自衛官採用募集
募集種目
（１）
航空学生
海上…18歳以上23歳未満
航空…18歳以上21歳未満
（２）一般曹候補生…18歳以上27
歳未満
（３）自衛官候補生…18歳以上27
歳未満
受付 （１）
、
（２）は７月１日㈰
～９月７日㈮、
（３）は随時
第１次試験
（１）
９月17日（祝・月）、（２）９月
21日㈮～23日（祝・日）で指定す
る１日、
（３）
受付時にお知ら
せ
問合せ 自衛隊入間地域事務所
☎04-2923-4691

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 ７月28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

気功・太極拳無料体験
日時 ７月４日㈬、11日㈬、18日
㈬、25日 ㈬ 午 前10時 ～11時
30分
内容 気功・太極拳の無料体験
場所 三保谷公民館 大会議室
その他 飲み物をお持ちの上、動
きやすい服装でお越しくださ
い。
問合せ 川島すこやか太極拳（社
会教育施設利用登録団体）代表
内山 ☎090-4387-5835

女子栄養大学香友会
元気はつらつ講座
日 時 ７ 月26日 ㈭ 午 前10時30
分～12時30分
内容 「栄養教諭が教える美味し
い時短料理」
（講師:埼玉県栄養
教諭 高橋澄子氏）
場所 女子栄養大学 香友会館
（坂戸市千代田3-18-21）
費用 1,000円
定員 先着 30人
申込み・問合せ 女子栄養大学香
友会事務局 ☎288-0345

荒川図画コンクール作品募集
河川美化、愛護の意識を啓発す
ることを目的に荒川の風景画を募
集します。
対象 小学生
応募期間 ７月１日㈰～９月18
日㈫
題材 荒川流域の川やダムの風
景
申込み 荒川上流河川事務所
ホームページ
問合せ 荒川図画コンクール実行
委員会事務局 ☎241-0380

オリンピックコンサート 2018
in 川越
東京2020大会の２年前イベント
として、オリンピック映像とフル
オーケストラが競演するコンサー
トを行います。詳しくは川越市ホ
ームページをご覧ください。
日時 ７月21日㈯午後５時30分
～（午後５時開場）
場所 ウェスタ川越大ホール
問合せ 川越市オリンピック大
会室 ☎224-6315

東京 2020 オリンピック・パ
ラリンピック競技大会２年
前イベント
競技体験や有名アーティストな
どのコンサート、埼玉県ゆかりの
オリンピアン、パラリンピアンに
よる競技実演やスペシャルトーク
などを実施します。
【オリンピック２年前イベント】
日時 ７月21日㈯～22日㈰
場所 イオンレイクタウン
（越谷市）
【パラリンピック２年前イベン
ト】
日時 ８月25日㈯
場所 ららぽーと富士見、富士
見市民総合体育館（富士見市）
問合せ 埼玉県オリンピック・
パラリンピック課 ☎048-8302892

かわじま公園祭りステージ・
出展団体募集
日時 ８月25日㈯正午～午後８時
場所 かわじま公園
募集期間 ７月１日㈰～20日㈮
募集団体 ５団体程度（町内在住・
在 勤 の メ ン バ ー が い る 団 体、
町内を中心に活動している団
体、音楽に関連した内容でパ
フォーマンスができる団体）
問合せ かわじま公園祭り実行委
員会 ☎090-8583-6949（関口）

川島町見どころクイズの答え
【下八ツ林活動組織】
見どころ 畑一面に広がるヒマワ
リの花はとてもきれいです。摘
み取りも自由なのでぜひご覧く
ださい。
問合せ 農政産業課 農政産業グ
ループ ☎299-1760

ジュニアソフトテニス教室

ジュニア卓球教室

新しい友だちを作り、ソフトテ
ニスの楽しさを肌で感じてみませ
んか。
日時 ８月９日㈭、10日㈮、11日
(祝・土)、12日㈰ 午前７時～
９時30分
場所 かわじま公園テニスコート
対象 町内在住の小学校４年生～
６年生
費用 無料
定員 30人
持ち物 運動靴、動きやすい服装、
タオル、水筒、ラケット（貸出
あり）
応募期間 ７月10日㈫午前９時～
８月１日㈬午後５時まで
問合せ 生涯学習課 生涯学習グ
ループ ☎299-1711

