
●お菓子作り教室
日時　12月22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　12月6日(金)必着
●そば打ち体験
日時　1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　20人(抽選)
締切　1月10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

●天然の氷壁を見に行こう
日時　①1月26日(日)②2月2日(日)
両日とも10:00～14:00
内容　高さ約50メートルある天然の
氷壁や氷柱など、奥秩父・中津川の冬
の名所をガイドの案内により巡りま
す。
対象　小学生以上(小学生は保護者同伴）
費用　500円(昼食付き)
定員　各日10人(申込順)
締切　①1月19日(日)②1月26日(日)
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/̃fur
emori/

彩の国ふれあいの森のイベント

　放送大学は、4月入学生を募集しま
す。
　10代から90代の幅広い世代、約9
万人の学生が、大学を卒業したい、学
びを楽しみたいなど、様々な目的で
学んでいます。
　心理学・福祉・経済・歴史・文学・情
報・自然科学など、約300の幅広い授
業科目があり、1科目から学ぶことが
できます。
出願期間　第1回が2月29日(土)ま
で、第2回は3月17日(火)まで
※資料を無料で差し上げています。
資料請求＆問合　放送大学埼玉学習
センター☎048-650-2611

放送大学4月入学生募集

日時　1月22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・市民
ホール(予約不要、入退場自由)
その他　求人企業情報を来場者全
員に配布。履歴書を複数枚お持ちく
ださい。
※参加企業は1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/

●スターウォッチング
日時　12月7日(土)18:00～19:30
場所　大滝げんきプラザ
内容　口径400mmの天体望遠鏡で
冬の星座を観察します。
対象　一般
費用　無料
●秩父札所巡り・そば打ちハイク(街
中4㎞)
日時　12月12日(木)9:30～15:00
場所　秩父鉄道「秩父駅」集合
内容　そば打ち体験、秩父札所・今宮
神社見学
対象　一般20人
費用　1,500円程度
●親子で楽しむ冬のグルメ体験キャ
ンプ！～英語にもふれながら～
日時　12月14日(土)13:00～15日
(日)12:30
場所　大滝げんきプラザ集合(宿泊)
内容　手打ちうどん、クリスマスリー
ス・ケーキ作り
対象　幼児、小・中学生とその家族50人

費用　小・中学生4,000円程度、大人
4,500円程度
申込&問合　いずれのイベントも12
月1日(日)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

県北総合相談センター
出張法律相談会(無料)

　障がいについて理解し、ちょっとし
た手助けをする「あいサポーター」の
養成研修を開催します。皆さんお誘
い合ってご参加ください。(参加費無
料)
●長瀞町会場
日時　1月15日(水)18:00～19:30
場所　長瀞町役場・大会議室(3階)
定員　50人
締切　1月8日(水)
●秩父市会場
日時　2月13日(木)13:30～15:00
場所　秩父市歴史文化伝承館・研修
室（1階）
定員　50人
締切　2月6日(木)
申込＆問合　参加を希望される人は、
次のどちらかの機関へお申し込みく
ださい。
保健福祉センター・福祉課☎75-4109
秩父市社会福祉協議会☎22-1514

あいサポーター養成研修
参加者募集

　埼玉県交通安全対策協議会では、
埼玉県内に在住する交通遺児等を対
象に援護金を給付しています。
　交通遺児等とは、交通事故(陸海空
全ての交通機関の運行により生じた
事故)により死亡又は重い障害を負っ
た保護者に養育されている、平成13
年4月2日以降に生まれた乳幼児並
びに児童・生徒をいいます。
　なお、給付には一定の所得制限が
あります。
給付額　子ども1人につき10万円
給付時期　令和2年5月上旬 ※4月末
までに給付決定通知書を送付します。
提出期限　令和2年1月31日(金)まで
提出先　みずほ信託銀行浦和支店
へ郵送又は持参してください。(さい
たま市浦和区高砂2-6-18)
☎048-822-0191
問合　埼玉県防犯・交通安全課
☎048-830-2958

さいたま地方法務局からのお知らせ

●相続登記はお済みですか？
　不動産の所有者が亡くなられたと
きは、相続登記が必要です。
　相続登記が放置されると、所有者
の把握が困難となり、公共事業が進
まないなどの所有者不明土地問題や
空き家の増加につながります。
　相続登記をしておくと、権利関係が
明確になり、相続した不動産を売却し
たいときに、すぐに手続をすることが
でき、担保に入れてローンを組むこと
もできます。
　相続登記をしないで放っておくと、
誰が相続人となるのか、その調査だけ
で相当の時間が掛かり、相続登記の
手続費用や手数料も高額になってし

