
平成31年度(第16期生)
秩父農業福祉会  野菜栽培教室

●ウマとのふれあいコーナー
日時　3月10日(日)10:00～15:00
場所　みどりの村　子供の広場
費用　乗馬体験500円/人
※事前申込不要
●プリザーブドフラワー教室
日時　4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　4月5日(金)必着
※剪定はさみを持参ください。
申込&問合　往復はがきに参加イベ
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

●秘境の作物「中津芋」栽培体験(植付編)
日時　4月14日(日)10:00～13:00
(7月7日(日)の収穫編の全2回)
内容　奥秩父・中津川特産「中津芋」
の栽培体験。今回の植付編と次回の
収穫編の全2回です。(収穫時に1組・

彩の国ふれあいの森のイベント
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募  集

案  内

　中高年者が年間を通じて野菜作り
(約30種)を学ぶための実習教室です。
場所　大野原秩父市場横の圃場
時間　平日14:00～16:00(年間約
40回)
募集人員　15人
費用　5,000円(年会費)
申込　3月22日(金)、23日(土)10:00
～15:00に秩父市影森公民館(☎
22-0777)へ年会費を添えてお申し
込みください。
問合　☎24-7844(黒澤／18:00以降)

●親子で楽しむ早春の自然体験キャンプ
日時　3月9日(土)11:00～10日(日)
12:30　
場所　大滝げんきプラザ 集合
内容　そば打ち体験、ネイチャーク
ラフト、草木染め体験
対象　幼児、小・中学生とその家族50人
費用　4,000円程度
●秩父ミューズパーク　百花繚乱　
梅園ハイク(ハイキング道6km)
日時　3月14日(木)9:40～15:00
場所　西武鉄道「西武秩父駅」集合
内容　秩父札所、武甲見広場を経て
ミューズパークの梅園を巡ります。
対象　一般20人　費用　無料
●スターウォッチング
日時　3月9日(土)、16日(土)18:30
～20:00
場所　大滝げんきプラザ
内容　口径400mmの天体望遠鏡で
春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3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

大滝げんきプラザのイベント

日時・場所　3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

　自然エネルギーを活用した様々な
取組が日本の各地域で始まっていま
す。秩父地域の皆さんと共に自然エ
ネルギーの地産地消、自然エネル
ギーの未来について一緒に考えてみ
たいと思います。
日時　3月24日(日)14:00～16:00
場所　秩父宮記念市民会館・けやき
フォーラム
内容　講演①　「再生可能エネル
ギーと地域経済」～エネルギーの地
産地消の具体化を目指して～
講師　鈴木悌介氏(エネルギーから
経済を考える経営者ネットワーク会
議代表理事）
講演②　「秩父新電力が創る未来」～
電力の地産地消　地方創生と地域活
性化を促す～
講師　秩父市長　久喜邦康氏(秩父
新電力(株)代表取締役)
定員　300人(入場無料)
問合　(一財)秩父地域地場産業振興
センター☎25-0088

東京大学秩父演習林で
ボランティア活動しませんか

　奥秩父山地の広大な森林、東京大
学秩父演習林で各種イベントなどを
サポートするボランティア組織「しおじ
の会」では、新しい仲間を募集します。
対象　18歳以上の健康な人で、講義
(必須)を受講し、2020年3月までの
ボランティア活動(主に平日に実施)
に5回以上参加できる人
講義　4月25日(木)10:00～17:00
(普通救命講習含む)
定員　5人(抽選）
受講料　3,000円程度(保険代、資料
代ほか)
締切　3月28日(木)必着
応募方法　「しおじの会ボランティア
希望」と明記し、住所・氏名・生年月日・
性別・電話番号・メールアドレス・FAX
番号を記入のうえ、メール又はFAX
でお申し込みください。
メール　supporter-chichibu@uf.a.
utokyo.ac.jp
FAX 0494-23-9620
問合　東京大学秩父演習林 しおじ
の会窓口☎22-0272
https://sites.google.com/site/s
hiojinokai/

日時　3月10日(日)11:00～15:00
場所　秩父ミューズパーク梅園、園内
内容　野点、綿菓子販売、そば打ち
実演・生そば麺販売、交通安全体験車
「サイトくん」体験　など
問合　秩父ミューズパーク管理事務
所☎25-1315

秩父ミューズパーク『梅まつり』

　約1500万年前に秩父に広がって
いた太古の海「古秩父湾(こちちぶわ
ん)」の地層をめぐるスタンプラリー
です。
　全6カ所のうち、3カ所のスタンプ
を集めるとオリジナル缶バッジが1つ
もらえ、すべて集めるとさらにもう1
つもらえます。さらに、すべて集めた
人の中から抽選(20人)で実物のサメ
の歯の化石(長さ約4cm)をプレゼン
トします。
開催期間　3月1日(金)～4月28日(日)
スタンプ設置場所
■前原の不整合(地層)
①道の駅みなの(皆野町皆野3236-35)
☎62-3501

