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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  10月13日㈬　13時30分から 10月13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

過去最大の「赤ソバ」花畑がおすすめ。
10～12月は夜間開園を実施予定！
運動広場でピンク色の鮮やかな「赤ソバ」が見頃運動広場でピンク色の鮮やかな「赤ソバ」が見頃
です。昨年の約 10 万本から約 85 万本へ拡大し、です。昨年の約 10 万本から約 85 万本へ拡大し、
春のポピー花畑を超える 8,500㎡の広さに。南口・春のポピー花畑を超える 8,500㎡の広さに。南口・
中央口から徒歩約 20 分。草丈を伸ばしながら成長中央口から徒歩約 20 分。草丈を伸ばしながら成長
する赤ソバをぜひご覧ください。また、夜間イルする赤ソバをぜひご覧ください。また、夜間イル
ミネーション「森のハロウィンナイト」を開催予ミネーション「森のハロウィンナイト」を開催予
定！ 秋の夜長に、開放的な森林の中での散策、光定！ 秋の夜長に、開放的な森林の中での散策、光
と音の演出、秋スイーツを楽しんでみては。10 月と音の演出、秋スイーツを楽しんでみては。10 月
18 日㈪～ 22 日㈮、25 日㈪～ 29 日㈮。平日のみ18 日㈪～ 22 日㈮、25 日㈪～ 29 日㈮。平日のみ
の開催です（雨天中止）。の開催です（雨天中止）。
開園時間   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

国営武蔵丘陵森林公園

赤ソバ、森のハロウィンナイト

自衛官候補生
対　象   18歳以上33歳未満の者  18歳以上33歳未満の者
受　付   受付中～11月18日㈭受付中～11月18日㈭
試験日   （WEB試験）11月23日㈫・24日㈬のいず  （WEB試験）11月23日㈫・24日㈬のいず

れか1日（口述試験及び身体検査）11月れか1日（口述試験及び身体検査）11月
28日㈰・29日㈪のいずれか1日28日㈰・29日㈪のいずれか1日

入隊時期  3月下旬予定 3月下旬予定

防衛大学校学生
対　象   18歳以上21歳未満の者（高卒または高専  18歳以上21歳未満の者（高卒または高専

3年修了・見込みの者）3年修了・見込みの者）
受　付   受付中～10月27日㈬受付中～10月27日㈬
試験日   （1次）11月6日㈯・7日㈰（2次）12月7  （1次）11月6日㈯・7日㈰（2次）12月7

日㈫～11日㈯日㈫～11日㈯
発表日   （  （1次）11月24日㈬（最終）1月21日㈮1次）11月24日㈬（最終）1月21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

SPレコードコンサートSPレコードコンサート（入場料無料・定員先着80名）（入場料無料・定員先着80名）
戦前、戦中、戦後の記録を残すSP盤レコード。戦前、戦中、戦後の記録を残すSP盤レコード。
人々の日常を感じられる当時の楽曲を、ユネスコ人々の日常を感じられる当時の楽曲を、ユネスコ
無形文化遺産の細川紙を使い製作された、日本最無形文化遺産の細川紙を使い製作された、日本最
大級の蓄音機で奏でます。大級の蓄音機で奏でます。
日　時   10月24日㈰　13時30分～15時  10月24日㈰　13時30分～15時

当館オリジナルアニメ映画『青い目の人形物語』当館オリジナルアニメ映画『青い目の人形物語』
セル画展セル画展（入場料無料）（入場料無料）
緊迫した日米関係の緩和のため、渋沢栄一らの尽緊迫した日米関係の緩和のため、渋沢栄一らの尽
力により、遥々海を渡ってきた青い目の人形。開力により、遥々海を渡ってきた青い目の人形。開
催中の「『渋沢栄一と平和』展ふたたび」や映画催中の「『渋沢栄一と平和』展ふたたび」や映画
とともにお楽しみください。とともにお楽しみください。
日　時   10月５日㈫～令和４年１月16日㈰10月５日㈫～令和４年１月16日㈰
※「『渋沢栄一と平和』展ふたたび」は12月12日㈰まで※「『渋沢栄一と平和』展ふたたび」は12月12日㈰まで

