
●ウマとのふれあいコーナー
日時　4月14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
●みどりの村春の山歩き(山菜が見
つかったらいいなツアー)
日時　4月28日(日)9:00～12:00
場所　みどりの村　若者センター
費用　500円　定員　20人(抽選)
締切　4月12日(金)必着
●そば打ち体験
日時　5月19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　5月3日(祝)必着
●みどりの村祭り(開催予定)
日時　5月6日(月)9:00～15:00頃
※事前申込不要
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

●彩の国ふれあいの森「新緑まつり」
日時　5月5日(祝)10:00～15:00
内容　餅つき、シイタケの駒打ち、丸

太切り、木工工作などの体験のほか、
草餅、キノコ汁、手作り木工品などを
販売します。
費用　無料(一部体験等は有料)
※事前申込不要、体験等は当日受付
●すかり(背負い編み袋)作り
日時　5月26日(日)10:00～16:00
内容　中津川まるごとガイドの指導に
より、昔、山仕事などの時に、弁当や飲
み物などを入れて持ち歩くのに重宝
された背負い編み袋(現代のナップ
サック)をシュロ縄で製作します。
対象　小学生以上(小学生は保護者同伴)
費用　1,500円／人
定員　10人(先着順)
締切　5月19日(日)
※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。
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

●バードウオッチング
日時　①4月13日(土) ②5月11日
(土)両日とも10:00～14:00
内容　県民の森の野鳥観察会です。
県民の森内を散策し野鳥を観察しま
す。昼食後はバードコールを作ります。
バードコールは小鳥の鳴き声そっく
りの音がします。双眼鏡を持っている
人は持参してください。
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　①4月10日(水)②5月8日(水)
●春の自然観察会(山野草など)
日時　5月3日(祝)10:00～14:00
内容　県民の森で春の自然観察会を
森林インストラクターの案内で行い
ます。
対象　小学生以上(小学生は保護者同伴)
費用　500円　定員　20人(先着順)
締切　4月24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

受付期間　4月15日(月)まで
第1次試験　5月12日(日)
問合　詳しくはお問い合わせくださ
い。小鹿野警察署☎75-0110

第1回埼玉県警察官採用試験

①スターウォッチング
日時　4月13日(土)19:30～20:30
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
②長瀞 不動寺 通り抜けのヤエザク
ラ　ライン下りハイク(街中3km)
日時　4月18日(木)9:00～15:00
場所　秩父鉄道「親鼻駅」集合
内容　長瀞ライン下り、岩畳、不動寺
通り抜けのヤエザクラを巡るハイク
対象　一般20人　
費用　ライン下り体験費1,800円程度
申込＆問合　①は4月1日(月)から、
②は4月4日(木)の10:00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

消費税軽減税率制度の
説明会を開催します

日時　4月25日(木)、26日(金)、5月
9日(木)、10日(金)、6月5日(水)、6日
(木)各日とも14:30～16:00
場所　秩父税務署
対象　事業者(個人・法人)の人
定員　各日25人
問合　秩父税務署☎22-4433
※自動音声案内の「2」をお選びくだ
さい。

軽減税率対策補助金が
用意されています

　今年の10月1日に予定されている
消費税率引上げの際には、軽減税率
制度が実施され、税率8％と10％、双
方の商品を取り扱う事業者は様々な
対応が必要になります。
　こうした事業者を支援するため、国
において軽減税率に対応するための
レジや受発注システム、請求書の発
行を行うシステムの改修・導入に対す
る補助金が用意されています。
　各種の補助制度については申請期
限がありますので、早めの対応をお
願いします。
問合　軽減税率対策補助金事務局
☎0120-398-111(独立行政法人中
小企業基盤整備機構)
http://kzt-hojo.jp/

　障がい者の自立と働いて幸せにな
る環境づくりをみなさんと考える
フォーラムです。
日時　5月18日(土)10:00～16:30
場所　あしがくぼ笑楽校(横瀬町旧
芦ヶ久保小学校)
入場料　無料(一部有料：ブース内販
売品実費)
定員　200人
申込＆問合　下記のURLより事前に
お申し込みください。
重度障がい者社会支援フォーラム実
行委員会☎048-582-2044
https://aitunag.com/

重度障がい者社会支援フォーラム
「働くって罪？」

秩父に住んで働こう！
合同就職説明会

日時　4月22日(月)14:00～16:00
(受付13:45～15:45)
場所　東京新卒応援ハローワーク
「出会いのフロア」小田急第一生命ビ
ル21階(新宿区西新宿2-7-1)
対象　2020年3月大学・短大・専門
学校卒業予定者(既卒3年以内含む)、
秩父郡市内での就職を希望する一般
求職者
参加企業　14社
※履歴書不要・入退場自由
問合　ハローワーク秩父 学卒担当
☎22-3215

