第 16 回中山マラソン
2002 大会

高齢者・障がい者のための
成年後見無料相談会・講演会

日時 ２月11日
（祝・日）
※小雨・小雪決行
場所 八幡工業団地周辺
走行距離
親子
（小学１年生～３年生）１km
小学生
（１年生～３年生） １km
小学生
（４年生～６年生） ２km
中学生 ３km
一般男性 ５km
一般女性 ３km
どなたでも参加できます！
申込み 中山公民館長（矢部）
☎080-8483-8711
※中山地区以外の参加者は、生
涯学習課まで電話でお申し込
みください
生涯学習課 ☎299-1711
締切り １月30日㈫まで

日時 1月20日㈯
講演会 午前９時30分～10時45分
相談会 午前11時～午後４時
場所
・大宮会場（大宮ソニックシテ
ィ802号室）・熊谷会場（熊谷市
立商工会館2階3号室）・川越会
場（ウェスタ川越研修室2・3）
・越谷会場（埼玉司法書士会越
※相談会のみ
谷総合相談センター）
申込み １月18日㈭午後５時まで
に電話で申込み。
同日午前11時～午後４時、電話
相談も行っています（専用ダイ
ヤル☎048-872-8055）。
主催 埼玉司法書士会、（公社）成
年後見センター・リーガルサポ
ート埼玉支部
問合せ 埼玉司法書士会事務局
☎048-863-7861

学童保育入室説明会
◆学童保育
「かっぱくらぶ」
☎297-8781
日時 ２月２日㈮午後７時～８時
場所 かっぱくらぶ
（中山小学
校特別棟２階）
申込み ３月２日㈮午後７時～８時
◆学童保育
「どりいむくらぶ」
☎297-9599
日時 ２月２日㈮午後７時～
場所 どりいむくらぶ（伊草232-2）
申込み ２月２日㈮から随時
◆かわじま学童クラブ
☎297-3255
各小学校（つばさ南・つばさ北）
の入学説明会の際に説明を行いま
す。詳しくはお問合せください。
問合せ 子育て支援課 子育て
支援グループ ☎299-1765

かわべえ健康大学
オープンカレッジ
日時 １月19日㈮
午後１時30分～３時30分
会場 町民会館ホール
内容 「今が、かん腎(じん)！
腎臓があぶない！」
講師 千葉県循環器病センター理
事 日本内分泌学会専門医
平井愛山 氏
申込み 申込みは不要です。直接、
会場にお越しください。
持ち物 かわべえ健幸マイレージ
カード、筆記用具
問合せ 健康福祉課 健康増進グ
ループ ☎299-1758

催し ・ 講座
小児・乳児に対する
救命講習
日時 ２月16日㈮
午前10時～正午
場所 消防局３階講堂
内容 胸骨圧迫と人工呼吸、
AED使用方法などの応急手当
対象 川島町、川越市に在住・在勤、在
学するおおむね中学生以上（再講習可）
定員・費用 先着30人・無料
申込み・問合せ ２月７日㈬午前
10時から消防局救急課へ電話で
お申し込みください。
☎222-0160

新春交通安全ポスター展
日時 １月９日㈫～ 14 日㈰
場所 ピオニウォーク東松山（ア
ピタ東松山店２階展示場）
内容 東松山警察署管内の小・中学
校から出品された交通安全のポス
ター約 200 点が展示されます。
問合せ 東松山交通安全協会事務
局 ☎ 0493-23-9674

認知症を支える
家族の交流会
日時

1月20日㈯
午後1時30分～3時30分
場所 平成の森・川島病院
内容 認知症の勉強と交流
対象 町内在住で、認知症の介護
をしている方やしていた方
※初めての方もご参加ください。
申込み 地域包括支援センター
☎297-8689

広報かわじまに広告を掲載しませんか
掲載箇所 広報かわじまの表紙・裏表紙を除く各ペー
ジの下一段。
広告料（１回につき）※申込回数によって減額あり。
下１段(よこ178mm×たて50mm)…15,000円
下１段２分の１(よこ89mm×たて50mm)…7,500円
申込み・問合せ
政策推進課 秘書室☎049-299-1751
※申込方法など詳しくは、お問い合わせください。
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Information
利子補給金の
申請受付
商工会であっせんした国・県
の制度資金について、支払利子
の一部を助成しています。希望
する事業所は、商工会へ申請し
てください。
申請期間 １月15日㈪～31日㈬
対象融資制度 ①日本政策金融
公庫の資金②埼玉県中小企業
融資制度資金、ただし組合資
金などの一部を除く
申請用紙 商工会ホームページ
からダウンロードするか事務
局へご請求ください。
問合せ 商工会 ☎297-6565

