
麻薬・覚醒剤乱用防止運動
(10月1日～11月30日)

秩父広域市町村圏組合
水道事業経営審議会委員募集

●ウマとのふれあいコーナー
日時　10月14日(日)10:00～15:00
場所　みどりの村　特設会場
費用　500円(乗馬体験)※申込不要
●郷土料理(おやき)体験
日時　11月11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　20人(抽選)
締切　10月26日(金)必着
●そば打ち体験
日時　11月18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　28人(抽選)
締切　11月2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「紅葉まつり」
日時　11月4日(日)10:00～15:00
内容　丸太切り、木工工作、木の葉の
パウチ作り体験のほか、木工品、郷土
料理などの販売。※申込不要
費用　無料(一部の体験は有料)
※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/

彩の国ふれあいの森のイベント

●草木染め体験
日時　10月13日(土)、14日(日)
両日とも10:00～14:00
内容　県民の森で採取した身近な植
物を使っての染め物体験です。
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(先着順)
締切　10月10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　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

　ノルディックウォーキングは、年齢
を問わず楽しめます。ポールを使うこ
とで歩行姿勢が正され、転倒防止・腰
痛軽減等の効果があります。それを
少しでも多くの人に伝えることを目
的に初心者向け講習会開催します。
日時　10月28日(日)9:30～12:00
場所　秩父ミューズパーク　パルテ
ノン(大噴水横)集合
費用　500円(ポール貸出代含む)
定員　20人(先着順)
※運動のできる服装で参加してくだ
さい。
申込＆問合　事前に電話でお申し込
みください。秩父ミューズパーク管理
事務所☎25-1315

はじめてのノルディックウォーキング

●釣名人に学ぶ!親子で楽しむ秋の
自然体験キャンプ
日時　10月20日(土)10:10～21日
(日)13:00(1泊)
場所　中津川渓流釣り場集合、大滝
げんきプラザ泊
内容　渓流(イワナ・ニジマス)釣り体
験、星空観察、バウムクーヘン作りなど
対象　幼児、小・中学生とその家族、
一般50人
費用　小・中学生5,400円程度、大人
5,800円程度
※このほかのイベントや詳細は、大
滝げんきプラザHPをご覧ください。
申込＆問合　10月1日(月)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

　秩父広域市町村圏組合では、水道
事業における水道料金の統一(改定)
を行うにあたり、広く意見をいただく
ため「秩父広域市町村圏組合水道事
業経営審議会委員」を募集します。
募集人数　6人
応募資格　次の要件をすべて満たす人
①秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、
小鹿野町のいずれかに在住で20歳
以上の人
②組合の水道を使用している人
③国もしくは地方公共団体の議員及び
組合、組合市町の常勤の職員でない人
④平日の日中に開催する会議に参加
できる人
募集期間　10月17日(水)～11月6
日(火)

応募用紙　水道局経営企画課及び
各水道事務所※秩父広域市町村圏
組合HPからダウンロードも可能です。
選考方法　応募理由、年齢、性別、社
会的活動の経験などから総合的に判
断します。また、選考結果は応募者全
員に通知します。
申込＆問合　応募用紙に必要事項を
記入のうえ、水道局経営企画課に持
参するか郵送、ファックス、メールの
いずれかの方法により提出してくだ
さい。〒368-0054秩父市別所538
秩父広域市町村圏組合水道局経営
企画課☎25-5221　FAX23-6444
メールkeieikikaku@union.chichib
ukouiki.lg.jp

日時・場所　10月19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
●長瀞クラフトシリーズ
～カッティングボード編～
日時　11月17日(土)10:00～16:00
内容　カッティングボードつくりのク
ラフトを行います。
費用　未就学児1,500円、小・中学生
2,000円、一般2,500円
定員　10人　締切　10月27日(土)
※このほかのイベントや詳細は、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

　秩父鉄道「和銅黒谷駅」をスタート
し、標高581ｍの蓑山に登るハイキ
ングです。ゴールの皆野町役場では

「みんなの皆野ふれあいまつり」が開
催されています。山頂の美の山公園
では、植物の奥深い魅力を発見でき
る観察会や皆野高校生によるイノシ
カバーガーの販売があります。ぜひ
ご参加ください。(参加費無料、申込
不要)
日時　10月28日(日)9:00～(雨天決
行・荒天中止)
場所　秩父鉄道「和銅黒谷駅」集合
（受付9:00～10:00）
コース　全長7㎞、高低差400ｍ、歩
行時間約3時間
持ち物　昼食・飲み物
問合　埼玉県秩父環境管理事務所
☎23-1511

美の山秋の体験ハイク

日時　11月7日(水)9:30～15:00
場所　秩父演習林事務所集合(9:30)
(秩父市日野田町1-1-49)
内容　ケヤキ人工林での調査体験、
渓畔林の散策
対象　一般(18歳以上)
費用　1,000円(資料代・保険料含む)
定員　20人(抽選)
締切　10月25日(木)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)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

