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ときがわ町シルバー人材センターでは、60歳以上ときがわ町シルバー人材センターでは、60歳以上
の方を対象に入会説明会を次のとおり実施します。の方を対象に入会説明会を次のとおり実施します。
※ 事前に電話にて申込みをお願いします。相談日※ 事前に電話にて申込みをお願いします。相談日

に都合の合わない方は、随時事務所で行います。に都合の合わない方は、随時事務所で行います。
日　時  2月9日㈬　13時30分から 2月9日㈬　13時30分から
場　所  ときがわ町シルバー人材センター事務所 ときがわ町シルバー人材センター事務所
問  ときがわ町シルバー人材センター  ときがわ町シルバー人材センター ☎66-0220☎66-0220

シルバー人材センター会員募集

マンサク類や、梅、福寿草が開花し、
早春の公園を彩ります。
国内有数のマンサクコレクションを持つ森林公園。国内有数のマンサクコレクションを持つ森林公園。
黄、赤、橙色など約 40 種類 70 本のマンサク類黄、赤、橙色など約 40 種類 70 本のマンサク類
が見頃となり、くるくると巻いた可愛らしい花をが見頃となり、くるくると巻いた可愛らしい花を
咲かせます。中央口からすぐの針葉樹園がおすす咲かせます。中央口からすぐの針葉樹園がおすす
め。梅や福寿草も順次開花しています。約 120 品め。梅や福寿草も順次開花しています。約 120 品
種・500 本が集まる梅林は、南口より徒歩約 10 分。種・500 本が集まる梅林は、南口より徒歩約 10 分。
心地よい梅の香りに包まれる公園散策をお楽しみ心地よい梅の香りに包まれる公園散策をお楽しみ
ください。ください。
日　時   9時30分～16時  9時30分～16時
入園料   大人 450 円／ 65 歳以上 210 円／中学生  大人 450 円／ 65 歳以上 210 円／中学生

以下無料 以下無料 
　　　　 ※駐車料金別途（普通車 650 円／ 1 日）　　　　 ※駐車料金別途（普通車 650 円／ 1 日）
問  国営武蔵丘陵森林公園　管理センター 国営武蔵丘陵森林公園　管理センター

　　☎57-2111　　☎57-2111

国営武蔵丘陵森林公園

2 月に見頃の花　ご紹介

埼玉司法書士会では、次のとおり無料の法律相談埼玉司法書士会では、次のとおり無料の法律相談
会を開催します会を開催します。。

◆深谷市男女共同参画推進センター　ハナミズキB
日　時   2月16日㈬ 13時30分～16時30分2月16日㈬ 13時30分～16時30分

◆寄居町中央公民館　集会室
日　時  2月8日㈫ 2月8日㈫  13時30分～16時30分13時30分～16時30分

◆ウェスタ川越
日　時   2月3日㈭・10日㈭・17日㈭2月3日㈭・10日㈭・17日㈭・24日㈭・24日㈭
　　　　※いずれも　　　　※いずれも13時30分～16時30分13時30分～16時30分

相談方法  面談相談（１組１時間)　要予約 面談相談（１組１時間)　要予約
予約方法  総合相談センターで電話予約を受け付け 総合相談センターで電話予約を受け付け
　ます。（平日10時～16時）☎048-838-7472　ます。（平日10時～16時）☎048-838-7472
相談内容  相続、遺言、登記、債務整理、成年後見、 相続、遺言、登記、債務整理、成年後見、
　不動産の名義変更など　不動産の名義変更など
費　用  無料 無料
問  埼玉司法書士会事務局 ☎048-863-7861 埼玉司法書士会事務局 ☎048-863-7861

無料法律相談会

埼玉県を代表する企業80社以上が参加予定の就活埼玉県を代表する企業80社以上が参加予定の就活
スタートイベントです。合同企業説明会、就活応スタートイベントです。合同企業説明会、就活応
援講座を始めとしたコンテンツを実施し、就職活援講座を始めとしたコンテンツを実施し、就職活
動に興味のある方全てが気軽に参加いただけます。動に興味のある方全てが気軽に参加いただけます。
日　時  3月16日㈬  3月16日㈬ 11時～16時11時～16時
会　場   大宮ソニックシティ地下展示場大宮ソニックシティ地下展示場
対　象   大学生(１～４年生)既卒３年以内の若者、  大学生(１～４年生)既卒３年以内の若者、

