ、新たな発見
や出会いが生まれればいい、そんな会で
す。公民館利用者でなくても大歓迎。
▶日時　12 月 25 日㈮ 10:00 ～ 12:00
▶場所　中央公民館１階　ホール
▶料金　無料
▶ 対象　公民館・地域活動に興味のある、

　　　 中学生以上ならどなたでも
▶申込み　 中央公民館窓口、TEL、FAX
　　　　　にて申し込みください。
問　中央公民館☎ 258-0050 FAX 258-1833

中央公民館
ワールドカフェ開催

キッチンスタジオ料理講座、今回は小学
生向け。クッキーにアイシングをしたか
わいいクリスマスクッキーを作ります。
クリスマスのオーナメントや、プレゼン
トにもピッタリ♡アイシングの乾燥時間
には…なんと！シュークリームを積み上
げてツリーを作って楽しく食べますよ。
▶日時　12 月 19 日㈯ 12:30 ～ 14:30
▶場所 中央公民館キッチンスタジオ
▶料金 1,500 円
　 ※講座申込後の取消に際し、取消料金

　が発生する場合があります
▶対象　小学生
▶定員　16 人（定員を超えた場合抽選）
▶申込み　中央公民館窓口、TEL、FAX
　　　　　にて申し込みください。
問　中央公民館☎ 258-0050 FAX 258-1833

クリスマス☆アイシング
クッキー作り

高齢大学中央公民館教室の授業の中で、
日本のおはなし、手遊び、紙芝居の講座
を行います。その講座を公開講座とし、
小さいお子さまたちにも楽しんでもらえ
るよう開放します。地域のおじいちゃ
ん、おばあちゃん、ちびっこたちが一緒
になって楽しめる遊びの会です。
▶ 日時　12 月 18 日㈮ 11:15 ～ 11:45
▶ 場所 中央公民館１階　ホール
▶ 料金 無料
▶ 対象 未就学児までのお子様と保護者
▶ 講師  おはなしサークルかにかにこ

そこその皆さん
▶ 申込み 　中央公民館窓口、TEL、FAX
　　　　　にて申し込みください。
問　中央公民館☎ 258-0050 FAX 258-1833

みんなであそぼ♪おはなし・手遊
び・紙芝居を一緒に楽しもう♪

パネルシアターやバルーンアートを親子
で楽しもう！淑徳大学の保育士養成支援
センターの先生と学生が、親子で楽しめ
る遊びをやさしく丁寧に教えます。みん
なのアイデアを出しあってわくわくする
遊びを創りましょう！
▶日時　12 月 19 日㈯ 13:30 ～ 15:00
▶場所　淑徳大学埼玉キャンパス 1 号館
▶料金　無料
▶対象　乳幼児～小学校低学年親子
▶定員　50 組（先着）
▶申込み　12 月 11 日㈮までにはがき・
　 FAX・メールのいずれかで、次の事項

を記入の上、申し込みください。
①講座名②郵便番号③住所④親子の氏名

（ふりがな）⑤お子様の年齢⑥電話番号
⑦ FAX 番号
問　淑徳大学埼玉キャンパス総務部　
☎ 049-274-1511 FAX 049-274-1521

kouza@ccb.shukutoku.ac.jp

親子で遊ぼう☆
わくわくクリスマス！

年金を受ける権利は、本人が死亡すると
なくなりますので、年金を受けている人
が亡くなられたときは、「死亡届」の提
出が必要です。この届出が遅れますと、
年金を多く受け取り過ぎて、後で返さな
ければならなくなることもありますの
で、注意してください。
なお、亡くなられた方がまだ受け取って
いない年金があるときは、生計を同じく
していた遺族の人からの請求によって、
その年金が支払われます。請求できる遺
族の範囲は、生計を同じくする 3 親等
以内の親族（配偶者、子、父母、孫、祖
父母、兄弟姉妹、甥、姪、子の配偶者、
おじ、おば、曾孫、曾祖父母等）です。
問 住民課保険年金担当内 156

年金受給者の死亡

ノロウイルスに
気をつけましょう

ノロウイルスによる食中毒は、特に冬季
を中心に流行し、集団発生も増加します。
予防するために次の点に注意しましょう。
① 調理や食事の前、トイレのあとには手

洗いを十分に行いましょう。
② 調理器具は十分に洗浄、消毒しましょう。
③ 食品は中心部まで十分な加熱処理をし

ましょう。
④ 便や嘔吐物からの感染を予防するため

に、汚染した場所はマスクや手袋をし
てから消毒しましょう。

問  朝霞保健所生活衛生・薬事担当
　☎ 048-461-0468

三芳町には武蔵野の面影を残す平地林が
残されています。平地林の自然を満喫し
ながら、三芳町の農業や知恵を探ってみ
ませんか？また、落ち葉掃きを体験した
後にみよし野菜がたっぷり入ったけんち
ん汁や蒸かしイモが味わえます。
▶日時　
　1 月 16 日㈯　予備日 1 月 23 日㈯
　9:15 ～ 13:00（9:00 受付開始）
▶場所 多福寺境内
▶料金 300 円
▶対象 一般・児童・生徒
▶定員 150 人（先着）
▶申込み　1 月 12 日㈫締め切り
問観光産業課農業振興担当内 219

体験落ち葉掃き

ファミリーサポートセンター
基礎講座

生後 6 か月から 12 歳の子どもの保育所
等への送迎やお家での預かりを行う子育
ての助け合いの有償ボランティア活動で
す。活動していただくための基礎講座を
行いますので、お気軽にお問い合わせ、
ご参加ください。
▶ 日時　1 月 22 日㈮　14:00 ～ 16:00
▶ 場所　藤久保公民館
▶対象　 町内在住の健康な 20 歳以上
　　　　資格は問いません。
▶申込み　電話予約・当日でも可
 問 ファミリーサポートセンター☎ 258-0075

住民課窓口一部業務停止 12月3日㈭
システムメンテナンスのため、住民基本台帳カー
ド・公的個人認証等の取り扱いができません
　問住民課住民担当内 142 ～ 146


