
幻の『秩父紅』開花＆
父と息子の風景写真展

●ウマとのふれあいコーナー
日時　2月10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
●ササカゴ作り
日時　2月24日(日)10:00～15:00
場所　みどりの村　若者センター
費用　1,000円(保険料含む)
定員　20人（抽選）
※昼食を持参してください
締切　2月8日(金)必着
●シイタケコマ打ち体験
日時　3月3日(日)10:00～12:00
場所　みどりの村　若者センター
費用　1,500円　定員　20人(抽選)
締切　2月15日(金)必着
●そば打ち体験
日時　3月17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　3月1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 ●天然ススキでほうきを作ろう
日時　3月3日(日)10:00～12:00
内容　天然のススキを使用して、オ
シャレで実用的な「ほうき」を作ります。
(大・小各1本)
対象　小学生以上(小学生は保護者同伴)
費用　500円　定員　10人(先着順)
締切　2月24日(日)
●そば打ち体験
日時　3月23日(土)10:00～13:00
内容　奥秩父のおいしい水を使用し、
地元講師にコツを教わりながら、手打
ちそばを作ります。
対象　小学生以上(小学生は保護者同伴)
費用　3,000円/組(昼食付き)
定員　5組(先着順)※1組4人まで
締切　3月16日(土)
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イ ベ ン ト

募  集

案  内

期間　5月28日(火)～6月19日(水)
※月曜休館、観覧無料
時間　10:00～17:30
場所　県立近代美術館
部門　日本画、洋画、彫刻、工芸、書、
写真
応募資格　15歳以上の県内在住、在
勤、在学者(中学生を除く)
出品点数　各部門3点まで
出品料　1点につき3,000円
搬入　【個人搬入】5月10日(金)、11
日(土)、12日(日) 【業者搬入】5月9日
(木)、11日(土)、12日(日)各日とも
10:00～16:30
※業者搬入日のうち9日は日本画、洋
画、書のみの受付13:00～16:30
応募方法　開催要項を確認のうえ、
搬入期間内に近代美術館へ直接持
参してください。※事前申込不要
開催要項等　県文化資源課ほか、小
鹿野文化センターでも配布しています。
問合　埼玉県教育局文化資源課
☎048-830-6925

第69回埼玉県美術展覧会作品募集

●長瀞宝登山ロウバイ　陶芸体験ハ
イク(山道3km)
日時　2月14日(木)9:30～15:00
場所　秩父鉄道「長瀞駅」 集合
内容　宝登山ハイキング、陶芸体験
対象　一般20人
費用　2,500円程度
●親子で楽しむ立春の長瀞!
日時　2月16日(土)9:30～15:00
場所　長瀞「一隅舎」 集合
内容　宝登山ハイキング、陶芸体験
対象　幼児、小・中学生とその家族30人
費用　2,500円程度
●両神ロウバイ・フクジュソウ・セツ
ブンソウ ハイク(山道7km)
日時　2月28日(木)9:40～15:00
場所　両神温泉薬師の湯　集合
内容　四阿屋山のロウバイ・フクジュ
ソウ・セツブンソウ見学、薬師の湯入
浴(希望者)等
対象　一般20人　
費用　無料(入浴希望者600円)

大滝げんきプラザのイベント

日時・場所　2月15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

●マイナビ就職EXPO
日時　3月1日(金)11:00～17:30
※公務員相談エリア13:00～17:30
場所　さいたまスーパーアリーナ・コ
ミュニティアリーナ
●建築・土木系学生のためのマイナビ
就職セミナー
日時　3月1日(金)13:00～17:00
※現役職員による講演14:00～14:45

マイナビ主催
合同会社説明会＆就職セミナー

場所　さいたまスーパーアリーナ・
TOIRO
問合　（株）マイナビ　マイナビ就職セミ
ナー北関東運営事務局☎048-641-5514

　障がいについて理解し、日常生活
においてちょっとした手助けをする
「あいサポーター」養成研修を開催し
ます。参加費は無料です。研修修了
者には、「あいサポーター」の証として、
ピンバッジとストラップを差し上げま
す。

日時　3月20日(水)13：30～15:00
場所　皆野町文化会館3階Ａ会議室
内容　あいサポート運動の説明、障
がいについてのDVD視聴等
定員　50人　締切　3月13日(水)
申込＆問合　小鹿野町福祉課又は秩
父市社会福祉協議会へお申し込みく
ださい。
保健福祉センター･福祉課
☎75-4109　FAX75-4710
秩父市社会福祉協議会
☎22-1514　FAX22-4815

あいサポーター養成研修開催

　艶やかな紅色の秩父固有種『秩父
紅』が1万株開花します。園内の福寿
草、ロウバイ、マンサクなども楽しめ
ます。
　森の美術館では、飯塚久男・寛文親
子の秩父の緑豊かな風景のほか、日
本各地の目を奪われる景色の写真を
展示します。
日時　2月10日(日)～3月10日(日)
10:00～16:30※天気が良い日の
11:00～15:00が見頃です。
費用　秩父紅観賞500円(中学生以
上)、写真展無料
問合　ムクゲ自然公園☎62-1688

