
水を守る

詳しくは中面をご覧ください

　地上に降った雨や雪は、川や地下水となって
海へ流れて蒸発し、再び地上に戻ってきます。
水は常に形を変えて循環していて、そのサイク
ルの中に水源となるダムや川、そして水の恵
みを受ける私たちの暮らしがあります。

～ダムの魅力に触れてみよう～

①有間ダム（飯能市）
②名栗カヌー工房（飯能市）
③真上からの浦山ダム（秩父市）
④浦山ダムカレー
⑤浦山ダム

No.618
7

 2022

令和4年（２０２2年）
7月1日発行

S
a

i
t

a
m

a
 

P
r

e
f

e
c

t
u

r
a

l
 

N
e

w
s

l
e

t
t

e
r

埼玉県広報紙埼玉県広報紙

だよりだより
の国

●県人口（令和4年5月1日現在）●総人口／7，335，221人（男3,641,248人 女3,693,973人 前月より3,965人増）●世帯数／3，223，135世帯

埼玉県の魅力がぎっしり詰まった
旬な情報をお届け中！
プレゼントキャンペーンもあり！埼玉県公式 Instagram

はじめました！

❶

❷ ❸ ❹❹❹

❺

埼玉県マスコット
「コバトン」「さいたまっち」

★写真はイメージです。

今月の
読者プレゼント



「水」を守る
　水使用量の多い夏場であっても、ダム湖の膨大な貯
水のおかげで、下流域に安定して水が行き渡ります。台
風などの豪雨の際は、ダムの流水量を調節することに
よって下流に深刻な洪水被害が発生することを防いで
います。県が誇る二つのダムを紹介します。

　約160項目にわたる水質検査を行っ
ています（市販のミネラルウォーター類
の検査項目は、最大44項目）。
　より安全・安心で良質な水の供給を
目指し、県営浄水場全てに高度浄水処
理※を導入する事業を進めています。

　埼玉県は、施設能力、年間総送水量、1日
平均送水量、1日最大送水量が水道用水供
給事業※の中で全国1位！
　大久保浄水場（さいたま市）は1日最大
送水量130万㎥の施設能力を有する国内
最大級の基幹浄水場。供給する水道水は、
県南中央地域および県西部地域15市1町
の約400万人に利用されています。
※直接県民ではなく、市や町に水道用水を届ける事業

　有間ダムは県営第1号の多目的ダムとして昭
和61年に完成した県内で唯一のロックフィル
ダムです。周辺には、カヌー体験と製作ができ
るカヌー工房、さわらびの湯やノーラ名栗があ
り、山々は一年を通してハイキングに絶好の場
所として多くの人々に親しまれています。

（独）水資源機構が管理する浦山ダムは28年の年月をかけ
平成10年に完成しました。重力式コンクリートダムとしては
国内で2番目の高さを誇ります。春にはダム湖畔に桜が咲き
乱れます。また、定期的にライトアップを実施しています。

1 県内で唯一のロックフィルダム
　ロックフィルダムとは、岩石
を主材料として築造する重力
ダムで、岩石のすき間を小さく
するために、大小の石が混合し
て使用されています。周りの景
色と相まって、石を積み上げて
できたダムの姿は美しいです。

2名栗カヌー工房（飯能市下名栗1817-9）
　地元産木材「西川材」製カヌーの乗船
やオリジナルカヌーづくりが楽しめま
す。カヌーに乗って名栗湖の絶景を楽し
みましょう。

3日帰り温泉さわらびの湯
（飯能市下名栗685）

　緑の木々、鳥のさえずり、川のせせら
ぎなど、豊かな自然に囲まれた身も心
も存分に癒される日帰り天然温泉。肌
の弱い人にも優しい滑らかな肌触りの
泉質で、疲れた体をやわらかく包み込
みます。

4ノーラ名栗
（飯能市下名栗607-1）

　北欧文化を体験できる複合施設。
フィンランド式のテントサウナを貸し
切りで体験できる「サウナクラブ」や、北
欧風BBQ「コッコバーベキュー」の他、
地域の特産品や野菜などの買い物も
楽しめます。 

　有間ダムは東京ドームの約６杯分の総貯水
量（約760万㎥）を誇る多目的ダムです。大雨
のときは水を貯めて下流地域の川の水量を
減らし、雨が少ないときは計画的に放流し、暮
らしの水が不足しないよう、川の水量を調整し
ています。
　きれいな山々に囲まれたエメラルドグリーン
の湖は絶景です。土日には１日１０食限定の地
元野菜をふんだんに使っ
た絶品ダムカレーもありま
す。多くの観光客を引き寄
せている有間ダムにぜひ、
お越しください。

飯能県土整備事務所
ダム管理担当

長島担当部長

埼玉の 水 守 り 人

を守る
水
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所在地：秩父市荒川久那4041
　 　 (秩父鉄道浦山口駅から徒歩で約20分）
型　式：重力式コンクリートダム
堤　高：156.00m
堤頂長：372.00m
総貯水量：5800万㎥
用　途：洪水調節、上水道、不特定用水、発電

浦
山
ダ
ム
秩父市

Pick up！

Pick up！

1 絶品！浦山ダムカレー
　ハムカツは旧秩父橋を、カ
レールーの中に浮かんだゆ
で卵は水質保全装置に見立
てています。浦山ダムに隣接
している浦山ダム防災資料館
の「さくら湖食堂」で販売して
います。また、全国でも珍しい
ダムラーメンも人気です。

