
業務拡大につき正社員、パートさんを募集します!

合同会社黒澤農園
代表 黒澤  忠弘

〒368-0112 小鹿野町三山401-2

 ☎090-2230-0940
E-mail:t.kurosawa0315@gmail.com

農業用ハウスでの収穫、栽培管理全般、選果、出荷作業等
正社員　1名（35歳以下、要普通免許　※AT限定不可)
パートタイマー　若干名
正社員　17万円～／月、パートタイマー　時給871円
社会保険完備、有給休暇あり
小鹿野町三田川・両神地内、秩父市吉田・太田地内
特に農業で独立を志向されている方には、独立支援に積極的に取
り組んでいます。意欲のある若者の応募をお待ちしています。

仕　事■
募　集■

給　与■
待　遇■
勤務地■
その他■

会員
募集 ●小鹿野町在住で60歳以上の方

●健康で働く意欲のある方
●センターの趣旨を理解し、賛同する方

入会申込みは小鹿野町シルバー人材センターへ
公益社団法人 小鹿野町シルバー人材センター
〒369-0105 小鹿野町小鹿野1859-3  ☎0494-75-2605（8:15～17:15）

随時
受付中

シルバー人材センターで仕事をしてみませんか！
ドラッグストア

町立病院

小鹿野中学校 小鹿野町役場

文化センター 町民体育館
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コンビニ 小鹿野町
シルバー人材
センター

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

●動物とのふれあいコーナー
日時　7月8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
●魚のつかみ取り大会
日時　7月29日(日)10:00～12:00
場所　みどりの村  ジャブジャブ池
費用　800円(先着100人位)
※応募不要、当日ジャブジャブ池へ
お越しください。魚(マス)がいなくな
り次第終了です。
●みどりの村夏の山歩き
(昆虫を見つけて観察するぞツアー)
日時　8月5日(日)10:00～12:00
場所　みどりの村全体
費用　無料　定員　20人
締切　7月20日(金)必着
●プリザーブドフラワー教室
日時　8月19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　8月3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

●奥秩父巨木巡り
日時　8月11日(祝)10:00～15:00
内容　地元ガイドの案内により、秩父
市中津川にある関東でも最大級の巨

木「西沢の大カツラ」を目指しトレッキ
ングします。(片道約2キロ)
対象　小学生以上(小学生は保護者同伴)
費用　1,000円(木製キーホルダー
プレゼント)
定員　10人(先着)
締切　8月4日(土)
●すかり(背負い編み袋)作り
日時　8月25日(土)10:00～16:00
内容　昔、山仕事などの時に、弁当や
飲み物などを入れて持ち歩くのに重
宝された背負い編み袋(現代のナッ
プザック)をシュロ縄で製作します。
対象　小学生高学年以上(小学生は
保護者同伴)
費用　1,500円　定員　10人(先着)
締切　8月18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

●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
●夏夜の野生動物観察会
日時　①7月28日(土)、②8月18日
(土)17:00～20:00
内容　夜の森で活動するムササビや
ニホンジカの生態を観察します。
対象　小学生以上(小学生は保護者同伴)
費用　800円　定員　各10人(先着)
締切　①7月25日(水)、②8月15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
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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「浅瀬釣り・川遊
び・BBQ体験」
日時　7月15日(日)10:30～16日
(祝)12:30(1泊2日)
場所　小鹿野町伊豆沢「小鹿野町衛
生センター」付近集合、大滝げんきプ
ラザ泊
内容　浅瀬釣り体験、キャンプファイ
ア、BBQ体験など
対象　幼児・小・中学生とその家族又
は登校に不安を抱える児童・生徒と
その家族　50人
費用　幼児3,300円程度、小・中学生
3,600円程度、大人4,100円程度
②大滝で仲間づくりとわくわく自然
体験！夏休みジュニアキャンプ大滝
チャレンジスクール2018
日時　8月6日(月)13:30～10日(金)
11:20(4泊5日)
場所　大滝げんきプラザほか

内容　ハイキング、ストーンペイン
ティング、ウォーターパニック、キャン
プファイアなど
対象　小学4年生～中学生50人(抽選)
費用　17,000円程度
申込＆問合　①は7月1日(日)から電
話でお申し込みください。②ははが
きに住所、氏名、性別、電話番号、学校
名、学年を明記のうえ、7月10日(火)
までにお申し込みください。(消印有
効)　
〒369-1901秩父市大滝5944-2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

①介護職員のためのWord2013
②Jw_cad(建築系)基礎
③介護職員のためのExcel2013
日時　①9月1日(土)、8日(土)、②9月
15日(土)、22日(土)、③9月29日(土)、
10月6日(土)いずれも9:00～16:00
費用　①③受講料2,000円　テキス
ト代1,836円、②受講料2,000円　
テキスト代3,456円
申込＆問合　8月1日(水)から10日
(金)までに往復はがき又はホームペー
ジから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/

日時　7月15日(日)～8月19日(日)
10:00～16:30(入場無料)
場所　ムクゲ自然公園 森の美術館
内容　各種体験教室を開催します
問合　ムクゲ自然公園☎62-1688

