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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
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

に都合の合わない方は、随時事務所で行います。
日　時  2月10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
問  ときがわ町シルバー人材センター ☎66-0220

シルバー人材センター会員募集

梅林や福寿草、マンサクなどが見ごろとなり、
早春の公園を彩ります。

2 月の森林公園は、日本有数の約 120 品種・500
本の『梅林』、梅の木の足元に広がる『福寿草』や、
園芸品種の鮮やかな『マンサク』約 40 種、『原種
シクラメン』や『スノードロップ』など、園内各
所でさまざまな草花をご鑑賞いただけます。
開園時間  9時30分～16時
入園料   高校生以上 450 円、65 歳以上 210 円、

中学生以下無料 
　　　　 ※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

　　☎57-2111

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。

ライフデザイン科
地域創造科

①アクティブコース
②地域ビジネスコース

目的
元気で自立したシニアラ
イフに必要な知識を学び、
習慣化します。

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

期間 4 ～ 9 月 5 ～ 9 月
曜日 （川越）木曜日

（熊谷）水曜日 ①土曜日　②土曜日
対象 県内在住で満 50 歳以上の方（4 月 1 日現在）
日数 18 日間 ① 20 回（17 日間）

② 21 回（12 日間）
会場 （川越）ウェスタ川越

（熊谷）熊谷市立勤労会館 県民活動総合センター

定員 （川越）130 名
（熊谷）70 名 ① 25 名　② 25 名

金額 28,000 円 ① 40,000 円
② 48,000 円

申込 3 月 18 日㈭必着 4 月 2 日㈮必着
募集案内  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

　　 ☎048-728-2299

国営武蔵丘陵森林公園

季節のお花のご案内

自衛官候補生採用試験
対　象  18歳以上33歳未満の者
試験日  3月4日㈭（受付締切　3月1日㈪）
入隊時期  3月下旬予定
予備自衛官補（一般）採用試験
対　象  18歳以上34歳未満の者（現に常勤の隊

員、短時間勤務の官職を占める隊員、予備自衛官
もしくは即応予備自衛官である者を除く。自衛官
であった者は1年未満であること）
試験日  4月17日㈯～21日㈬のいずれか1日

　　　 （受付締切　4月9日㈮）
入隊時期  3月下旬予定
※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
　　（担当）木村 ☎048-522-4855

自衛官募集案内

～ 遺言・相続の疑問にお答えします ～
日　時  2月20日㈯ 10時～16時
相談番号  ☎048-872-8055
　　　　  ※ 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）
問   埼玉司法書士会事務局　☎ 048-863-7861

遺言・相続無料電話相談会

※ 中止・休館の可能性がありますので、来館前に
お問い合わせください。

テーマ展「渋沢栄一と平和」
日　時  現在開催中～3月7日㈰

ギャラリー展
アニメ映画「青い目の人形物語」セル画展
日　時  現在開催中～2月21日㈰

クイズラリー（参加費無料・予約不要）
日　時  2月21日㈰  9時～16時

映画会（無料・先着80人・予約不要）
◆ジョバンニの島　2月7日㈰ 13時30分～
◆疎開した40万冊の図書   2月20日㈯ 13時30分～
◆せんせい　2月28日㈰ 13時30分～

ミニアニメ映画会（無料・先着80人・予約不要）
日　時  2月13日㈯・14日㈰

◆おこりじぞう　10時30分～
◆ちいちゃんのかげおくり　13時40分～

問  埼玉ピースミュージアム　埼玉県平和資料館
　　☎35-4111

埼玉県平和資料館

受講生13名募集！ 社会人経験を活かせる！ 学納
金無料！ この講座は埼玉県委託公共職業訓練とし
て、保育士資格取得から就職までサポートします。
訓練期間  4月1日㈭～令和5年3月16日㈭　
　　　　  9 時～ 17 時 50 分
実施施設  山村学園短期大学　子ども学科
選考日  3月1日㈪（応募締切　2月12日㈮）
試験内容  面接、小論文、実技試験
申込み  ハローワークへお問い合わせください
問  山村学園短期大学　☎049-296-2000

世界のことばで遊び、講師による「ことばの自然
習得」のお話を聞くワークショップを開催します。
※状況によっては、全会オンライン開催になる場
合がありますので、お問い合わせください。
日時・会場  ・2月23日（祝・火） 10時～11時30分

国立女性教育会館ヌエック
・2月27日㈯ 14時～15時30分

高坂市民活動センター
・3月4日㈭ 10時～11時30分　オンライン開催
・3月5日㈮ 19時～20時15分　オンライン開催
対　象  どなたでも
参加費  無料
申込み  問   （一財）言語交流研究所 ヒッポファミ

リークラブ ☎0120-557-761

山村学園短期大学「保育士」講座

7ヵ国語で話そう！ワークショップ＆講座

2月22日㈪10時から16時まで、税理士による「無
料電話相談」を行います。ご希望の方は税理士会
事務局へ事前に電話予約ください。（手続により、
料金が発生する場合あり）
問  関東信越税理士会東松山支部　事務局

　　☎25-2670（㈪～㈮の10時～15時）

放送大学は、2021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、
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
期間は、第1回が2月28日㈰まで、第2回が3月16
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。
問  放送大学埼玉学習センター ☎048-650-2611

働き方改革、就業規則、雇用保険、労災保険、社会
保険、年金採用手続、賃金、退職、労働契約、解雇、
育児・介護、セクハラ・パワハラ、雇用調整助成金
等でお悩みはありませんか？ 申込は問合せ先まで。
日　時   2月10日㈬・24日㈬　①10時～ ②11時

～ ③13時～ ④14時～ ⑤15時～
会　場  ときがわ町商工会
相談員  埼玉県社会保険労務士会川越支部会員
問  ときがわ町商工会 ☎65-0170

2月1日㈪から2月15日㈪まで、税理士が年収600
万円以下の方を対象に、税務相談を行います。ご
希望の方は税理士会事務局へ事前に電話予約くだ
さい。（手続により、料金が発生する場合あり）
対　象   ①年金受給者の方　②給与所得者で医療

費控除を受けたい方　③年の途中で就
職・退職・年末調整の済んでいない方

問  関東信越税理士会東松山支部　事務局
　　☎25-2670（㈪～㈮の10時～15時）

税に関する無料電話相談

放送大学　入学生募集

社労士無料相談会

確定申告に関する無料電話相談

令和3年度埼玉未来大学（前期課程）
受講生募集
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