2国内で２番目の高さ
　浦山ダムは、重力式コンクリート
ダムとしては国内で2番目の高さ
（156m）。ダム外側にある約500段
もある階段はスリル満点。ダムの堤
体の上からは、秩父盆地を眺めるこ
とができます。

3秩父さくら湖
　ダム湖は「秩父さくら湖」と命名さ
れ、春には湖畔に桜が咲き乱れま
す。この一帯は秩父三十四箇所観音
巡礼の札所が多いため、巡礼客の
姿も絶えません。

県河川環境課問 TEL 048・830・5116

県水道企画課問 TEL 048・830・7063

下水道管理課問 TEL 048・830・5440

県土地水政策課問 TEL 048・830・2189

埼玉が誇る
巨大ダム

安全・安心のためにしていることは？ 県営水道には1番がたくさんあります！

　地下の下水管を通っ
て、下水処理場まで流
れます。汚れを食べてく
れる微生物「クマムシ」
の働きなどを利用して、
水をきれいにしてから、
河川に流します。

　流してはいけないものを流すと、下水管が
詰まったり、汚水が充分にきれいにならない
まま河川へ流れてしまったりする恐れも。「少
しぐらい大丈夫」と思わず、一人ひとりがしっ
かりとルールを守る必要があります。
●生ごみは流さない
●食べ残しや油汚れは拭き取ってから洗う
●せっけんや洗剤は必要な量だけを使う

家庭で使った水はどうなる？ 下水道を正しく使おう！

・歯磨き中は水を止め、
うがいはコップの水で 

・残り湯は、掃除や洗濯、
水まきなどに再利用する
・シャワーは
流しっ放し
にしない

　雨どいとタンクをつなぐこ
とで雨水をためることがで
きます。家庭用のタンクとし
ては100～200ℓの容量の
ものがおすすめ。

節水の取り組み例 雨水タンクで雨水の有効活用始めませんか？

※通常の浄水処理では取り除けない、わずかな有機物
質や嫌な匂いなどのほとんどを除去する方法

▲県営水道マスコット
　「ウォー太郎」

▲埼玉の下水道マスコット
　「クマニャンコちゃん」「クマムシくん」

PRESENT

高度浄水処理水「彩の水
だより」１箱（500ml 24本
入り）を10人にプレゼン
ト。詳細は「クイズ＆プレゼ
ント」をご覧ください。

PRESENT

有間ダムカード＆有間ダムバッジを5人に
プレゼント。詳細は「クイズ＆プレゼント」を
ご覧ください。

国内最大級の浄水場
　水管橋とは、水道管が
川や鉄道などを横断する
ための橋です。太い２本の
水道管を赤いアーチが支
える荒川水管橋（鴻巣市、
熊谷市）は行田浄水場で
作った水を荒川の右岸に
送っていて、全長約1.1kmで
国内一の長さを誇ります。

国内一長い荒川水管橋

のこと
全・安心な「水」はどこから
　県営浄水場では、川から取った水をきれいにして、秩父地域を除く市町などの水道事業者に送っています。
各家庭で使われている水道水の約８割は、県内５カ所の県営浄水場でつくられた水です。

安

った「水」はどこへ
　1人が1日に使う水は平均約240ℓ。使い終わった水は下水管を通り、下水処理場に集まり
ます。下水処理場で汚れた水をきれいにしてから川に流すことで、自然界の生き物や私たちの
暮らしを守っています。使

は限りある資源です
　夏場は台風などの大雨に備え、あらかじめダムに貯める水の量を減らすため、水道水
などに使える水の量が冬より少なくなっています。大事に使っているつもりでも、もっと
節水の工夫ができるかもしれません。水の使い方を見直してみましょう。

水

これも
下水処理場

息をのむ絶景

令和４年度「埼玉の下水道フォトコンテスト」最優秀賞【ツインタワー 】
撮影：大倉 裕史 氏　撮影場所：新河岸川水循環センター（和光市）

8月1日は「水の日」、8月1～7日は「水の週間」

雨水タンクとは 雨水タンクのメリット
●水道水を年間約1,500ℓ節約
●年間約360ｇのCO2排出を抑制
●市町村によって
は、雨水タンク
設置補助費が
あります。

歯磨き お風呂 ♪

所在地：飯能市下名栗1830
　　　 (圏央道青梅ICから車で約30分）
型　式：中央土質遮水壁型ロックフィルダム
堤　高：83.50m
堤頂長：260.00m
総貯水量：760万㎥
用　途：洪水調節、上水道、不特定用水

TEL 042・979・1117
TEL 042・979・1212 TEL 042・978・5522

▲雨水の利用に
　ついてはこちら

知事の日常業務はこちら
からご覧いただけます▶

コ ラ ム知 事 「水を守る～ダムの魅力に触れてみよう～」
　「川の国埼玉」には数多くのダムがありま
す。皆さんは、これらのダムをご覧になったこ
とがありますか。また、ダムの役割については
ご存じですか。
　埼玉県には、県が管理している有間ダム
（飯能市）、合角ダム（秩父市）、権現堂調節池
（幸手市）のほか、国が管理している二瀬ダム
や水資源機構が管理している浦山ダム、滝沢
ダム、下久保ダムなどがあります。
　四季折々の美しさを奏でる大自然を背景
に壮大な姿をみせるダムは、観光スポットとし
ても人気があります。近年では全国でダム・ツ
アーが開催されるなど、ダムを観光資源とし
た水源地域活性化の取組が盛んになってい

