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INFORMATION

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！ 三芳町にお住いの方へ 広告

お迎えから火葬まで、消費税も含めて

費用が安くても、安心できる葬儀には理由があります

追加費用一切なし

24時間
365日

ふじみ野市大井中央4-9-12

厚労省認定 葬祭ディレクター１級所持

安置施設を所有（安置の追加費用不要）

安心のしののめの里のご葬儀安心のしののめの里のご葬儀

詳しくは

お気軽にお問い合わせください

三芳町北永井394-2

建築物･貯水槽清掃業登録

☎049-257-2658

㈱アゼル

で埼玉アゼル 検　索

0120-028-350Ⓡ

住民の皆さんが主人公となる芸術文化活
動を支援します。平成 30 年 4 月 1 日
から平成 31年 3月 31日までにコピス
みよしで実施を予定している事業が対象
で、支援対象に選ばれた事業に対して、
経費面の支援及び独創的な事業が実現で
きるよう助言等のサポートをします。詳
しくは生涯学習課、コピスみよし、各公
民館窓口で配布する募集要項及び申請書
をご覧ください。町のホームページから
もダウンロードできます。
▶�申込み：8/1㈫～9/29㈮に申請書（指
定様式）を生涯学習課に提出

問�生涯学習課生涯学習担当内 514

埼玉県では、インターネットを利用したアン
ケート等で県政の課題について意見をお聴
きし、皆さんの声を県政に反映させています。
アンケートにご協力いただくとポイントが貯
まり、一定のポイントが貯まった人の中から
抽選で図書カードを差し上げています。
▶�対象：満 16歳以上でインターネット
等の利用が日本語でできる人（議員、
首長、常勤の埼玉県職員を除く）

▶�申込み：埼玉県HPまたは「県政サポー
ター」で検索してください

問�埼玉県広聴広報課☎ 048-830-2850

経営・労務管理相談

中小企業、小規模事業主の人に対し、賃
金、労働時間、安全衛生管理などについ
て、専門家がアドバイスします。
▶日時：月～金曜日（祝日除く）
　　　　8:30 ～ 17:00
▶利用方法：下記に電話相談
問��埼玉県最低賃金総合相談支援セン
ター　☎ 0120-310-394

高齢者や障がい者をめぐる人権問題の解
決を図るための取り組みとして、「高齢
者・障がい者の人権あんしん相談」強化
週間を設定し、通常の受付時間を延長し
て相談を受け付けます。
▶期間：9/4㈪～ 9/8㈮ 8:30～ 19:00
　9/9 ㈯～ 9/10 ㈰ 10:00 ～ 17:00
▶�内容：法務局職員と人権擁護委員が秘
密厳守の上、電話相談に乗ります。

問��さいたま地方法務局人権擁護課　　
☎ 048-859-3507

高齢者・障がい者の人権
あんしん相談強化週間 埼玉県県政サポーター

ウェスタ川越矯正展

刑務作業の現状と重要性を広く知ってもら
うため、受刑者が社会復帰を目指して刑務
作業に取り組む姿について広報を行い、実
際に受刑者が製作した刑務所作業製品の展
示、販売を行います。
▶日時：9/9㈯10：00～16：30
　　　�9/10㈰10：00～16：30
▶場所：ウェスタ川越
▶�内容：矯正行政の紹介、ステージイベント、
性格検査体験コーナー等
▶料金：無料
問�川越少年刑務所☎ 242-0226

毎年幅広い年代から力作が寄せられる文
学コンクールです。今回も 4部門に清
新な作品を求めます。
▶部門：小説、詩、短歌、俳句の 4部門
▶応募資格：県内在住、在勤者は題材自
由。県外者は埼玉に関連したテーマの作
品であること。
▶期限：8/31 ㈭消印有効
▶�申込み：下記に注意事項を確認の上、
郵送

問�埼玉新聞社編集局文化くらし部
����「埼玉文学賞」○○部門係
　�〒 331-8686
　�さいたま市北区吉野町 2-282-3　��
　�☎ 048-653-9027

彩の国埼玉りそな銀行
第 48回埼玉文学賞

8 月は「人権
尊重社会をめ
ざす県民運動
強調月間」で
す。全ての県
民がお互いの
人権を尊重し

ながら共に生きる社会を実現するため、
県民総ぐるみで取り組みます。人権につ
いて考える総合的な人権フェスティバル
です。※申込み不要
▶日時：8/23 ㈬ 10:00 ～ 15:30
▶�場所：越谷コミュニティセンター「サ
ンシティーホール」

