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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  9月8日㈬　13時30分から 9月8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

「羽毛ゲイトウ」は西口花畑にて。
「コリウス」も引き続きおすすめ♪
10 月上旬まで、カラフルな 5 色の羽毛ゲイトウが10 月上旬まで、カラフルな 5 色の羽毛ゲイトウが
見頃に。10 月下旬までは、カラーリーフのコリウ見頃に。10 月下旬までは、カラーリーフのコリウ
スも見頃が続きます。合わせて楽しんでみては。スも見頃が続きます。合わせて楽しんでみては。
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

9 月に見頃のお花　ご案内

自衛官候補生
対　象   18歳以上33歳未満の者  18歳以上33歳未満の者
受　付   受付中～10月20日㈬受付中～10月20日㈬
試験日   （WEB試験）10月23日㈯・24日㈰のいず  （WEB試験）10月23日㈯・24日㈰のいず

れか1日（口述試験及び身体検査）10月れか1日（口述試験及び身体検査）10月
28日㈭・29日㈮のいずれか1日28日㈭・29日㈮のいずれか1日

入隊時期  3月下旬予定 3月下旬予定

防衛医科大学校医学科学生
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13日㈬受付中～10月13日㈬
試験日   （1次）10月23日㈯（2次）12月15日㈬  （1次）10月23日㈯（2次）12月15日㈬

～17日㈮～17日㈮
発表日   （  （1次）12月2日㈭（最終）1月31日㈪1次）12月2日㈭（最終）1月31日㈪

防衛大学校看護学科生（自衛官候補看護学生）
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6日㈬受付中～10月6日㈬
試験日   （1次）10月16日㈯（2次）11月27日  （1次）10月16日㈯（2次）11月27日

㈯・28日㈰㈯・28日㈰
発表日   （  （1次）11月12日㈮（最終）2月4日㈮1次）11月12日㈮（最終）2月4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   9月15日㈬ 13時30分～16時30分9月15日㈬ 13時30分～16時30分

◆寄居町中央公民館　集会室
日　時  9月14日㈫ 9月14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   9月2日㈭・9日㈭・16日㈭・30日㈭9月2日㈭・9日㈭・16日㈭・30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
　　　　※ 緊急事態宣言が延長の場合、電話相談　　　　※ 緊急事態宣言が延長の場合、電話相談

に切り替えます。に切り替えます。

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

季節や会場に合わせた自然体験をします（雨天中季節や会場に合わせた自然体験をします（雨天中
止）。止）。費用は500円、定員は各日15人までです。費用は500円、定員は各日15人までです。
日　時   ①10月23日  ②11月20日  ③12月4日  ①10月23日  ②11月20日  ③12月4日

（全て土曜日）の10時（全て土曜日）の10時～15時～15時
場　所   小川げんきプラザ小川げんきプラザ
対　象   未就学児とその保護者（未就学児は原則3  未就学児とその保護者（未就学児は原則3

歳以上歳以上））
申　込   ①10月8日  ②11月5日  ③11月19日    ①10月8日  ②11月5日  ③11月19日  

（全て金曜日）まで（抽選）（全て金曜日）まで（抽選）
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

山のようちえん

紙芝居読み聞かせ会紙芝居読み聞かせ会（参加費無料・定員先着50名）（参加費無料・定員先着50名）
日　時   9月19日㈰　13時45分～14時15分  9月19日㈰　13時45分～14時15分

クラフトフェアクラフトフェア（参加費無料）（参加費無料）
日　時   10月2日㈯・3日㈰　10時～15時（小雨決行）10月2日㈯・3日㈰　10時～15時（小雨決行）
場　所   芝生広場ほか芝生広場ほか
ガーデニング講習会ガーデニング講習会（参加料2000円・各回10名）（参加料2000円・各回10名）
日　時   10月2日㈯・3日㈰10月2日㈯・3日㈰
　　　　①10時～11時30分　②13時～14時30分　　　　①10時～11時30分　②13時～14時30分
内　容   多肉植物の寄せ植え多肉植物の寄せ植え
場　所   芝生広場芝生広場
申　込   電話にて事前申込（先着）9月20日㈪〆  電話にて事前申込（先着）9月20日㈪〆

