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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  3月9日㈬　13時30分から 3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

～早春に、香る春風～
3 月は、「公園・庭園樹園」にて、約 18,000 球の3 月は、「公園・庭園樹園」にて、約 18,000 球の
カラフルな早咲きチューリップや約 1,000 株のクカラフルな早咲きチューリップや約 1,000 株のク
リスマスローズが開花し春の訪れをお知らせしまリスマスローズが開花し春の訪れをお知らせしま
す。人気のカタクリは 3 月下旬のみ開花。植物園す。人気のカタクリは 3 月下旬のみ開花。植物園
では企画展示「飾って楽しむドライフラワーとタでは企画展示「飾って楽しむドライフラワーとタ
ネ」を 4 月 10 日㈰まで開催中です。また、日本ネ」を 4 月 10 日㈰まで開催中です。また、日本
の園芸文化史上貴重な江戸椿を始めとする約 500の園芸文化史上貴重な江戸椿を始めとする約 500
品種の椿コレクションがある森林公園。3 月下旬品種の椿コレクションがある森林公園。3 月下旬
から 4 月上旬は最盛期で花数が多く、おすすめです。から 4 月上旬は最盛期で花数が多く、おすすめです。
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

3 月見頃の花　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
日　時   3月16日㈬ 13時30分～16時30分3月16日㈬ 13時30分～16時30分

◆寄居町中央公民館　集会室
日　時  3月15日㈫ 3月15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   3月3日㈭・10日㈭・17日㈭3月3日㈭・10日㈭・17日㈭・24日㈭・・24日㈭・
31日㈭31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

建設アスベスト給付金制度（最大1300万円）が創建設アスベスト給付金制度（最大1300万円）が創
設されました。建設関係に従事していてアスベスト設されました。建設関係に従事していてアスベスト
による病気（肺がんや中皮腫など）にかかった方による病気（肺がんや中皮腫など）にかかった方
は、対象になる可能性があります。まずは埼玉土建は、対象になる可能性があります。まずは埼玉土建
に相談してみてください。また、建設業の健康保険、に相談してみてください。また、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ムなど建設業関係許可、建設キャリアアップシステムなど建設業関係
の無料相談も行っています。の無料相談も行っています。
問  埼玉土建比企西部支部  埼玉土建比企西部支部 ☎☎66-112066-1120

誰でもどんなことばでも話すことができることを誰でもどんなことばでも話すことができることを
体感できるワークショップです。多言語に触れて遊体感できるワークショップです。多言語に触れて遊
んだり、お話を聞いたりして楽しみます。んだり、お話を聞いたりして楽しみます。
日　時   会　場   
◆◆3月21日（月・祝） 14時～16時 国立女性教育会館3月21日（月・祝） 14時～16時 国立女性教育会館
◆3月30日㈬ 18時～20時 東松山市民文化センター◆3月30日㈬ 18時～20時 東松山市民文化センター
◆4月2日㈯ 17時～19時 高坂市民活動センター ◆4月2日㈯ 17時～19時 高坂市民活動センター 
※感染対策を徹底のうえ開催。感染拡大の恐れがあ※感染対策を徹底のうえ開催。感染拡大の恐れがあ
る場合はオンラインに切り替える場合がありまする場合はオンラインに切り替える場合があります。。
対　象   0歳からシニアの方までどなたでも  0歳からシニアの方までどなたでも
参加費  無料 無料
申込み   問  一般財団法人 言語交流研究所 ヒッポ 一般財団法人 言語交流研究所 ヒッポ
ファミリークラブ ファミリークラブ ☎☎0120-557-761（平日10時0120-557-761（平日10時
～17時30分）～17時30分）

“経済社会と埼玉県の不動産価格”についての講演“経済社会と埼玉県の不動産価格”についての講演
を行います。【第1部】令和4年地価公示にみる埼を行います。【第1部】令和4年地価公示にみる埼
玉の不動産市況【第2部】世界は新秩序へ：2022玉の不動産市況【第2部】世界は新秩序へ：2022
年の世界経済と市場見通し年の世界経済と市場見通し
日　時  3月28日㈪　13時30分～16時 3月28日㈪　13時30分～16時
会　場   YouTubeライブ配信（https://youtu.  YouTubeライブ配信（https://youtu.

