今年も川島歌謡
ショーを開催します
今年は「おしゃれ演歌」を企画。今
注目のイケメン歌手たちによるコンサ
ートを開催します。
日時 11 月 26 日㈰（開演午後３時）
場所 町民会館ホール
出演者 北川大介 松原健之 純烈
料金 3,500 円（全席指定）
チケット販売 ９月 10 日㈰
午前 10 時から町民会館窓口にて
※電話予約は午後 1 時から
問合せ 町民会館 ☎ 297-1667

認知症サポーター
養成講座など
認知症サポーター養成講座
日時
内容

☎0493-54-5101

小児・乳児に
対する救命講習
日時
場所
内容

10月27日㈮ 午前10時～正午
川越地区消防局３階講堂
胸骨圧迫と人工呼吸、AED使用
方法などの応急手当
対象者 川島町・川越市に在住・在勤、
在学するおおむね中学生以上（再講習可）
定員・費用 先着30人・無料
受付 10月４日㈬午前10時～
申込み 消防局救急課へ電話で申込み
ください ☎222-0160

レインボー交流
ハイキング大会

９月16日㈯ 午前10時～11時30分
認知症の学習、認知症の方への

接し方についてなど
対象 町内在住の方
認知症を支える家族の交流会
日時 ９月16日㈯ 午後１時30分～３時30分
場所
内容
対象

平成の森・川島病院
認知症の勉強と交流
町内在住で、認知症の方を介護
しているまたは過去にしていた方
問合せ 地域包括支援センター

武蔵丘短期大学
公開講座
武蔵丘短期大学にて、公開講座を開
催します。
テーマ：「よりよい健康生活をめざし
て－栄養と運動から健康生活をマネジ
メントする－」
日 時 10月14日（土）午後０時50分～
有料（500円）
10月28日（土）午後１時～
有料（500円）
11月11日（土）午前10時30分～
無料（文化祭の一環として開催）
場 所 武蔵丘短期大学
申込み 武蔵丘短期大学総務課

催し・講座

☎297-8689

遊ぼう！学ぼう！
たろうえもん
～自然再生の活動を体験しよう～
日時

10月21日㈯
午前９時30分～正午（小雨決行）

場所

荒川太郎右衛門地区自然再生地

対象

小学生以上
（小・中学生は保護者同伴）

定員

先着100人

費用

200円（保険料など）

申込方法

川越都市圏まちづくり協議会（レイ
ンボー協議会）
では、７市町の住民交
流の一環として
『レインボー交流ハイ
キング大会』
を開催します。秋の山道
を行く約６kmのハイキングコースは、
眺望も良く家族で気軽に歩くことがで
きます。
また、ゴールの
「ゆうパークおごせ」
では、梅・柚子ジュースセットをプレ
ゼント。ご当地グルメの出店や入浴施
設もあり
「ハイキングのまち おごせ」
を一日お楽しみいただけます。
日時 10月29日㈰
開会式 午前９時
（受付・スタート午前９時30分～）
受付・スタート：越生町中央公民館前
駐車場
（越生町大字越生917）
※越生駅
（東武越生線・ＪＲ）から徒歩
６分
ゴール ゆうパークおごせ
申込方法 当日申込み
（小雨決行）
参加特典 申込み者先着2,000名に梅・
柚子ジュースセットをプレゼント
問合せ 越生町企画財政課
☎292-3121

参加者全員の氏名、年齢、

住所、当日連絡のつく電話番号を

市民公開講座

記入（様式自由）のうえ、10月６日
㈮までに、郵送、ファックス、メ
ールで申し込みください。
問合せ

荒川太郎右衛門地区自然再

生協議会事務局
〒350-1124 川越市新宿町3-12
国土交通省荒川上流河川事務所
☎220-0145 FAX247-9850
E-mail ktr-tarou@mlit.go.jp

日時
場所

９月16日㈯

午後２時～４時

坂戸市文化施設
「オルモ」
（坂戸市芦山町1-2）
内容 「災害に備えよう！１週間生き
抜くための講座」
※参加費無料。直接会場へ。
講師 日本体育大学 保健医療学部
助教授 鈴木健介 氏
問合せ 東松山市医師会病院 埼玉県
看護協会第２支部担当
（榎本）
☎0493-22-2822
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さいたまの水と森
ふれあい体験

