
●ウマとのふれあいコーナー
日時　8月11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
●お菓子作り教室
日時　8月25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　10人(抽選)
締切　8月9日(金)必着
●布ぞうり作り体験
日時　9月1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　20人(抽選)
締切　8月16日(金)必着
●そば打ち体験
日時　9月15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　8月30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

●栗の木deしゃもじ作り
日時　9月8日(日)10:00～12:00
内容　栗材を使用して、大・小各一本
ずつしゃもじを手作りします。利用方
法は様々ですので、オリジナルの形
のしゃもじを作ることが出来ます。
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　9月1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　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

●長瀞でイングリッシュキャンプ！
　～Let's have fun!～
期日　9月7日(土)～8日(日)
内容　1泊2日でイングリッシュキャ
ンプをします。レクリエーションや野
外炊事、ネイチャークラフトなどを行
います。
対象　小学3年生～中学3年生20人
費用　6,000円
締切　8月18日(日)
●長瀞キャンプシリーズ～子どもの
ためのチャレンジキャンプ～
期日　9月14日(土)～16日(祝)
内容　子ども達で行う、2泊3日の
キャンプです。テント泊や川でのアク
ティビティ、野外炊事などを行います。
対象　小学3～6年生20人
費用　8,000円
締切　8月26日(月)
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、連絡先を明記のうえ、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
https://www.nagatoro-genki.com/

長瀞げんきプラザのイベント

●ツリークライミング体験
日時　8月24日(土)10:00～15:00
※10時、11時、13時、14時から各回1時間
内容　専用のロープやサドル(安全
帯）、安全保護具を利用して木に登り、
自然との一体感を味わいます。※ツ
リークライミングⓇジャパンの有資格

者が指導します。
対象　小学生以上(小学生は保護者同伴)
費用　2,000円(保険料含む)
定員　各回5人(申込順)
服装　長ズボン、運動靴
締切　8月14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

埼玉県県民の森のイベント

①スターウォッチング
日時　8月10日(土)19:30～21:00
　　　9月7日(土)19:00～20:30
場所　大滝げんきプラザ
内容　口径400mmの天体望遠鏡で
夏・秋の星座を観察します。
対象　一般　費用　無料　
②家族で秘密基地に泊まろう!「親子
サバイバルキャンプ」
日時　9月7日(土)13:00～8日(日)
12:30 (1泊2日)
場所　大滝げんきプラザ集合・宿泊
内容　ダンボール基地寝袋体験・サ
バイバル飯炊き体験等
対象　幼児、小・中学生とその家族、
一般50人(申込順)
費用　2,700円程度
申込&問合　①は当日の17:00まで
に、②は8月1日(木)より電話でお申
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

　埼玉県では、塙保己一の精神を受
け継ぎ、障害があっても努力して顕
著な活動をされている人、このような
障害者に貢献されている人を対象と
した「第13回塙保己一賞」の募集を
行います。
賞の種類と対象者
■大賞(対象者：障害者本人)
■奨励賞(対象者：障害者本人)
■貢献賞(対象者：障害者の支援者、貢
献者　※障害の有無は問いません。)
申込＆問合　8月31日(土)までに候
補者調書及び推薦書に必要事項を記
入のうえ、応募してください。
※候補者調書及び推薦書や各賞の詳

細については、埼玉県ＨＰでご確認く
ださい。
埼玉県障害者福祉推進課
☎048-830-3309　
FAX048-830-4789
メールa3310-06@pref.saitama.lg.jp
http://www.pref.saitama.lg.jp/
a0604/hanawa/10bosyu.html

第13回塙保己一賞候補者募集

　秩父地域をはじめ、フラダンス活
動をされているチームやサークルの
皆さんが日頃の成果を発表します。
日時　9月1日(日)10:30～16:30
場所　秩父ミューズパーク野外ス
テージ
内容　17チーム60曲以上を予定。
ゲストとして、ハワイアンバンドのKu
lokoの3人が出演します。このほか、
フラショップ、飲食などの売店も出店
予定です。
問合　フラ ナニモアナ主宰　豊田
まで☎090-4090-6751

第3回秩父フラフェスティバル in
秩父ミューズパーク野外ステージ

　東京2020埼玉県聖火リレー実行
委員会は、オリンピック聖火ランナー
を募集中です。「ぜひとも、埼玉県を
走りたい」というランナーのご応募を
お待ちしています。
募集期間　8月31日(土)まで
募集人数　65人
主な応募条件　平成20年4月1日以
前に生まれた人(国籍・性別不問)で現
在又は過去に埼玉県にゆかりのある
人(在住、在勤、在学、活動実績、家族
又は親戚の居住など)
申込＆問合　埼玉県ホームページの
応募フォームに必要事項を入力して
応募してください。
埼玉県聖火ランナー募集コールセン
ター☎048-825-1130(平日9:00～
18:00)https://www.pref.saitam
a.lg.jp/oly-para/events/otr-torc
hbearer.html

