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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  8月11日㈬　13時30分から 8月11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

コリウスガーデンや、
企画展「ビザールプランツ展」がおすすめ！！
今年も「コリウスガーデン」をお楽しみいただけ今年も「コリウスガーデン」をお楽しみいただけ
ます。葉の色合いや模様を楽しむシソ科のカラーます。葉の色合いや模様を楽しむシソ科のカラー
リーフで、8 月から 10 月にかけて鮮やかな約リーフで、8 月から 10 月にかけて鮮やかな約
13,000 株が一面に広がります。植物園では「ビ13,000 株が一面に広がります。植物園では「ビ
ザールプランツ展～数奇な植物たち～」を開催中（9ザールプランツ展～数奇な植物たち～」を開催中（9
月 5 日まで）。食虫植物や、極限の環境で生き残る月 5 日まで）。食虫植物や、極限の環境で生き残る
ために独特な形を得た植物など、へんてこりんだために独特な形を得た植物など、へんてこりんだ
けどなんだか愛おしい植物が揃っています。けどなんだか愛おしい植物が揃っています。
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

国営武蔵丘陵森林公園

真夏の公園のご案内

関東財務局では、金融取引や多重債務に関するト関東財務局では、金融取引や多重債務に関するト
ラブルについて、地域の皆さまからの相談を無料ラブルについて、地域の皆さまからの相談を無料
で受け付けていますので、一人で悩まずに、まずで受け付けていますので、一人で悩まずに、まず
はご相談くださいはご相談ください
〇 詐欺的な投資勧誘に関するご相談〇 詐欺的な投資勧誘に関するご相談

☎048-613-3952☎048-613-3952
〇 電子マネー詐欺相談（架空請求等）〇 電子マネー詐欺相談（架空請求等）

☎048-600-1152☎048-600-1152
〇 借金の返済でお悩みはありませんか？〇 借金の返済でお悩みはありませんか？

☎048-600-1113☎048-600-1113
〇 新型コロナに関する金融相談ダイヤル〇 新型コロナに関する金融相談ダイヤル

☎048-615-1779☎048-615-1779

放送大学は、2021年10月入学生を募集していま放送大学は、2021年10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、生が、大学を卒業したい、学びを楽しみたいなど、
さまざまな目的で学んでいます。テレビによる授さまざまな目的で学んでいます。テレビによる授
業だけでなく、学生はインターネットで好きな時業だけでなく、学生はインターネットで好きな時
に受講することもできます。心理学・福祉・経に受講することもできます。心理学・福祉・経
済・歴史・文学・情報・自然科学など、約300の済・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幅広い授業科目があり、1科目から学ぶことができ
ます。資料を無料で差し上げています。お気軽にます。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。出願期間は、第1回問合せ先までご請求ください。出願期間は、第1回
が8月31日まで、第2回が9月14日まで。が8月31日まで、第2回が9月14日まで。
問  放送大学埼玉学習センター ☎048-650-2611 放送大学埼玉学習センター ☎048-650-2611

スモールバンドステージ（さいたまジャズメッスモールバンドステージ（さいたまジャズメッ
センジャーズ他2バンド）、ビックバンドステーセンジャーズ他2バンド）、ビックバンドステー
ジ（大東文化大学オフカラーバンド、松山高校ジ（大東文化大学オフカラーバンド、松山高校
吹奏楽部、他社会人3バンド）のアマチュアバン吹奏楽部、他社会人3バンド）のアマチュアバン
ド演奏。詳しくはイベントHPをご確認ください。ド演奏。詳しくはイベントHPをご確認ください。
（https://h-jf.main.jp）（https://h-jf.main.jp）
日　時  9月12日㈰　13時10分開演 9月12日㈰　13時10分開演
場　所  東松山市民文化センター 東松山市民文化センター
費　用  1,300円（8月1日㈰から 1,300円（8月1日㈰からチケット発売チケット発売））
申込み   東松山市民文化センター（☎24-2011）  東松山市民文化センター（☎24-2011）

またはチケットぴあにて販売（HP参照）またはチケットぴあにて販売（HP参照）
問  実行委員会 ☎080-4150-0140（10時～20時） 実行委員会 ☎080-4150-0140（10時～20時）

財務省関東財務局の相談窓口です！

放送大学　入学生募集のお知らせ

東松山ジャズフェス 2021

航空学生
対　象   【海】18歳以上23歳未満の者（高卒また  【海】18歳以上23歳未満の者（高卒また

は高専3年修了・見込みの者）【空】は高専3年修了・見込みの者）【空】1818
歳以上21歳未満の者（高卒または高専3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）年修了・見込みの者）

受　付   受付中～9月9日㈭受付中～9月9日㈭
試験日   （1次）9月20日㈪（2次）10月16日㈯～  （1次）9月20日㈪（2次）10月16日㈯～

21日㈭（3次）改めて通知します21日㈭（3次）改めて通知します
発表日   （  （1次）10月8日㈮（2次）【海】11月10日1次）10月8日㈮（2次）【海】11月10日

