びまで︑いっしょに楽しみまし
ょう︒
日時 １月 日㈮ 午前 時〜
時 分
対象 未就園児とその保護者
申し込み 不要︒直接会場へ
○１歳開放日
この日だけは︑くるみのお部
屋は 歳専用！元気によちよち
遊びましょう︒手遊びやリズム
体操もみんなといっしょなら楽
しさも倍増しますね︒
日時 １月 日㈮ 午前 時〜
時 分
対象 １歳の子どもとその保護
者
申し込み 不要︒直接会場へ
問い合わせ 地域子育て支援セ
ンター﹁くるみ﹂︵日高こど
もえん保育園内︶☎９８４︱
３０７１
はしご乗り演技︑消防活動訓
練︑一斉放水
〇消防ＰＲコーナー 消防車両︑
住宅用火災警報器等の展示
※天候等により内容を変更する
場合があります︒
問い合わせ 埼玉西部消防局総
務課☎ ︱２９２９︱９１２
０

市町村職員採用情報フォーラム

10

10

町村職員担当☎０４８︱６６
４︱６６８１

ーサー 井上恭介さん
費用 無料
問い合わせ 飯能日高テレビ
☎０１２０︱５４３６１１

※無料保育があります︒︵要予
約︑生後６ か月から就学前ま
で︶
申し込み 不要︒直接会場へ
問い合わせ 毛呂山町教育委員
会生涯学習課☎０４９︱２９
５︱２１１２

新春武蔵越生七福神めぐり

武蔵越生七福神めぐりは︑健
康づくりと招福︑長寿︑蓄財を
祈願して歩く ・６キロメート
ルの自然豊かなコースです︒七
福神をめぐって多くの福を手に
し︑幸せな１年のスタートにし
ませんか︒
日時 １月４日㈰ 午前９時
分〜 時 分受付
受付場所 法恩寺︵越生町越生
７０４︶
※詳しくは︑越生町ホームペー
ジをご覧ください︒
問い合わせ 越生町産業観光課
☎０４９︱２９２︱３１２１

12

高齢者・障がい者のための
成年後見無料相談会・講演会

日時 １月 日㈰ 講演会⁝午
前９時 分〜 時 分︑相談
会⁝午前 時〜午後４時
場所 東 上 パ ー ル ビ ル ヂ ン グ
︵川越駅西口徒歩１分︶
内容 一人暮らしの今後や遺産
分割協議についてなど︑成年
後見制度に興味のあるかた
費用 無料
申し込み 電話で左記へ
問い 合 わ せ 埼 玉 司 法 書 士 会
☎０４８︱８６３︱７８６１

45

第 回特別支援学校職業教育
フェア
日時 １月 日㈮︑ 日㈯ 正
午〜午後５時︵ 日㈯は午前
時〜午後３時 分︶
場所 浦和コルソ７階︵さいた
ま市浦和区高砂１︱ ︱１︶
内容 特別支援学校の生徒が作
業学習や専門学科で作成した
製品の展示と頒布︑盲学校専
攻科の生徒によるあんま・マ
ッサージ実演体験
問い合わせ 特別支援学校職業
教育フェア実行委員会︵県立
特別支援学校さいたま桜高等
学園内︶☎０４８︱８５８︱
８８１５
12

17

45 17

里山資本主義のススメ

10

子育て講演会︵毛呂山町︶

30

18

日時 １月 日㈯ 午後１時開
場︑１時 分開演
場所 ウィズもろやま︵毛呂山
町福祉会館︶
講師 ソチ五輪ボブスレー競技
日本代表 佐藤真太郎さん
演題 家族が支えたオリンピッ
クへの道〜苦労を力に変えた
家族の力とは〜
費用 無料

23

16

﹁里山資本主義﹂とは︑休眠
資産を利用することで︑原価０
円からの経済再生︑コミュニテ
ィ復活を果たす現象です︒持つ
べきものはお金ではなく︑人と
のきずな︑代々の先祖が営々と
育んできた︑自然と共に生きる
システム︒お金に換算できない
たいせつな価値です︒
日時 ２月７日㈯ 午後２時〜
３時 分
場所 駿河台大学７４０５教室
講師 ＮＨＫチーフ・プロデュ

30

23

埼 玉 西 部 消 防 局・ 所 沢 市 消 防
出初式

埼玉県内市町村職員の仕事の
内容や魅力をＰＲするフォーラ
ムを開催します︒公務員を目指
しているかたはもちろん︑関心
のあるかたなど︑多くのかたの
参加をお待ちしています︒
日時 ２月 日㈫ 午後０時
分開場︑１時〜３時 分
場所 埼玉会館大ホール︵Ｊ Ｒ
浦和駅西口徒歩６分︶
人数 １３００人︵先着順︶
内容 講演︑大学生と市町村職
員によるディスカッションな
ど
費用 無料
申し込み 不要︒直接会場へ
問い合わせ 彩の国さいたま人
づくり広域連合人材開発部市
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30
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30 17

30

14

10

ＦＡＸ０４２︲９８９︲２３１６です︒

30

30

1

日高市を管轄する埼玉西部消
防局では︑所沢市と共催で消防
出初式を開催します︒
日時 １月７日㈬ 午前 時〜
正午︵雨天中止︶
場所 所沢航空記念公園内︵所
沢航空発祥記念館南側︶
内容
〇式典の部
〇訓練の部 徒列分列行進︑車
両分列行進︑消防基本訓練︑

☎０４２︲９８９︲２１１１
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■市役所へのご連絡は
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