かわじま工房で働いて
みませんか

かわじま工房は、町の農産物を
加工した商品を作っている団体で
す。地産・地消を心がけ、町の食
の伝統と農産物のおいしさを日々
伝えています。
昔の味、おふくろの味を町内は
もちろん、町外の方々にも広く知
っていただける活動をしていま
す。
勤務場所 川島町農産物加工施設
（吹塚174-1）
勤務日 週３日（イベントなどに
より勤務日が増えることがあり
ます）
勤務内容 農産物加工品の生産
条件 商品加工に興味がある方
受付 午前８時～正午（※水曜定
休）
その他 勤務時間などは詳しくは
面談で説明します。
問合せ かわじま工房
☎291-0306

川島町見どころクイズの答え
【優しい心・優雅】
見どころ 平成の森公園のショウ
ブ園の色とりどりのハナショウ
ブが見どころです。
問合せ まち整備課 都市計画グ
ループ ☎299-1763
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成人に対する救命講習
日時 ７月27日㈮
内容 胸骨圧迫（心臓マッサー
ジ）と人工呼吸、AED使用方法
などの応急手当
場所 川越地区消防局３階講堂
対象 町、川越市に在住・在勤、
在学するおおむね中学生以上
費用 無料
定員 先着30人
受付 ７月４日㈬午前10時から
電話による受付で、本人また
は保護者の方がお電話くださ
い。定員になり次第受付を終
了します。
問合せ 川越地区消防局 救急課
☎222-0160

募集
学童クラブの
スタッフ募集
勤務場所 学童保育「どりいむく
らぶ」
（伊草232-2）
勤務時間 月～金曜日 午後２時
～６時（３時間以上）、土曜日
午前８時～午後７時
募集人数 １人
賃金 時給930円
問合せ 学童保育どりいむくらぶ
☎297-9599

水源わくわくセミナー
2018

求人企業合同説明会

日 時 ７ 月31日 ㈫ 午 前 ８ 時40分
集合～８月１日㈬午後５時解散
（１泊２日）
内容 八ッ場ダム建設地の見学や
サッカー教室による交流会
場所 群馬県長野原町
※熊谷駅または川越駅に集合し
バスで移動します。
対象 埼玉県内在住の小学生とそ
の保護者
費用 １人6,000円
申込み ６月１日㈮～15日㈮
ウェブサイトまたは往復はがき
（行事名、郵便番号、住所、氏名、
電 話 番 号、 子 ど も の 学 年、 希
望集合場所を記入）の上、埼玉
県土地水政策課（郵便番号3309301住所記入不要）まで
※はがきは当日消印有効
問合せ 埼玉県土地水政策課
☎048-830-2189

日時 ６月19日㈫
場所 大宮ソニックシティビル
４階市民ホール
対象 平成31年３月に大学・短
大・ 専 門 学 校 卒 業 見 込 の 方、
３年以内の既卒の方
そ の 他 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（当日会場でコピ
ーもできます）。参加企業一覧
は、６月上旬に協議会ウェブ
サ イ ト に 掲 載 す る 予 定 で す。
http://kotaikyou-saitama.
ne.jp/
問合せ 埼玉県雇用対策協議会
☎048-647-4185

女子栄養大学香友会
公開講座
日時 ６月24日㈰ 午後２時15
分～４時15分
内容 講演「時間栄養学からみ
た食と健康」
（講師:堀江修一教
授）
場所 女子栄養大学 坂戸キャ
ンパス
費用 無料
定員 申込み先着順 150人
申込み・問合せ 女子栄養大学香
友会事務局 ☎288-0345

「かわべえ」が川島町の最新情報をつぶやきます。川島町公式ツイッターのフォ
ローをお願いします。アカウントは kawajima_kawabe です。

既卒３年以内の方対象
就職面接会
日時 ６月８日㈮
内容 企業担当者による面接・
企業説明
場所 大宮ソニックシティビル
地下展示室
対 象 高 校・ 専 門 学 校・ 高 専・
短大・大学（院）などを卒業後
概ね３年以内の方
持ち物 履歴書複数枚（履歴書な
しでも参加はできます）、ハロ
ーワークカード（お持ちの方）
その他 参加企業80社予定、５
月中旬に大卒WEB「イベント情
報」へ掲載します。
http://job.gakusei.go.jp/
問合せ 埼玉新卒応援ハローワー
ク☎048-650-2234

結婚サポーターによる
結婚相談会
町と越生町では、町に登録され
た結婚サポーター（越生町：縁結
びサポーター）が、結婚を希望す
る方の相談に乗る個別結婚相談会
を開催します。結婚サポーターと
は、結婚相談や出会いの場の提供
など、結婚を希望する方の支援を
行うボランティアです。お気軽に
ご利用ください。※事前申込みが
ない場合、相談会は実施しません。
【川島町】
日時 ６月17日㈰午前10時～正午
（先着順・完全予約制）
場所 コミュニティセンター２階
会議室
申込期限 ６月15日㈮
申込み 政策推進課 政策・財政
グループ ☎299-1752
【越生町】
日時 ６月17日㈰午前９時～11時
30分（先着順・完全予約制）
場所 越生町中央公民館会議室
申込期限 ６月13日㈬
申込み 越生町 企画財政課
☎292-3121

オレンジカフェ伊草
認知症サポーターが運営するカ
フェです。認知症についての情報
交換や相談もできます。
日時 ６月23日㈯午後１時30分～
３時30分
場所 伊草公民館旧館和室
費用 100円
問合せ 健康福祉課 福祉グルー
プ☎299-1756

催し・講座
第１回里親入門講座
日時 ７月７日㈯午後２時～４時
内容 ①養育体験談②里親制度説
明③個別相談
場所 川越児童相談所 大会議室
定員 40名（先着順）
申込み ６月１日㈮から川越児童
相談所へ直接申し込んでくださ
い。☎223-4152

認知症サポーター
養成講座
日時 ６月９日㈯午前10時～11時
30分
内容 認知症の学習、認知症の
方への接し方についてなど
場所 中山公民館 １階和室
対象 町内在住の方
申込み 地域包括支援センター
☎297-8689

比企に恋！来い！元気ア
ップ↑ 合同就職説明会
日時 ６月11日㈪受付午後１時
～４時、説明会午後１時30分
～４時30分
内容 比企地域内の企業による若
者向け合同就職説明会
場所 ウェスタ川越１階多目的室
対象 高校生から35歳未満の方
問合せ 政策推進課 政策・財政
グル―プ ☎299-1752
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