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●ウマとのふれあいコーナー
日時　6月9日(日)10:00～15:00
場所　みどりの村　村の広場
費用　無料　※事前申込不要
●ジャガイモ掘り体験
日時　6月30日(日)10:00～12:00
場所　みどりの村　収穫体験広場
費用　1,000円
定員　20人(抽選)
締切　6月14日(金)必着
●布ぞうり作り体験
日時　7月7日(日)10:00～15:00
場所　みどりの村　若者センター
費用　1,000円　定員　10人(抽選)
締切　6月21日(金)必着
●そば打ち体験
日時　7月21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　7月5日(金)必着
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

●間伐体験と小枝のミニ花台作り
日時　7月21日(日)10:00～15:00
内容　間伐(伐採)を体験し、間伐した
桧の枝や幹を使いミニ花台を製作し
ます。
対象　小学生以上(小学生は保護者同伴)
費用　1,000円
定員　10人(申込順）
締切　7月14日(日)
●秩父祭屋台のミニチュア作り
日時　7月27日(土)10:00～12:00
内容　県産桧の角材を使い、秩父祭
屋台のミニチュアを製作します。
対象　小学生以上(小学生は保護者同伴)
費用　1,000円
定員　10人(申込順）
締切　7月20日(土)
※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　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/̃fur
emori/

彩の国ふれあいの森のイベント

●炭焼とやきいも体験
日時　6月8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。また、炭を使いやき
いもの体験をします。
対象　小学生以上(小学生は保護者同伴)
費用　800円
定員　10人(申込順)

埼玉県県民の森のイベント

日時　6月14日(金)13:30～15:30
場所　秩父保健所
内容　ファシリテーターと共に、同じ
体験をされた人同士が、安心して語
りあう場を提供します。(参加無料)
対象　家族や親戚、友人、職場の同

「彩の国資源循環工場」
夏休み親子見学会

 ●介護職員向けWord 2013
日時　8月10日(土）、１７(土)
両日とも9:00～16:00
費用　受講料2,000円、テキスト代
2,160円
申込＆問合　７月１日(月)から１０日
(水)までに往復はがき又はホーム
ページで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/

県立熊谷高等技術専門校秩父分校 
技能講習の受講生募集

①スターウォッチング
日時　6月8日(土)20:00～21:00
場所　大滝げんきプラザ
内容　口径400mmの天体望遠鏡で
春から夏の星座を観察します。
対象　一般　費用　無料
②教えて、釣り名人！ 親子で楽しむ夏
の自然体験キャンプ『イワナ・ニジマ
ス釣り、バウムクーヘン作り体験』
日時　6月15日(土)10:00～16日
(日)12:30 (1泊2日)
場所　秩父市中津川渓流釣場、大滝
げんきプラザ泊
内容　渓流釣り、バウムクーヘン作り、
ストーンペインティング
対象　幼児、小・中学生とその家族

50人(申込順)
費用　小学生5,100円程度、大人
4,600円程度
③皆野　美の山　アジサイ園・聖神
社ハイク(山道6km)
日時　6月27日(木)10:00～15:00
場所　秩父鉄道「親鼻駅」集合
内容　親鼻駅から万福寺・美の山ア
ジサイ園を通って和銅遺跡・聖神社
を巡るハイキング
対象　一般20人(申込順)
費用　無料
申込＆問合　①②は6月1日(土)
9:00から、③は同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

期日　6月23日(日)　雨天決行
場所　両神国民休養地公園管理道
路、ハイキング道
内容　大会での手伝い(給水所、コー
ス誘導員ほか)
募集人数　ボランティアスタッフ20
人(当日帽子、弁当、飲み物等配布)
申込　NPO法人スポーツエイドジャ
パンへ直接お申し込みください。
問合　NPO法人スポーツエイドジャ
パン☎049-294-5603
両神庁舎・おもてなし課☎79-1100

日時　8月6日(火)1回目9:30～
12:00、2回目13:30～16:00
内容　最終処分場、彩の国資源循環
工場、メガソーラー施設(大規模太陽
光発電施設)見学  ※雨天決行
対象　小・中学生(保護者同伴)
費用　無料
定員　各回20人(抽選)
申込&問合　はがきに希望回、参加
者全員の住所・氏名(ふりがな)・年齢・
学年・電話番号を明記のうえ、応募し
てください。
※7月16日(火)まで(消印有効)
〒369-1223大里郡寄居町大字三ケ
山368
埼玉県環境整備センター
☎048-581-4070

