
●みどりの村祭り
日時　5月6日(日)9:00～15:00
場所　みどりの村全体
内容　フリーマーケット、出店、動物
とのふれあいコーナーなどイベント
もりだくさん
①布ぞうり作り体験
日時　6月3日(日)10:00～15:00
場所　みどりの村 若者センター
費用　500円　定員　10人(抽選)
締切　5月18日(金)必着
②郷土料理(ツトッコ)体験
日時　6月10日(日)10:00～12:00
場所　みどりの村 若者センター
費用　500円　定員　20人(抽選)
締切　5月25日(金)必着
③プリザーブドフラワー教室
日時　6月17日(日)13:00～15:00
場所　みどりの村 若者センター
費用　2,500円　定員　20人(抽選)
締切　6月1日(金)必着
※剪定はさみを持参ください。
申込&問合　往復はがきにて参加イ
ベント名、参加者全員の住所、氏名、
連絡先と年齢を明記のうえ、応募して
ください。
〒368-0101小鹿野町下小鹿野27
みどりの村管理事務所☎75-3441
http://www.midorino-mura.com/

みどりの村イベント

●豆腐作り体験
日時　6月10日(日)10:00～13:00
内容　県産大豆と奥秩父のおいしい
水を使用し、大豆本来の甘み・旨みを
味わえる手作りの木綿豆腐を作りま
す。
対象　小学生以上(小学生は保護者同伴)
費用　1,000円／組(昼食付き)
定員　5組(先着)※1組2人まで
締切　6月3日(日)
●にんにくみそ作り体験
日時　6月17日(日)10:00～13:00
内容　焼きおにぎりなどの味付けに
使う特製味噌だれ作り
対象　小学生以上(小学生は保護者同伴)
費用　1,000円／人(昼食付き)
定員　10人(先着)
締切　6月10日(日)
※このほかのイベントや詳細は、ふ
れあいの森HPをご覧ください。
申込＆問合　いずれのイベントも電
話でお申し込みください。彩の国ふ

れあいの森埼玉県森林科学館
☎56-0026

彩の国ふれあいの森のイベント

　今回のイベントは、小学生以上(小
学生は保護者同伴)が対象です。
●草木染め体験
日時　5月19日(土)・20日(日)
10:00～14:00
内容　身近にある植物を使っての草
木染め体験
費用　500円　定員　各10人(先着)
締切　5月16日(水)
●植物採取・標本づくり
日時　5月26日(土)10:00～14:00
内容　新緑の県民の森を散策しなが
ら広葉樹の葉を採取して標本を作り
ます。
費用　500円　定員　10人(先着)
締切　5月23日(水)
※このほかのイベントや詳細は、県
民の森ＨＰをご覧ください。
申込＆問合　いずれのイベントも電
話でお申し込みください。
埼玉県県民の森☎23-8340
http://www.chichibu.ne.jp/̃ssi
nrinp/kenmori-2.html 日時●5月4日(祝)10:00～15:00

場所●「尾ノ内自然ふれあい館」周辺
内容●尾ノ内パターテ、つみっこ等
の販売
問合せ●両神庁舎・産業振興課
　　　　☎79-1101

尾ノ内渓谷新緑まつり尾ノ内渓谷新緑まつり

イ ベ ン ト

募  集

案  内

埼玉県県民の森イベント

●皆野高原牧場天空のポピーハイク(9㎞)
日時　5月24日(木)9:00～15:00
場所　秩父鉄道『親鼻駅』集合
内容　高原牧場に咲くポピーを訪ね
るハイキング
対象　一般20人(先着)
費用　300円(入園料)
※バス代は別途かかります。
●緑風(かぜ)と走ろう!親子で楽しむ
自然体験キャンプ『BMX体験・つとっ
こ作り体験』
日時　5月26日(土)9:00～27日(日)
13:00(1泊2日)
場所　秩父大滝サイクルパーク集合、
大滝げんきプラザ泊
内容　BMX体験、滝沢ダム見学、つ
とっこ作りを楽しむ親子キャンプ
対象　幼児、小・中学生とその家族
50人(先着)
費用　小・中学生5,300円程度、大人
5,800円程度
申込＆問合　5月1日(火)から電話で
お申し込みください。
県立大滝げんきプラザ☎55-0014

