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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Ⓡ

新年度就学援助
新小学1年新規申請受付

経済的な理由で就学が困難な児童・生徒
の保護者に、学用品費・給食費・医療費
などを援助していますが、平成 30年度
より就学援助認定期間を 7月から翌年
6月の1年間に変更します。これに伴い、
新規申請の場合は下記のようにお願いし
ます。
 ▼  平成 30 年 4 月～ 6 月分
▶申込み期間：入学説明会～ 4/13 ㈮ま
でに申込み。※以降も随時受け付けてい
ますが、この期間の申請のみ新入学児童
学用品費の対象となります。
▶申込み方法：申請書（学校または学校
教育課で入手）に記入し、家族全員の平
成 28年度分の所得がわかる書類等を添
付し、学校教育課に提出
 ▼  平成 30 年 7 月～平成 31 年 6 月分
4/16 ㈪以降に改めて申請。
問　学校教育課学務担当内 524・525

NPO法人設立基礎講演会
＆地域デビューのすすめ

大学の開放授業講座
受講生募集

55 歳以上を対象に 19 の大学が様々な
分野の科目を開放し、一般の学生と一緒
に学ぶ機会を提供します。
▶日時：おおむね 4月～ 8月
▶場所：県内 18大学・都内 1大学
▶対象：県内在住の 55歳以上の人
▶ 科目：経済政策・政治学・社会福祉・
語学など
▶�申込み：県ホームページ（QRコード）
の募集案内を確認し、2/1 ㈭より各
大学へ直接申し込み

問�県高齢者福祉課�☎ 048-830-3263

市町村交通災害共済
出張加入受け付け

男女共同参画推進会議
委員の募集

交通事故でケガをしたり死亡したときに
見舞金をお支払いする市町村交通災害共
済の加入受け付けを行います。

※ �2/26 ㈪から自治安心課、藤久保・竹
間沢出張所で受付（土日祝日は除く）

▶会費：一般900円、中学生以下500円
問���自治安心課防犯防災担当内 267

男女が家庭・学校・職場・地域社会など
で対等な立場で責任を担いながら、個性
や能力を発揮できる豊かで活力のあるま
ちづくりを進めるため、男女共同参画推
進会議委員を募集し、住民参画で取り組
んでいきます。
▶締切：2/28 ㈬
▶ 内容：情報誌やセミナーの企画・編集・
運営

▶ 資格：町内在住・在勤・在学の 20歳
以上で、男女共同参画に興味があり、
主に平日の夜間（原則月 1回）およ
び日中開催の行事に出席できる人

▶任期：平成30年 4月1日より2年間
▶定員：12人
▶�申込み：応募用紙（総務課またはホー
ムページで入手）を下記に持参・郵送・
FAX・メール

問���総務課人権・庶務担当内 404・405

嬉しい気持ちや悲しい気持ちを歌って気
分をスッキリ。声を出して歌うことは心
の緊張を解きほぐし、リラックスする効
果があります。人と出会い、共に歌うこ
とで身も心も暖められるこころの健康づ
くりを一緒に始めませんか。
▶日時：2/24 ㈯ 14:00 ～ 16:00
▶場所：藤久保公民館ホール
▶対象：町内在住・在勤の人
▶定員：100人
▶申込み：下記に申し込み
問�福祉課障がい者支援担当内 177

歌でこころの健康づくり

共に社会を想い豊かな人生を送るため
に、NPO法人設立や地域デビューにつ
いて学びます。
▶�日時：3/10 ㈯ 10:30 ～ 12:00（NPO
法人設立を考えている人）　　　　　
13:30 ～ 15:30（地域デビューに興
味のある人）

▶場所：朝霞市中央公民館
▶�申込み：2/28 ㈬までに住所・氏名・
電話番号を記入し、FAX またはメー
ルで申し込み

問　県南西部地域振興センター�
�☎048-451-1110�FAX048-451-1113�����
✉ j5111102@pref.saitama.lg.jp