シルバー人材センター
会員募集説明会
日時 １月16日㈫ 午前10時～
場所 シルバー人材センター
内容 就業（緑地・企業での軽作
業など）希望者への入会案内
対象 60歳以上で健康な方
問合せ シルバー人材センター
☎297-0822

三保谷スポーツ少年団サ
ッカー教室参加者募集
日時

２月３日㈯～25日㈰の毎
週土日 午前９時～11時
中央防災基地サッカー場

場所
ほか
対象 三保谷、出丸、八ツ保、
小見野地区の６歳～小学５年生
定員 30人
費用 800円
（スポーツ傷害保険
料）
初日に集金します
申込み 三保谷スポーツ少年団代
表（矢部）までメールまたはFAXで
①住所②氏名③年齢④電話番号
を明記し申し込んでください。
メール yabe-k@lapis.plala.or.jp
FAX 297-1625
締切 １月31日までを一次締切
とし以降随時受け付けます。

募集
介護保険
認定調査員募集
募集人数 若干名
資格要件 保健福祉の有資格者
（介護支援専門員、看護師、介
護福祉士、社会福祉士、旧ホー
ムヘルパー２級以上など）で、意
欲のある方。要普通自動車免許。
業務内容 公用車で対象者宅ま
たは入院・入所中の病院・施
設へ訪問し、介護保険の要介
護認定を受けるために必要な
本人の身体状況、介護状況な
どを確認します（聞取り調査）。
※訪問地域は、主に町内および
近隣市町村です。
勤務期間 平成 30 年４月～（６
か月間）
賃
金 認定調査１件につき
3,640 円
交 通 費 勤務日１日につき
100 円（通勤距離２km 以上）
必要書類 履歴書（写真添付）、
資格証のコピー、普通自動車
運転免許証のコピー
申込期限 ２月 16 日㈮
選考方法 書類選考、面接
応募 健康福祉課 福祉グルー
プ ☎ 299-1756

交通事故被害者の
ご家族へ援護金
埼玉県交通安全対策協議会で
は、県内に在住する交通遺児な
どを対象に援護金を給付してい
ます。
給付額 子ども１人につき年額
10 万円
給付時期 平成 30 年５月上旬
提出期限 １月 31 日㈬まで
※申請書は町民生活課生活環境
グループ窓口で配布します。
提出先 みずほ信託銀行浦和支
店に郵送または持参
住所 さいたま市浦和区高砂
2-6-18
問合せ 埼玉県防犯・交通安全課
☎ 048-830-2958

求人企業合同面接会
県内企業多数参加予定です。採
用担当と直接話してみましょう。
日時 １月19日㈮
午後１時～４時（受付正午から）
場所 大宮ソニックシティビル
４階市民ホール
対象 ３月に大学・短大・専門
学校卒業見込みの方、３年以
内の既卒の方
持ち物 履歴書（複数枚）
申込み 不要
※入退場は自由。参加企業は当
協議会ウェブサイトに掲載。
http://www.kotaikyou-saitama.ne.jp/
問合せ 埼玉県雇用対策協議会
☎048-647-4185

公民館講座のお知らせ
中央公民館は、多くの講座を開
催しています。今回は男性向けの
料理特集！
いずれも先着順ですので、早め
の応募をお待ちしています。
申込み １月９日㈫～24日㈬
男の料理シリーズ！！
一度は自分で包んでみたい！
餃子づくり体験
日時 ２月４日㈰
午前10時～午後１時
場所 小見野公民館調理室
講師 調理師・製菓衛生師
西村和歌子 氏
定員 15人（町内在住・在勤）
参加費 500円
持ち物 エプロン、三角巾、マスク
花見の季節に備えよう
男のちらし寿司
日程 ①２月28日㈬②３月８日㈭
午前10時～午後１時
※どちらも同じ内容
場所 ①保健センター栄養指導室
②小見野公民館調理室
講師 健康福祉課管理栄養士
定員 15人（町内在住・在勤）
参加費 500円
持ち物 エプロン、三角巾、マスク
問合せ 生涯学習課 生涯学習グ
ループ ☎299-1711
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