
●動物とのふれあいコーナー
日時　6月10日(日)10:00～15:00
場所　みどりの村  村の広場
費用　無料　※申込不要
●ジャガイモ掘り体験
日時　6月24日(日)10:00～12:00
場所　みどりの村  収穫体験広場
費用　1,000円　定員　20人(先着)
締切　6月8日(金)必着
●そば打ち体験
日時　7月15日(日)10:00～12:00
場所　みどりの村  若者センター
費用　1,000円　定員　10人(先着)
締切　6月29日(金)必着
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 ●水辺の植物や生物観察と冷汁うどん作り
日時　7月14日(土)10:00～13:30
内容　奥秩父・中津川の水辺に生息
する植物や生物(水生昆虫)を観察し、
その生態系について学びます。昼食
は冷汁うどんの調理体験。
対象　小学生以上(小学生は保護者同伴)
費用　1,000円(昼食付き)
定員　10人(先着)
締切　7月7日(土)
●紙すき(野草紙)体験と冷汁うどん作り
日時　7月21日(土)10:00～13:00
内容　クローバーを摘み、鍋で煮つ
め紙すき(野草紙)の体験をします。昼
食は冷汁うどんの調理体験。
対象　小学生以上(小学生は保護者同伴)
費用　1,000円(昼食付き)
定員　10人(先着)
締切　7月14日(土)
※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
http://www.chichibu.ne.jp/̃fur
emori/

彩の国ふれあいの森のイベント

●炭焼体験
日時　6月9日(土)9:30～15:00
内容　昔ながらの炭窯を使った本格
的な炭焼き体験です。
対象　小学生以上(小学生は保護者同伴)
費用　800円　定員　10人(先着)
締切　6月6日(水)
●遊歩道自然散策
～県民の森の四季を楽しむ～
日時　①6月16日(土)、②7月14日
(土)　両日とも10:00～14:00
内容　四季折々の山野草や樹木の
花などを見ながら管理人の案内で県
民の森を散策します。
対象　小学生以上(小学生は保護者同伴)
費用　500円　定員　各10人(先着)
締切　①6月13日(水)、②7月11日(水)
●森林のコンサート
日時　7月7日(土)10:00～12:00
内容　県民の森の自然の中で「オカ
リナ」のコンサートを行います。
費用　無料　※申込不要
※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イ ベ ン ト

募  集
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埼玉県県民の森イベント

①釣り名人に学ぶ！親子で楽しむ夏
の自然体験キャンプ『イワナ・ニジマ
ス釣り、棒パン作り体験』
日時　6月16日(土)10:15～17日
(日)12:40（1泊2日）
場所　中津川渓流釣場、大滝げんき
プラザ泊
内容　渓流釣り、棒パン作り、ストー
ンペインティング
対象　幼児、小・中学生とその家族
50人（先着）
費用　小学生4,100円程度、大人3,600
円程度
②スターウォッチング
日時　6月23日(土)20:00～21:00
場所　大滝げんきプラザ
内容　口径400㎜の天体望遠鏡で
夏の星座を観察します。
対象　一般　費用　無料
③秩父 吉田 椋神社 ブルーベリー狩
りハイク
日時　6月28日(木)9:30～13:40
場所　道の駅『龍勢会館』集合
内容　龍勢会館から椋神社を経て、
ブルーベリー狩りを楽しむハイキン
グ(7km)
対象　一般20人（先着）
費用　ブルーベリー摘み1,200円
※別途バス代がかかります。
申込＆問合　①②は6月1日(金)9時

から、③は同日10時から電話でお申
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

受験資格　①平成30年4月1日にお
いて高等学校又は中等教育学校を卒
業した日の翌日から起算して3年を
経過していない人及び平成31年3月
までに高等学校又は中等教育学校卒
業見込みの人　②人事院が上記①
に掲げる人に準ずると認める人
受付期間　6月18日(月)9:00～27
日(水)
試験日　第1次試験日　9月2日(日)
第2次試験日　10月10日(水)から
19日(金)のいずれか第1次試験合格
通知書で指定する日時
申込　次のアドレスにアクセスし入
力してください。
http://www.jinji-shiken.go.jp/j
uken.html
問合　[web申込]人事院人材局試
験課☎03-3581-5311
[web申込以外]関東信越国税局人
事第二課試験係☎048-600-3111

平成30年度税務職員採用試験

日時　8月7日(火)9:30～12:00(1
回目)、13:30～16:00(2回目)
内容　最終処分場、彩の国資源循環
工場、メガソーラー施設(大規模太陽
光発電施設)見学　※雨天決行
対象　小・中学生(保護者同伴)
費用　無料　定員　各回20人(抽選)
申込＆問合　はがきに希望回、参加
者全員の住所・氏名(ふりがな)・年齢・
学年・電話番号を明記のうえ、応募し
てください。※7月20日(金)まで(消
印有効)
〒369-1223大里郡寄居町大字三ケ
山368埼玉県環境整備センター

「彩の国資源循環工場」
夏休み親子見学会

日時　6月19日(火)13:00～16:00
（受付12:00～15:30）
場所　大宮ソニックシティビル・4階
市民ホール(予約不要、入退場自由)
対象　平成31年3月大学・短大・専門
学校卒業見込みの人、3年以内の既
卒の人。
その他　求人企業情報を来場者全
員に配布。履歴書を複数枚お持ちく
ださい。
※参加企業は6月上旬に雇用対策協
議会HPに掲載予定
問合　埼玉県雇用対策協議会
☎048-647-4185
http://www.kotaikyou-saitama.ne.jp/