㈬【空】11月5日㈮（最終）1月18日㈫㈬【空】11月5日㈮（最終）1月18日㈫

防衛大学校学生（一般）
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  （1次）11月6日㈯・7日㈰（2次）12月

7日㈫～11日㈯7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
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   8月18日㈬ 13時30分～16時30分8月18日㈬ 13時30分～16時30分

◆寄居町中央公民館　集会室
日　時  8月17日㈫ 8月17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   8月5日㈭・12日㈭・19日㈭・26日㈭8月5日㈭・12日㈭・19日㈭・26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

学校体験のお知らせ
学校概要説明、体験授業、個別相談を行います。学校概要説明、体験授業、個別相談を行います。
日　時   9月～10月の間に実施。9月～10月の間に実施。

　　　　10時～12時（受付9時50分から）　　　　10時～12時（受付9時50分から）
　　　　※日程は個別に調整します。　　　　※日程は個別に調整します。
対　象     本校への就学・転学を検討している新小1本校への就学・転学を検討している新小1

または学齢児童生徒（就学前についてはまたは学齢児童生徒（就学前については
年長児のみ）年長児のみ）

会　場     埼玉県立日高特別支援学校埼玉県立日高特別支援学校
申込み   町教育委員会または本校までお申し込み  町教育委員会または本校までお申し込み

ください。ください。
問   日高特別支援学校 教頭 ☎042-985-4391  日高特別支援学校 教頭 ☎042-985-4391

日高特別支援学校

人生 100 年時代を生きるシニアのための大学を開講人生 100 年時代を生きるシニアのための大学を開講
します。詳しくはいきいき埼玉 HP をご覧ください。します。詳しくはいきいき埼玉 HP をご覧ください。

ライフデザイン科ライフデザイン科

地域創造科選択講座地域創造科選択講座
①地域観光ボランティア養成講座①地域観光ボランティア養成講座
②子どもの居場所づくり講座②子どもの居場所づくり講座
③コミュニティカフェ開設講座③コミュニティカフェ開設講座
④まちづくり・場づくり創業講座④まちづくり・場づくり創業講座

目的目的
元気で自立したシ元気で自立したシ
ニアライフに必要ニアライフに必要
な知識を学び、習な知識を学び、習
慣化します。慣化します。

フィールドワークが盛り込まれ、フィールドワークが盛り込まれ、
NPO、ボランティア活動等をNPO、ボランティア活動等を
できるよう実践的に学びます。できるよう実践的に学びます。

期間期間 10 ～ 3 月10 ～ 3 月 10 ～ 3 月10 ～ 3 月
曜日曜日 （川越）木曜日（川越）木曜日

（熊谷）水曜日（熊谷）水曜日
①金曜日　②火曜日①金曜日　②火曜日
③土曜日　④土曜日③土曜日　④土曜日

対象対象 県内在住で満50歳以上の方（令和3年4月1日現在）県内在住で満50歳以上の方（令和3年4月1日現在）
日数日数 18 日間18 日間 ① 8 日間　② 4 日間① 8 日間　② 4 日間

③ 15 日間　④ 10 日間③ 15 日間　④ 10 日間
会場会場 ウェスタ川越ウェスタ川越

熊谷市立勤労会館熊谷市立勤労会館 県民活動総合センター県民活動総合センター

定員定員 （川越）95 名（川越）95 名
（熊谷）70 名（熊谷）70 名 各 25 名各 25 名

金額金額 28,000 円28,000 円 ① 16,000 円　② 1,000 円① 16,000 円　② 1,000 円
③④ 38,000 円③④ 38,000 円

申込申込 9 月 10 日㈮必着9 月 10 日㈮必着
募集案内   役場、公民館等で配布しています役場、公民館等で配布しています
問  （公財）いきいき埼玉 未来大学担当公財）いきいき埼玉 未来大学担当

　　 　　 ☎048-728-2299☎048-728-2299

令和 3 年度埼玉未来大学（後期課程）
受講生募集

プラネタリウム鑑賞と季節の星空観望をします。プラネタリウム鑑賞と季節の星空観望をします。
費用は無料、定員は各日20人までです。費用は無料、定員は各日20人までです。
日　時   10月2日・16日・30日・11月13日・27日・  10月2日・16日・30日・11月13日・27日・

12月11日・25日・1月15日・29日・2月1212月11日・25日・1月15日・29日・2月12
日（全て土曜日）の18時30分日（全て土曜日）の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   9月1日㈬～各日3日前まで（申込受付順）  9月1日㈬～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

土曜の夜の星空散歩

ピースチャレンジ
～スタンプを集めてキミも平和大使になろう！～
日　時     8月6日㈮～8日㈰、13日㈮～15日㈰8月6日㈮～8日㈰、13日㈮～15日㈰
参加費  無料（事前申込不要） 無料（事前申込不要）

戦争体験　証言者ビデオ上映会戦争体験　証言者ビデオ上映会（事前申込不要）（事前申込不要）
日　時   8月21日㈯　①10時20分～  8月21日㈯　①10時20分～

　　　　②13時35分～（　　　　②13時35分～（40分程度40分程度））
参加費  無料 無料　　 定　員  各回50名（当日先着順） 各回50名（当日先着順）

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
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