初めて卓球教室に参加する方、
初心者も大歓迎です。
日時 ７月15日㈰、21日㈯、22日
㈰、28日㈯ 午後３時～５時
場所 つばさ北小学校体育館
対象 町内在住の小学校３年生～
６年生
費用 無料
定員 20人
持ち物 運動靴（屋内用）、動きや
すい服装、タオル、水筒、ラ
ケット（貸出あり）
応募期間 ７月11日㈬ 午後５時
まで
問合せ 生涯学習課 生涯学習グ
ループ ☎299-1711

焼き物の里鳩山で「昔のお
皿」をつくろう
日時 ８月７日㈫午前９時～正午
場所 鳩山町多世代活動交流セン
ター（集合は町コミュニティセ
ンター）
費用 １人500円
定員 親子15組（町内在住の小学
校１年生から６年生の児童と
保護者）
持ち物 汚れてもよい服装、手を
拭くためのタオル、飲み物
応募期間 ７月９日㈪～20日㈮
問合せ 生涯学習課 生涯学習グ
ループ ☎299-1711

川越特別支援学校公開講座
日時 ８月25日㈯午後１時～４時
場所 尚美学園大学
内容 「特別な支援を必要とする
子どもたちの育ちと学びを支
える保育・教育実践」
申込み 県立川越特別支援学校へ
電話・メール・FAX（８月６日
㈪ ま で ）☎235-0616、FAX2301006、メール kawagoeshienbu@
kawagoe-sh.spec.ed.jp

シルバー人材センター入会
説明会
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「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。

日時 ７月18日㈬午前10時～
場所 シルバー人材センター
対象 60歳以上で健康な方
内容 就業希望者への入会案内
問合せ シルバー人材センター
☎297-0822

納涼盆踊り大会
各地区で、納涼盆踊り大会を開
催します。ぜひご参加ください。
日時 中山・三保谷・出丸・八ツ
保・小見野地区は８月４日㈯、
伊草地区は７月28日㈯
問合せ 生涯学習課 生涯学習グ
ループ ☎299-1711

認知症を支える家族の
交流会
日時 ７月21日㈯午後１時30分～
３時30分
場所 平成の森・川島病院
対象 町内在住の方で、認知症の
方を介護している方や過去に
介護していた方
問合せ 地域包括支援センター
☎297-8689

第 19 回サマースクール
日時 ７月28日㈯午前10時～正午
場所 県立川島ひばりが丘特別支
援学校
内容 コンサート、ゲーム、物品
販売
費用 無料
問合せ 県立川島ひばりが丘特別
支援学校 ☎297-7753

愛の献血
日時 ７月31日㈫午前10時～11時
45分、午後１時～４時
場所 役場１階 多目的室
その他 薬を飲んでいる方も献
血できる場合がありますので、
お薬手帳をお持ちください。
問合せ 健康福祉課 健康増進グ
ループ ☎299-1758

催し・講座・募集
埼玉県市町村職員
採用合同説明会
彩の国さいたま人づくり広域連
合では、
「埼玉県市町村職員採用
合同説明会」を開催します。
日時 ７月５日㈭午後１時～６時
場所 さいたまスーパーアリーナ
費用 無料
その他 予約不要、入退場自由
問合せ 総務課 庶務・人権グ
ループ ☎299-1753

学校開放講座
日時 ８月７日㈫午前９時30分～
11時30分
場所 県立川島ひばりが丘特別支
援学校
内容 ボッチャ（20人）、荒馬踊り
（40人）
費用 無料
申込み ７月２日㈪午前９時から
電話にて受け付けます
問合せ 県立川島ひばりが丘特別
支援学校 ☎297-7753

成人・小児・乳児に対する
救命講習
いざというときのために、応急
手当の知識と技術を身につけま
しょう。
日時 ８月24日㈮午前９時～午
後４時
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
（再講習可）
費用 無料
定員 先着30人
受付 ８月１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
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