
●郷土料理(おやき)体験
日時　11月10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　10月25日(金)必着
●そば打ち体験
日時　11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　28人(抽選)
締切　11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

●彩の国ふれあいの森「紅葉まつり」
日時　11月3日(祝)10:00～15:00
内容　丸太切り、木工工作、木の葉の
パウチ作り体験のほか、木工品、郷土
料理などの販売　※事前申込不要
費用　無料(一部の体験は有料)
※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

●草木染め体験
日時　10月12日(土)、13日(日)両日
とも10:00～14:00
内容　県民の森で採取した身近な植
物を使っての染め物体験です。
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(申込順)
締切　10月9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

　秩父鉄道「和銅黒谷駅」をスタート
し、標高581ｍの蓑山に登るハイキ
ングです。ゴールの皆野町役場では
「みんなの皆野ふれあいまつり」が開
催されています。山頂の美の山公園
では、美の山の植物とともだちにな
れる植物観察会や押し花クラフト体
験、皆野高校生によるイノシカバー
ガーの販売(予定)があります。ぜひ、
ご参加ください。(参加費無料、事前
申込不要)
日時　11月3日(祝)9:00～(雨天決
行・荒天中止)
場所　秩父鉄道「和銅黒谷駅」集合
(受付9:00～10:00)
コース　全長7㎞、高低差400ｍ、歩
行時間約3時間
持ち物　昼食、飲み物
問合　埼玉県秩父環境管理事務所
☎23-1511

美の山体験ハイク2019

日時　10月29日(火)9:30～16:00
集合　東京大学秩父演習林事務所
(秩父市日野田町1-1-49)
内容　樹木は周囲のさまざまな環境
の変化に適応して姿を変えていきま
す。どのような原因があり、どのよう
な形になるのか、理論と実例を紹介し
ます。紅葉の森林を散策しながら、樹
木の形からその樹木がたどってきた

来歴に思いをはせてみてください。な
お、天候の状況により変更があります。
対象　一般 ※山道を歩くことがあり
ます。
費用　500円(保険料・資料代)
定員　20人(定員を超えた場合は抽選)
締切　10月18日(金)必着
申込＆問合　住所・氏名・生年月日・性
別・電話番号・緊急連絡先(参加者以
外の家族等)を明記のうえ、メール又
はFAXでお申し込みください。
東京大学秩父演習林利用促進チーム
☎22-0272　FAX23-9620
メール chichibu-riyou@uf.a.u-tokyo.ac.jp

●教えて、釣り名人!親子で楽しむ秋
の自然体験キャンプ『イワナ・ニジマ
ス釣り、棒パン作り』
日時　10月26日(土)10:10～27日
(日)13:00(1泊2日)
場所　中津川渓流釣り場集合、大滝
げんきプラザ泊
内容　渓流釣り、星空観察、棒パン作
り体験等
対象　幼児、小・中学生とその家族50人
費用　幼児、小・中学生5,500円程度、
大人5,000円程度
※このほかのイベントや詳細は、大
滝げんきプラザHPをご覧ください。
申込&問合　10月1日(火)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

　秩父郡市の障がい者団体とボラン
ティアによる心温まるコンサート。皆
さんに感動をお届けします。

日時　10月27日(日)13:30～(開場
13:00～)
場所　秩父ミューズパーク・音楽堂
内容　歌や太鼓・バンド演奏
費用　無料
問合　社会福祉法人 清心会さやか
☎24-9956

第23回ふれあいコンサートin秩父

(秩父市東町29-20)
内容　【第1部トーク＆ライブ】フォー
クグループ「コスモス」
【第2部講演会】NPO法人サコネット
秩父　理事　宮下泰男 氏
費用　無料
対象　おおむね40代以上
定員　50人(申込順)
申込＆問合　11月4日(月)までに下
記担当あて電話又は電子メールでお
申し込みください。
※電子メールの場合、本文に①申込
みの旨、②氏名、③年代、④お住まい
の市町村名を記入してください。
埼玉県秩父地域振興センター　総
務・防災・県民生活担当☎24-1110
メール　t241721@pref.saitama.lg.jp

～人生100年時代を充実させる秘訣～
「第3回生涯現役サポートセミナー」

●介護職員向けExcel 2013
日時　12月7日(土)、14日(土)9:00
～16:00
費用　受講料2,000円、テキスト代
2,000円＋税
申込＆問合　11月1日(金)から10日
(日)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

