
県北総合相談センター
出張法律相談会（無料）

県立熊谷高等技術専門校
秩父分校受講生募集

●ウマとのふれあいコーナー
日時　11月11日(日)10:00～15:00
場所　みどりの村　特設会場
費用　乗馬体験500円※申込不要
●トウフ作り体験
日時　11月25日(日)10:00～13:00
場所　みどりの村　若者センター
費用　2,500円(木枠代含む)
定員　15人(抽選)
締切　11月9日(金)必着
●コンニャク作り体験
日時　12月2日(日)10:00～12:00
場所　みどりの村　若者センター
費用　1,000円(5ℓの容器持参)
定員　15人(抽選)
締切　11月16日(金)必着
●クリスマスリース作り教室
日時　12月16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　11月30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

●栃餅つき体験
日時　12月16日(日)10:00～12:00
内容　一般的には手に入りにくい希
少な栃の実を使用した餅つきを体験
出来ます。
対象　小学生以上(小学生は保護者同伴)
費用　1,000円(のし餅・あん餅付き)
定員　10人(先着順)
締切　12月9日(日)
●オシャレなランタン作り
日時　12月22日(土)10:00～12:00
内容　空き瓶にキャンドルを入れ、流
木や板で周りを囲みオシャレなオリ
ジナル・ランタンを作ります。
対象　小学生以上(小学生は保護者同伴)
費用　500円　定員　5人(先着順)
締切　12月15日(土)
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/̃furemori/

彩の国ふれあいの森のイベント

●炭焼体験
日時　11月10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(先着順)
締切　11月7日(水)
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

イ ベ ン ト
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埼玉県県民の森イベント

期日　12月6日(木)～9日(日)

時間　10:00～17:00(最終日は
15:00まで）
場所　【絵画】深谷市民体育館
【書】深谷市民文化会館
【彫刻・工芸・写真】深谷公民館
種目　絵画・彫刻・工芸・書・写真　　
応募資格　県北の各市町村に在住・
在勤・在学(高校生以上)する人
出品作品　未発表のものに限る。
出品料　1点につき3,000円(搬入時
に納入)
搬入　12月2日(日)10:00～15:00
搬出　12月9日(日)15:00～17:00
※開催要項は、小鹿野文化センター
で配布しています。
問合　第61回埼玉県北美術展実行
委員会事務局(㈱コウノ内)
☎048-587-2047

第61回埼玉県北美術展作品募集

①風布 風のみち みかん狩りハイク
日時　11月15日(木)9:00～15:00
場所　秩父鉄道『波久礼駅』集合
内容　みかん狩り、風のみちハイキ
ング道を満喫するハイキング
対象　一般20人(先着順)
費用　600円(みかん狩り代)
②思いっきり秋を満喫！親子で楽しむ
秋の自然体験キャンプ
日時　11月17日(土)13:00～18日
(日)12:30(1泊2日)
場所　大滝げんきプラザ集合、宿泊
内容　落ち葉のプール、焼きいも、ド
ラム缶ピザ作り体験等
対象　特別支援学級・学校の児童生
徒とその家族、幼児、小・中学生とそ
の家族50人
費用　小・中学生3,300円程度、大人
3,800円程度
③秩父夜祭り宵町探訪！屋台曳き・屋
台囃子体験
日時　12月2日(日)9:45～3日(月)

大滝げんきプラザのイベント

　埼玉県では、インターネットを利用
したアンケート等で県政の課題につ
いて意見をお聴きし、皆さんの声を
県政に反映させるため、「埼玉県県政
サポーター」を募集しています。
　埼玉県の現在や将来について考え、
県政に参加してみませんか。
　アンケートにご協力いただくとポ
イントが貯まり、一定のポイントが貯
まった人の中から抽選で200人に図
書カードを差し上げています。
対象　満16歳以上でインターネット

埼玉県県政サポーター募集

●介護福祉士試験準備講習
日時　平成31年1月6日(日)、20日
(日)両日とも9:00～16:00
費用　受講料2,000円(テキスト代無料)
申込＆問合　12月1日から10日まで
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/
soshiki/b0808/

試験期日　12月9日(日)、10日(月)
受付締切　12月3日(月)
試験場所　朝霞駐屯地
応募資格　18歳以上(高等学校卒業
見込み含む)27歳未満の男子
入隊時期　来春(3月・4月)「陸上・海
上・航空自衛隊」
※試験期日・場所については予定で
すので、変更・中止する場合が有りま
す。
問合　自衛隊秩父地域事務所
☎22-6157

自衛官候補生(男子)募集

日時・場所　11月16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　11月29日(木)12:00～16:00
(受付11:00)
場所　大宮ソニックシティ・地下展示
場(事前申込不要)
内容　企業担当者との面接
対象　平成31年3月大卒等卒業予
定者及び44歳以下の既卒者。
持ち物　ハローワークカード(お持ち
の人)※履歴書不要
参加企業　140社予定。詳しくは、埼
玉労働局「イベント情報」欄をご覧く
ださい。
問合　ハローワーク秩父☎22-3215
https://jsite.mhlw.go.jp/saitam
a-roudoukyoku/