問  埼玉県平和資料館 埼玉県平和資料館 ☎35-4111 ☎35-4111

埼玉県平和資料館

入園資格  平成28年4月2日～平成31年 平成28年4月2日～平成31年4月1日生4月1日生
募集人員   【3 年保育】15 名  【3 年保育】15 名【1 年・2 年保育、満【1 年・2 年保育、満

三歳児入園】若干名三歳児入園】若干名
説 明 会   10月21日㈭ ①10時～ ②11時～10月21日㈭ ①10時～ ②11時～
※2回に分けて実施します。予約制のため10月15※2回に分けて実施します。予約制のため10月15
日㈮までにお申し込みください。1家族1名の参加日㈮までにお申し込みください。1家族1名の参加
をお願いします。をお願いします。
願書配布   10月15日㈮から10月15日㈮から
問   ひかりの村こども園 ☎ 65-1359ひかりの村こども園 ☎ 65-1359

　　ときがわ町瀬戸元上 21-1（皎円寺近く）　　ときがわ町瀬戸元上 21-1（皎円寺近く）
　　https://tokihanahikari.sakura.ne.jp/wp/　　https://tokihanahikari.sakura.ne.jp/wp/

目の不自由な方の職業自立をめざして目の不自由な方の職業自立をめざして
本校高等部専攻科（3年課程）では、視覚障害（全本校高等部専攻科（3年課程）では、視覚障害（全
盲または弱視）の10代から60代の方が、あん摩・盲または弱視）の10代から60代の方が、あん摩・
マッサージ・指圧、はり、きゅうの技能を習得しマッサージ・指圧、はり、きゅうの技能を習得し
ています。卒業時には国家試験の受験資格が得らています。卒業時には国家試験の受験資格が得ら
れ、免許取得後は病院や介護施設等への就職、治れ、免許取得後は病院や介護施設等への就職、治
療院開業、進学等の道がひらけます。相談や見学療院開業、進学等の道がひらけます。相談や見学
は随時お受けします。詳しいことはお問い合わせは随時お受けします。詳しいことはお問い合わせ
ください。ください。
対　象     県内在住で①②のいずれにも該当する方県内在住で①②のいずれにも該当する方
① 両眼の矯正視力が概ね0.3未満、または0.3以上① 両眼の矯正視力が概ね0.3未満、または0.3以上

で盲学校の教育を受けることが適当と判断できで盲学校の教育を受けることが適当と判断でき
る方（身体障害者手帳未取得の方を含む）る方（身体障害者手帳未取得の方を含む）

② 高等学校卒業または令和4年3月卒業見込みの方、② 高等学校卒業または令和4年3月卒業見込みの方、
または同等以上の学力があると認められる方または同等以上の学力があると認められる方

選考日   【  【第 1 次募集】11 月 26 日㈮第 1 次募集】11 月 26 日㈮
　　　　【第 2 次募集】令和４年 2 月 14 日㈪　　　　【第 2 次募集】令和４年 2 月 14 日㈪
問   県立特別支援学校塙保己一学園 県立特別支援学校塙保己一学園 

　　☎ 049-231-2121　　☎ 049-231-2121

幼稚園型認定こども園　ひかりの村こども園
令和 4年度入園説明会

県立特別支援学校塙保己一学園（盲学校）
高等部専攻科入学者募集

比企地区退職教職員による作品展を行います。絵比企地区退職教職員による作品展を行います。絵
画、いけばな、写真、書、てん刻、絵手紙、手工画、いけばな、写真、書、てん刻、絵手紙、手工
芸、木彫、陶芸、文芸等、約150点展示予定です。芸、木彫、陶芸、文芸等、約150点展示予定です。
※コロナ禍のため、急きょ中止になることがあり※コロナ禍のため、急きょ中止になることがあり
ます。ます。
日　時  10月20日㈬～25日㈪　10時～16時 10月20日㈬～25日㈪　10時～16時
　　　　※初日は13時30分から　　　　※初日は13時30分から
会　場  東松山市民文化センター2階展示室 東松山市民文化センター2階展示室
　　　　東武東上線東松山駅東口よりバス5分　　　　東武東上線東松山駅東口よりバス5分
　　　　駐車場完備　　　　駐車場完備
問  支部長 飯島 啓史 ☎54-5109 支部長 飯島 啓史 ☎54-5109