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

～ 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  9月16日㈭　13時～16時 9月16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

令和3年度「土地月間（10月）」に併せて、不動令和3年度「土地月間（10月）」に併せて、不動
産鑑定士による不動産の価格等の無料相談会を実産鑑定士による不動産の価格等の無料相談会を実
施します。施します。
日　時  10月2日㈯　10時～16時 10月2日㈯　10時～16時
場　所 【さいたま浦和会場】埼玉会館5階5B会議室【さいたま浦和会場】埼玉会館5階5B会議室
　　　  【熊谷会場】八木橋百貨店1階正面入口　　　  【熊谷会場】八木橋百貨店1階正面入口
問   埼玉県不動産鑑定士協会 ☎ 048-789-6000埼玉県不動産鑑定士協会 ☎ 048-789-6000

2021 年度　第 3 次
求人企業合同面接会

令和 3 年度　不動産鑑定士による
不動産の無料相談会

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。お困りのことがありましたら埼玉土建比企西す。お困りのこと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、住まいの無料部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。相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

人物画作品を中心に風景画、静物画等を油彩水彩人物画作品を中心に風景画、静物画等を油彩水彩
などで表現した作品を約80数点展示します。などで表現した作品を約80数点展示します。
日　時     9月14日㈫～20日㈪　9時40分～17時9月14日㈫～20日㈪　9時40分～17時
　　　  ※14日㈫は13時から、20日㈪は16時まで　　　  ※14日㈫は13時から、20日㈪は16時まで
場　所   東松山市立図書館 3階 展示室東松山市立図書館 3階 展示室
問  平成美術会 米沢 俊昭 ☎77-1802 平成美術会 米沢 俊昭 ☎77-1802

16社程度参加予定です。企業（人事担当者）との16社程度参加予定です。企業（人事担当者）との
面接、就職相談を行います。面接、就職相談を行います。
日　時  9月24日㈮　13時～16時 9月24日㈮　13時～16時
　　　　※手話通訳・要約筆記あります。　　　　※手話通訳・要約筆記あります。
場　所  坂戸市文化会館 坂戸市文化会館
対　象   就職を希望する障害のある方（事前にハ  就職を希望する障害のある方（事前にハ

ローワークへの登録が必要）ローワークへの登録が必要）
　　　　※ 障害者手帳（原本またはコピー）、履　　　　※ 障害者手帳（原本またはコピー）、履

歴書、ハローワーク受付票をご持参く歴書、ハローワーク受付票をご持参く
ださい。ださい。

申込み   完全予約制です。9月1日㈬～9月14日㈫  完全予約制です。9月1日㈬～9月14日㈫
までにハローワークへお申し込みのうえまでにハローワークへお申し込みのうえ
ご来場ください。ご来場ください。

問  ハローワーク川越 ☎049-242-0197 ハローワーク川越 ☎049-242-0197

埼玉青年司法書士協議会と全国青年司法書士協議埼玉青年司法書士協議会と全国青年司法書士協議
会では、養育費に関する電話相談会を開催します。会では、養育費に関する電話相談会を開催します。
相談料は無料、秘密は厳守します。相談料は無料、秘密は厳守します。
日　時  9月25日㈯　10時～16時 9月25日㈯　10時～16時
電話番号  0120-567-301（フリーダイヤル） 0120-567-301（フリーダイヤル）
問  担当者 司法書士 関根康彦 ☎71-3031 担当者 司法書士 関根康彦 ☎71-3031

建設関係の無料相談を行っています

第 60 回　平成美術会展

ハローワーク川越　障害者就職面接会

全国一斉　子どものための養育費相談会
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