ます。県内のダムにおいても、バスツアーに
よるダム見学やダム・カードの配布が行われ、
多くの方々が訪れています。また、「ダム・カ
レー」はご存じですか？カレー・ルーとライス
でダムを想起させる、ダム観光での人気のグ
ルメ・メニューです。
　ダムには洪水を防ぐ治水施設としての役割
があります。台風や豪雨などによる洪水をダ
ムに貯めることによって、河川の氾濫による
下流への洪水被害の軽減を図ります。
　近年の激甚化、頻発化する水害に対して
人々の生命と財産を守る、とても重要な治水
施設です。令和元年台風19号では、県内にお
いても河川の越水、溢水などで多くの浸水被

害が発生しました。そのため、既存ダムの有
効貯水容量を洪水調節に最大限活用できる
よう、あらかじめ貯水容量を確保する事前放
流を令和２年度から実施しています。
　また、ダムに貯められた水は、生活に必要
な水道用水、農業を営むための農業用水など
に安定して供給する利水としての役割を持っ
ています。
　さらに、ダムの水は、発電や河川維持用水
にも活用されています。
　このように、観光資源、治水、利水と多くの
顔（役割）を持っているダム、皆さんも一度訪
れて、その魅力を感じてみてはいかがでしょ
うか。

ありま

かっかく ごんげんどう

ふたせ

うらやま たきざわ

しもくぼ

えっすい いっすい

2 3この広報紙は6月17日（金）現在の情報をもとに作成しています。 次号（8月号）は8月1日の新聞折り込みなどで配布します。



「水」を守る
　水使用量の多い夏場であっても、ダム湖の膨大な貯
水のおかげで、下流域に安定して水が行き渡ります。台
風などの豪雨の際は、ダムの流水量を調節することに
よって下流に深刻な洪水被害が発生することを防いで
います。県が誇る二つのダムを紹介します。

　約160項目にわたる水質検査を行っ
ています（市販のミネラルウォーター類
の検査項目は、最大44項目）。
　より安全・安心で良質な水の供給を
目指し、県営浄水場全てに高度浄水処
理※を導入する事業を進めています。

　埼玉県は、施設能力、年間総送水量、1日
平均送水量、1日最大送水量が水道用水供
給事業※の中で全国1位！
　大久保浄水場（さいたま市）は1日最大
送水量130万㎥の施設能力を有する国内
最大級の基幹浄水場。供給する水道水は、
県南中央地域および県西部地域15市1町
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※直接県民ではなく、市や町に水道用水を届ける事業

　有間ダムは県営第1号の多目的ダムとして昭
和61年に完成した県内で唯一のロックフィル
ダムです。周辺には、カヌー体験と製作ができ
るカヌー工房、さわらびの湯やノーラ名栗があ
り、山々は一年を通してハイキングに絶好の場
所として多くの人々に親しまれています。

（独）水資源機構が管理する浦山ダムは28年の年月をかけ
平成10年に完成しました。重力式コンクリートダムとしては
国内で2番目の高さを誇ります。春にはダム湖畔に桜が咲き
乱れます。また、定期的にライトアップを実施しています。

1 県内で唯一のロックフィルダム
　ロックフィルダムとは、岩石
を主材料として築造する重力
ダムで、岩石のすき間を小さく
するために、大小の石が混合し
て使用されています。周りの景
色と相まって、石を積み上げて
できたダムの姿は美しいです。

2名栗カヌー工房（飯能市下名栗1817-9）
　地元産木材「西川材」製カヌーの乗船
やオリジナルカヌーづくりが楽しめま
す。カヌーに乗って名栗湖の絶景を楽し
みましょう。

3日帰り温泉さわらびの湯
（飯能市下名栗685）

　緑の木々、鳥のさえずり、川のせせら
ぎなど、豊かな自然に囲まれた身も心
も存分に癒される日帰り天然温泉。肌
の弱い人にも優しい滑らかな肌触りの
泉質で、疲れた体をやわらかく包み込
みます。

4ノーラ名栗
（飯能市下名栗607-1）

　北欧文化を体験できる複合施設。
フィンランド式のテントサウナを貸し
切りで体験できる「サウナクラブ」や、北
欧風BBQ「コッコバーベキュー」の他、
地域の特産品や野菜などの買い物も
楽しめます。 

　有間ダムは東京ドームの約６杯分の総貯水
量（約760万㎥）を誇る多目的ダムです。大雨
のときは水を貯めて下流地域の川の水量を
減らし、雨が少ないときは計画的に放流し、暮
らしの水が不足しないよう、川の水量を調整し
ています。
　きれいな山々に囲まれたエメラルドグリーン
の湖は絶景です。土日には１日１０食限定の地
元野菜をふんだんに使っ
た絶品ダムカレーもありま
す。多くの観光客を引き寄
せている有間ダムにぜひ、
お越しください。

飯能県土整備事務所
ダム管理担当

長島担当部長

埼玉の 水 守 り 人

を守る
水
有
間
ダ
ム
飯能市　

所在地：秩父市荒川久那4041
　 　 (秩父鉄道浦山口駅から徒歩で約20分）
型　式：重力式コンクリートダム
堤　高：156.00m
堤頂長：372.00m
総貯水量：5800万㎥
用　途：洪水調節、上水道、不特定用水、発電
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1 絶品！浦山ダムカレー
　ハムカツは旧秩父橋を、カ
レールーの中に浮かんだゆ
で卵は水質保全装置に見立
てています。浦山ダムに隣接
している浦山ダム防災資料館
の「さくら湖食堂」で販売して
います。また、全国でも珍しい
ダムラーメンも人気です。