2/20 ㈫
9:30 ～ 12:00
13:30 ～ 16:00 藤久保公民館

2/21 ㈬
9:30 ～ 12:00 藤久保第 1区集会所
13:30 ～ 16:00 藤久保第 3区集会所

2/22 ㈭
9:30 ～ 12:00 北永井第 2区集会所
13:30 ～ 16:00 北永井第 3区集会所

2/23 ㈮
9:30 ～ 12:00 農業センター
13:30 ～ 16:00 みよし台第 1区集会所

国営武蔵丘陵森林公園
早春の草花展

早春を彩る花たちが植物園に大集合。一
足先に春を先取り。スノードロップや原
種シクラメン、早咲きチューリップなど
を順次楽しめる「早春の花散策コース」
も登場します。
▶開演時間：9:30 ～ 16:00
▶�入園料：大人 410円・こども 80円・
シルバー 210円

問　国営武蔵丘陵森林公園管理センター
　☎0493-57-2111

▶日時：2/18 ㈰ 9:00 ～ 12:00
▶�場所：入間東部地区消防組合消防本部
4階大講堂

▶�対象：三芳町・富士見市・ふじみ野市
在住・在勤・在学で、小児等に接する
機会の多い職業に関する人・保護者

▶定員：30人（先着順）
▶�申込み：2/5㈪～2/9㈮8:30～17:00
に下記に電話で申し込み

問��入間東部地区消防組合消防本部救急課
　☎ 261-6673

普通救命講習Ⅲ

介護保険の認定調査を行う調査員を募集
します。応募する場合は臨時職員登録書
（総務課または町ホームページで入手）
を総務課職員担当まで提出してくださ
い。
▶賃金：介護支援専門員　時給1,500円
　保健師・看護師　時給 1,400 円
▶ 勤務時間：9:00 ～ 12:00 または　　
13:00 ～ 16:00

▶内容：介護認定調査及び調査結果処理
▶募集人数：若干名
▶�その他：距離に応じて通勤手当支給、
調査着の貸与あり

問�健康増進課介護保険担当内 184

臨時職員募集
介護認定調査員

大学別の相談コーナーで教職員に講義内
容・学習方法・受講手続き等について直
接相談することができます。申込み不要・
入場無料・入退場自由。
▶日時：2/25 ㈰ 11:00 ～ 16:00
▶場所：新宿エルタワー 30階
▶対象：一般および高校生
問��公益財団法人私立大学通信教育協会
　☎ 03-3818-3870

大学通信教育合同
入学説明会

子どもがぐずっても大丈夫な 0歳から
のコンサート。親子のふれあい、コンサー
トデビュー、新しいお友達との出会いな
どのきっかけづくりに来てください。ム
ジカベベが出演！
▶日時：3/21（水・祝）11:00～12:00
　（開場 10:30）
▶場所：中央公民館ホール
問�中央公民館�☎ 258-0050

親子で楽しむ
0歳からのコンサート

みよしコミュニティカレッジ
淑徳大学

明治・大正・昭和初期の国民統合と戦争
を巡る当時の流行歌から世相を読み解き
ます。
▶�日時：3/6 ㈫ 19:00 ～ 20:30（明治・
大正）

　�3/13 ㈫ 19:00 ～ 20:30（昭和初期
～戦中期）

▶場所：藤久保公民館ホール
▶料金：1,000 円（全 2回分）
▶�講師：岩村沢也（淑徳大学経営学部教授）
▶�申込み：はがき・FAX・メールのいず
れかで「郵便番号・住所・氏名・ふりがな・
年齢・性別・電話番号・FAX番号」を
記入し2/23㈮までに下記へ申し込み

問���淑徳大学埼玉キャンパス総務部
　�☎ 274-1511�FAX：274-1521

年に一度の健康・体力チェック！普段の運
動の成果の確認や、これから運動を始める
きっかけに、お気軽に直接お越しください。
▶�日 時：3/3 ㈯ 10:00 ～ 15:00　　　
（最終受付 14:30）
▶場所：総合体育館3階研修室・会議室
▶対象：どなたでも
▶内容：身体測定と体力測定
問�総合体育館�☎ 258-0311

健康・体力測定会 無料