be/guXLXnhRhbe/guXLXnhRhIIc）で開催します。申込c）で開催します。申込
不要・視聴無料。不要・視聴無料。

問  公益社団法人埼玉県不動産鑑定士協会 公益社団法人埼玉県不動産鑑定士協会
　　　　☎☎048-789-6000048-789-6000

ドキュメンタリー映画「たゆたえども沈まず」のドキュメンタリー映画「たゆたえども沈まず」の
上映と、岩崎昭子さんによる講演を行います。上映と、岩崎昭子さんによる講演を行います。
【岩崎昭子さん】岩手県釜石市出身。震災以前よ【岩崎昭子さん】岩手県釜石市出身。震災以前よ
り津波対策を行う。震災で津波に巻き込まれるもり津波対策を行う。震災で津波に巻き込まれるも
奇跡的に生還、経営する宿を施設避難所として機奇跡的に生還、経営する宿を施設避難所として機
能させる。宿を再開して以来、定期的に復興報告能させる。宿を再開して以来、定期的に復興報告
お話し会を行っている。お話し会を行っている。
日　時   ① 4月1日㈮ 13時～15時45分 ②18時～  ① 4月1日㈮ 13時～15時45分 ②18時～

20時45分 ③4月2日㈯ 10時～12時45分 20時45分 ③4月2日㈯ 10時～12時45分 
④13時15分～16時　※釜石市の特産品④13時15分～16時　※釜石市の特産品
販売も行っています販売も行っています。。

会　場   毛呂山町福祉会館  ウィズもろやまホール  毛呂山町福祉会館  ウィズもろやまホール
入場料   大人1000円、中学生以下と高齢者・障害  大人1000円、中学生以下と高齢者・障害

者福祉施設入所者団体は無料者福祉施設入所者団体は無料
問  “たゆたえども沈まず”自主上映実行委員会  “たゆたえども沈まず”自主上映実行委員会 

　　☎090-4221-5338（代表 安岡）　　☎090-4221-5338（代表 安岡）

アスベストや建設関係の
無料相談を行っています

親子でワクワク体験♪
多言語ワークショップ

一般公開セミナー

映画上映会・講演会

◆3月末まで講堂が利用できません。これにより、◆3月末まで講堂が利用できません。これにより、
常時上映や3月に予定されていた映画会等は中止と常時上映や3月に予定されていた映画会等は中止と
なります。なります。

寄贈資料展
令和3年度に寄せられた戦時の記憶を展示します。令和3年度に寄せられた戦時の記憶を展示します。
日　時  3月15日㈫～5月22日㈰ 3月15日㈫～5月22日㈰

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
◆開館時間9時～16時30分（入館は16時まで）◆開館時間9時～16時30分（入館は16時まで）
◆月曜日休館　◆入館料無料◆月曜日休館　◆入館料無料

埼玉ピースミュージアム

◆ 一般幹部候補生
対　象   【大卒程度試験】22歳以上26歳未満の者  【大卒程度試験】22歳以上26歳未満の者

【院卒者試験】20歳以上28歳未満の者【院卒者試験】20歳以上28歳未満の者
（修士課程修了者等）（修士課程修了者等）

受　付   受付中～4月14日㈭受付中～4月14日㈭
試験日   【1次】4月23日㈯・24日㈰【2次】5月27  【1次】4月23日㈯・24日㈰【2次】5月27

日㈮～6月2日㈭【3次】（海、空飛行要員日㈮～6月2日㈭【3次】（海、空飛行要員
のみ）7月16日㈯～8月4日㈭のみ）7月16日㈯～8月4日㈭

※細部についてはお問い合わせください。※細部についてはお問い合わせください。

問   自衛隊埼玉地方協力本部　熊谷地域事務所  自衛隊埼玉地方協力本部　熊谷地域事務所
　　（担当）木村 ☎048-522-4855　　（担当）木村 ☎048-522-4855

自衛官募集案内

毎年 4 月 1 日の「不動産鑑定評価の日」にあわせて、毎年 4 月 1 日の「不動産鑑定評価の日」にあわせて、
不動産無料相談会を開催します。不動産鑑定士が不動産無料相談会を開催します。不動産鑑定士が
不動産の価格等の相談に応じます。（完全予約制）不動産の価格等の相談に応じます。（完全予約制）
日　時  4月9日㈯　10時～16時 4月9日㈯　10時～16時
会　場  ◆さいたま浦和会場　パルコ内さいたま ◆さいたま浦和会場　パルコ内さいたま
市浦和コミュニティセンター14集会室（さいたま市浦和コミュニティセンター14集会室（さいたま
市浦和区東高砂町11-1　浦和駅東口徒歩1分）市浦和区東高砂町11-1　浦和駅東口徒歩1分）
◆川越会場　東上パールビルヂング4階第3会議室◆川越会場　東上パールビルヂング4階第3会議室
（川越市脇田本町15-13　川越駅西口徒歩1分（川越市脇田本町15-13　川越駅西口徒歩1分））
申込み   3月16日㈬～31日㈭の㈪～㈮10時～16  3月16日㈬～31日㈭の㈪～㈮10時～16

時に下記へお電話ください。時に下記へお電話ください。
問  公益社団法人埼玉県不動産鑑定士協会 公益社団法人埼玉県不動産鑑定士協会

　　☎048-789-6000　　☎048-789-6000

「令和 4 年度不動産鑑定評価の日」

不動産無料相談会

3031