2国内で２番目の高さ
　浦山ダムは、重力式コンクリート
ダムとしては国内で2番目の高さ
（156m）。ダム外側にある約500段
もある階段はスリル満点。ダムの堤
体の上からは、秩父盆地を眺めるこ
とができます。

3秩父さくら湖
　ダム湖は「秩父さくら湖」と命名さ
れ、春には湖畔に桜が咲き乱れま
す。この一帯は秩父三十四箇所観音
巡礼の札所が多いため、巡礼客の
姿も絶えません。

県河川環境課問 TEL 048・830・5116

県水道企画課問 TEL 048・830・7063

下水道管理課問 TEL 048・830・5440

県土地水政策課問 TEL 048・830・2189

埼玉が誇る
巨大ダム

安全・安心のためにしていることは？ 県営水道には1番がたくさんあります！

　地下の下水管を通っ
て、下水処理場まで流
れます。汚れを食べてく
れる微生物「クマムシ」
の働きなどを利用して、
水をきれいにしてから、
河川に流します。

　流してはいけないものを流すと、下水管が
詰まったり、汚水が充分にきれいにならない
まま河川へ流れてしまったりする恐れも。「少
しぐらい大丈夫」と思わず、一人ひとりがしっ
かりとルールを守る必要があります。
●生ごみは流さない
●食べ残しや油汚れは拭き取ってから洗う
●せっけんや洗剤は必要な量だけを使う

家庭で使った水はどうなる？ 下水道を正しく使おう！

・歯磨き中は水を止め、
うがいはコップの水で 

・残り湯は、掃除や洗濯、
水まきなどに再利用する
・シャワーは
流しっ放し
にしない

　雨どいとタンクをつなぐこ
とで雨水をためることがで
きます。家庭用のタンクとし
ては100～200ℓの容量の
ものがおすすめ。

節水の取り組み例 雨水タンクで雨水の有効活用始めませんか？

※通常の浄水処理では取り除けない、わずかな有機物
質や嫌な匂いなどのほとんどを除去する方法

▲県営水道マスコット
　「ウォー太郎」

▲埼玉の下水道マスコット
　「クマニャンコちゃん」「クマムシくん」

PRESENT

高度浄水処理水「彩の水
だより」１箱（500ml 24本
入り）を10人にプレゼン
ト。詳細は「クイズ＆プレゼ
ント」をご覧ください。

PRESENT

有間ダムカード＆有間ダムバッジを5人に
プレゼント。詳細は「クイズ＆プレゼント」を
ご覧ください。

国内最大級の浄水場
　水管橋とは、水道管が
川や鉄道などを横断する
ための橋です。太い２本の
水道管を赤いアーチが支
える荒川水管橋（鴻巣市、
熊谷市）は行田浄水場で
作った水を荒川の右岸に
送っていて、全長約1.1kmで
国内一の長さを誇ります。

国内一長い荒川水管橋

のこと
全・安心な「水」はどこから
　県営浄水場では、川から取った水をきれいにして、秩父地域を除く市町などの水道事業者に送っています。
各家庭で使われている水道水の約８割は、県内５カ所の県営浄水場でつくられた水です。

安

った「水」はどこへ
　1人が1日に使う水は平均約240ℓ。使い終わった水は下水管を通り、下水処理場に集まり
ます。下水処理場で汚れた水をきれいにしてから川に流すことで、自然界の生き物や私たちの
暮らしを守っています。使

は限りある資源です
　夏場は台風などの大雨に備え、あらかじめダムに貯める水の量を減らすため、水道水
などに使える水の量が冬より少なくなっています。大事に使っているつもりでも、もっと
節水の工夫ができるかもしれません。水の使い方を見直してみましょう。

水

これも
下水処理場

息をのむ絶景

令和４年度「埼玉の下水道フォトコンテスト」最優秀賞【ツインタワー 】
撮影：大倉 裕史 氏　撮影場所：新河岸川水循環センター（和光市）

8月1日は「水の日」、8月1～7日は「水の週間」

雨水タンクとは 雨水タンクのメリット
●水道水を年間約1,500ℓ節約
●年間約360ｇのCO2排出を抑制
●市町村によって
は、雨水タンク
設置補助費が
あります。

歯磨き お風呂 ♪

所在地：飯能市下名栗1830
　　　 (圏央道青梅ICから車で約30分）
型　式：中央土質遮水壁型ロックフィルダム
堤　高：83.50m
堤頂長：260.00m
総貯水量：760万㎥
用　途：洪水調節、上水道、不特定用水

TEL 042・979・1117
TEL 042・979・1212 TEL 042・978・5522

▲雨水の利用に
　ついてはこちら

知事の日常業務はこちら
からご覧いただけます▶

コ ラ ム知 事 「水を守る～ダムの魅力に触れてみよう～」
　「川の国埼玉」には数多くのダムがありま
す。皆さんは、これらのダムをご覧になったこ
とがありますか。また、ダムの役割については
ご存じですか。
　埼玉県には、県が管理している有間ダム
（飯能市）、合角ダム（秩父市）、権現堂調節池
（幸手市）のほか、国が管理している二瀬ダム
や水資源機構が管理している浦山ダム、滝沢
ダム、下久保ダムなどがあります。
　四季折々の美しさを奏でる大自然を背景
に壮大な姿をみせるダムは、観光スポットとし
ても人気があります。近年では全国でダム・ツ
アーが開催されるなど、ダムを観光資源とし
た水源地域活性化の取組が盛んになってい