東京2020オリンピック聖火リレー　
埼玉県聖火ランナー募集

全国一斉「子どもの人権110番」強化週間

日時　8月29日(木)～9月4日(水)　
8:30～19:00　※8月31日(土)、
9月1日(日)は10:00～17:00
相談番号　☎0120-007-110(全国
共通・無料)　※IP電話からは接続で
きません。
相談員　法務局職員、埼玉県人権擁
護委員連合会子ども人権委員会委員
※秘密は厳守します。
問合　さいたま地方法務局人権擁護
課☎048-859-3507

第2回埼玉県警察官採用試験

採用予定者数
Ⅰ類　35人(男性25人、女性10人)
Ⅱ類　 5人(男性3人、女性2人)
Ⅲ類  98人(男性80人、女性18人)
武道・体育Ⅰ類　2人(柔道1人、剣道1人)
募集期間　8月2日(金)～28日(水)
※インターネット、郵送及び持参
第1次試験　9月22日(日)／東京国
際大学及び警察学校
※受験案内等は小鹿野警察署で配
布しています。
問合　小鹿野警察署☎75-0110

第66回秩父美術展作品募集

期日　9月30日(月)～10月6日(日)
時間　9:00～17 :00(最終日は
15:00まで)
場所　秩父市歴史文化伝承館
種目　絵画・書・写真・彫刻・工芸
応募資格　秩父郡内に在住、在勤、
在学(高校生以上)する人
出品料　1点1,000円(1人2点以内)
搬入　9月28日(土)10:00～12:00
搬出　10月6日(日)15:00～16:00
※開催要項は小鹿野文化センターで
配布しています。
問合　秩父美術展運営委員会事務
局(秩父市生涯学習課)☎22-0420

　道路を安全に利用していただくた
めに、国県道上に張り出している樹木
等の伐採について、ご理解とご協力
をお願いします。
　次のような状況にある土地の所有
者は、樹木等の剪定をお願いします。
◎道路、歩道へ樹木等が張り出して
いる。
◎枯れ木、折れ木等による通行への
障害(又はそのおそれ)がある。
◎竹木等の繁茂による通行への障害
(又はそのおそれ)がある。
※道路や歩道へ張り出している樹木
の落枝等が原因で事故が発生した場
合、樹木の所有者が責任を問われる
ことがあります。
　伐採作業時は、通行車両や歩行者
の安全確保に努め、事故等にご注意
ください。また、緊急の場合、道路通
行の支障となる樹木等を予告なく伐
採・撤去することがありますので、ご
理解をお願いします。
問合　秩父県土整備事務所(管理担
当・道路相談担当)☎22-3715

８月は「道路ふれあい月間」です

●花がら摘み、紫陽花に感謝を込め
て「二名良日」と蓑山のてっぺんで花
輪づくり!
日時　9月7日(土)10:00～12:00
場所　美の山公園　紫陽花園
費用　5,000円
定員　30人　※要事前申込
●麻アーティスト　大森芳紀＆探検
植物作家　二名良日　対談

日時　9月8日(日)14:00～15:00
場所　ムクゲ自然公園　森の美術館
費用　500円(和茶付き)
申込＆問合　NPO法人和の里みや
☎62-1688

ムクゲ自然公園からのお知らせ

①Jw_cad(建築系)基礎 
②介護職員向けPowerPoint2013
日時　①10月5日(土)、12日(土)
②10月26日(土)、11月2日(土)　
いずれも9:00～16:00　
費用　受講料①②2,000円、テキス
ト代①3,456円②2,160円
申込＆問合　9月1日(日)～10日(火)
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

イ ベ ン ト

募 集

案 内

日時　8月25日(日)12:30～
(開場12:00～)
場所　秩父ミューズパーク音楽堂
内容　ピアノ＆バイオリン、ピアノ＆
チェロ、トリオ、連弾、2台ピアノ。オー
ディションで選ばれたリトルピアニス
トとプロとの室内楽
入場料　2,000円
チケット取扱　秩父楽器サービス
☎24-6791
問合　メロディ・ボックス　荻原まで
☎090-4533-8759

Let’s アンサンブルⅣ　ピアノでうたう

日時　9月10日(火)13:30～15:30
場所　秩父保健所(参加無料)
内容　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
対象　家族や親戚、友人、職場の同
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。
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」
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