まいます。また、相続の手続に時間が
掛かると、相続した不動産を売りたい
ときに、すぐに売ることができません。
●法定相続情報証明制度をご存じで
すか？
　この制度は、法務局に戸籍謄本等
と相続関係を一覧に表した図(法定相
続情報一覧図)を提出すると、登記官
がその一覧図に認証文を付した写し
を無料で交付する制度です。一覧図
の写しは、戸籍の束の代わりとして、
金融機関等の各種相続手続に使用で
きます。
　自分の権利を大切にするとともに、
次世代の子どもたちのために、「未来
へつながる相続登記」をしませんか。
問合　さいたま地方法務局秩父支局
☎22-0827

財務省関東財務局の相談窓口です!

　関東財務局では、金融取引や多重
債務に関するトラブルについて、地域
の皆さんからの相談を無料で受け付
けています。一人で悩まずに、まずは
ご相談ください。　　
◎詐欺的な投資勧誘に関する相談
☎048-613-3952
◎電子マネー詐欺相談(架空請求等)
☎048-600-1152
◎借金の返済でお悩みはありません
か?
☎048-600-1113

交通事故被害者のご家族へ
援護金を給付します

日時　12月8日(日)14:00～(開場
13:30～)
場所　秩父ミューズパーク音楽堂
内容　ピアノ、声楽、フルート、ヴァイ
オリン、ハンドベル、合唱の演奏
費用　入場料1,000円
問合　邦友会秩父支部
☎090-4533-8759(荻原まで)

ミューズの会クリスマスコンサートⅤ

　人権尊重社会をめざす県民運動強
調週間の事業として開催します。
日時　12月７日(土)10:00～19:00
場所　アリオ深谷・センターコート
内容　①森　圭一郎による人権トー
ク＆ライブ②人権啓発ポスターの展
示③定規絵付け体験④人権啓発
DVDの上映⑤コバトンとふっかちゃ
んとのふれあい(入場無料)
問合　埼玉県人権推進課
☎048-830-2258

人権啓発イベント
「ヒューマンスクウェア」開催

日時　12月19日(木)10:00～12:30
場所　小鹿野文化センター・ホール
【記念講演】
講師　梅本正行氏(防犯ジャーナリスト)
スキミング・振り込め詐欺・侵入強盗
犯　急増する犯罪に巻き込まれない
ための心構えと防止策
問合　小鹿野庁舎・住民生活課
☎75-4170

第12回西秩父地域安全・
暴力排除推進大会

日時　1月21日(火)13:30～15:30
場所　秩父保健所
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。
(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」

求人企業合同面接会
県内企業多数参加予定
～採用担当者と直接話してみましょう～

　埼玉県では、ＬＥＤ照明への交換や
断熱の推進など県事業に賛同した家
電量販店、ホームセンター等と連携し、
皆さんの省エネを応援しています。
この冬をエコで暖かく過ごしましょう。
問合　埼玉県温暖化対策課
☎048-830-3033

彩の国家庭の省エネ(LED照明・
断熱)推進キャンペーン開催中！
(2月末まで)

イ ベ ン ト

募 集

案 内

　「くらしの法律家」である司法書士
が日常生活での悩みやトラブルを抱
えている皆さんの相談に応じます。
相談内容　相続、遺言、登記、債務整
理、成年後見、不動産の名義変更など

●寄居町中央公民館　集会室
日時　12月10日(火)13:30～16:30
●深谷市男女共同参画推進セン
ター・ハナミズキ
日時　12月19日(木)13:30～16:30
申込　両会場とも電話にて予約
☎048-838-7472
問合　埼玉司法書士会事務局
☎048-863-7861

　長時間労働、残業代未払い、パワ
ハラ、突然解雇されたなど、職場のお
悩みをご相談ください。相談無料・秘
密厳守です。
●若者労働ほっとライン　
相談日　第2・4土曜日(年末年始、祝
日は除く)
時間　10:00～16:00(電話相談)
相談員　社会保険労務士
●働く人のメンタルヘルス相談
相談日　毎週水曜日(年末年始、祝日
は除く)
時間　13:30～16:30(面談相談)
相談員　産業カウンセラー
※事前予約が必要です。
問合　埼玉県労働相談センター
☎048-830-4522

労働相談・メンタルヘルス相談を
ご利用ください
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