ます。県内のダムにおいても、バスツアーに
よるダム見学やダム・カードの配布が行われ、
多くの方々が訪れています。また、「ダム・カ
レー」はご存じですか？カレー・ルーとライス
でダムを想起させる、ダム観光での人気のグ
ルメ・メニューです。
　ダムには洪水を防ぐ治水施設としての役割
があります。台風や豪雨などによる洪水をダ
ムに貯めることによって、河川の氾濫による
下流への洪水被害の軽減を図ります。
　近年の激甚化、頻発化する水害に対して
人々の生命と財産を守る、とても重要な治水
施設です。令和元年台風19号では、県内にお
いても河川の越水、溢水などで多くの浸水被

害が発生しました。そのため、既存ダムの有
効貯水容量を洪水調節に最大限活用できる
よう、あらかじめ貯水容量を確保する事前放
流を令和２年度から実施しています。
　また、ダムに貯められた水は、生活に必要
な水道用水、農業を営むための農業用水など
に安定して供給する利水としての役割を持っ
ています。
　さらに、ダムの水は、発電や河川維持用水
にも活用されています。
　このように、観光資源、治水、利水と多くの
顔（役割）を持っているダム、皆さんも一度訪
れて、その魅力を感じてみてはいかがでしょ
うか。

ありま

かっかく ごんげんどう

ふたせ

うらやま たきざわ

しもくぼ

えっすい いっすい

2 3この広報紙は6月17日（金）現在の情報をもとに作成しています。 次号（8月号）は8月1日の新聞折り込みなどで配布します。



　子供にとって待ち遠しい夏休みは、出会いの場が増えたり、夜に出歩く機会が多くなるなど危険も隣り合わせ。
　子供が日常的に使っているSNSは、とても便利で楽しい反面、危険な道具にもなりかねません。

　SNSで知り合った人に悩みを相談したところ、言葉巧みに
誘い出され、そのまま相手の自宅に連れ込まれてしまった。

　子供が安全にインターネットやスマートフォン
を利用できるように、安全なインターネット利用
環境を整えてあげましょう。

●フィルタリング
（WEB閲覧やアプリの
ダウンロード、利用で
きるサービス、使用時
間などを制限できる）

彩の国犯罪被害者
ワンストップ支援センター

問

TEL 0120・735・001

県青少年課
月間の取り組みについては
問 TEL 048・830・2904 県警察本部少年課

その他については
問 TEL 048・832・0110（代）

性暴力等犯罪被害専用相談電話
「アイリスホットライン」

問

TEL 0120・31・8341
#8891または県防犯・交通安全課問

TEL 048・710・5036

7月は「社会を明るくする運動」「青少年の非行・被害防止特別強調月間」
夏休みに
要注意 SNSがきっかけのトラブル・犯罪被害が増えています！

例えば…

未成年者誘拐被害

ペアレンタルコントロール
で見守り！

　お気に入りのお店を友達に教えてあげよう
と思い、お店を撮影した写真をSNSに投稿し
たところ、撮影場所を特定され、知らない人に
付きまとわれるようになってしまった｡

ストーカー被害

＜代表的な機能＞

犯罪被害に遭ったら、迷わずすぐに相談を！

大事な子供や孫をトラブルや犯罪被害から守るために

●利用時間、場所、目的を決める
●名前や学校名などの個人情報、
　顔写真は載せない
●ネットで知り合った人とは直接会わない
●ルールを守れなかった時の対応　など

＜ルールの例＞

　SNSを安全に利用するために、子供の成長に
合わせた家庭内でのルールを決めておくこと
も大切です。

家庭内でルール作り!

あなたや身近な人が困っていたらすぐに相談を！

　デートDV（ドメスティックバイオレンス）とは交際相手から行われる暴力行為のことです。身体的な暴力
だけでなく、大声で怒鳴る、他の人とのメールをチェックするなど精神的な暴力も含まれます。　

　県では、DV被害を受けた女性とその子供を対象
に、心の傷を癒し、自立を支援する取り組みを行っ
ています。

県男女共同参画推進センター
（With You さいたま）

問

TEL 048・600・3800

DV相談+

24時間受付・対応

プラス

つ な ぐ は や く問

TEL 0120・279・889

県婦人相談センター問

TEL 048・863・6060

▲日時など
　詳細はこちら

県人権・男女共同参画課問 TEL 048・830・2925 FAX 048・830・4755

デートDV
　県では、誰もがデートDVの
加害者・被害者・傍観者になら
ないために、デートDV未然防
止の啓発に取り組んでいます。

20代の５人に１人がデートDVの被害に！
※出典：内閣府男女共同参画局「男女間における暴力に関する調査（令和2年度調査）」

身体的暴力 殴る、蹴る、物を投げる

デジタル暴力

メッセージのチェック、
数分置きの電話、
連絡先の削除、
GPS機能の悪用

金銭的暴力 いつもおごらせる、
お金を借りても返さない

性的暴力
許可なく体を触る、
裸の画像を見せる

精神的暴力 怒鳴る、逆切れする、
無視する

DV被害を受けた母子のための
心理教育プログラム「びーらぶ」

知っていますか？

▲詳細はこちら

チャットはこちら▶

全国共通（内閣府） チャット相談
［受付］12:00～22:00

　熱中症は、暑い環境に長時間いることで発症します。めまい、
頭痛などの症状に始まり、重症化すると命を落とす恐れも。
5つのポイントを押さえてしっかりと予防しましょう。

