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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  6月9日㈬　13時30分から 6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

梅雨の季節は・・・味のある草花が見ごろに♪
梅雨どきの花といえばアジサイ。彫刻広場では、梅雨どきの花といえばアジサイ。彫刻広場では、
さまざまな彫刻作品に寄り添うアジサイたちといさまざまな彫刻作品に寄り添うアジサイたちとい
う独特な風景をお楽しみいただけます。渓流広場う独特な風景をお楽しみいただけます。渓流広場
では流れ沿いに広がるアジサイが、植物園展示棟では流れ沿いに広がるアジサイが、植物園展示棟
周辺では白いアナベルが見頃に。神秘的なギンリョ周辺では白いアナベルが見頃に。神秘的なギンリョ
ウソウは半透明な姿がキノコのようですが、葉緑ウソウは半透明な姿がキノコのようですが、葉緑
素のない腐生植物で花も咲かせます。あざみくぼ素のない腐生植物で花も咲かせます。あざみくぼ
沼や泥沼で小さな 100 輪ほどが見られます。沼や泥沼で小さな 100 輪ほどが見られます。
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

講演会
障害（身体・精神）をお持ちの方やそのご家族、障害（身体・精神）をお持ちの方やそのご家族、
および障害に関心のある方を対象に、講演会を実および障害に関心のある方を対象に、講演会を実
施します。会場に直接お越しください。参加費無施します。会場に直接お越しください。参加費無
料です。料です。
日　時  6月20日㈰　 6月20日㈰　13時30分～14時20分13時30分～14時20分
場　所   鳩山コミュニティセンター 302 会議室鳩山コミュニティセンター 302 会議室
講　師   社会保険労務士（年金サポート会会員）社会保険労務士（年金サポート会会員）

相談会
当日参加可能です。ただし事前にお申し込みいた当日参加可能です。ただし事前にお申し込みいた
だいた方を優先します。参加費無料です。だいた方を優先します。参加費無料です。
日　時  6月20日㈰　 6月20日㈰　14時30分～15時30分14時30分～15時30分
場　所   鳩山コミュニティセンター 302 会議室鳩山コミュニティセンター 302 会議室
相談員   社会保険労務士（年金サポート会会員）社会保険労務士（年金サポート会会員）
申込み   問     渡部 ☎ 04-2949-1507渡部 ☎ 04-2949-1507

　　　　　　　 　FAX 04-2947-4015　　　　　　　 　FAX 04-2947-4015

令和 2 年度の労働保険（労災保険・雇用保険）年令和 2 年度の労働保険（労災保険・雇用保険）年
度更新及び石綿健康被害救済法の一般拠出金の申度更新及び石綿健康被害救済法の一般拠出金の申
告・納付は 6 月 1 日から 7 月 12 日までです。申告・納付は 6 月 1 日から 7 月 12 日までです。申
告書・納付書は 5 月末に発送予定です。期間中お告書・納付書は 5 月末に発送予定です。期間中お
早目の手続きをお願いします。早目の手続きをお願いします。

問   コールセンター ☎ 0800-555-6780コールセンター ☎ 0800-555-6780
　　埼玉労働局労働保険徴収課　　埼玉労働局労働保険徴収課
　   ☎ 048-600-6203　   ☎ 048-600-6203

< 労働保険の年度更新とは >  < 労働保険の年度更新とは >  
労働保険料は年に一度、その年度の見込み賃金等労働保険料は年に一度、その年度の見込み賃金等
を基に雇用保険料と労災保険料を算定・申告し、を基に雇用保険料と労災保険料を算定・申告し、
会社がまとめて前払いします。これと同時に昨年会社がまとめて前払いします。これと同時に昨年
度に支払をした賃金等を申告し保険料を確定させ、度に支払をした賃金等を申告し保険料を確定させ、
過不足の調整をします。これを「労働保険の年度過不足の調整をします。これを「労働保険の年度
更新」といいます。更新」といいます。

★手続や事務処理などでお困りの方は、厚生労働★手続や事務処理などでお困りの方は、厚生労働
大臣の認可を受けた「労働保険事務組合ときがわ大臣の認可を受けた「労働保険事務組合ときがわ
町商工会」に事務委託をすることができます。事町商工会」に事務委託をすることができます。事
務組合は、事業者が行わなければならない事務手務組合は、事業者が行わなければならない事務手
続きを事業主に代わり処理する団体です。事務を続きを事業主に代わり処理する団体です。事務を
委託すると次のような利点があります。委託すると次のような利点があります。
① 事務処理が軽減できます① 事務処理が軽減できます
② 労働保険料を年 3 回に分割納付ができます② 労働保険料を年 3 回に分割納付ができます
③  事業主や家族従事者が労災保険へ特別加入がで③  事業主や家族従事者が労災保険へ特別加入がで

きますきます
お問い合わせは、労働保険事務組合ときがわ町商お問い合わせは、労働保険事務組合ときがわ町商
工会にお尋ねください。工会にお尋ねください。
問   労働保険事務組合ときがわ町商工会労働保険事務組合ときがわ町商工会

　　☎ 65-0170　柴﨑・荻野　　☎ 65-0170　柴﨑・荻野

国営武蔵丘陵森林公園

見頃のお花　ご案内

障害をお持ちの方対象の

障害年金講演会・個別相談会

労働保険料並びに一般拠出金の
申告・納付について

当日の会場では、無料住宅相談、包丁研ぎなどを当日の会場では、無料住宅相談、包丁研ぎなどを
行います。新築からリフォーム、小さな工事でも、行います。新築からリフォーム、小さな工事でも、
家のことなら地元の建築プロが親切・丁寧に相談家のことなら地元の建築プロが親切・丁寧に相談
を承ります。安心してお任せください。また、オを承ります。安心してお任せください。また、オ
ンラインでも住宅相談・技能アピールを行っていンラインでも住宅相談・技能アピールを行ってい
ます。ます。
日　時  6月13日㈰　10時～12時 6月13日㈰　10時～12時

