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「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！

第二・第三保育所
臨時職員の募集

第二、第三保育所の下記職種の臨時職員
を募集します。
【保育士募集】　（5人）
▶勤務　月～金曜日の週５日
　６:45～ 19:15の間の７時間45分
　行事等により、土曜勤務あり
▶�資格　�保育士、幼稚園教諭、小学校教諭、

養護教諭の資格を有するもの
▶賃金（4月改定予定）月給194,900円
【時間外保育補助】（若干名）
▶勤務
　①月～金曜日　７:30～ 13:30
　②月～金曜日　16:00～ 19:15　
　③土曜（第 1、3、5）　7:30 ～ 13:30
※①②行事等により、土曜日勤務あり
▶賃金（4月改定予定）
　　有資格者　時給 1,070 円
　　無資格者　時給 950円
【用務員】（若干名）
▶勤務　①月～金　８:30～ 17:00
　　　　②週３日　８:30～ 17:00
▶賃金　（4月改定予定）　時給830円
※�任期は 3職種とも４月１日～９月30
日で半年毎に更新があります
▶�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

3月31日㈭の納期限は次のとおりです。
納期限内に納付してください。
■町県民税（随時分）
■国民健康保険税（第 9期）
■介護保険料（第 9期）
■後期高齢者医療保険料（第 9期）

納期限にご注意ください

春季初心者
ソフトテニス（軟式）教室

三芳町庭球連盟では春季初心者ソフトテ
ニス教室を開催します。
▶�日程　下記の毎週土曜日
4/2・9・16・23・30 ��9:00 ～ 11:00

5/14・21・28 10:00 ～ 12:00

6/4・18・25 10:00 ～ 12:00

▶�場所　運動公園テニスコート
▶�対象　�小学 4年生以上
▶�参加費　1人 1回 100円（当日徴収）
▶�持ち物　テニスシューズ（平底靴可）
　ソフトテニス用ラケット（貸出可）

　※事前申込不要､ 直接会場集合
問�生涯学習課スポーツ推進担当内 516
　庭球連盟役員（19:00 ～ 21:00）
　新井田（にいだ）☎ 258-5556
　給前（きゅうぜん）☎ 259-1791

嘱託職員の募集

▶��募集職種　管理栄養士�
▶��勤務場所　保健センター
　　　　　　三芳町藤久保 185番地 1
▶��勤務時間
　9:30 ～ 15:30 の間　5時間勤務
▶��勤務回数：月 2～ 3日程度
▶��業務内容　
　特定保健指導における相談業務
▶��募集人数　若干名
▶��報酬　日額 8,000 円
▶��その他　申込者対象に別途オリエン
テーションを行います。日時等は、申
込者に個別に通知します。

問 ･ 申���三芳町保健センター☎258-1236

あいサポーター研修
～障がいを知りともに生きる～

あなたも「あいサポーター」になりませ
んか？小学生から大人までどなたでも参
加できます。
【三芳会場】
▶日時　3月 6日㈰ 10:00 ～ 11:30
▶場所　藤久保公民館
【富士見市会場】
▶日時　①3月 10日㈭10:00～ 11:30
　　　　②3月 18日㈮10:30～ 12:00
▶場所　①水谷東公民館
　　　　②市民福祉活動センターぱれっと
問　福祉課障がい者支援担当内 176

▶勤務地　町内学童保育室
▶��募集人数　若干名
▶任期　4月 1日～ 9月 30日
　　　　（半年毎に更新）
▶��勤務　
　�月～金曜日　�13:15 ～ 18:45 の間の
　　　　　　　4時間 30分程度
　土曜日　月１回程度 8:00 ～ 16:15
　　　　　　　（休憩 1時間）
▶賃金（4月より下記金額に改定予定）
　有資格　時給 930円
　　�保育士・幼稚園や小中学校教諭など
の資格を有する人、2年以上児童福
祉施設に従事していた人

　無資格���時給 870円
　　※ともに土曜加算あり
▶�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