　埼玉県では、地域における地球温
暖化防止普及活動の担い手である
「埼玉県地球温暖化防止活動推進
員」として、令和2年4月から2年間、
活動していただける人を募集します。
申込＆問合　募集要領で応募要件等
を確認のうえ、12月2日(月)までに応
募してください。
埼玉県環境部温暖化対策課
☎048-830-3033
http://www.pref.saitama.lg.jp/
a0502/suishinin.html

「埼玉県地球温暖化防止活動推進員」
を募集します

　労働保険料(労災保険・雇用保険)
の第2期分の納期限は10月31日で
す。
　納付書は、納期限の10日前頃に該
当事業所へ郵送します。また、保険料
納付については、口座振替が便利で
す。申込手続きについて詳しくは、厚
生労働省又は埼玉労働局のホーム
ページをご覧ください。
問合　埼玉労働局労働保険徴収課
☎048-600-6203

花の森こども園「わくわく秋まつり」

日時　11月10日(日)10:30～15:00
場所　花の森こども園(皆野4081-1)
内容　炭火で棒巻きパン、自然素材
使用のワークショップなどの自然体
験。ＳＤＧsの達成に向けてワークショ
ップを行います。
費用　入場無料 ※体験内容により
費用がかかります。
定員　各体験30人～100人 ※事前
申込不要
持ち物　マイ箸、マイカップ
※汚れてもよい服装でお越しください。
問合　認定NPO法人 花の森こども
園☎62-4545(平日10:00～16:00)

秩父地域障害者就職面接会

日時　11月15日(金)
13:00～16:00(受付12:30～)

埼玉県最低賃金の改定

　令和元年10月1日から埼玉県最低
賃金は、時間額926円(引上げ額28
円)となりました。
　埼玉県最低賃金は、賃金の最低限
度を定めるもので、年齢や雇用形態
に関係なく、パートや学生アルバイト
を含め、県内の事業場で働く全ての
労働者に適用されます。
　使用者も労働者も、賃金額が1時
間当たり926円以上かどうか必ず確
認しましょう。※一部の産業には、特
定(産業別)最低賃金も適用されます。
問合　埼玉労働局労働基準部賃金
室☎048-600-6205
秩父労働基準監督署☎22-3725

事業主の皆さんへ
労働保険のお知らせ

●武蔵野美術大学「秩父つむぎ展」
　林家たい平さんと学生による作品
展です。
日時　11月5日(火)～10日(日)
10:00～16:30(入場無料)
場所　ムクゲ自然公園・森の美術館
問合　ムクゲ自然公園☎62-1688

ムクゲ自然公園からのお知らせ

日時　11月8日(金)14:00～15:30
(受付13:30～)
場所　秩父宮記念市民会館・けやき
フォーラム
講師　埼玉県立循環器・呼吸器病セ
ンター　吉川雄一郎(脳神経セン
ター長・脳神経外科科長)
費用　無料
申込＆問合　事前の予約が必要です。
10月28日(月)から電話でお申し込
みください。埼玉県立循環器・呼吸器
病センター　地域医療連携室
☎048-536-9900(平日9:00～
17:00)

急げ！脳卒中～脳卒中治療の最前線～
出張いきいき健康塾を開催します

日時　11月8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
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」

東京大学秩父演習林公開講座
「樹木のボディランゲージ」

イ ベ ン ト

募 集

案 内
　あなたの経験や知識を活かして、
地域活動への一歩を踏み出しません
か？
日時　１１月１０日(日)10:00～11:30
場所　秩父地方庁舎3階・大会議室

場所　秩父宮記念市民会館２階・け
やきフォーラム
参加企業　10社(予定)
持ち物　ハローワークカード、履歴書
申込＆問合　ハローワーク秩父　障
害者担当☎22-3215

お詫びと訂正

　先月9月号(168号)の5ページ中「小鹿野町に移住して起業・就業する人を応援します」の
「交付対象」の項目に誤りがありました。次のとおり「交付対象」の項目すべてを訂正してお詫
び申し上げます。

※訂正の概要
　埼玉県内に在住し、東京都23区内に通勤していた人も交付対象となっていましたが、正し
くは交付対象ではありません。
問合せ●小鹿野庁舎・総合政策課☎75-1238

檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、
御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、
長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
山北町、真鶴町、清川村

東 京 都

千 葉 県

神奈川県

交付対象●次のどちらかに該当する人です。
①住民票を移す直前まで連続して5年以上、東京23区に在住している人
②住民票を移す直前まで連続して5年以上、埼玉県を除く東京圏(東京都、千葉県、神奈川
県(下記の条件不利益地域は除く))に在住し、かつ東京23区内に通勤していた人

  条件不利地域
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