▶料金：無料
▶�内容：増田明美さん（スポーツジャー
ナリスト）による人権講演会、松伏高
等学校音楽部による演奏ほか

問�埼玉県人権推進課☎ 048-830-2255

ヒューマンフェスタ
2017in 越谷

平成 30年度三芳町
芸術文化支援事業の募集

親子でふれあいながら絵本の読み聞か
せ、わらべうた、手遊びなどをみんなで
楽しみましょう。毎月第 4火曜日に開
催しています。お持ちの方は図書館の貸
出券をお持ちください。
▶日時：8/22 ㈫ 10:30 ～ 11:30
▶場所：中央公民館 1階子育てスタジオ
▶料金：無料
▶対象：乳幼児と保護者 20組
▶�申込み：中央公民館に直接、電話、
FAXのいずれかで申込み（先着順）

問��中央公民館☎ 258-0050

♪おひざでだっこ♪
えほんとわらべうたの会

埼玉県育児休業等
代替職員登録試験

県では職員の育児休業等の代替として勤務
する育児休業等代替職員を募集します。
▶�職種：一般事務等（免許資格職について
は随時募集中）
▶試験日：9/24㈰
▶�申込み：県人事課、地域振興センター、
県HPで閲覧できる登録案内を参照
問�埼玉県人事課☎ 048-830-2431

紙製品、洋裁、電気部品等の見本があり
ます。予約不要。お気軽にご相談ください。
▶�日時：毎週水曜日（祝日、年末年始除く）
10:00～16:00（12:00～13:00除く）
▶場所：役場 2階内職相談室
▶対象：内職を探している人
問�観光産業課商工観光担当内 215

内職相談室を
ご利用ください

特別児童扶養手当現況届
提出をお忘れなく

特別児童扶養手当現況届に関する個別通知
を該当する人に送付します。期間内に忘れ
ずにご提出ください。
▶��提出期間：8/1㈫～8/31㈭
　�8：30～17：15平日のみ※8/5㈯は　
土曜開庁のため8：30～正午まで受付

問�福祉課障がい者庶務担当内 175

町では国際理解教育の一環として三芳町
中学生海外派遣団の訪問先のマレーシア
から親善訪問団を受け入れます。このう
ち滞在中の通訳ボランティアを募集しま
す。
▶対象：英会話ができる人（5人程度）
▶�申込み：8/1 ㈫～ 8/10 ㈭に下記に
電話（定員になり次第終了）

問�学校教育課指導担当内 522

マレーシア親善訪問団
通訳ボランティア募集

▶日時：9/9㈯16㈯9:00～11:00
�����������10 月毎週㈯ 9:00～11:00
�����������11 月毎週㈯ 10:00～12:00
▶場所：三芳町運動公園テニスコート
▶対象：小学 4年生以上
▶料金：200円 /回（当日徴収）
▶�持物：ラケット（貸出可）、シューズ（平
底靴可）、タオル、水筒
▶定員：50名※申込み不要。直接会場へ。
問�生涯学習課生涯学習担当内 516

秋季初心者
ソフトテニス教室

三芳町が平成 9年に行った「みどりと
ぬくもりのある非核平和都市宣言」から
20年を迎え、改めて核兵器の廃絶と平
和の実現への思いを新たにするため、広
島・長崎の被ばくの実相に関するポス
ター展を開催します。
▶日時：8/1 ㈫～ 13㈰ 9:00 ～ 22:00
▶場所：藤久保公民館ロビー
▶料金：無料
問�総務課人権・庶務担当内 402

非核平和都市宣言
20年記念ポスター展

65 歳以上のドライバー対象の体験型交
通安全教室を開催します。
▶日時：9/17 ㈰ 8:45 ～ 12:00
▶場所：セイコーモータースクール
▶定員：110人
▶料金：無料
▶申込み：8/14㈪より下記にて電話受付
問��東入間警察署交通課☎269-0110内 411

体験型交通安全教室
「高齢運転者泣き笑い」

工事に伴い中止していたテニスコートの
利用を平成 29年 10月 1日から再開し
ます。ご利用の際は新たに利用登録手続
きが必要となりますので、お問い合わせ
ください。
▶�利用者登録：8/21 ㈪ 9:00 より随時
受付
▶利用時間：�9:00 ～ 12:30
　13:00 ～ 16:00（年末年始は休場）
問��ふじみ野市運動公園指定管理者アイ
ル・オーエンスグループ☎266-3941
　入間東部地区衛生組合総務課☎261-4891

入間東部地区衛生組合
テニスコートの利用再開

55 歳以上の人を対象に、21 の大学が
様々な分野の科目を開放し、一般の学生
と一緒に学んでいただく機会を提供しま
す。詳しくは県HPより募集案内をご確
認ください。
▶日時：おおむね 9月～ 2月
▶場所：県内 20大学、都内 1大学
▶�科目：経済政策、政治学、社会福祉、
語学など

▶料金：各科目 1万円程度
▶募集開始：8/1 ㈫より
問�埼玉県高齢者福祉課☎ 048-830-3263

大学開放授業講座
受講生募集


