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令和元年度　寄贈資料展―戦時の記憶―
日　時  3月17日㈫～5月10日㈰ 3月17日㈫～5月10日㈰

戦争体験証言者ビデオ上映会
入館料・観覧料無料、事前申込不要、先着160名、入館料・観覧料無料、事前申込不要、先着160名、
埼玉ピースミュージアム講堂にて上映します。埼玉ピースミュージアム講堂にて上映します。
日　時  3月22日㈰　①10時20分～10時50分 3月22日㈰　①10時20分～10時50分

　　　　　　　　　　②13時35分～14時05分　　　　　　　　　　②13時35分～14時05分

映画会
入館料・観覧料無料、事前申込不要、先着160名、入館料・観覧料無料、事前申込不要、先着160名、
埼玉ピースミュージアム講堂にて上映します。埼玉ピースミュージアム講堂にて上映します。
◆狐の呉れた赤ん坊　3月8日㈰ 13時30分～◆狐の呉れた赤ん坊　3月8日㈰ 13時30分～
◆TOMORROW 明日　3月14日㈯ 13時30分～◆TOMORROW 明日　3月14日㈯ 13時30分～
◆風と共に去りぬ（前編）　3月21日㈯ 13時30分～◆風と共に去りぬ（前編）　3月21日㈯ 13時30分～
◆かあちゃん　3月26日㈭ 13時30分～◆かあちゃん　3月26日㈭ 13時30分～
◆風と共に去りぬ（後編）　3月28日㈯ 13時30分～◆風と共に去りぬ（後編）　3月28日㈯ 13時30分～

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

埼玉県平和資料館

早咲きチューリップやクロッカスなどが開花し、
春の訪れをお知らせします。
森林公園では、3 月 29 日㈰まで『早春フェスタ』を森林公園では、3 月 29 日㈰まで『早春フェスタ』を
実施しています。①約 1万 8 千球の「早咲きチュー実施しています。①約 1万 8 千球の「早咲きチュー
リップ」や、約 4 万 5 千球の「クロッカス」が咲き始リップ」や、約 4 万 5 千球の「クロッカス」が咲き始
め、春の訪れを知らせています。そのほか「クリスマめ、春の訪れを知らせています。そのほか「クリスマ
スローズ」などもおすすめ。「椿」は 3 月下旬から 4スローズ」などもおすすめ。「椿」は 3 月下旬から 4
月上旬にかけ、最盛期を迎えます。都市緑化植物園月上旬にかけ、最盛期を迎えます。都市緑化植物園
では、『椿展』や、バックヤード・第二苗圃を特別公では、『椿展』や、バックヤード・第二苗圃を特別公
開中。希少な古典江戸椿をはじめとする約 500 品開中。希少な古典江戸椿をはじめとする約 500 品
種、日本有数の椿コレクションをお楽しみください。種、日本有数の椿コレクションをお楽しみください。
② 3 月14 日㈯・15 日㈰には、毎年人気の『Happy ② 3 月14 日㈯・15 日㈰には、毎年人気の『Happy 
Spring Park』を開催予定！各種アクティビティーやSpring Park』を開催予定！各種アクティビティーや
グルメなどを楽しめる一日。西口広場にて、10 時～グルメなどを楽しめる一日。西口広場にて、10 時～
16 時まで（荒天中止）。16 時まで（荒天中止）。
時　間     9時30分～17時9時30分～17時
入園料   高校生以上 450 円、65 歳以上 210 円、  高校生以上 450 円、65 歳以上 210 円、

中学生以下無料 中学生以下無料 
　　　　 ※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

松山女子高校は間もなく創立 100 周年を迎えます。松山女子高校は間もなく創立 100 周年を迎えます。
つきましては、松女同窓会にて松女 100 年の歴史つきましては、松女同窓会にて松女 100 年の歴史
の証となるもののご提供を広く求めています。以の証となるもののご提供を広く求めています。以
下の要項でのご協力をぜひお願いします。下の要項でのご協力をぜひお願いします。
ご提供をお願いしたいもの     ※後日お返しします。
写真、教科書、ノート、部活動で使用した用具、写真、教科書、ノート、部活動で使用した用具、
制服、学年章、クラス文集、文化祭プログラム等制服、学年章、クラス文集、文化祭プログラム等
連絡・問   ☎ 090-3406-0251（同窓会専用携帯）☎ 090-3406-0251（同窓会専用携帯）

国営武蔵丘陵森林公園

「早春フェスタ」のご案内

2025 年埼玉県立松山女子高校創立 100 周年

松女の歴史の証を集めています

一般幹部候補生採用試験
対　象  22歳以上26歳未満の者 22歳以上26歳未満の者
試験日  5月9日㈯・10日㈰ 5月9日㈯・10日㈰（5月1日㈮締切）（5月1日㈮締切）

一般曹候補生採用試験
対　象  18歳以上33歳未満の者 18歳以上33歳未満の者
試験日  5月23日㈯（5月15日㈮締切） 5月23日㈯（5月15日㈮締切）

予備自衛官補
年　齢   【一般】18歳以上34歳未満の者  【一般】18歳以上34歳未満の者

　【技能】18歳以上で国家免許資格等を有する者　【技能】18歳以上で国家免許資格等を有する者
試験日  4月18日㈯～22日㈬のいずれか1日 4月18日㈯～22日㈬のいずれか1日

