
●動物とのふれあいコーナー
日時　9月9日(日)10:00～15:00
場所　みどりの村　特設会場
※申込不要、乗馬体験のみ有料
●みどりの村秋の山歩き(きのこを
見つけるぞツアー)
日時　10月7日(日)10:00～12:00
場所　みどりの村　全体
費用　500円　定員　20人(抽選)
締切　9月21日(金)必着
●サツマイモ掘り体験
日時　10月14日(日)10:00～12:00
場所　みどりの村　体験農園
費用　1,000円　定員　20人(抽選)
締切　9月28日(金)必着
●プリザーブドフラワー教室
日時　10月21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　10月5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

●「彩の国ふれあいの森写真展」作品募集
募集期間　9月5日(水)～10月5日(金)
※当日消印有効
どなたでも応募できます。応募数は1

彩の国ふれあいの森のイベント

●森づくり体験教室(林業体験)
日時　①9月15日(土)②10月6日(土)
10:00～14:00
内容　ノコギリを使っての枝打ちと
間伐を体験します。
対象　小学生以上(小学生は保護者同伴)
費用　500円　定員　各日10人(先着)
締切　①9月12日(水)②10月3日(水)
●秋の自然観察会(山野草など)
日時　9月29日(土)10:00～14:00
内容　県民の森で秋の自然観察会を
森林インストラクターの案内で行い
ます。
対象　小学生以上(小学生は保護者同伴)
費用　500円　定員　20人(先着)
締切　9月26日(水)
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

●スターウォッチング
日時　9月15日(土)19:00～20:30
場所　大滝げんきプラザ
内容　口径400㎜の天体望遠鏡で
秋の星座を観察します。
対象　一般　費用　無料
●横瀬寺坂棚田ブドウ・シイタケ狩り
ハイク
日時　9月27日(木)9:00～15:00
場所　西武鉄道『横瀬駅』集合
内容　横瀬駅から秩父札所・寺坂棚
田を経てブドウ狩り、シイタケ狩りを
楽しむハイキング(6km)
対象　一般20人(先着)
費用　3,000円程度(ブドウ狩り、昼食代)
申込＆問合　いずれのイベントも9月
1日(土)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

募集期間　9月3日(月)～11月30日(金)
活動内容　動物の愛護と適正な飼養
･管理の重要性について、地域住民の
理解を深めるための啓発活動や地域
住民の求めに応じた、繁殖制限措置
に関する助言や譲渡仲介の支援など
問合　県HP又は各保健所、県動物指
導センターの窓口に設置する募集要
領をご覧ください。埼玉県生活衛生
課☎048-830-3612
http://www.pref.saitama.lg.jp/
a0706/doubutu/aigosuishinink
oubo2.html

日時　10月4日(木)9:25～11:50
場所　埼玉県立秩父特別支援学校
内容　学校概要説明、分科会(各学部
別等)、施設見学、授業参観など
対象　知的障がいあるいは肢体不自
由等のある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
問合　埼玉県立秩父特別支援学校
☎24-1361

県立秩父特別支援学校 後期学校公開

日時・場所　9月28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

●介護職員のためのPowerPoint2013
日時　11月10日(土)、17日(土)
9:00～16:00
費用　受講料2,000円　テキスト代

1,836円
申込&問合　10月1日(月)～10日
(水)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/

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

　埼玉県では、人の1日の動きを把握
し、暮らしやすい都市づくりの検討を
進めるため、9月～12月にかけて「東
京都市圏パーソントリップ調査」を実

施いたします。対象となったご家庭に
は、調査の依頼状を郵送いたします
ので、ご協力をお願いいたします。
問合　埼玉県都市計画課
☎048-830-5337

彩の国動物愛護推進員募集

　東京2020大会の期間中に国内外
から訪れる大勢の観戦客を心を込め
て笑顔でお迎えする「埼玉県の都市
ボランティア」を募集します。
募集人数　5,400人
募集期間　9月30日(日)まで
活動内容　観戦客が利用する駅周辺
等での道案内や埼玉県内の魅力PR
など
活動日数　大会期間中に3日間以上
(一部役割によっては5日間以上)
※応募方法等の詳細は、県HP(『埼玉
県2020』で検索)をご覧ください。
問合　埼玉県都市ボランティア募集
コールセンター
☎048-833-2700
(9:00～18:00土･日･
祝日を除く)

東京2020オリンピック・パラリンピック
埼玉県の都市ボランティア募集

日時　10月25日(木)9:30～16:00
場所　東京大学秩父演習林事務所
集合(秩父市日野田町1-1-49)
内容　樹木は周囲のさまざまな環境
の変化に適応して姿を変えていきま
す。どのような原因があり、どのよう
な形になるのか、理論と実例を紹介
します。紅葉の森林を散策しながら、
樹木の形からその樹木がたどってき
た来歴に思いをはせてみてください。
※天候状況により変更あり