短大生、専門学校生、高専生、高校生、保護短大生、専門学校生、高専生、高校生、保護
者の方等者の方等

内　容   合同企業説明会、就活応援講座、企業講演、  合同企業説明会、就活応援講座、企業講演、
学生作成動画コンペ、学生による企業訪学生作成動画コンペ、学生による企業訪
問報告パネル展示、くじびき等問報告パネル展示、くじびき等

申込み   ホームページまたは電話で事前予約。参  ホームページまたは電話で事前予約。参
加は無料です。加は無料です。

　　　　https://saitama-shukatsu.com/event/　　　　https://saitama-shukatsu.com/event/
問  ジョブフェス埼玉事務局 ☎048-657-4343 ジョブフェス埼玉事務局 ☎048-657-4343

就活イベント「ジョブフェス埼玉2022」

「遺言・相続無料電話相談会～遺言・相続の疑問「遺言・相続無料電話相談会～遺言・相続の疑問
にお答えします～」が次のとおり開催されます。にお答えします～」が次のとおり開催されます。
日　時  2月26日㈯  2月26日㈯ 10時～16時10時～16時
相談番号   ☎048-872-8055☎048-872-8055
　　　　  ※ 予約不要、当日のみ通話可、相談料無　　　　  ※ 予約不要、当日のみ通話可、相談料無

料（通話料は相談者負担）料（通話料は相談者負担）
相談例   
① 相続を原因とする不動産の名義の書き換えにつ① 相続を原因とする不動産の名義の書き換えにつ

いて相談したい。いて相談したい。
② 疎遠になっている相続人の居場所がわからない② 疎遠になっている相続人の居場所がわからない

ため、遺産分割の話ができなくて困っている。ため、遺産分割の話ができなくて困っている。
③ 財産よりも借金が多いようなので相続放棄を検③ 財産よりも借金が多いようなので相続放棄を検

討している、相続放棄の手続きについて教えて討している、相続放棄の手続きについて教えて
ほしい。ほしい。

④ 遺言をきちんと残したいと考えている、遺言方④ 遺言をきちんと残したいと考えている、遺言方
法について教えてほしい。法について教えてほしい。

問     埼玉司法書士会事務局 ☎ 048-863-7861埼玉司法書士会事務局 ☎ 048-863-7861

遺言・相続無料電話相談会

～県内企業多数参加予定です。
採用担当者と直接話してみましょう～

予約不要、入退場自由、参加費無料。参加企業名予約不要、入退場自由、参加費無料。参加企業名
はは開催2週間前から開催2週間前から当協議会ウェブサイトに掲載。当協議会ウェブサイトに掲載。
URL　http://www.kotaikyou-saitama.ne.jp/URL　http://www.kotaikyou-saitama.ne.jp/
対　象  ① 2022 年 3 月大学・短大・専門学校卒 ① 2022 年 3 月大学・短大・専門学校卒

業予定の方、既卒 3 年以内の方　業予定の方、既卒 3 年以内の方　
　　　　②  2023 年 3 月大学・短大・専門学校を　　　　②  2023 年 3 月大学・短大・専門学校を

卒業予定の方卒業予定の方
①の方… 面接ができますので履歴書をお持ちくだ①の方… 面接ができますので履歴書をお持ちくだ

さい。さい。
②の方… 採用担当からの企業説明やインターン②の方… 採用担当からの企業説明やインターン

シップ関連情報を聞いていただきますシップ関連情報を聞いていただきます。。
日　時  3月3日㈭　13時～16時 3月3日㈭　13時～16時
　　　　（受付12時～15時30分）　　　　（受付12時～15時30分）
会　場   大宮ソニックシティビル 4F　市民ホール大宮ソニックシティビル 4F　市民ホール
問  埼玉県雇用対策協議会 ☎048-647-4185 埼玉県雇用対策協議会 ☎048-647-4185

求人企業合同説明会

人生 100 年時代を生きるシニアのための大学を開講人生 100 年時代を生きるシニアのための大学を開講
します。詳しくは HP をご覧ください。します。詳しくは HP をご覧ください。

ライフデザイン科ライフデザイン科
地域創造科地域創造科

①アクティブコース①アクティブコース
②地域ビジネスコース②地域ビジネスコース

目的目的
元気で自立したシニアラ元気で自立したシニアラ
イフに必要な知識を学び、イフに必要な知識を学び、
習慣化します。習慣化します。

NPO の立ち上げや起業NPO の立ち上げや起業
の仕方など活動するうえの仕方など活動するうえ
で必要なことを体系的・で必要なことを体系的・
実践的に学びます。実践的に学びます。