求人企業合同面接会
～県内企業多数参加予定です。
採用担当者と直接話してみましょう～

　正規の美術教育を受けていない人
による、何ものにもとらわれない表現

「アール・ブリュット」
　障がいがある人の多様な芸術作
品をご堪能ください。
日時　7月3日(火)～9日(月)10:00
～16:00
場所　ムクゲ自然公園・森の美術館
内容　日々の活動の中で作り上げた、
絵画等の数々の作品を一堂に集め展
示します。販売用の作品もあります。
併せて、ぽっぽでお馴染みのラスク
の販売も行います。
問合　社会福祉法人清心会さやか
☎24-9951

『This　is　SAYAKA』
～アートフェスタ2018～(入場無料)

　彩の国さいたま人づくり広域連合
では、「埼玉県内市町村職員採用合
同説明会」を開催します。
　市町村ごとに設置するブースで、
市町村の特色や仕事の内容、職員の
募集内容、勤務条件など、気になる市
町村の人事担当者等から直接聞くこ
とができます。
　入場無料、予約不要、入退場自由と
なっておりますので、お気軽にお立ち
寄りください。※小鹿野町もブース
を設置する予定です。
日時　7月5日(木)13:00～18:00
(入場は17:00まで)
場所　さいたまスーパーアリーナ
問合　彩の国さいたま人づくり広域
連合☎048-664-6681
メール：jinzai02@hitozukuri.or.jp
http://www.hitozukuri.or.jp/na
vi/event/

埼玉県内市町村職員採用合同説明会

●0歳児からママと楽しむ森のようちえん
日時　①6月22日(金)、②7月10日
(火)　両日とも10:30～14:00
場所　花の森こども園
内容　①山の散策＆春の曼荼羅つく
り、②山の散策＆枝や草花でティピー
つくり
対象　0歳からのお子さんと保護者
費用　1,500円
服装　長袖、長ズボン
持ち物　おにぎり、水筒、帽子、着替
え、長靴、カッパ、レジャーシート
●森のようちえんスペシャル体験
①ホタル・月見草の観察
②竹を切って流しそうめん
日時　①6月29日(金)18 :00～
20:00　②7月5日(木)9:30～14:30
場所　①秩父ミューズパーク・パルテ
ノン前、②花の森こども園
対象　親子
費用　300円(保険代含む)
服装　長袖、長ズボン
持ち物　水筒、帽子、着替え、長靴、カ
ッパ、レジャーシート
申込＆問合　事前にお申し込みくだ
さい。認定NPO法人 花の森こども
園(皆野町皆野4048-1)
☎62-4545(平日10:00～16:00)

花の森こども園からのお知らせ

日時　7月7日(土)10:30～、14:00
～、18:00～(3回上映)
場所　ムクゲ自然公園・森のホール
費用　前売り券1,000円、当日券1,200
円
問合　ムクゲ自然公園☎62-1688
※前売り券の予約も受け付けています。

ムクゲ自然公園
映画上映「人生フルーツ」

日時・場所　6月6日(水)
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

　農薬を使用する際は、ラベルや袋
に表示された使用方法や注意事項を
厳守し、ほかの作物への飛散に十分
注意してください。
　散布量は最低限にし、できるだけ、
せん定や捕殺など、農薬以外の防除
方法を検討しましょう。やむを得ず農
薬を散布するときは、事前に周辺住
民や施設使用者等に周知するととも
に風向きなどに十分注意し事故防止
に努めてください。
　また、誤飲などの事故を防止する
ため、小分けは絶対に行わず、かぎを
かけて安全に保管管理してください。
使用するときは、飲食物の容器（ペッ
トボトル等）を容器として用いないで
ください。
　農薬を廃棄するときは、専門業者
に処理を委託するなど、自己責任を
持って処分してください。
　農薬は本来の目的以外で使用しな
いでください。
問合　両神庁舎・産業振興課
☎79-1101
埼玉県農産物安全課
☎048-830-4053

農薬は適性に使用しましょう

●介護支援専門員試験準備講習「保
健医療・福祉サービス分野」
日時　8月23日(木)、30日(木)、9月
6日(木)、13日(木)、20日(木)、27日
(木)18:00～21:00
費用　受講料3,000円　テキスト代
3,024円
●業務に活かすドローン（基礎編）
日時　8月25日(土)、9月1日(土)

9:00～16:00
費用　受講料3,800円　テキスト代
無料
申込＆問合　7月1日(日)から10日
(火)までに往復はがき又はホーム
ページでお申し込みください。
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
技術講習の受講生募集

害をもたらします。
　薬物乱用は自分の人生だけでなく、
家族や友人の人生までも狂わせてし
まいます。「ちょっとなら…。」といった
甘い考えは命取りです。薬物乱用は１
回でも「ダメ。ゼッタイ。」
　薬物乱用のない社会を実現するた
めには、皆さんの薬物乱用防止に対
する正しい理解が必要です。
　県では、「彩の国さいたま『ダメ。
ゼッタイ。』普及運動」として薬物乱用
防止を呼び掛ける街頭キャンペーン
及び薬物乱用防止を目的とする国連
支援募金活動を実施します。
　正しい知識を身につけ、薬物乱用
を根絶しましょう。薬物でお困りの人
は、ご相談ください。
問合　秩父保健所☎22-3824

　麻薬・覚醒剤・大麻・危険ドラッグな
どの薬物乱用は、個人の問題にとど
まらず、社会全体に計り知れない危

「ダメ。ゼッタイ。」普及運動
6月20日～7月19日
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