■取方の大露頭(地層)
②吉田取方総合運動公園体育館(秩
父市下吉田427)☎なし
■ようばけ(地層)
③おがの化石館(小鹿野町下小鹿野
453)☎75-4179

■犬木の不整合(地層)
④小鹿野町観光交流館(小鹿野町小
鹿野314)☎なし
■新田橋の礫岩露頭(地層)
⑤横瀬町歴史民俗資料館(横瀬町大
字横瀬2000)☎24-9650
■県立自然の博物館(スタンプのみ)
⑥埼玉県立自然の博物館(長瀞町長
瀞1417-1)☎66-0404
※③⑤⑥は入館料がかかります。
※休館日や閉館後はスタンプは押せ
ません。
問合　埼玉県立自然の博物館
☎66-0407

「こちちぶわんスタンプラリー」開催

対象　4歳(年中)～12歳
入団金　2,000円(1年間)
参加費　1期(3カ月)／6,000円
受付日時　3月23日(土)15:00～
16:00

受付場所　皆野町勤労福祉セン
ター・会議室
問合　皆野町水泳スポーツ少年団
☎62-0516(団長 齊藤正雄)　

皆野町水泳スポーツ少年団
新団員募集

　2019年度の家庭用ごみカレン
ダーは、両面印刷となり4月～9月面
と10月～3月面になります。
　今後ともごみの資源化・減量化に
ご協力をお願いいたします。
問合　秩父広域市町村圏組合 業務
課☎23-2489

2019年度家庭用ごみカレンダーの
デザインを変更しました

エネルギーを地域で自給する
持続可能な街推進講演会
～エネルギーの地産地消～

日時　3月30日(土)10:00～14:00
（随時受付）
場所　ムクゲ自然公園
費用　駒打ち体験500円、お土産(原
木)付1,000円～
問合　秩父山里文化研究会☎62-1688

キノコの駒打ち体験

　賃貸住宅を退去する際の建物の原
状回復費用に関するトラブルでお困
りはありませんか。
日時　4月6日(土)、7日(日)10:00～
16:00
電話相談　☎048-838-1889(当日
のみ)

問合　埼玉司法書士会事務局
☎048-863-7861

敷金(賃貸住宅)トラブル110番

　ハローワーク秩父において、看護
師等を対象とした無料巡回就職相談
窓口を月1回開設しています。詳しく
は、お問い合わせください。
問合　埼玉県ナースセンター
☎048-620-7337

無料巡回就職相談窓口を開設中!!

日時●3月10日(日)
　　　10:00～15:00
場所●節分草園
　　　(両神小森・堂上)
入園料●中学生以上300円（20
人以上の団体は250円)がかか
ります。
問合せ●両神庁舎・おもてなし課
☎79-1100

節分草
　 まつり
節分草
　 まつり

5キログラム(見込み)お持ち帰りい
ただけます。)
対象　小学生以上(小学生は保護者同伴)
費用　4,000円／組(全2回分・各日
昼食付き)
定員　5組(1組4人まで・先着順)
締切　4月7日(日)
●豆腐作り体験
日時　4月27日(土)10:00～13:00
内容　県産大豆と奥秩父のおいしい
水を使用し、大豆本来の甘み・旨みを
味わえる手作りの木綿豆腐を作ります。
対象　小学生以上(小学生は保護者同伴)
費用　1,000円／組(昼食付き)
定員　5組(1組2人まで・先着順）
締切　4月20日(土)
●南天山登山と滝を楽しむ
日時　4月29日(祝)9:00～15:30
内容　地元ガイドの案内により、奥
秩父でも人気がある南天山(標高
1,483メートル)を目指し、片道約3㎞
の登山です。
対象　高校生以上(満16歳以上)
費用　1,500円(保険料込み・木製
キーホルダープレゼント)
定員　10人(先着順)
締切　4月22日(月)
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/

　国道が横断する三田川地区では、三山
の新井　清さんを中心とした有志の皆さ
んが、少しでも交通事故防止のためにな
ればと、毎年、久月地内の国道脇に大き
な「凍結注意」の看板を設置しています。
　また、道路脇に融雪剤(塩化カルシウム)を置くた
めの台を設置し、凍結のおそれがあるときには、融
雪剤の散布にもご協力をいただいています。
　地元の人だけでなく、観光客等の車がたくさん
行き交う道路の「守りびと」として、交通安全の確保にご尽力されています。
　皆さんの活動に感謝申し上げます。

交通事故防止活動
道路の「守りびと」
交通事故防止活動
道路の「守りびと」

22 23

情報版 広報おがの

情●報●版


