
県北総合相談センター
出張法律相談会（無料）

●そば打ち体験
日時　1月20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　1月4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

●大人の木工体験(折りたたみ式三
段ラック)
日時　1月20日(日)10:00～16:00
内容　折りたたみ式三段ラックは、小
物をスッキリ収納し、お気に入りの物
を飾るなどお部屋のインテリアとし
ても最適です。杉材で制作しますの
で、軽くて丈夫であり、気軽に持ち運
びができとても便利です。
対象　一般(20歳以上)
費用　3,000円
定員　5人(先着順)
締切　1月13日(日)
●天然の氷壁を見に行こう
日時　①1月27日(日)②2月3日(日)
両日とも10:00～14:00
内容　高さ五十メートルはあろう天
然の氷壁や、氷柱など、奥秩父・中津
川の冬の名所をガイドと歩きます。
対象　小学生以上(小学生は保護者同伴)
費用　500円(昼食付き)　
定員　各日10人(先着順)
締切　①1月20日(日)②1月27日(日)
申込＆問合　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/̃fure
mori/

彩の国ふれあいの森のイベント
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募  集

案  内

　放送大学は、4月入学生を募集しま
す。10代から90代の幅広い世代、約
9万人の学生が、大学を卒業したい、
学びを楽しみたいなど、様々な目的
で学んでいます。
　心理学・福祉・経済・歴史・文学・情
報・自然科学など、約300の幅広い授
業科目があり、1科目から学ぶことが

できます。
出願期間　第1回は2月28日(木)ま
で、第2回は3月17日(日)まで
※資料を無料で差し上げています。
資料請求＆問合　放送大学埼玉学習
センター☎048-650-2611

放送大学入学生募集

●親子で楽しむ秩父のグルメキャンプ
日時　12月15日(土)13:00～16日
(日)12:30
場所　大滝げんきプラザ集合、宿泊
内容　手打ちうどん作り、星空観察、
おもちつき、クリスマスリース作り
対象　幼児、小・中学生とその家族50人
費用　小・中学生4,300円程度、大人
4,800円程度
●秩父そば打ち体験・武甲酒造見学
ハイク(初心者コース)
日時　12月13日(木)9:30～15:00
場所　秩父鉄道「秩父駅」集合
内容　そば打ち体験、武甲酒造見学等
対象　一般20人
費用　1,500円程度
●スターウォッチング
日時　12月15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
冬の星座を観察します。
対象　一般　費用　無料
申込＆問合　いずれのイベントも12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

日時・場所　12月7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

●長瀞天然かき氷ができるまで＆そ
ば打ち体験
期日　2月2日(土)～3日(日)
内容　1泊2日で長瀞の天然かき氷
について学び、そば打ち体験を行い
ます。
対象　家族(小学生以上)15人
費用　未就学児4,500円、小・中学生
5,000円、一般6,000円
締切　1月12日(土)

●燻製ベーコン作りといちご狩り
期日　2月9日(土)～10日(日)
内容　1泊2日で燻製作り体験とい
ちご狩りを行います。
対象　家族・一般20人
費用　未就学児2,500円、小・中学生
3,000円、一般6,000円
締切　1月19日(土)
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

　林業の仕事に従事されたことがあ
り、当時、林退共制度に加入していた
人、もしくは加入していたかもしれな
い人で、退職金請求手続きをした心
当たりのない人は、お気軽に最寄り
の支部又は本部へお問い合わせくだ
さい。
　また、林退共事業本部では、被共済
者の人に退職金を確実に受け取って
いただくこと等を目的として、現況調
査、アンケート調査を実施しています
ので、ぜひ調査にもご協力ください。
問合　独立行政法人勤労者退職金
共済機構☎03-6731-2889
http://www.rintaikyo.taisyokuki
n.go.jp/

林業退職金共済制度(林退共)の
退職金請求について

　埼玉県では、12月1日の世界エイ
ズデーにあわせて、HIV・梅毒の即日
検査を実施します。
　各会場とも予約不要、無料匿名で
す。検査は、感染の可能性がある日よ
り3カ月以上経ってからの受検をお勧
めします。
期日・場所
12月2日(日)籠原体育館・アリーナ
1月6日(日)ウェスタ川越・多目的ホール
2月3日(日)イオンレイクタウン
3月3日(日)鴻巣市文化センター
検査時間　各会場とも12:30～15:00
問合　公益財団法人埼玉県健康づく
り事業団☎0493-81-6729
(平日9:00～17:00)

