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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  7月14日㈬　13時30分から 7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 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

甘く薫る「やまゆり」や「ひまわり」花畑が見頃に♪
森林公園は関東最大級のやまゆりの自生地といわ森林公園は関東最大級のやまゆりの自生地といわ
れており、7 月中旬から下旬にかけて園内各所でれており、7 月中旬から下旬にかけて園内各所で
開花します。おすすめは『やまゆりの小径』。中央口・開花します。おすすめは『やまゆりの小径』。中央口・
西口からお越しください。運動広場花畑の一角で西口からお越しください。運動広場花畑の一角で
は、写真映えで人気のひまわり約 1,700 株が見頃は、写真映えで人気のひまわり約 1,700 株が見頃
に。元気が出るようなイエロー、色鮮やかな夏のに。元気が出るようなイエロー、色鮮やかな夏の
風物詩をお楽しみください。風物詩をお楽しみください。
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

廃棄物最終処分場をはじめ、彩の国資源循環工場廃棄物最終処分場をはじめ、彩の国資源循環工場
（リサイクル施設）や三ケ山メガソーラーを親子で（リサイクル施設）や三ケ山メガソーラーを親子で
見学してみませんか？ 夏休みの宿題の参考にして見学してみませんか？ 夏休みの宿題の参考にして
みてはいかがでしょうか。みてはいかがでしょうか。
日　時  8月3日㈫（雨天決行） 8月3日㈫（雨天決行）

　　　　①9時30分～12時  ②13時30分～16時　　　　①9時30分～12時  ②13時30分～16時
対　象  小学生・中学生（保護者同伴） 小学生・中学生（保護者同伴）
定　員  各回約20人 各回約20人
申　込   7 月13 日㈫（消印有効）までに、希望回・  7 月13 日㈫（消印有効）までに、希望回・

子ども及び保護者の住所・氏名（ふりがな）・子ども及び保護者の住所・氏名（ふりがな）・
年齢・学年・電話番号をはがきに記入し郵送。年齢・学年・電話番号をはがきに記入し郵送。

（応募者多数の場合は抽選）（応募者多数の場合は抽選）
問   埼玉県環境整備センター 夏休み親子見学会係埼玉県環境整備センター 夏休み親子見学会係

　　〒 369-1223 大里郡寄居町大字三ケ山 368　　〒 369-1223 大里郡寄居町大字三ケ山 368
　　☎ 048-581-4070　　　☎ 048-581-4070　

【文化庁地域部活動推進事業及び地域文化倶楽部【文化庁地域部活動推進事業及び地域文化倶楽部
創設支援事業】創設支援事業】
ときがわ子ども音楽倶楽部で、楽器を吹いたり音ときがわ子ども音楽倶楽部で、楽器を吹いたり音
楽の演奏を楽しんだりする小中学生を募集してい楽の演奏を楽しんだりする小中学生を募集してい
ます。初心者からどなたでも楽器を始められます。ます。初心者からどなたでも楽器を始められます。
著名な講師陣をお招きし、ご指導いただきます。著名な講師陣をお招きし、ご指導いただきます。
多くの皆さまのご参加をお待ちしています。多くの皆さまのご参加をお待ちしています。
日　時  7月24日～2月末までの第2・第4土曜日 7月24日～2月末までの第2・第4土曜日

　　　　月2回（20回程度）　15時30分～17時　　　　月2回（20回程度）　15時30分～17時
会　場   玉川公民館または都幾川公民館玉川公民館または都幾川公民館
募集人数   20名程度20名程度
費　用  月1,500円＋楽器レンタル料月1,000円 月1,500円＋楽器レンタル料月1,000円
対　象  町内在住の小中学生 町内在住の小中学生
指導者  織田準一（トランペット奏者）他 織田準一（トランペット奏者）他
申　込   7 月15 日㈭までに e-mail で申込み  7 月15 日㈭までに e-mail で申込み

　　　　tokigawa.kmc@gmail.com　　　　tokigawa.kmc@gmail.com
問   ときがわ町民バンドときがわ町民バンド

　　さいたまスーパーシニアバンド　　さいたまスーパーシニアバンド
　　川辺 ☎090-9677-7383　　川辺 ☎090-9677-7383

国営武蔵丘陵森林公園

見頃のお花　ご案内

彩の国資源循環工場

夏休み親子見学会ときがわ子ども音楽倶楽部

部員を募集します！

建設業の健康保険、一人親方労災、労災・雇用保建設業の健康保険、一人親方労災、労災・雇用保
険、資格講習、建設業許可、建設キャリアアップ険、資格講習、建設業許可、建設キャリアアップ
システムなど建設業関係の無料相談を行っていまシステムなど建設業関係の無料相談を行っていま
す。お困りの事がありましたら埼玉土建比企西部す。お困りの事がありましたら埼玉土建比企西部
支部までご相談ください。また、住まいの無料相支部までご相談ください。また、住まいの無料相
談も行っていますので気軽にご相談ください。談も行っていますので気軽にご相談ください。
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