　　　　（受付11時30分まで）　　　　（受付11時30分まで）
場　所  埼玉土建比企西部支部事務所 埼玉土建比企西部支部事務所

　　　 （ときがわ町玉川923-4）　　　 （ときがわ町玉川923-4）
問  埼玉土建比企西部支部　☎66-1120 埼玉土建比企西部支部　☎66-1120

　　　　　　　ＱＲコード　　　　　　　ＱＲコード

教育相談のお知らせ
各学部（小学部・中学部・高等部）の授業見学お各学部（小学部・中学部・高等部）の授業見学お
よび教育相談を行います。よび教育相談を行います。
※本校のホームページもご参照ください。※本校のホームページもご参照ください。
相談日時   月曜日～金曜日　9 時～ 16 時 30 分月曜日～金曜日　9 時～ 16 時 30 分
対　象     保護者、学校関係者、幼稚園・保育園関保護者、学校関係者、幼稚園・保育園関

係者など係者など
申込み   問   担当者までお電話でご連絡ください。  担当者までお電話でご連絡ください。

担当　多田（教頭）、片山・長濵（コー担当　多田（教頭）、片山・長濵（コー
ディネーター）　☎24-2611ディネーター）　☎24-2611

第 44 回埼玉土建『住宅デー』

東松山特別支援学校

～�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、求人企業情報を来場者全予約不要、入退場自由、求人企業情報を来場者全
員に配布。履歴書を複数枚お持ちください（当日員に配布。履歴書を複数枚お持ちください（当日
会場でコピーもできます）。参加企業名は、開催 2会場でコピーもできます）。参加企業名は、開催 2
週間前より当協議会ウェブサイトに掲載します。週間前より当協議会ウェブサイトに掲載します。
http://www.kotaikyou-saitama.ne.jp/http://www.kotaikyou-saitama.ne.jp/
対　象   2022年3月大学・短大・専門学校を卒業予  2022年3月大学・短大・専門学校を卒業予

定の方、既卒3年以内の方定の方、既卒3年以内の方
日　時  6月22日㈫　13時～16時 6月22日㈫　13時～16時

　　　　（受付12時～15時30分）　　　　（受付12時～15時30分）
場　所  大宮ソニックシティビル4階　市民ホール 大宮ソニックシティビル4階　市民ホール
問   埼玉県雇用対策協議会 ☎ 048-647-4185埼玉県雇用対策協議会 ☎ 048-647-4185

2021 年度　第 2 次
求人企業合同面接会

税務署や国税局で「税のスペシャリスト」として税務署や国税局で「税のスペシャリスト」として
勤務する税務職員（国家公務員）を募集します。勤務する税務職員（国家公務員）を募集します。
受験資格   ①令和3年4月1日において高等学校等を①令和3年4月1日において高等学校等を
卒業した日の翌日から起算して3年を経過していな卒業した日の翌日から起算して3年を経過していな
い者及び令和４年３月までに高等学校等卒業見込い者及び令和４年３月までに高等学校等卒業見込
みの者　②人事院が①に準ずると認める者みの者　②人事院が①に準ずると認める者
試験程度   高等学校卒業程度高等学校卒業程度
申込み   【原則】インターネット申込み【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○ 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.htmlhttp://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html

○受付期間　 令和3年6月21日㈪ 9時～6月30日㈬○受付期間　 令和3年6月21日㈪ 9時～6月30日㈬
[受信有効][受信有効]

【上記申込みができない場合】【上記申込みができない場合】
○問合せ先　希望する第1次試験地を所轄する国税○問合せ先　希望する第1次試験地を所轄する国税
局局または沖縄国税事務所または沖縄国税事務所
試験日     （1次）9月5日㈰（2次）10月13日㈬～（1次）9月5日㈰（2次）10月13日㈬～

10月22日㈮のいずれか第1次試験合格通10月22日㈮のいずれか第1次試験合格通
知書で指定する日時知書で指定する日時

合格発表   （1 次）10月7日㈭（1 次）10月7日㈭
　　　　  （最終）11月16日㈫　　　　  （最終）11月16日㈫
問   ○インターネット申込みに関する問合せ○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2333人事院人材局試験課 ☎03-3581-5311 内線2333
○上記以外の問合せ○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-関東信越国税局人事第二課試験係 ☎048-600-
3111 内線20973111 内線2097

2021 年度税務職員採用試験

長女が読む現代詩人「吉野弘」と
朗読に寄り添うギター伴奏
詩人・吉野の戦後50年にわたる詩のなかから、代詩人・吉野の戦後50年にわたる詩のなかから、代
表作をギターの音色にあわせて朗読をする会。表作をギターの音色にあわせて朗読をする会。入入
場料無料、定員先着80名。場料無料、定員先着80名。
日　時  6月27日㈰　14時～16時 6月27日㈰　14時～16時
場　所  埼玉県平和資料館　講堂 埼玉県平和資料館　講堂

ピースコンサート（青春バンド　CHELSEA）ピースコンサート（青春バンド　CHELSEA）
埼玉県出身のアーティストによる懐かしの歌謡曲埼玉県出身のアーティストによる懐かしの歌謡曲
の演奏。の演奏。入場料無料、定員先着80名。入場料無料、定員先着80名。
日　時  7月4日㈰ 7月4日㈰　14時～16時　14時～16時
場　所  埼玉県平和資料館　講堂 埼玉県平和資料館　講堂

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

1819