　自力で水分補給ができない、意識が無い人を
見掛けたら、すぐに救急車を呼んでください。

▲アプリダウンロードは
　こちら

マスクの着用でリスクが高まります！

熱中症予防情報・警戒アラートを
県公式スマートフォンアプリ
「まいたま防災」で配信します。

1 高齢者は上手にエアコンを

4「おかしい!?」と思ったら病院へ

2 暑くなる日は要注意
3 水分はこまめに補給

5 周りの人にも気配りを

に気を付けよう熱中症

危険！

県健康長寿課
熱中症予防については
問 TEL 048・830・3585 県感染症対策課

マスクの着用については
問 TEL 048・830・3557

　熱がこもりやすく、喉の渇きに気
付きにくいことから、マスク着用時
には特に注意が必要です。

●意識してこまめな水分補給を！
●周りの人との距離が十分に取れ
ているとき、会話をほとんど行わ
ないときなど、状況に応じてマス
クを外しましょう

夏本番！

マスクの着用については、国から以下の通り
考え方が示されています。

※外気の流入が妨げられる、建物の中、地下街、公共交通機関の中など

会話を行う

屋内※ 屋外

着用を
推奨する

着用は
必要ない

着用は
必要ない

着用は
必要ない

屋内※ 屋外

着用を
推奨する

着用を
推奨する

着用を
推奨する

着用は
必要ない

身体的距離が確保できる
（2m以上を目安）

身体的距離が
確保できない

会話を
ほとんど
行わない
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財団チケットセンター
(公財)埼玉県芸術文化振興財団

問

TEL 0570・064・939 FAX 048・858・5515 WEB

英国王室史上、最もスキャンダラスな最強の王、今秋復活！

最強の王、再び―
　不都合な事実は、つぶせ。「英国
王室史上、最もスキャンダラスな
王」といわれるヘンリー八世。絶対
権威のためには容赦なく配下を切
り捨て、王妃を替える。
　王をめぐるスキャンダルと、そ
の裏に交錯する欲望と謀略、熾烈
な争いが繰り返される。
　彩の国シェイクスピア・シリーズ
芸術監督＆演出・吉田鋼太郎と、主
演・阿部寛の熱い思いで今、再び
幕が上がる！

9月16日（金）～25日（日）
[全11公演]期 間

同劇場　大ホール会 場
与野本町駅下車徒歩7分交 通
W.シェイクスピア作
松岡 和子翻 訳

阿部 寛、吉田 鋼太郎、金子 大地、
宮本 裕子、山谷 花純、谷田 歩、
河内 大和　他

出 演

S席 10,000円  A席 8,000円
B席 6,000円　★U-25 2,000円料 金
★25歳以下は入場時要身分証明書

吉田 鋼太郎芸術監督・演出

7月9日（土）～一般販売

7月3日（日）午前10時～8日（金）午後11時29分 ★申込順。1人4枚まで受付期間
県内にあるセブン-イレブン店内のマルチコピー機で
「チケット」→「セブンチケット」→「セブンコード検索」で095-811[手数料無料]申込方法

　初演時に制作した
スポット映像や出演者
インタビュー動画を多
数ご覧になれます。

　コロナ禍による無念の終
幕から2年半―。再演を固く
誓ったキャスト・
スタッフが再び
集結！

彩の国さいたま芸術劇場

PRESENT

同公演のペアチケット（9月21日(水)
午後6時30分開演）を3組6人にプレ
ゼント。詳細は「クイズ＆プレゼント」を
ご覧ください。

動画を見る！

演出・出演 吉田鋼太郎さん
彩の国シェイクスピア・シリーズ（SSS）芸術監督

　2年前、公演途中で中止が決まり、どうにも気持ちの落ち着かせどこ
ろが見つからず、帰るに帰れず楽屋でコーヒーなどをすすっていると、
同じ気持ちの役者が集まって来て。「悔しいですね」「なんともなりませ
んかね」と。何しろ多忙の阿部ちゃんなのでダメ元で「阿部ちゃん、もう
１回やろうよ」と持ちかけてみると「やりましょうよ」と言ってくれて。出演
者たちに再演の意思を訊ねたら全員「やる」と。つまりこの再演は、中止
が決まった時点で動き始めた企画。皆、満を持している。阿部寛の王を
はじめ、さらに想いが深く、パワーアップした本作に、ご期待ください。

皆、満を持している

キング

主演 阿部 寛さん
　血が煮えたぎるようなシェイクスピアの世界に再び戻れるこ
とに今からワクワクしていて。悔しくも中止になった時、その日
に鋼太郎さんが俺に再演の話を持ちかけてくれた。もちろん「や
りましょう」と答えた。あの日からずっと自分の中のヘンリー八世
は続いている。今度のヘンリーはさらなる進化を遂げることに
なるだろう。楽しみで仕方がない。

あの日からずっと自分の中の
ヘンリー八世は続いている

メッセージ 公演情報

県 民 優 先 販 売
県内在住の人にS席のみ優先販売いたします。

★同劇場では、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を行っています。ご理解とご協力をお願いします。
★聴覚障害者向けポータブル字幕機の貸し出しあり（一部公演）。詳細は 　 でご確認ください。