大滝げんきプラザのイベント

日時　6月13日(水)9:30～16:00
場所　秩父演習林秩父事務所集合
(秩父市日野田町1-1-49)

東京大学秩父演習林ガイドツアー
「演習林の試験地見学＜亜高山編＞」

内容　秩父演習林の試験地見学
対象　一般　　定員　8人(抽選)
費用　1,000円(資料代・保険料)
締切　6月1日(金)必着
申込＆問合　住所・氏名・生年月日・性
別・電話番号・緊急連絡先(参加者以
外の家族等の電話番号)を明記のう
え、メール又はFAXでお申し込みくだ
さい。東京大学秩父演習林利用促進
チーム☎22-0272　FAX23-9620
メール chichibu-riyou@uf.a.u-tokyo.ac.jp

　今年も地域住民の皆さんと共にコ
ミュニケーションづくりを図るため、
住宅デーを開催します。どうぞお気
軽にお越しください。
　なお、会場内で集めている募金に
ついては、毎年、社会保障に使われる
ように小鹿野町に寄付しています。ご
協力よろしくお願いします。
日時　6月10日(日)10:00～14:30
場所　役場小鹿野庁舎前庭
内容　包丁研ぎ、網戸の張替(実費)、
住宅なんでも相談
●来場いただいた人には水ヨーヨー
や風船をプレゼント
●焼きそば、フランクフルトなど
●お楽しみ抽選会(先着50人)
問合　埼玉土建一般労働組合秩父
支部☎21-1361

第41回ふれあい住宅デー

　私たちのまわりには、さまざまな事
情で家庭を離れて生活しなくてはな
らない子どもがいます。そうした子ど
もたちを家庭で受け入れてくださる
里親を募集しています。
　そこで、多くの皆さんに「里親制
度」を理解していただくため、「里親入
門講座」を開催しますので、里親に関
心のある人はぜひご参加ください。
日時　5月27日(日)13:30～16:00
(受付13:00～)
場所　埼玉県熊谷児童相談所
内容　①里親制度について　　　　
②里親さんの子育て体験談
③質疑応答、意見交換
申込＆問合　埼玉県熊谷児童相談所
☎048-521-4152

里親入門講座(無料)

①AutoCAD(機械系)発展
日時　7月7日(土)、8月11日(祝)
両日ともに9:00～16:00　

②介護職員のためのメール＆ネット
セキュリティ
日時　7月14日(土)、21日(土)
両日ともに9:00～16:00　
費用　受講料①②2,000円、テキス
ト代①3,110円②無料
申込＆問合　6月1日（金）から10日
（日）までに往復はがき又はホーム
ページでお申込みください。熊谷高
等技術専門校秩父分校☎22-1948
http://www.pref.saitama.lg.jp/s
oshiki/b0808/

県立熊谷高等技術専門校秩父分校
技能講習の受講生募集

期日　6月24日（日）雨天決行
場所　両神国民休養地公園管理道
路、ハイキング道
内容　トレイルランニング大会での
お手伝い（給水所、コース誘導員ほか）
募集人数　ボランティアスタッフ20
名（当日Tシャツ、帽子、弁当、飲み物
配付）
申込　NPO法人スポーツエイドジャ
パンへ直接お申し込みください。
問合　NPO法人スポーツエイドジャ
パン☎049-294-5603
両神庁舎・おもてなし課☎79-1100

第7回日本百名山・両神山麓トレイルラン
～ボランティアスタッフ募集～

日時　5月29日(火)9:30～11:50
(受付9:20～)
場所　埼玉県立秩父特別支援学校
内容　施設見学、授業参観、学校概
要説明等
対象　お子さんの教育や進路に関す
る悩みや不安等をお持ちの保護者及
び関係者、担任の先生等
問合　秩父特別支援学校☎24-1361