秩父で働きたいあなたを応援します!
合同就職面接会
日時　2月14日(木)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　平成31年3月大学・短大・専門
学校卒業予定者及び高等学校卒業
予定者、就職・転職活動中で秩父地域
での就職を希望する人(パートタイム
希望者含む)
参加企業　44社
持ち物　履歴書(なくても参加可能)
問合　ハローワーク秩父求人係
☎22-3215

秩父・こころの健康講座
～みんなに知ってほしいストレスの話～
　どなたにとっても「ひとごと」ではな
いはずの、こころの健康や不調・障害
について、一緒に学び考えませんか？
日時　3月2日(土)10:00～12:00
(受付9:30～)
場所　秩父市福祉女性会館
講師　長島恵利子(秩父中央病院 
臨床心理士)
対象　秩父地域在住・在勤の人
費用　無料　定員　40人
締切　2月22日(金)
申込＆問合　生活支援センターアク
セス☎24-1025　

アートセッションズさいほく#3
『アートセッション㏌横瀬』

日時　3月12日(火)～17日(日)
10:00～17:00
場所　あしがくぼ笑楽校(旧芦ヶ久保
小学校)
内容　障がい者のアート作品の展示
会、ハンドメイドマーケットを行いま
す。16日(土)、17日(日)にはアニメ上
映会、ワークショップ、サヤカロックハ
ンなどのライブやプチカフェも行う
予定です。
問合　社会福祉法人清心会
☎24-9951

　3月14日(木)から各携帯電話会社
が新しい電波(700MHz)を使用する
予定です。それに伴い、町内にてテレ
ビ映像に影響が出る場合があり、総
務省より委託された事業者が調査を
行います。
　対象となる世帯には予め連絡の後、
「テレビ受信障害対策員証」を携帯し
た担当者が訪問する場合があります。
　工事が必要な場合は、無料で実施
します。担当者が金銭を要求すること
はありません。詳しくはお問い合わせ
ください。
問合　一般社団法人 700MHz利用
推進協会☎0120-700-012

テレビ受信対策調査を実施します

申込＆問合　いずれのイベントも2月1
日(金)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

試験期日　3月4日(月)、5日(火)

受付締切　2月25日(月)
試験場所　入間基地
応募資格　18歳以上(高等学校卒業
見込み含む)33歳未満
入隊時期　今春(3月・4月) 「陸上・海
上・航空自衛隊」
※試験日・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(男女)募集

●秩父でつながるコンサート「第九」
「旅立ちの日に」を歌おう
日時　3月17日(日)14:00～(開場
13:30～)
場所　秩父宮記念市民会館・大ホール
曲目　ベートーヴェン／交響曲第9
番より第3・4楽章、坂本浩美／旅立
ちの日に　ほか
演奏　ちちぶ夢創りフィルハーモ
ニー＆ちちぶ夢創り合唱団
入場料　無料(ただし整理券が必要
です)※整理券をお持ちでない場合
は、当日に受付にお申し出ください。
※0歳児から入場可能です。
整理券配布場所　秩父市生涯学習
課(土日も可)、秩父市役所本庁舎総
合案内窓口、秩父市吉田・大滝・荒川
総合支所市民福祉課
問合　ちちぶ芸術祭実行委員会事
務局(秩父市生涯学習課)
☎22-0420

秩父地域の人たちによる
演奏と合唱のコラボレーション

　障害者に対する虐待を発見した人
は、障害者虐待防止法により行政機
関などに通報することが義務付けら
れています。家庭、施設、勤務先など
で、障害者虐待で悩んでいる人、障害
者虐待と思われることを見たり聞い
たりした人は連絡してください。
　なお、生命の危険があるなど緊急
の場合は、警察(110番)へ通報してく
ださい。
●埼玉県虐待通報ダイヤル
☎＃7171 (24時間365日対応)

●保健福祉センター・福祉課
☎75-4109　FAX75-4710
＜休日・夜間の連絡先＞　
【休日】☎75-4109
【夜間】☎75-1221
※休日の昼間(8:30～17:15)は日直
が、休日・平日の夜間は警備委託先が
受理します。

障害者への虐待を見たら
通報をお願いします

年金事務所では予約による
年金相談を行っています

　年金事務所へ来所される時は、事
前に電話で予約を行うことにより、お
客様のご都合にあわせてスムーズに
相談でき、相談内容にあったスタッフ
が事前に準備のうえ、丁寧に対応しま
す。
相談時間　平日8:30～16:00
※ご希望の日時に先約がある場合に
は、変更をお願いする場合があります。
予約　予約専用電話
☎0570-05-4890(平日8:30～17:15)
秩父年金事務所☎27-6560(平日
8:30～17:15)※音声ガイダンス「1
番」→「2番」を押してください。
※相談希望日の1カ月前から前日ま
で予約を受け付けています。
※予約の際は、基礎年金番号の分か
る年金手帳や年金証書を準備くださ
い。

22 23

情報版 広報おがの

情●報●版