学童保育室臨時職員募集

初級・中級
硬式テニス教室

三芳町テニス協会による初級者・中級者
を対象にした硬式テニス教室を開催しま
す。参加者を募集しますので、お気軽に
ご参加ください。初心者も大歓迎です。
▶�日時　4月 2日～ 5月 28日の毎週土曜
　�全８回（5月 7日除く）、4月（13:00
～ 15:00）5月（14:00 ～ 16:00）
▶�場所　運動公園テニスコート
▶�対象　�一般（町内在住、在勤、在学）

およびテニス協会員
▶�定員　先着 30人　
▶参加費　5,000円　初回開催時に持参
▶申込み　3月 14 日㈪～ 18 日㈮　　
　総合体育館（9:00 ～ 19:00）に申し込み
※先着順、定員になり次第締め切り
　電話による受付は行いません
問�生涯学習課スポーツ推進担当内 516
　総合体育館☎ 258-0311（昼間）
　テニス協会（夜間）
　林☎ 258-4809　岡野☎ 258-9200

集合狂犬病予防注射

狂犬病予防法で飼い犬には、登録と毎年
1回の狂犬病予防注射が義務付けられて
います。つきましては下表の会場で、狂
犬病予防注射を受けてください。なお、
登録者には 3月中にハガキを郵送しま
すので持参してください。
期日 時間 場所

4/11
㈪

��9:30～11:00 上富第 1区集会所

13:00～14:30 三芳町役場駐車場P1

4/12
㈫

��9:30～11:00 北永井第 2区集会所

13:00～14:30 藤久保第 2区集会所

4/13
㈬

��9:00～10:00 藤久保第 3区集会所

10:30～11:30 唐沢小学校駐車場

13:00～14:30 竹間沢第 1区集会所

問�環境課環境対策担当内 216・217

3 月 1 日からスポーツ安全協会では、
平成 28年度スポーツ安全保険の加入受
付を開始します。
▶�申込方法　
　�郵便局窓口で払込後、払込受付証明書
を貼付した加入依頼書を郵送する。

▶�対象　
　�スポーツ活動や文化活動などを行う 4
人以上の団体

▶対象となる事故の範囲　
　�団体管理下での活動中（国内）やその
往復中の事故など

▶掛金　800円～ 11,000 円
　�中学生以下、高校生～ 64 歳以下、
65 歳以上に区分され活動内容によ
り異なります。

▶�保険期間　平成 28 年 4 月 1 日～平
成 29年 3月 31日

※ �4 月 1 日以降の申し込みは加入依頼
書を郵送した消印日と払込日のいずれ
か遅い日の翌日から有効

▶補償内容　�
　�傷害保険・賠償責任保険・突然死葬祭
費用保険

※�平成 28年度スポーツ安全保険より加
入区分の再編、掛金の改定および補償
内容等の改定をします。必ず「スポー
ツ安全保険のしおり」または「あらま
し」をよくお読みになり、内容をご確
認ください。

※�スポ安ねっとを利用の場合はスポーツ
安全協会ホームページをご覧ください。

▶�加入依頼書配布場所　
　�総合体育館、役場生涯学習課、中央公
民館、藤久保公民館、竹間沢公民館

問�（公財）スポーツ安全協会埼玉支部������
　☎ 048-779-9580

平成 28年度
スポーツ安全保険

にっこり運動教室
“こり”をほぐして、明日もにっこり

「肩こり、腰痛は年をとると仕方がない」
とあきらめていませんか。肩こり、腰痛
がなぜ起きるのかを学び、予防の体操を
紹介します。いもっこ体操の体験も行い
ます。
▶日時　4月 13日㈬、20日㈬、26日㈫
　　　　10:00 ～ 12:00（全日程共通）
▶会場　藤久保公民館　ホール
▶参加費　無料
▶対象　65歳以上の住民
▶定員　30人
▶申込み　電話、窓口で申し込み
問�　健康増進課地域包括支援センター内 188

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　3月 24日㈭ 13:30 ～ 15:30
▶会場　藤久保公民館　図書室
▶参加費　無料
▶対象　�夫または妻を介護をしている人
▶定員　なし
▶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 ･ 申����在宅介護支援センターみずほ苑
☎ 258-9488