募集
7 人制サッカー大
会参加チーム募集
主催
期日

川島町サッカー協会
①予選 10月29日㈰、11月５日㈰
（予備日11月12日㈰）
（予備日12月３日㈰）
②決勝 11月23日（祝・木）
場所 平成の森公園多目的広場
参加資格 町内在住在勤の方で構成さ
れたチーム
一般男子 中学生以上
保護者男子 スポ少保護者、指導者
女子 制限無し
参加費 １チーム2,000円（中学生免除）
試合方法 少年用コートを使用し７人
で試合を行う
申込方法 ①チーム名②代表者名③住所
④電話番号⑤年齢構成を明記しＥメー
ルまたはＦＡＸでお申込みください。
申込先 町サッカー協会事務局 矢部
Ｅメール yabe-k@lapis.plala.or.jp
TEL・FAX 297-1625
申込締めきり 10月15日㈰まで
代表者会議 10月22日㈰午後６時～
（三保谷公民館大ホール）

日時

10月29日㈰

午前７時20分～午後６時
場所 荒川上流の水源林、滝沢ダム（秩父市）
集合 熊谷駅
（午前７時20分）
西武秩父駅
（午前８時40分）
対象 県内在住の小学生以上
（小・中
学生は保護者同伴）
費用 無料
（昼食は各自持参）
申込み 県ホームページまたは往復は
がきでお申し込みください。
（〒330-9301埼玉県土地水政策課あて）
受付期間 ９月１日㈮～29日㈮
問合せ 埼玉県土地水政策課

弓道体験教室
弓道に興味のある方、初めての方か
ら経験者まで丁寧に指導します。
日時 10月１日㈰・15日㈰・22日㈰
午前10時～午後１時
場所 川島町弓道場
（武道館北側）
対象者 町内在住の中学生以上
定員 20人
（先着順）
参加費 無料
持ち物 動きやすい服装・靴下・飲み
物・タオル
申込み 川島町弓道連盟
☎297-6528

☎048-830-2189

巾着田曼珠沙華
まつり（日高市）
500万本の曼珠沙華が咲きそろい、
巾着田が深紅に染まります。
日時 ９月16日㈯～10月１日㈰
午前９時～午後４時30分
場所 巾着田（日高市大字高麗本郷125-2）
入場料 300円
内容 地元特産品販売やステージイ

60 歳以上の就職セ
ミナー＆就職相談
日時

10月４日㈬
○セミナー 午前10時～正午
○個別就職相談会 正午～午後１時
場所 桶川市商工会館
セミナー 「今後の生活設計とキャリ
アデザイン」
対象 原則60歳以上のシニア
定員 セミナー50人、相談会６人
申込み ９月１日㈮～申込み順
埼玉県セカンドキャリアセンター
☎048-780-2034

ベントなど
問合せ 日高市産業振興課

彩の国埼玉環境大賞
の候補者募集

☎042-989-2111

自衛官を募集します
募集種目 防衛大学校学生、防衛医科
大学校医学教育部医学科学生、防衛
医科大学校医学教育部看護学科学生
応募資格 18歳以上21歳未満
受付期間 ９月５日㈫～
※詳しくはお問い合せください。
問合せ 防衛省自衛隊埼玉地方協力本
部入間地域事務所 ☎04-2923-4691

県内の環境保全活動の模範となる優れ
た取組みを埼玉県知事が表彰します。
応募資格

県内で活動する団体、事業

者、個人（自薦、他薦は問いません）
応募方法 県のホームページで確認
のうえ、９月29日㈮までにご応募
ください。
問合せ

埼玉県環境政策課
☎048-830-3019

広報かわじまに広告を掲載しませんか
掲載箇所 広報かわじまの表紙・裏表紙を除く各ペー
ジの下一段。
広告料
（１回につき）
※申込回数によって減額あり。
下１段(よこ178mm×たて50mm)…15,000円
下１段２分の１(よこ89mm×たて50mm)…7,500円
申込み・問合せ
政策推進課 秘書室☎049-299-1751
※申込方法など詳しくは、お問い合わせください。
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