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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  4月14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

三大花畑が見頃となり、圧巻のスケールで織りなす
花の饗宴をお楽しみいただけます♪
森林公園では 4 月、三大花畑（運動広場花畑、西
口花畑、こもれび花畑）が見頃となります！ 運動
広場花畑では関東最大級約 70 万本のアイスランド
ポピーがカラフルな花を咲かせ（見頃 4 月上旬～ 5
月初旬）、西口花畑では約 10 万本のネモフィラが
丘を空色に染めます（見頃 4 月中旬～下旬）。また、
こもれび花畑では、藤の花を逆さにしたような約 4
万本のルピナスが木漏れ日の下に広がります（見頃
4 月下旬～ 5 月中旬）。春のお休みに、自然に囲ま
れた緑豊かな公園散策をお楽しみください。
開園時間  9時30分～17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

いつも笑顔がいっぱい！
一緒に喜びを味わってみませんか？
特別支援学校及び障害のある子どもたちへの理解
を深め、学校行事や日常の学校生活での「学校支
援ボランティア」を養成します。障害のある子ど
もたちの学習を支えてくれる方を募集します！ ご
不明な点については、担当までご相談ください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、日程
が延期または中止する場合があります。
第 1 回   【講義及び学校見学】5 月 24 日㈪　
第 2 回   【児童・生徒への支援体験】6 月 7 日㈪（小

学部）／ 6 月 8 日㈫（高等部）／ 6 月 9
日㈬（中学部）　※いずれか 1 日希望日を
選択

第 3 回   【児童・生徒への支援体験】11 月 2 日㈫
（小・中・高等部）※未体験の学部を選択

定　員   10 名　
申込み   本校 HP より書式をダウンロードし、必要

事項を記入のうえ、郵送、または FAX に
てお申し込みください。以降は電子メー
ルを使用します。

受付期間  4 月 12 日㈪～ 5 月 14 日㈮
問  東松山特別支援学校 ☎ 24-2611 FAX 21-1249

　　http://www.higashimatsuyama-sh.spec.ed.jp/

国営武蔵丘陵森林公園

見頃のお花　ご案内

東松山特別支援学校

学校支援ボランティア養成講座！

第1回一般幹部候補生採用試験
対　象   【大卒程度試験】（令和4年4月1日現在）

〇22歳以上26歳未満の者(修士課程修了者等は28
歳未満の者)
〇20歳以上22歳未満の者で大学を卒業した者
【院卒者試験】（令和4年4月1日現在）
〇修士課程修了者等で、20歳以上28歳未満の者
※大卒程度試験及び院卒者試験は併願が可能です。
受　付  3月1日㈪～4月28日㈬
試験日  （1次）5月8日㈯・9日㈰

　　　　※2日間のうち、指定される試験日に受験
発表日  （1次）6月1日㈫
入隊時期  令和4年4月予定
※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

～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、求人情報を来場者全員に
配布。3年以内の既卒の方は履歴書をお持ちくだ
さい（会場でコピー可）。参加企業名は当協議会
ウェブサイトに掲載（4月上旬予定）。
URL　http://www.kotaikyou-saitama.ne.jp/
対　象   2022 年 3 月大学・短大・専門学校卒業

予定の方、3 年以内の既卒の方
日　時  4月20日㈫　13時～16時

　　　　（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
問  埼玉県雇用対策協議会 ☎048-647-4185

国税局や税務署において、税のスペシャリストと
して働く国税専門官（国家公務員）を募集します。
受験資格  ①平成3年4月2日～平成12年4月1日生
まれの者　②平成12年4月2日以降生まれの者で次
に掲げる者　(1)大学を卒業した者及び令和4年3月
までに大学を卒業する見込みの者　(2)人事院が(1)
に掲げる者と同等の資格があると認める者
試験程度  大学卒業程度
申込み  【原則】インターネット申込み

○次のアドレスへアクセスし、説明に従って入力
http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
○受付期間　令和3年3月26日㈮ 9時～4月7日㈬
[受信有効]
【上記申込みができない場合】郵送または持参
○提出先　希望する第1次試験地に対応する国税局
または沖縄国税事務所
○受付期間　令和3年3月26日㈮～3月29日㈪※通
信日付印有効
試験日   （1次）6月6日㈰（2次）7月5日㈪～7月

16日㈮のいずれか第1次試験合格通知書
で指定する日時

試験地   （1次）高崎市、さいたま市、新潟市、松
本市ほか（2次）さいたま市ほか

合格発表  （1 次）6月29日㈫ 9時
　　　　  （最終）8月17日㈫ 9時
問  ○インターネット申込みに関する問合せ

人事院人材局試験課 ☎03-3581-5311 内線2332
○上記以外の問合せ
関東信越国税局人事第二課試験係 ☎048-600-
3111 内線2097

埼玉司法書士会は、埼玉弁護士会と共催で敷金
（賃貸住宅）問題に関する無料電話相談会を実施
します。本相談会では、賃借人が賃貸住宅を退去
する際の建物の原状回復費用に関するトラブル等
の相談に応じるものです。相談料無料です。
日　時  4月10日㈯・11日㈰　10時～16時
相談方法   電話相談 ☎048-838-1889（当日のみ・

通話料は相談者負担）
問  埼玉司法書士会事務局 ☎048-863-7861

建設現場や車両整備など石綿加工品（アスベス
ト）を扱う仕事をしてきた方で、肺がんや中皮腫
などのアスベストの病気と診断された方は労災の
疑いがあります。埼玉土建で無料相談を行ってい
ますので、お気軽にご相談ください。労災認定さ
れると治療代が無料になり、休業補償や特別遺族
給付金が国から支給されます。
問  埼玉土建一般労働組合比企西部支部

　　☎66-1120

求人企業合同説明会

令和 3 年度国税専門官採用試験

敷金（賃貸住宅）トラブル 110 番

アスベストの相談は埼玉土建へ！

ボランティア団体 Re Foundation では、経験豊か
な講師と英語が楽しく学べる英会話教室を開催し
ます。
日　時  4月10日㈯・12日㈪・24日㈯・26日㈪ 

　　　　10時～12時
場　所   国立女性教育会館 NWEC

　　　　研究所 302 教室
対　象   小学5・6年生から大人まで
費　用  毎回1,500円（教材費等）
申込・問   Re Foundation 代表 コズグローブ・マ

リー ☎ 080-8492-9050

埼玉弁護士会では、遺言の日を記念して、弁護士が
無料で遺言及び相続に関する法律相談に応じます。
日　時  4月17日㈯　13時～16時

　　　　（受付15時30分まで）
相談専用電話   ☎ 048-837-5515
料　金  無料
申込み   不要
問  埼玉弁護士会法律相談センター

　　☎ 048-710-5666

国際交流の第一歩
英語を学んでみませんか？遺言の日記念

相続問題電話法律相談会
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