吉田 鋼太郎 阿部 寛SSS芸術監督・演出・出演　 主演　

▲チケットの購入方法
など詳細はこちら

photo：渡部孝弘

WEB

しれつ

同映画祭出身監督の活躍チャリティ上映「ウクライナに寄せて」

　ここから世界へ。19回目となる若き映像クリエイター発掘の祭典！

★同チャリティ上映による収入は、ウクライナ人道支援に役立てられます。

コンペティション

コメディ・クイーン
父の笑顔を取り戻すため、コ
メディアンを目指す少女。13
歳の挑戦は成功するのか？

ザ・クロッシング
戦禍で両親と生き別れた姉弟
の命の旅路。ガラスに描かれ
た絵で紡ぐアニメーション。

この雨は止まない
戦禍のシリアを逃れてウクライナへ…。繰り
返される悲劇を見つめるドキュメンタリー。

ラブ・ミー
真実の愛を求め、さまよう男と女。苦
く切ない大人のラブストーリー。

とおいらいめい
互いに踏み込めず、すれ違う
三姉妹は、世界の終わりを前
に、本当の家族になれるのか？

ファルハ
隠れた食糧庫の扉の隙間から
覗く地獄…。実話を基にした、
緊迫の戦争女性映画。

彼女の生きる道
息子のためなら、この身体さ
えも差し出す！気丈な女性の
生き様を讃えた人間ドラマ。

マグネティック・ビート
魂のビートを刻め！冷戦下の
８０年代、ラジオ放送に青春を
懸けた若者たちのドラマ。

クイーン・オブ・グローリー
エリート黒人女性が自身の生
き方を見つめ直す、アメリカ
あるある満載のコメディ。

揺れるとき
厳しい現実社会に、繊細な少
年は抗えるのか？子どもの視
点で捉えた重厚なドラマ。

UTA M A～私たちの家～
命が終わりを迎えるその日ま
で、私たちはこの地で生き続け
てゆかなければならない…。

ワイルド・メン
拝金主義の現代社会なんてク
ソくらえ！風刺たっぷりのクラ
イム・バディムービー。
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中野 量太監督
第9回（2012年）長編部門・監督賞、SKIPシティアワード
　「湯を沸かすほどの熱い愛」が第90回米アカデミー賞外国
語映画賞日本代表選出。2020年「浅田家！」が第36回ワル
シャワ国際映画祭で最優秀アジア映画賞受賞。

上田 慎一郎監督
第13回（2016年）短編部門・奨励賞
　予算300万円のインディーズ映画「カメラを止めるな！」が
口コミ大ヒットし、第42回日本アカデミー賞で9部門を受賞。

スウェーデン フランス、ドイツ、チェコ 日本 ヨルダン、スウェーデン、サウジアラビア フランス

フランス、ドイツ アメリカ フランス ボリビア、ウルグアイ、フランス デンマーク、ノルウェー

コメディ・クイーン
父の笑顔を取り戻すため、コ
メディアンを目指す少女。13

ザ・クロッシング
戦禍で両親と生き別れた姉弟
の命の旅路。ガラスに描かれ

スウェーデン
© Ola Kjelbye

クイーン・オブ・グローリー
エリート黒人女性が自身の生
き方を見つめ直す、アメリカ

揺れるとき
厳しい現実社会に、繊細な少
年は抗えるのか？子どもの視

アメリカ
© Anthony Thompson

この雨は止まない
戦禍のシリアを逃れてウクライナへ…。繰り
返される悲劇を見つめるドキュメンタリー。

ラブ・ミー
真実の愛を求め、さまよう男と女。苦
く切ない大人のラブストーリー。

© Square Eyes Film

揺れるとき
厳しい現実社会に、繊細な少
年は抗えるのか？子どもの視

UTA M A
命が終わりを迎えるその日ま
で、私たちはこの地で生き続け

フランス
揺れるとき
厳しい現実社会に、繊細な少
年は抗えるのか？子どもの視

© Avenue_B

UTA M A～私たちの家～
命が終わりを迎えるその日ま
で、私たちはこの地で生き続け

ボリビア、ウルグアイ、フランス
UTA M A
命が終わりを迎えるその日ま
で、私たちはこの地で生き続け

ボリビア、ウルグアイ、フランス
© AlmaFilms

ワイルド・メン
拝金主義の現代社会なんてク

え！風刺たっぷりのクラ
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デンマーク、ノルウェー
～私たちの家～

命が終わりを迎えるその日ま
で、私たちはこの地で生き続け

ワイルド・メン
拝金主義の現代社会なんてク
ソくらえ

ボリビア、ウルグアイ、フランス
© AlmaFilms © Rasmus Weng Karlsen

とおいらいめい
互いに踏み込めず、すれ違う
三姉妹は、世界の終わりを前

ファルハ
隠れた食糧庫の扉の隙間から
覗く地獄…。実話を基にした、

日本
© ルネシネマ

ファルハ
隠れた食糧庫の扉の隙間から
覗く地獄…。実話を基にした、

彼女の生きる道
息子のためなら、この身体さ
えも差し出

ヨルダン、スウェーデン、サウジアラビア
ファルハ
隠れた食糧庫の扉の隙間から
覗く地獄…。実話を基にした、

ヨルダン、スウェーデン、サウジアラビア
© TaleBox 2021

彼女の生きる道
息子のためなら、この身体さ
えも差し出す！気丈な女性の
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フランス
彼女の生きる道
息子のためなら、この身体さ
えも差し出