東京大学秩父演習林公開講座
「樹木のボディランゲージ」

日時　10月13日(土)10:00～15:20
(受付9:30～)
場所　秩父宮記念市民会館
内容　「理解から始まる地域包括ケ
ア～人が人をつなぐ～」
■基調講演・シンポジウム
■研究演題発表ほか
費用　無料
問合　介護老人保健施設うらら
☎27-0250

第4回地域包括ケア研究発表会

●開催1年前イベントを開催します！
　ラグビーワールドカップ2019大会
を盛り上げるため、1年前イベントを
開催します。併催イベントも盛りだく
さん。小鹿野町もイベントに参加予
定です。ご来場をお待ちしています。
日時　9月23日(祝)10:00～17:00
場所　熊谷ラグビー場前特設ステー
ジ(熊谷スポーツ文化公園内)
内容　ラグビートークショーやご当
地キャラクター有志によるラグビー
応援団の出演ステージ、ラグビー体
験コーナーなど
その他　併催「熊谷圏オーガニックフ
ェス2018」「熊谷市ラグビー祭り」
●チケット一般先行抽選販売を開始！
　先行抽選販売の最後のチャンスを
お見逃しなく!!
申込期間　9月19日(水)～11月12
日(月)
抽選結果発表　11月26日(月)
※チケットの購入には、専用サイトへ
登録すると得られるチケットIDが必
要です。詳しくは公式チケットサイト
(tickets.rugbyworldcup.com)を
ご覧ください。
問合せ　埼玉県ラグビーワールドカッ
プ2019大会課☎048-830-6870

ラグビーワールドカップ2019™情報

●森のようちえんスペシャル体験
日時　10月19日(金)9:30～14:30
場所　秩父ミューズパーク・パルテノ
ン前
内容　海を渡る蝶(アサギマダラ)に
会おう
対象　親子20人
費用　300円(保険料含む)
持ち物　レジャーシート、弁当、水筒、
着替え、帽子、長靴、カッパ
服装　長袖、長ズボン
申込＆問合　事前のお申し込みが必
要です。NPO法人花の森こども園
☎62-4545(平日10:00～16:00)

花の森こども園からのお知らせ

会期　10月29日(月)～11月4日(日)
9:00～17:00(最終日は15:00まで)
場所　秩父市歴史文化伝承館
種目　絵画・書・写真・彫刻・工芸
出品資格　秩父郡内に在住、在勤、
在学(高校生以上)する者
出品料　1点1,000円
搬入　10月28日(日)10:00～12:00
搬出　11月 4日(日)15:00～16:00
開催要項　小鹿野文化センターで配
布しています。
問合　秩父美術展運営委員会事務
局(秩父市生涯学習課)☎22-0420

第65回秩父美術展開催

東京都市圏パーソントリップ調査
にご協力を

日時　10月14日(日)13:30～
場所　熊谷高等技術専門校秩父分校
講演　講師 髙田哲郎氏(小鹿野町在住)
費用　300円
問合　秩父母親大会実行委員会事務局
☎080-3916-9490(女部田まで)

第44回秩父母親大会
「東北被災地支援事業118回を通して」

日時　10月19日(金)14:00～16:00
(受付13:30～15:30)
場所　秩父宮記念市民会館・けやき
フォーラム
対象　秩父郡市内での就職を希望す
る一般求職者、就職･再就職活動中で
秩父地域での就職を希望する者

（パートタイム希望者を含む）
参加企業　30社(予定)
持ち物　履歴書(なくても参加は可能)
問合　ハローワーク秩父求人係
☎22-3215

秩父で働きたいあなたを応援します!
合同就職面接会

人2点以内とします。応募用紙に必要
事項を明記し、応募作品の裏に貼付
して、埼玉県森林科学館へ郵送してく
ださい。
内容　彩の国ふれあいの森の風景、
巨木、渓谷、滝、野鳥、野生動物など
のカラー写真(四つ切り253×305mm
又はA4サイズ)を埼玉県森林科学館
第一学習室に展示します。
※作品はお返しできません。※作品
制作及び作品送付に係る費用は自己
負担。
展示期間　10月20日(土)～11月
18日(日)
※応募要項及び応募用紙は、ふれあ
いの森ＨＰよりダウンロードしてくだ
さい。※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。
問合　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/

対象　一般(山道を歩くことがあります。)
費用　500円(保険料・資料代)
定員　20人(18歳以上で超えた場合は抽選)
締切　10月15日(月)必着
申込＆問合　住所、氏名、生年月日、
性別、電話番号、メールアドレス又は
FAX番号、緊急連絡先(参加者以外
の家族等の連絡先)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
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