求人企業合同説明会
～採用担当者と直接話してみましょう～

　「ちちぶオペラ」の歌手たちが歌い
ます!そしてミニオペラも！
日時　4月20日(土)14:00～(開場
13:30～)
場所　秩父ミューズパーク音楽堂
費用　チケット代3,000円
問合　民芸茶房 木亭☎22-4388
ちちぶオペラ実行委員会
☎090-3331-3297(新井)

ゴールデンコンサート

外国人の皆さんの相談窓口外国人の皆さんの相談窓口

●総合職試験(院卒者試験、大卒程
度試験)
受付期間　3月29日(金)～4月8日
(月)
第1次試験　4月28日(日)
●一般職試験(大卒程度試験)
受付期間　4月5日(金)～17日(水)
第1次試験　6月16日(日)
●一般職試験(高卒者試験、社会人
試験(係員級))
受付期間　6月17日(月)～26日(水)
第1次試験　9月1日(日)
申込＆問合　インターネットによりお
申し込みください。
http://www.jinji.go.jp/saiyo/sai
yo.htm
人事院関東事務局☎048-740-2006

国家公務員募集

　町教育委員会では、4年目となる
「小鹿野未来塾」を開講します。
　塾を開講するに当たり、受講生・講
師・運営ボランティアを募集します。
　親子共学、生涯学習又は地域のた
めに一緒に学んでみませんか！
■中学生未来塾
対象　中学生
■漢検チャレンジ
対象　小学生～一般
■英検チャレンジ
対象　小学生～一般
■小学生英語体験「英語劇にチャレ
ンジ」
対象　小学3年生～6年生
■科学不思議講座
対象　小学4年生～6年生
※詳しくは、小鹿野文化センター又
はふるさと総合会館にあるチラシを
ご覧ください。
申込＆問合　両神ふるさと総合会館・
学校教育課☎79-1201

平成31年度小鹿野未来塾開講！

日時　4月17日(水)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　2020年3月大学・短大・専門
学校卒業見込みの人、3年以内の既
卒の人
内容　新卒の人は、企業担当者の説
明を聞いていただきます。既卒の人
は、面接ができますので履歴書を複
数枚お持ちください。
※参加企業は4月上旬に雇用対策協
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/

B型肝炎医療講演会
『患者に身近な医師が教える
B型肝炎とのつきあい方』

　B型肝炎の治療のこと、さらには食
事や運動といった日常生活において
気をつけることなど、一緒に学び、考
えてみませんか。
日時　5月11日(土)13:30～16:30
(開場13:00～)※入場無料
場所　大宮ソニックシティホール・国
際会議室
講師　あいおいクリニック(秩父市)
院長　船生純治 氏(日本肝臓学会・
肝臓専門医)
対象　B型肝炎患者及びその家族、

医療従事者、B型肝炎治療に関心の
ある人
申込＆問合　電話でお申し込みくだ
さい。全国B型肝炎訴訟埼玉弁護団
☎048-862-0377
https://bkan-saitama.jimdo.com

日本薬科大学 2019年度
秩父健康市民大学講座
～もっと知ろう 実践的な中医学と漢方～

　健康で長寿の地域社会をめざして、
中医学と漢方を学ぶ講座を開講しま
す。今年度は実習を主とし、より実践
的なプログラムとなっています。興味
のある人はぜひご参加ください。
期日　①5月18日(土)、5月25日(土)
②6月22日(土)、7月6日(土)

☎048-833-3296
受付時間●月曜日から金曜日 9:00～16:00
※土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日は相談できません。
　生活するのに困ったときは、外国人総合相談センター埼玉へ相
談できます。
　入管制度、労働問題、法律問題の専門相談は対面で、予約が必
要です。

※外国人向けの情報のため、やさしい日本語で表記し、ふりがなをふってあります。

がいこくじん　　　 みな　　　　　　　　そうだんまどぐち

うけつけじかん　  げつようび　　　   きんようび

どようび　   にちようび  しゅくじつ　　  がつ　　 にち　　　　がつ　にち　  そうだん

せいかつ　   　　　　  こま　　  　　　　　　 がいこくじんそうごうそうだん　　　　　　 さいたま　   そう

にゅうかんせいど  ろうどうもんだい  ほうりつもんだい　 せんもんそうだん　 たいめん　　　よやく　　 ひつ

だん

よう

演題　①「中医学から自分の体を探
る」②「漢方薬の実際」
時間　各日とも10:00～12:00
場所　秩父看護専門学校
講師　日本薬科大学教員
定員　50人※申込が必要です。
費用　3,000円
申込＆問合　日本薬科大学地域連携室
☎048-721-6249　
FAX 048-721-7305
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