和ハーブアートフェスタ「輪」
～日本古来の和ハーブ!
秩父の地より現代によみがえる～

試験期間　9月24日(月)～30日(日)
受付締切　9月13日(木)
試験場所　大宮駐屯地
応募資格　18歳以上(高等学校卒業
見込み含む)27歳未満の男女
※試験日、場所については予定です
ので、変更・中止する場合も有ります。
その他の試験種目については下記に
お問合せください。
問合　自衛隊秩父地域事務所
☎22-6157

自衛官候補生(男子・女子)募集

　河川美化、愛護の意識や河川への
意識を啓発することを目的に荒川の
風景画を募集します。入賞者には応

荒川図画コンクール作品募集

日時　7月22日(日)14:00～(開場
13:30～)
場所　小鹿野文化センター・視聴覚
室(入場無料)
出演　関口聖岳、豊田勝明(小鹿野町
在住)ほか
演奏　りんご追分、与作、悲しい酒、
天城越え、コンドルは飛んで行くほか
（予定）
問合　豊田勝明☎75-1699

竹の友 尺八ふれあいコンサート

日時・場所　7月6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

日時　①7月28日(土)10 :30～
15:00、②7月29日(日)9:00～16:00
場所　①花の森こども園園舎、②清
泉寺、椋神社、石間交流学習館ほか
内容　1日目はワークショップと座学
にて秩父事件の概要や当時の生活背
景を学ぶ。2日目は秩父事件の史跡
を訪ね、気づいた事や感じた事を言
葉にして伝え合う。
対象　小学生以上（小・中学生は保護
者同伴）
費用　小・中学生1,000円、高校生以
上2,200円(保険料含む)
※2日間合わせての料金です。
持ち物　弁当、水筒、帽子等の暑さ対策
問合　認定NPO法人花の森こども
園☎62-4545

　東京2020オリンピック・パラリン
ピック競技大会まであと2年。競技体
験や有名アーティスト等のコンサー
ト、お笑い芸人のライブステージ、本
県ゆかりのオリンピアン、パラリンピ
アンによる競技実演やスペシャル
トークショーなど、楽しい内容が盛り
だくさんの記念イベントを実施しま
す。県内で5競技が開催される東京
2020大会を、みんなで盛り上げま
しょう。
●オリンピック2年前イベント
日時　7月21日(土)～22日(日)
場所　イオンレイクタウン(越谷市)
●パラリンピック2年前イベント
日時　8月25日(土)
場所　ららぽーと富士見、富士見市
民総合体育館(富士見市)
問合　埼玉県オリンピック・パラリン
ピック課☎048-830-2892

東京2020オリンピック・パラリンピック
2年前イベントを開催

●家族みんなで釣ってみよう
日時　8月11日(祝)～12日(日)(1泊2日)
内容　1泊2日で小魚釣りとカヌーに
親子で挑戦します。夏の長瀞の大自
然の中、親子でアクティビティを楽し
みましょう。
対象　登校に不安を抱える児童・生徒と
その保護者又は小・中学生を含む家族
費用　小・中学生3,000円、一般5,000円
締切　7月21日(土)
●ラフティングに挑戦！
日時　9月8日(土)
内容　荒川を舞台にした川のアク
ティビティです。
対象　小学3年生以上(一般の方も可)
費用　7,000円
締切　8月18日(土)
※このほかのイベント詳細は、長瀞
げんきプラザHPをご覧ください。
申込＆問合　はがき、電話、FAX、
メールにて事業名、氏名、年齢、性別、
住所、連絡先を記入のうえお申し込
みください。〒369-1312長瀞町井
戸367　県立長瀞げんきプラザ
☎66-0177
http://www.nagatoro-genki.com/

長瀞げんきプラザのイベント

募していただいた絵をスタンドにして
贈呈しますのでぜひご応募ください。
応募期間 　7月1日(日)～9月18日(火)
題材　荒川流域の川やダムの風景
対象　小学生
申込＆問合　荒川上流河川事務所HP
をご覧ください。荒川図画コンクール
実行委員会事務局☎049-241-0380
http://www.ktr.mlit.go.jp/arajo
/arajo_index031.html

生物多様性松下村塾「ふるさとの
民権の歴史から学ぶ～主体的に生
き、持続可能な社会を担うには～」

日時　①7月29日(日)16:00～、②8
月26日(日)13:30～
場所　①秩父宮記念市民会館けやき
フォーラム(定員80人)、②小鹿野町
飯田「たらちね観音」(定員20人)
費用　前売り1,000円、当日1,500
円、中学生以下無料、託児500円/人
(要予約)
※上記以外の日程でも6カ所で上映
会を行います。詳しくはお問い合わ
せください。
申込＆問合　みつばちがつなぐ命を
考える会☎090-9326-5114(髙野)

ドキュメンタリー映画『みつばちと
地球とわたし』～ひとつぶの命に秘
められた大きな輪のおはなし～　
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