
スキルアップ講習
  ７月２日㈯・９日㈯ ９時～16時
  県立春日部高等技術専門校
  しっかり学ぶExcel ２（グラフ・
データベース）
  Excelの基本操作（関数入力、
表計算等）ができる方
  20人（超えた場合抽選）
  2,000円（テキスト代別）
  ６月１日㈬～10日㈮に、イン
ターネットまたは往復はがきで、
同校（☎048-737-3511）へ

　 詳細はお問い合わせい
ただくか、同校ホーム
ページをご覧ください。

赤ちゃんサロン　いちごみるく
  ７月１日㈮～令和５年２月の月３回
（主に金曜日）10時～11時30分
  中央保健センターまたはふれあ
いセンター久喜

  みんなで子育てしませんか？絵本
の読み聞かせ、わらべうたをしな
がら出会いの場を開催します。
  おおむね２～10カ月のお子さん
とその保護者
  ８組（超えた場合抽選）
  月150円
  ６月16日㈭10時～ 14時に、
電話で、子育て応援団いちご畑　
金
か な い

井（☎090-2432-1365）へ
※問い合わせは随時OKです。

普通救命講習

  心肺蘇生法・AED使用法等
  中学生以上で埼玉東部消防組合
消防局管内（久喜市、加須市、
幸手市、白岡市、宮代町および
杉戸町）在住・在勤・在学者

※②は応急手当WEB講習受講者対象
  運動靴、タオル
  ①６月10日㈮・②16日㈭それぞ
れ９時から、直接または電話で①鷲
宮分署救急担当（☎58-1001）、②久
喜消防署救急担当（☎21-0119）へ

求人企業合同面接会
  ６月23日㈭ 13時～16時／受付
12時～15時30分
  大宮ソニックシティ ４階市民ホ
ール

  県内企業が多数参加。※参加企業
は開催２週間前より埼玉県雇用対策
協議会ホームページ（http://www.
kotaikyou-saitama.ne.jp/）に掲載。
  令和５年３月大学・短大・専門
学校等を卒業予定の方、既卒３
年以内の方
  履歴書複数枚（会場でコピー可）
  埼玉県雇用対策協議会　☎048-
647-4185

若者対象就職面接会
  ６月15日㈬ 13時15分～16時
／受付12時45分

  大宮ソニックシティ　地下展示場
  50社～80社程度の企業担当者
による面接・企業説明

  既卒３年以内および34歳以下の方
  履歴書複数枚、ハローワーク受
付票（お持ちの方）　※履歴書な
しでも参加可能
  ハローワーク春日部　☎048-
736-7611

※ 詳細は埼玉労働局ホーム
ページをご覧ください。
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楽発表会
  ７月３日㈰ 13時30分～15時頃
  久喜駅西口広場　※雨天の場合
は久喜小学校体育館

  久喜市囃子・里神楽保存会連絡
協議会会長　西

にしたに

谷　☎21-0224

県立久喜図書館
◆名作映画観賞会

  ６月10日㈮ 14時
  「コーラス」97分

◆郷土に親しむ映画会
 ６月17日㈮ 14時
  「おまじない尻あぶり（さきた
まの丘から）」20分／「四年に
一度の大雨乞 鶴ヶ島（さきたま
の丘から）」20分

◆木曜映画会
  ６月23日㈭ 14時
 「東北新幹線物語」69分

【映画会共通】
  35人（当日会場先着順）

◆おはなし会
  児童：６月11日・18日・25日（工
作）各土曜日 14時／乳幼児 ６月
８日・22 日（Zoomによる親子
ふれあい講座）各水曜日 11時

  絵本の読み聞かせや紙芝居、昔話
  児童は当日会場先着順。工作・
乳幼児は申込順。児童５人／乳
幼児３組（おはなし会３組、親
子ふれあい講座10組）

  県立久喜図書館　☎21-2659

県立久喜特別支援学校見学会
  高等部：６月30日㈭、 小・中学
部：７月１日㈮ 各９時50分～
12時／受付９時20分

  全体会、授業参観、施設見学など
  スリッパ（上履き）、筆記用具
  ６月17日㈮までに、同校教頭・
コーディネーター（☎23-0081
／ 29-1026）へ　※実施内容等
に変更がある場合は、随時学校ホ
ームページでお知らせします。

  ６月26日㈰　 講演会：13時30分～14時30分
　　　　　　　 相談会：14時30分～15時30分　

  久喜総合文化会館　研修室３
講 社会保険労務士年金サポート会　

  身体・精神の障がいをお持ちの方やその家族　
  講演会：不要　相談会：電話またはFAX（当日も可能ですが、予約者優先）
  社会保険労務士年金サポート会　☎04-2949-1507 ／ 04-2947-4015