建設関係の無料相談を行っています

夏休みクラフト教室
自然の素材の石や小枝を使ったクラフトや粘土を自然の素材の石や小枝を使ったクラフトや粘土を
使った作品など、気軽にクラフトを楽しむ教室。使った作品など、気軽にクラフトを楽しむ教室。
親子やお友達同士でお気軽にご参加ください。参親子やお友達同士でお気軽にご参加ください。参
加費1人500円、定員各回先着20名（計80名）加費1人500円、定員各回先着20名（計80名）。。
7月8日㈭から電話申込を受け付けします。7月8日㈭から電話申込を受け付けします。
日　時   【7月31日㈯】①10時～11時30分 ②13  【7月31日㈯】①10時～11時30分 ②13

時30分～15時　【8月1日㈰時30分～15時　【8月1日㈰】】③③10時～10時～
11時30分 ④13時30分～15時11時30分 ④13時30分～15時

場　所  埼玉県平和資料館　芝生広場 埼玉県平和資料館　芝生広場

クイズラリークイズラリー
管内を見学しながらクイズに答えて景品をもらお管内を見学しながらクイズに答えて景品をもらお
う。子どもから大人までどなたでもご参加いただう。子どもから大人までどなたでもご参加いただ
けます。けます。参加費無料。参加費無料。
日　時   7月22日  7月22日（木・祝）（木・祝）、23日、23日（金・祝）（金・祝）　9時～16時　9時～16時
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

一般曹候補生採用男女試験
対　象   18歳以上33歳未満の者（採用予定月の1  18歳以上33歳未満の者（採用予定月の1

日現在）日現在）
受　付   受付中～9月6日㈪受付中～9月6日㈪
試験日  （1次）9月16日㈭～19日㈰ （1次）9月16日㈭～19日㈰

　　　　（2次）10月9日㈯～24日㈰　　　　（2次）10月9日㈯～24日㈰
　　　　※いずれか指定される試験日に受験　　　　※いずれか指定される試験日に受験
発表日  （ （1次）10月4日㈪（最終）11月16日㈫1次）10月4日㈪（最終）11月16日㈫
入隊時期   令和4年3月下旬予定令和4年3月下旬予定
※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

今年も4部門に清新な作品を求めます。今年も4部門に清新な作品を求めます。
部　門  小説 小説・詩・詩・短歌・短歌・俳句・俳句
資　格   県内在住、在勤者は題材自由。県  県内在住、在勤者は題材自由。県外者は外者は

埼玉の事物、風土、人間、歴史等埼玉と埼玉の事物、風土、人間、歴史等埼玉と
の関わりをテーマにした作品であること。の関わりをテーマにした作品であること。

締　切  8月31日㈫（消印有効） 8月31日㈫（消印有効）
宛　先   〒331-8686　さいたま市北区吉野町2丁  〒331-8686　さいたま市北区吉野町2丁

目282番3号　埼玉新聞社編集局ふるさと目282番3号　埼玉新聞社編集局ふるさと
報道部報道部「埼玉文学賞」○○部門係「埼玉文学賞」○○部門係

注　意  ・未発表作品であること。　  ・未発表作品であること。　 
・ 小説は400字詰原稿用紙50枚以内。印字の場合・ 小説は400字詰原稿用紙50枚以内。印字の場合

は枚数換算を明記。詩は2編、短歌は20首、俳は枚数換算を明記。詩は2編、短歌は20首、俳
句は20句で同一テーマの連作可。縦書きのこと。句は20句で同一テーマの連作可。縦書きのこと。

・ 作品の返却は不可。・ 作品の返却は不可。
・ 別紙に住所・氏名（本名）・年齢・職業・文学・ 別紙に住所・氏名（本名）・年齢・職業・文学

歴・電話番号を付記すること。歴・電話番号を付記すること。
・入賞作品の権利は埼玉新聞社に帰属。・入賞作品の権利は埼玉新聞社に帰属。
・他紙・誌への二重応募は認めない。・他紙・誌への二重応募は認めない。
発　表  11月上旬の埼玉新聞にて発表 11月上旬の埼玉新聞にて発表
問   埼玉新聞社編集局ふるさと報道部「埼玉文学  埼玉新聞社編集局ふるさと報道部「埼玉文学

賞」係　☎048-653-9027　賞」係　☎048-653-9027　

第 52 回埼玉文学賞　作品募集中

埼玉司法書士会では、次のとおり無料の法律相談埼玉司法書士会では、次のとおり無料の法律相談
会を開催します会を開催します。。

◆ 深谷市男女共同参画推進センター(Ｌ・フォルテ)
日　時   7月21日㈬ 13時30分～16時30分7月21日㈬ 13時30分～16時30分

◆寄居町中央公民館　集会室
日　時  7月20日㈫ 7月20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   7月8日㈭・15日㈭・29日㈭7月8日㈭・15日㈭・29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
相談内容  相続、遺言、登記、債務整理、成年後見、 相続、遺言、登記、債務整理、成年後見、
　不動産の名義変更など　不動産の名義変更など
費　用  無料 無料
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

土星やその他の星空観察をします。費用は無料、土星やその他の星空観察をします。費用は無料、
定員は各日20人までです。定員は各日20人までです。
日　時  ①9月4日㈯（予備日5日㈰） ①9月4日㈯（予備日5日㈰）

　　　　②9月18日㈯（予備日19日㈰）　　　　②9月18日㈯（予備日19日㈰）
　　　　18時30分　　　　18時30分～20時30分～20時30分
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   各日3日前まで（申込受付順）  各日3日前まで（申込受付順）
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　土星と出会う星空散歩
～土星の環を見てみよう～
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