埼玉県内市町村職員採用
合同説明会

　障がいがある人に潜在している、
個性豊かな素晴らしい表現力。そん
な才能あふれる多様な芸術作品を展
示します。ぜひご堪能ください。
日時　7月2日(火)～8日(月)10:00
～16:00
場所　ムクゲ自然公園内 森の美術
館(入場無料)
※作品のグッズの販売や、併せて
「ぽっぽ」でお馴染みのラスク等の販
売も行います。
問合　社会福祉法人清心会さやか
☎24-9951

日時　7月30日(火)、31日(水)、8月
1日(木)
各日とも9:00～16:30(予定)
※1人につき、いずれか1日の参加と
なります。
内容　貸切バスでの移動による秩父
地域内の企業見学
対象　原則、秩父地域に在学又は在
住する高校生とその保護者
※保護者だけの参加はできません。
費用　無料
※見学先の企業名や申込方法などは、
秩父地域振興センターＨＰでご確認
ください。
問合　埼玉県秩父地域振興センター
産業労働担当☎24-7624　　　
http://www.pref.saitama.lg.jp/
soshiki/b0112/index.html

僚など身近な人を自死(自殺)で亡く
され、ご自分から参加を希望する人
※前日までに事前申込が必要です。
申込&問合　秩父保健所 保健予防
推進担当☎22-3824

大切な人を自死(自殺)で亡くされ
た方の「語らいのつどい」

イ ベ ン ト

募 集

案 内

締切　 6月5日(水)
●遊歩道自然散策
～県民の森の四季を楽しむ～
日時　①6月15日(土) ②7月13日
(土) 両日とも10:00～14:00
内容　四季折々の山野草や樹木の
花などを見ながら管理人の案内で県
民の森を散策します。
対象　小学生以上(小学生は保護者同伴)
費用　500円
定員　各10人(申込順)
締切　①6月12日(水)　②7月10日(水)
●森林のコンサート
日時　7月７日(日)10:00～12:00
内容　県民の森の自然の中で「オカ
リナ」のコンサートを行います。
※事前申込不要、費用無料
●夏夜の野生動物観察会
日時　7月27日(土)17:00～20:00
内容　夜の森で活動するムササビや
ニホンジカの生態を観察します。
対象　小学生以上(小学生は保護者同伴)
費用　800円
定員　10人(申込順)
締切　7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　いずれのイベントも電
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

(入場は17:00まで)
場所　さいたまスーパーアリーナ
問合　彩の国さいたま人づくり広域
連合☎048-664-6681
メール jinzai02@hitozukuri.or.jp
http://www.hitozukuri.or.jp/na
vi/event/

第8回日本百名山・両神山麓トレイル
ラン～ボランティアスタッフ募集～

　彩の国さいたま人づくり広域連合
では、「埼玉県内市町村職員採用合
同説明会」を開催します。市町村ごと
に設置するブースで、市町村の特色
や仕事の内容、職員の募集内容、勤
務条件など、気になる市町村の人事
担当者等から直接聞くことができま
す。
　入場無料、予約不要、入退場自由
ですので、お気軽にお立ち寄りくださ
い。
※小鹿野町もブースを設置する予定
です。
日時　7月4日(木)13:00～18:00

秩父に住んで働こう!
合同就職面接会を開催します

日時　7月9日(火)14:00～16:00
(受付13:30～15:30)
場所　秩父神社・参集殿2階
対象　令和2年3月に大学・短大・専
門学校を卒業予定の人(既卒3年以
内含む。)
参加企業　20社(予定)
※履歴書を複数枚持参してください。
問合　ハローワーク秩父 学卒担当
☎22-3215

高校生・保護者向け企業見学会を
開催します
～地元の企業を知って、将来の進路
を考えるきっかけにしませんか～

竹の友　尺八2人会　
ふれあいコンサート

『This is SAYAKA』
～アートフェスタ2019～

ラグビーワールドカップ2019™開催
100日前イベント

　さいたま市でラグビーワールド
カップ2019™開催100日前イベント
が開催されます。併催イベントも盛り
だくさん！皆さんのご来場をお待ちし
ています。
日時　6月16日(日)10:00～16:00
場所　大宮ソニック鐘塚公園(さいた
ま市大宮区桜木町１丁目7‐8)
内容　ラグビー体験コーナー、ゆる
キャラステージイベント、音楽ステー
ジ等
問合　埼玉県県民生活部ラグビー
ワールドカップ2019大会課
☎048-830-6870

日時　6月23日(日)14:00～
(開場13:30～)
場所　小鹿野文化センター・視聴覚
室(入場無料)
出演　関口聖岳、豊田勝明(小鹿野町
在住)
演奏　荒城の月、舟唄、グリスビーの
ブルース、ミッシェル、サマータイム、
ソーラン節ほか(予定)
問合　豊田勝明☎75-1699
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