　　文化展委員長 関根 吉昭 ☎74-2331　　文化展委員長 関根 吉昭 ☎74-2331
　　会期中は東松山市民文化センター ☎24-2011　　会期中は東松山市民文化センター ☎24-2011

第 30 回文化展「比企野」

建退共制度は、事業主の方々が、労働者の働いた建退共制度は、事業主の方々が、労働者の働いた
日数に応じて掛金となる共済証紙を共済手帳に貼日数に応じて掛金となる共済証紙を共済手帳に貼
り、その労働者が建設業界で働くことをやめたとり、その労働者が建設業界で働くことをやめたと
きに建退共から退職金を支払うという、いわば業きに建退共から退職金を支払うという、いわば業
界全体での退職金制度です。界全体での退職金制度です。
加入できる事業主  建設業を営む方 建設業を営む方
対象となる労働者  建設業の現場で働く人 建設業の現場で働く人
掛　金  日額310円（10月から320円） 日額310円（10月から320円）
特　長  ・ 国の制度なので安全、確実、申込み手 ・ 国の制度なので安全、確実、申込み手

続きは簡単です続きは簡単です
・経営事項審査で加点評価の対象となります・経営事項審査で加点評価の対象となります
・掛金の一部を国が助成します・掛金の一部を国が助成します
・ 掛金は事業主負担となりますが、法人は損金、・ 掛金は事業主負担となりますが、法人は損金、

個人では必要経費として扱われ、税法上全額非個人では必要経費として扱われ、税法上全額非
課税となります課税となります

・ 事業主が変わっても退職金は企業間を通算して・ 事業主が変わっても退職金は企業間を通算して
計算されます計算されます

問   建退共  埼玉県支部  建退共  埼玉県支部  ☎ 048-861-5111☎ 048-861-5111

知っていますか？建退共制度

S マークは、厚生労働大臣認可の標S マークは、厚生労働大臣認可の標
準約款制度に従って営業しているお準約款制度に従って営業しているお
店です。このＳマークを店頭に表示店です。このＳマークを店頭に表示
している店なら安心、安全、衛生がしている店なら安心、安全、衛生が
保証され、皆さまの信頼できるお店保証され、皆さまの信頼できるお店

選びの大きな目安となります。また、万一の場合、選びの大きな目安となります。また、万一の場合、
事故賠償基準に基づいた補償も受けられます。事故賠償基準に基づいた補償も受けられます。
問  （公財）埼玉県生活衛生営業指導センター （公財）埼玉県生活衛生営業指導センター

　 　☎048-863-1873　 　☎048-863-1873

理容店、美容店、クリーニング店、めん類飲食店、
一般飲食店のお店選びは、厚生労働大臣認可の

Ｓマーク登録店で！

ツリーイング体験など自然の中で各種催しなどをツリーイング体験など自然の中で各種催しなどを
行います（雨天中止）。行います（雨天中止）。費用は無料（一部有料）、費用は無料（一部有料）、
定員はプラネタリウムのみ各回60人までです。定員はプラネタリウムのみ各回60人までです。
日　時   10月31日㈰ 9時～16時  10月31日㈰ 9時～16時
　　　　（ プラネタリウム一般投影は①10時30分　　　　（ プラネタリウム一般投影は①10時30分

～11時30分、②14時～15時～11時30分、②14時～15時））
場　所   小川げんきプラザ小川げんきプラザ
対　象     一般一般
申　込   プラネタリウムは10月1日9時から電話の  プラネタリウムは10月1日9時から電話の

みで先着順。その他は当日9時から先着順。みで先着順。その他は当日9時から先着順。
問   小川げんきプラザ ☎ 72-2220小川げんきプラザ ☎ 72-2220

小川げんきプラザ
小川げんきオータムフェスティバル
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