期間期間 4 ～ 9 月4 ～ 9 月 5 ～ 9 月5 ～ 9 月
曜日曜日 （川越）木曜日（川越）木曜日

（熊谷）水曜日（熊谷）水曜日 ①土曜日　②土曜日①土曜日　②土曜日
対象対象 県内在住で満 50 歳以上の方（4 月 1 日現在）県内在住で満 50 歳以上の方（4 月 1 日現在）
日数日数 全 18 日全 18 日 ①全 17 日①全 17 日

②全 12 日②全 12 日
会場会場 （川越）ウェスタ川越（川越）ウェスタ川越

（熊谷）熊谷市立勤労会館（熊谷）熊谷市立勤労会館 県民活動総合センター県民活動総合センター

定員定員 （川越）130 名（川越）130 名
（熊谷）80 名（熊谷）80 名 ① 25 名　② 25 名① 25 名　② 25 名

金額金額 28,000 円28,000 円 ① 40,000 円① 40,000 円
② 48,000 円② 48,000 円

申込申込 3 月 25 日㈮必着3 月 25 日㈮必着
募集案内   役場等で配布しています役場等で配布しています
問  （公財）いきいき埼玉 未来大学担当公財）いきいき埼玉 未来大学担当

　　 　　 ☎048-728-2299☎048-728-2299

放送大学は、2022年4月入学生を募集しています。放送大学は、2022年4月入学生を募集しています。
10代から90代の幅広い世代、約9万人の学生が、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・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。出願科目があり、1科目から学ぶことができます。出願
期間は、第1回が2月28日㈪まで、第2回が3月15期間は、第1回が2月28日㈪まで、第2回が3月15
日㈫まで。資料を無料で差し上げています。お気日㈫まで。資料を無料で差し上げています。お気
軽に問合せ先までご請求ください。軽に問合せ先までご請求ください。
問  放送大学埼玉学習センター  放送大学埼玉学習センター ☎☎048-650-2611048-650-2611

建設業の健康保険、一人親方労災、労災・雇用保険、建設業の健康保険、一人親方労災、労災・雇用保険、
資格講習、建設業許可、建設キャリアアップシステ資格講習、建設業許可、建設キャリアアップシステ
ムなど建設業関係の無料相談を行っています。おムなど建設業関係の無料相談を行っています。お
困りのことがありましたら埼玉土建比企西部支部困りのことがありましたら埼玉土建比企西部支部
までご相談ください。また、住まいの無料相談もまでご相談ください。また、住まいの無料相談も
行っていますので気軽にご相談ください。行っていますので気軽にご相談ください。
問  埼玉土建比企西部支部  埼玉土建比企西部支部 ☎☎66-112066-1120

放送大学　入学生募集

建設関係の無料相談を行っています

令和 4 年度（前期課程）埼玉未来大学
受講生募集

映画会（無料・先着80人・予約不要）
◆風と共に去りぬ（前編）◆風と共に去りぬ（前編）（吹替） （吹替） 2月5日㈯ 13時30分～2月5日㈯ 13時30分～
◆風と共に去りぬ（後編）◆風と共に去りぬ（後編）（吹替） （吹替） 2月12日㈯ 13時30分～2月12日㈯ 13時30分～
◆異国の丘　2月19日㈯ 13時30分～◆異国の丘　2月19日㈯ 13時30分～
◆戸田家の兄妹　2月24日㈭ 13時30分～◆戸田家の兄妹　2月24日㈭ 13時30分～
◆わが谷は緑なりき◆わが谷は緑なりき（吹替） （吹替） 2月26日㈯ 13時30分～2月26日㈯ 13時30分～

写真展「比企丘陵の四季」（無料）
写友会の皆さまによる、比企の自然を写した写真写友会の皆さまによる、比企の自然を写した写真
を展示します。を展示します。
日　時  2月22日㈫～4月10日㈰ 2月22日㈫～4月10日㈰
場　所   館内ギャラリー館内ギャラリー

問  埼玉ピースミュージアム（埼玉県平和資料館） 埼玉ピースミュージアム（埼玉県平和資料館）
　　☎35-4111　　☎35-4111

埼玉ピースミュージアム

2829