東京大学秩父演習林ガイドツアー
「森林調査体験と秋の渓畔林散策」

　高等部専攻科(3年課程)では、視覚
障害(全盲又は弱視)の10代から60
代の人が、あん摩・マッサージ・指圧、
はり、きゅうの技能を習得しています。
卒業時には国家試験の受験資格が
得られ、免許取得後は病院や介護施
設等への就職、治療院開業、進学等
の道がひらけます。
選考日　
第1次募集　11月30日(金)
第2次募集　平成31年2月14日(木)
※第1次募集で募集人員に達した場
合、第2次募集は行いません。
相談・見学　随時お受けします。詳し
くは、高等部専攻科教育相談担当ま
でお問い合わせください。
問合　県立特別支援学校塙保己一学
園高等部専攻科☎049-231-2121

県立特別支援学校塙保己一学園
高等部専攻科入学者募集

日時　11月15日(木)13:00～16:00
(受付12:30～)
場所　秩父宮記念市民会館・けやき
フォーラム
参加企業　10社(予定)
持ち物　ハローワークカード、履歴書、
障害者手帳※応募企業数に応じて書
類は複数枚用意してください。
申込＆問合　ハローワーク秩父障害
者担当☎22-3215

秩父地域障害者就職面接会

日時　11月17日(土)14:00～(開場
13:00～)
場所　秩父地域地場産業振興セン
ター(入場無料)
講師　森本 稀哲 氏
内容　ひちょり流チームビルディング
問合　一般社団法人秩父法人会
☎25-1922

「税を考える週間」特別講演会

日時　11月25日(日)13:00～(開場
12:30～)

場所　ナチュラルファームシティ農
園ホテル(入場無料)
内容　講演会、8020よい歯のコン
クール表彰式など
講演会　「お口のなかは不思議が
いっぱい」(講師/岡崎 好秀 先生)
問合　皆野歯科医院☎62-3597

第14回歯～とふる秩父

　麻薬・覚醒剤・大麻・危険ドラッグな
どの薬物乱用は、健康を害するだけ
でなく、周りの大切な人たちの人生
までも狂わせます。「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。」正しい知識を持ち、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　埼玉県秩父保健所☎22-3824
埼玉県薬務課☎048-830-3633

日時　11月10日(土)10:30～15:00
場所　花の森こども園(皆野4048-1)

内容　炭火で棒巻きパン、自然素材
使用のワークショップなどの自然体験
費用　入場無料※体験内容により
100～500円の参加費がかかります。
定員　各体験30～100人(事前申込
不要)※汚れてもよい服装でお越しく
ださい。
問合　認定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「わくわく秋まつり」

【基礎編】
日時　
①11月29日(木)14:00～16:00
②12月13日(木)14:00～16:00
場所　①埼玉県男女共同参画推進
センター、②鴻巣市文化センター
内容　LGBTに関する考え方や言葉
の意味など基礎的な知識について
※①②とも同じ内容です。
【子供のLGBT編】
日時　12月6日(木)14:00～16:00
場所　埼玉県男女共同参画推進セン
ター
内容　LGBTの子供に対する配慮や
対応について
申込＆問合　11月2日(金)までに
メール又はファックスにて受講希望
日、郵便番号、住所、氏名、電話番号、
託児希望の有無、手話通訳希望の有
無を明記のうえ、お申し込みください。
埼玉県人権推進課☎048-830-2255

「知っていますか？LGBT」県民講座開催

　人生100年時代、地域活動に一歩
踏み出してみませんか？
日時　11月11日(日)9:30～11:30
場所　秩父地方庁舎3階大会議室
内容　
第1部　基調講演
【講師】若尾　東 氏(NPO法人ちち
ぶ出会いサポートセンタージュノー
ル代表理事)
第2部　地域活動デビュー入門
秩父地域で活動するNPO法人及び
地域おこし協力隊による活動報告
対象　おおむね40歳代以上
費用　無料　定員　50人(先着順)
申込＆問合　11月5日(月)までに電
話又はメールでお申し込みください。
※メールの場合、本文に申込みの旨、
氏名、年代、お住まいの市町村名を
明記のうえ、送信してください。埼玉
県秩父地域振興センター☎24-1110
メール t241721@pref.saitama.lg.jp

「第2回生涯現役サポートセミナー」
～あなたの「やりたい」が「やれる」に変わる～

虐待通報ダイヤルが始まります！
＃7171

　埼玉県では児童・高齢者・障害者の
虐待の通報や相談等を行いやすいよ
う、虐待通報ダイヤル＃7171を10月
1日に開設しました。虐待はいかなる
理由があっても禁止されるものです。
　＃7171では、24時間365日対応
しています。身近で気になることがあ
りましたら、＃7171までお電話くだ
さい。
※詳細は、埼玉県HPをご覧ください。
問合　埼玉県福祉政策課
☎048-830-3391
FAX048-830-4801
http://www.pref.saitama.lg.jp/
a0601/20170711.html
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