年金コラム　
障害年金講演会・相談会

新型コロナウイルスの影響により、イベント等が中止になる場合があります。市ホームページまたは各問合せ先で確認して
ください。また、イベント等参加の際は、マスクの着用・検温にご協力をお願いします。

久喜んこからのお知らせ
◆子育てサロン「みんなの木」

  ①６月14日、７月12日／②６
月28日　各火曜日　10時～12
時（時間内出入り自由）

  ①古久喜集会所（久喜北1-6-
29）／②ふれあいセンター久喜
  子どもと大人の遊び場です。

※ ②は『友だちを作ろう企画』を予定し
ています。初めての方も子育てのこと
を話せる仲間を作りたい方もぜひ！
  ①６組／②８組（申込順）
  各回とも前日10時から、子育
てネットワーク・久喜んこ（☎
080-9527-7354）へ

◆保育ボランティア講座（全３回）
～第１回子どもの成長と発達を学ぶ～

  ７月５日㈫ 10時～12時
  ふれあいセンター久喜 ３階会議室
  主に０～３歳の発達について学
びます。今回だけの参加も可能。
  子育てを応援するボランティア
に興味がある方どなたでも
  20人（申込順）※子連れ可
  筆記用具
  ６月10日㈮ 10時から、子育
てネットワーク・久喜んこ　
松
ま つ な が

永（☎090-1697-2735）へ
※ 詳細はホームページ

をご覧ください。

栗橋Ｂ＆Ｇ海洋センター
プールオープン

開設期間　６月25日㈯～８月31日㈬ 
利�用時間　９時～21時（最終入館

20時30分）　
※１回あたりの利用は３時間
※ オープン日のイベント開催時は大プー

　ル３コース、幼児プールの利用不可
【プールオープンイベント】

 ６月25日㈯ ９時～ 17時
※ 詳細はホームページ（https://

www.kuki-sports.com/）をご
確認ください。

【水泳教室】

※ 催行人数に達しなかった場合は中
止となります。
  各4,000円（全５回）
  ６月20日㈪13時から、窓口で
申込用紙を記入し、参加費を添え
て同センター（☎52-5510）へ

※ご家族分のみ申込可能

建築・リフォーム無料相談会
  ７月５日㈫ 13時～ 16時
  埼玉東部消防組合消防局 １階ロ
ビー
  住宅・建築物に関する相談全般

講  埼玉県建築士事務所協会杉戸支部
に所属する建築士事務所
  既存建物の建築確認図面、写真等

主�催　埼玉県建築士事務所協会業務
部建築相談委員会、同協会杉戸支
部構造部会
  ７月３日㈰までに、同協会杉戸
支部（☎080-1239-4750）へ

専門家による無料相談会
◆合同無料登記相談会【要予約】

  ７月６日㈬ 13時～16時（１人
20分）
  久喜総合文化会館　会議室
  遺産分割協議書・遺言書作成相
談､ 相続登記､ 土地分筆・建物
表題登記､ 境界確認・測量に関
する相談  ※税に関する相談は不可
  ９人（要予約）
  埼玉司法書士会埼葛支部 ☎25-
1271（予約はこちら）／埼玉
土地家屋調査士会埼葛支部 ☎
22-3765

◆行政書士会無料相談会

  紛争性の恐れのない相続・遺言､
許認可申請に関する相談

  不要（当日会場先着順）
  埼玉県行政書士会埼葛支部 ☎
24-0432

◆不動産無料相談室【要予約】
  ６月22日㈬ 13時～16時
  ふれあいセンター久喜３階　会
議室２
  不動産取引についての相談
  （公社）宅建協会埼葛支部 ☎
31-1157（平日 ９時～15時）

日程 定員
幼児

（４～６歳）
7/25㈪～29㈮
9:30～10:45 12人

低学年
（１～３年生）

7/25㈪～29㈮
11:00～12:15

各15人8/1㈪～5㈮
9:30～10:45

高学年
（４～６年生）

8/1㈪～5㈮
11:00～12:15

日程 時間 場所

6/15
㈬

14:00
～

16:00

 ４階 第３集会室
 ２階 第４会議室
 ４階 405会議室

18:00
～

20:00
ふれあいセンター
久喜３階 会議室３

相   談

お詫び　�広報くき５月号の P15 の「年金コラム」の中で、タイトルに誤りが
ありました。深くお詫び申し上げます。

　　　　（誤）学年納付特例制度　→　（正）学生納付特例制度

日程 時間 場所
① 7/10㈰ 9:00～12:00 鷲宮分署
② 7/16㈯ 9:00～11:00 久喜消防署
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