夢ある埼玉就活プロジェクト
合同企業面接会

　この機会に、ぜひご来校ください。
日時　12月1日(土)10:10～12:30
場所　県立秩父特別支援学校
内容　児童生徒の作品展示、作業学
習の制作品販売、学習活動紹介、バ
ザー等
問合　県立秩父特別支援学校
☎24-1361

秩特かがやき祭

　埼玉県では、不妊に悩む夫婦の相
談窓口を設置しています。どうぞ一
人で悩まず、お気軽にご相談くださ
い。
・不妊の検査はどんなことをするの？
・不妊の治療はどんな治療がある？
・現在行っている治療に不安がある
…など
【面接相談】
■不妊専門相談センター
　専門医が面談形式で相談にお応え
します！(予約制)
日時　毎週火・金曜日16:00～17:00
場所　埼玉医科大学総合医療セン
ター内(川越市鴨田1981)
予約　電話で予約してください。
☎049-228-3674
【電話相談】
■妊娠・不妊・不育症サポートダイヤル
　助産師が電話でお話を伺います！
日時　毎週月・金曜日10:00～15:00
第1・第3土曜日11:00～15:00、
16:00～19:00
相談電話　☎048-799-3613
※いずれの相談も祝休日、年末年始
を除きます。

不妊に関する相談窓口(無料)

　「くらしの法律家」である司法書士
が日常生活での悩みやトラブルを抱
えている皆さんの相談に応じます。
相談内容　相続、遺言、登記、債務整
理、成年後見、不動産の名義変更など
①11月15日(木)13:30～16:30
場所　深谷市男女共同参画推進セン
ター ハナミズキ(アリオ深谷3階)
②11月20日(火)13:30～16:30
場所　寄居町中央公民館　集会室
申込　両会場とも電話にて予約
☎048-838-7472
問合　埼玉司法書士会事務局
☎048-863-7861

日時　11月23日(祝)14:00～(開場
13:30)
場所　秩父宮市民会館・大ホール
演奏曲　みやこわすれ(組曲)、ディズ
ニーソング、糸、麦の唄など
※入場無料
問合　秩父混声合唱団
☎090-5448-3844(代表 小林)

第34回秩父混声合唱団定期演奏会

全国一斉
「女性の人権ホットライン」強化週間
期間　11月12日(月)～18日(日)
時間　8:30～19:00
※17日(土)と18日(日)は10:00～17:00
専用電話　0570-070-810
相談員　法務局職員と人権擁護委員
が対応します。(秘密は厳守します。)
問合　さいたま地方法務局人権擁護
課☎048-859-3507

11月は
「労働保険適用促進強化期間」です
　労働保険は労災保険と雇用保険の
総称で、政府が管理運営している強
制加入の保険制度です。
　労働者が業務上負傷した場合や失
業した場合等に必要な保険給付を
行っています。
　労働保険は、原則として労働者を
一人でも雇用していれば、加入手続
を行い、労働保険料を納めなければ
なりません。
　まだ加入されていない事業主の人
は、速やかに加入手続を行うようお願
いします。
　なお、手続指導及び加入勧奨に
よっても自主的な加入手続を行わな
い事業主に対しては、強制的な加入
を含めた対策を実施しています。
問合　埼玉労働局労働保険徴収課
☎048-600-6203

9:30(1泊2日)
場所　荒川公民館集合、大滝げんき
プラザ宿泊
内容　宵町散策、秩父屋台囃子体験、
屋台曳き体験等
対象　一般(高校生は保護者同伴)
費用　小・中学生2,900円程度、大人
3,100円程度
④スターウォッチング
日時　11月17日(土)18:00～19:30
場所　大滝げんきプラザ
内容　直径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
申込＆問合　③のみはがきにて11月9
日（金）必着で、その他のイベントは11
月1日(木)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

のホームページの閲覧やEメールの
利用が日本語でできる人(首長、議員、
常勤の埼玉県職員は除く)
申込＆問合　埼玉県HPをご覧いた
だき、ご応募ください。埼玉県広聴広
報課☎048-830-2850
http://www.pref.saitama.lg.jp/
a0301/supporter/

人権尊重社会をめざす県民運動
強調週間 12月4日(火)～10日(月)
　インターネットを悪用した人権侵
害やヘイトスピーチなど新たな人権
問題も発生しています。
　「人権尊重社会をめざす県民運動」
は、「すべての県民がお互いの人権を
尊重しながら共に生きる社会」を実現
するため、県・市町村はもちろん県民
総ぐるみで取り組む運動です。
【人権啓発イベント】
●ヒューマンスクウェア(入場無料)
日時　12月1日(土）10：00～20：00
場所　エルミこうのす･セントラル
コート

内容　友近890(ともちかやっくん)
による人権トーク＆コンサート、人権
啓発ポスターの展示、子供向け工作
コーナー、人権啓発DVDの上映、コ
バトン、ひなちゃんとのふれあい
問合　埼玉県人権推進課
☎048-830-2258

さいたま地方法務局、埼玉県人権
擁護委員連合会の記念事業
日時　12月9日(日)13:00～15:30
場所　さいたま市産業文化センター
内容　【第1部】平成30年度全国中
学生人権作文コンテスト埼玉県大会
表彰式
【第2部】さいたま市立浦和中学校吹
奏楽部によるミニコンサート
※入場無料(定員300人)
問合　さいたま地方法務局人権擁護
課☎048-859-3507
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