秩父特別支援学校 前期学校公開

期間　6月15日(金)～7月31日(火)
まで(土・日・祝日は除く)
対象　現在受給者証をお持ちで引き
続き治療が必要な20歳未満の人の
保護者
場所　県内各保健所
必要書類　申請書、医療意見書、健
康保険証の写し、受診者の加入する

公的医療保険(健康保険)の被保険者
の町県民税(所得・課税)証明書又は
非課税証明書など。
※お持ちの受給者証に記載の住所
地を管轄する保健所から申請に必要
な書類が郵送されます。(医療意見書
は同封しません。指定医に依頼して
ください。)
問合　秩父保健所☎22-3824

小児慢性特定疾病医療費支給継続
申請の受付開始

　5月～6月は「不正大麻・けし撲滅運
動」の実施期間です。
　「大麻」や麻薬の原料となる、植え
てはいけない「けし」は、法律により、
栽培が禁止されています。
　不正栽培又は自生している「大麻・
けし」を発見した場合は、保健所まで
ご連絡ください。
問合　秩父保健所☎22-3824

不正大麻・けし撲滅運動

　聴覚障害者情報センターに来所で
きない人のために、巡回聴覚障害者
相談を行います。
　事前の予約は必要ありません。
日時　6月6日(水)10:00～12:00
場所　秩父市歴史文化伝承館5階・
第5会議室
内容　なんでもかまいません。
例）仕事をしたい。結婚したい。隣家、
職場の人間関係がうまくいかない。
病気がなかなか治らない。お金を貸
したら返してくれない。など
　聴覚障害者に関わる聴こえる人か
らの相談にも応じます。
※手話通訳・要約筆記を用意してあ
ります。
問合　埼玉聴覚障害者情報センター
☎048-814-3353　
FAX 048-814-3355

巡回聴覚障害者相談

日時　6月8日(金)13:00～16:00
(受付12:30～）
場所　大宮ソニックシティ・地下展示場
内容　企業担当者による面接•企業説明
対象　高校・専門学校・高専・短大・大
学(院)等を卒業後概ね3年以内の人
持ち物　履歴書複数枚(履歴書なし
でも参加可能)、ハローワークカード
(お持ちの人）
参加企業　80社予定
※5月中旬に大卒ＷＥＢ「イベント情
報」欄へ掲載します。
問合　埼玉新卒応援ハローワーク
☎048-650-2234
ハローワーク秩父☎22-3215

http://job.gakusei.go.jp

既卒3年以内対象就職面接会
(既卒者限定・事前申込不要)

日時　6月9日(土)17:00～
(開場16:00)
場所　秩父宮記念市民会館・大ホール
入場料　前売券3,500円、当日券
4,000円
ゲスト　山本リンダ、甲斐靖文(音楽
監督、常任指揮者)
※前売券は、矢尾百貨店5階トラベル
サロン、くまざわ書店ウニクス秩父店
ほかで販売しています。詳しくは、下
記事務局までお問い合わせください。
問合　明治大学マンドリン倶楽部事
務局☎25-4165(峰まで)

日時・場所　5月18日(金)
三田川小学校 　10:20～10:55
三田川10区公会堂　11:15～11:45
長若小学校　13:00～13:35
大勢の人のご利用をお待ちしています。
※利用カードをお持ちでない人も、
その場でカードを発行して利用でき
ます。身分を証明するもの(免許証
等) をお持ちください。

移動図書館

　下小鹿野の「西秩父農林産物
直売所指定管理者」から業務実
施の継続が困難等を理由に協定
締結の解除申出書が提出されま
した。
　町では、指定管理者による業務
実施が困難であると認め、本年3
月末をもって休止となりました。

西秩父農林産物直売所休止
のお知らせ

明治大学マンドリン倶楽部コンサート
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