　　　 （4月10日㈮締切）　　　 （4月10日㈮締切）
※自衛官候補生の受付は年間を通じて行っています。※自衛官候補生の受付は年間を通じて行っています。
一部期日等で変更がある場合がありますので細部は一部期日等で変更がある場合がありますので細部は
お問い合わせください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）野口　☎048-522-4855　　（担当）野口　☎048-522-4855

自衛官募集案内

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11日㈬　13時30分から 3月11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

埼玉司法書士会では、埼玉司法書士会では、相続、遺言、登記、債務整相続、遺言、登記、債務整
理、成年後見、不動産の名義変更など理、成年後見、不動産の名義変更などの無料法律の無料法律
相談会を開催します。相談会を開催します。

◆深谷市男女共同参画センター（L・フォルテ）
日　時  3月19日㈭ 3月19日㈭　　13時30分～16時30分13時30分～16時30分

◆寄居町中央公民館　集会室
日　時  3月17日㈫ 3月17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5日㈭・12日㈭・19日㈭・26日㈭・3月5日㈭・12日㈭・19日㈭・26日㈭・

4月2日㈭・9日㈭4月2日㈭・9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
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

人生 100 年時代を生きるシニアのための大学を令和人生 100 年時代を生きるシニアのための大学を令和
2 年に開校します。健康長寿を実現するための実践2 年に開校します。健康長寿を実現するための実践
的なカリキュラムと体験型の講座、効果を確認でき的なカリキュラムと体験型の講座、効果を確認でき
る測定などで、生涯現役を目指す学習をします。る測定などで、生涯現役を目指す学習をします。

熊谷学園熊谷学園
対象対象 県内在住の 2020 年 4 月 1 日現在満 50 歳以上の方県内在住の 2020 年 4 月 1 日現在満 50 歳以上の方
回数回数 前期（4 ～ 9 月）6 か月 18 回（火曜日開催）前期（4 ～ 9 月）6 か月 18 回（火曜日開催）
会場会場 熊谷市妻沼行政センター熊谷市妻沼行政センター
定員定員 80 人80 人
内容内容 現代のシニアライフや、地域活動に役立つ学習現代のシニアライフや、地域活動に役立つ学習
金額金額 28,000 円（6 か月）28,000 円（6 か月）
申込み  役場・学園会場で学生募集案 役場・学園会場で学生募集案内を入手し、内を入手し、

3 月 13 日㈮必着で下記へ申込書を送付、または3 月 13 日㈮必着で下記へ申込書を送付、または
HP から申し込んでください。HP から申し込んでください。
http://www.iki-iki-saitama.jp/mirai-collegehttp://www.iki-iki-saitama.jp/mirai-college
問  埼玉未来大学事務局埼玉未来大学事務局  ☎048-598-3831☎048-598-3831

令和 2年度埼玉未来大学ライフデザイン科
熊谷学園学生募集

江戸の賑わいを、もう一度。
昭和50年頃まで、ひと市商店街付近で行われてい昭和50年頃まで、ひと市商店街付近で行われてい
た「ひな市」。そのひな市の復活と地域の賑わいた「ひな市」。そのひな市の復活と地域の賑わい
を目指し、第4回一ト市ひな市を開催します。を目指し、第4回一ト市ひな市を開催します。
日　時  3月29日㈰　10時～14時 3月29日㈰　10時～14時
場　所  ①ひと市交差点（二本木交差点） お団子 ①ひと市交差点（二本木交差点） お団子

　などの出店や各種ステージ発表があります　などの出店や各種ステージ発表があります。。
② 町田屋旅館　風情ある古民家に、美しいおひな② 町田屋旅館　風情ある古民家に、美しいおひな

さまが並びますさまが並びます。ぜひご覧ください。。ぜひご覧ください。
③ とうふ工房わたなべ　「とうふ屋マルシェ」に③ とうふ工房わたなべ　「とうふ屋マルシェ」に

試食会、名物屋台の出店などを行います試食会、名物屋台の出店などを行います。。
問  町田屋旅館  町田屋旅館 ☎65-0271☎65-0271

第 4 回　一ト市ひな市

入場無料、申込み不要、先着350名。入場無料、申込み不要、先着350名。
講演　「楽しく食べて健康に！」
　　　（講師　キユーピー株式会社）
※その他、比企郡歯科医師会より「地域包括ケア※その他、比企郡歯科医師会より「地域包括ケア
システムにおける歯科の関わり」についての説明システムにおける歯科の関わり」についての説明
日　時  3月22日㈰　14時～16時 3月22日㈰　14時～16時
会　場  松山市民活動センター　1階ホール 松山市民活動センター　1階ホール
問  比企郡歯科医師会  比企郡歯科医師会 ☎24-6866☎24-6866

比企郡歯科医師会　市民公開講座

令和2年度「不動産鑑定評価の日」にあわせ、無料令和2年度「不動産鑑定評価の日」にあわせ、無料
相談会を開催します。不動産鑑定士が不動産の価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。格等の相談に応じます。
日　時  4月4日㈯　10時～16時 4月4日㈯　10時～16時
会　場   ①さいたま浦和会場　さいたま市浦和コ①さいたま浦和会場　さいたま市浦和コ

ミュニティセンター第6集会室（さいたま市浦和区ミュニティセンター第6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）東高砂町11-1　浦和駅東口徒歩1分）
②川越会場②川越会場　東上パールビルヂング4階第3会議室　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））
問   埼玉県不動産鑑定士協会　☎ 048-789-6000埼玉県不動産鑑定士協会　☎ 048-789-6000

不動産鑑定士による
不動産の価格等無料相談会
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