HIV・梅毒の即日検査を実施します
　関東財務局では、金融取引や多重
債務に関するトラブルについて、地域
の皆さんからの相談を無料で受け付
けています。一人で悩まないで、まず
はご相談ください。
◎詐欺的な投資勧誘に関する相談
☎048-613-3952
◎電子マネー詐欺に関する相談
☎048-600-1152
◎借金の返済でお悩みはありませんか?
☎048-600-1113

財務省関東財務局の相談窓口です!

　「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
寄居町中央公民館　集会室
日時　12月11日(火)13:30～16:30
深谷市男女共同参画推進センター 
ツバキ(アリオ深谷3階)
日時　12月20日(木)13:30～16:30
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

「ミューズの会」
ミニクリスマスコンサート

日時　12月16日(日)13:30～(開場
13:00)
場所　長瀞ふれ愛ベース
内容　ハンドベル、合唱、ソロ等
※入場無料
問合　邦友会秩父支部　
荻原まで
☎090-4533-8759

求人企業合同面接会
～採用担当者と直接話してみましょう～

日時　1月18日(金)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月に大学・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12月下旬に雇用対策
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/

　結婚を前提とした出会いの機会を
つくる「ちちぶ出会いサポートセン
タージュノール」の登録割引キャン
ペーンを実施しています。
期間　1月31日(木)まで
内容　友人同士で登録すると、通常
12,960円の年会費が10,800円(2
人)、8,640円(3人以上)に割引します。
利用条件　20歳以上の独身男女
問合　ちちぶ出会いサポートセン
タージュノール☎26-7518
https://www.chichibu-junoall.o
rg/

「 ジュノール」特別割引キャンペーン

　平成30年
10月1日か
ら埼玉県最
低賃金は、時
間額898円
( 引 上 げ 額
27円)となり
ました。
　埼玉県最
低賃金は、賃
金の最低限
度を定めるもので、年齢や雇用形態
に関係なく、パートや学生アルバイト
を含め、県内の事業場で働く全ての
労働者に適用されます。
　使用者も労働者も、賃金額が1時
間当たり898円以上かどうか必ず確
認しましょう。
※一部の産業には、特定(産業別)最
低賃金も適用されます。
問合　埼玉労働局労働基準部賃金
室☎048-600-6205
秩父労働基準監督署☎22-3725

埼玉県最低賃金の改定

彩の国LED照明推進キャンペーン　
12月1日～平成31年3月31日
　県のLED照明推進事業に賛同した
県内家電量販店、ホームセンター、ド
ラッグストア、まちの電気店が「彩の
国LED照明推進店」として皆さんの
省エネを応援するキャンペーンです。
　白熱電球からLED電球に換えると、
消費電力が約7分の1になります。こ
の機会にお近くの「彩の国LED照明
推進店」で手軽に交換できて省エネ
効果も高いLED照明に換えてみませ
んか。
問合　埼玉県温暖化対策課
☎048-830-3038

河川等の異常水質事故防止に
ご協力をお願いします

　機械を扱う際の不注意や施設の老
朽化などで油類が流出すると、河川
等を汚染する異常水質事故につなが
ります。

　特に年末年始は、大掃除や施設の
再始動により、汚水や廃油の流出事
故が発生しやすくなります。
　事業者の皆さんは、次のことに注
意してください。
◎施設の運転停止・始動時のバルブ・
スイッチ等の点検と確認
◎グリーストラップの定期的な清掃
◎溶剤、油類、酸・アルカリ廃液など、
廃棄物の適正な処理・処分
　もし、異常水質事故を見つけた場
合には、速やかに埼玉県秩父環境管
理事務所又は小鹿野町住民課にご連
絡ください。
問合　秩父環境管理事務所☎23-1511
小鹿野庁舎・住民課☎75-4170
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