© Domino Films

若手映像クリエイターの登竜門

同映画祭事務局問 TEL 048・２６３・０８１８ 048・262・5635FAX WEB

　他にも、過去の本映画祭ノミネート
監督の最新作、バリアフリー上映、子
供たちが映像学習プログラムで制作
した作品の上映、赤ちゃん連れ大歓迎
のパパママ・シアターなど、期間中は
お楽しみ盛りだくさんです。ぜひお越
しください！
　詳しくは をご確認ください。WEB

場所 ＳＫＩＰシティ（川口市） 交通 川口駅東口から臨時無料直行バス ★駐車場あり

コンペ作品 600円

コンペ作品フリーパス 3,500円

チャリティ上映「ウクライナに寄せて」作品 600円

コンペ作品フリーパス
（オンライン配信見放題特典付） ４,500円

チケットの種類　前売

プログラム①
●しかし、それは起きた。
●似ている
●ウィーアーデッド
●こねこ
プログラム②
●サカナ島胃袋三腸目
●喰之女
●ストレージマン
●清風徐来

くうおんな

せいふうじょらい

▲チケットの購入方法
　など詳細はこちら

★他にも券種があります。詳しくは　　 をご確認ください。WEB

●明ける夜に
●ブルーカラーエスパーズ
●ダブル・ライフ
●Journey
●ヴァタ ～箱あるいは体～
●命の満ち欠け

長　編

短　編

4 5県の有償刊行物を販売しています。 　　県文書課（県政情報センター）（県庁内）　　048・830・2543 　　048・830・4721問 WEBTEL FAX



消防設備士試験21
試験日▶9月4日㈰ 試験会場▶埼玉大学
（さいたま市桜区） 費用▶甲種5,700円 他 
願書配布▶（一財）消防試験研究センター埼玉
県支部（さいたま市浦和区）、県内各消防
本部、県消防課（県庁内） 受験申込▶7月14
日㈭～22日㈮に同支部（ 048・832・0747） 
問合せ▶同支部か同課（ 048・830・8161）

自衛官試験
①自衛官候補生 ②一般曹候補生
③航空学生（空・海）

22

受験資格▶日本国籍を有し①②採用予定月
の1日時点で18～33歳未満 ③令和5年4月
1日時点で高卒（見込み含む）以上で、空は
18～21歳未満、海は18～23歳未満 試験日▶ 
①筆記は8月7日㈰、8日㈪のうち1日、口述は
8月20日㈯～22日㈪のうち1日 ②9月15日㈭～
18日㈰のうち1日 ③9月19日（月・祝）願書配布▶
自衛隊埼玉地方協力本部（さいたま市浦和
区） 受験申込▶①7月29日㈮ ②9月5日㈪ ③9
月8日㈭までに同本部（ 048・831・6043） 問合
せ▶同本部か県地域政策課（ 048・830・2794）
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渋沢栄一賞 候補者24
対象▶渋沢栄一の精神を受け継ぐような
企業活動と社会貢献の両方を行っている、
地域に根差した企業経営者 申込▶候補者
概要書（ で入手）を9月9日㈮までに県産
業労働政策課（ 048・830・3726）★選考

埼玉県荻野吟子賞 候補者
①個人・団体部門
②いきいき職場部門
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対象▶①先駆的な活動を行っている県内在
住（勤・学）または県出身の個人・県内に所在
している団体 ②男女が共同して参画できる
職場環境づくりに積極的に取り組んでいる
県内事業所 申込▶推薦書（ で入手）を7月
15日㈮～9月30日㈮に県人権・男女共同参
画課（県庁内 048・830・2921）★選考
埼玉グローバル賞 候補者26

対象▶グローバルな舞台でのチャレンジや、
地域と世界をつなぐ活動を行う個人・団体 
申込▶推薦書（ で入手）など必要書類を
9月30日㈮までに県国際課（ 048・830・
2711）★選考
下
しも

總
おさ

皖
かん

一
いち

音楽賞 候補者27
対象▶県内在住（勤・学）歴があるか県出身
で、音楽文化の向上に貢献しているプロの
音楽家 申込▶募集要項（ で入手）を参照
の上、9月16日㈮までに県文化振興課（
048･830･2887）★選考
埼玉県森林審議会委員（2名）28

対象▶令和4年10月1日時点で20歳以上
（県職員などを除く） 任期▶10月1日から

2年間 申込▶7月29日㈮までに応募用紙
（ か県森づくり課（県庁内）で入手）と作文
を同課（ 048・830・4312）★選考。謝金あり
埼玉県社会福祉審議会委員（1名）29

対象▶10月1日現在18歳以上（公務員を除
く） 任期▶10月1日から2年間 申込▶8月1日㈪
（消印有効）までに、所定の申込書と作文を
郵送、FAXか で県福祉政策課（県庁内
048・830・3391 048・830・4801）★選考。謝
金あり

彩の国環境大学 受講生
（基礎課程・実践課程）30

期間▶8月27日㈯～11月23日（水・祝）申込▶

から 場所・問合せ▶県環境科学国際センター
（加須市 0480・73・8363）★抽選

緑のボランティアセミナー 参加者31
対象▶緑のトラスト保全地の保全管理を行
うボランティア活動に関心がある人 期間▶

9月4日㈰～11月12日㈯のうち全6日 場所
▶県内トラスト保全地など 費用▶7,500円
（（公財）さいたま緑のトラスト協会年会費込） 
申込▶8月26日㈮までに電話か で同協会
（ 048・824・3661）★申込順

文化振興基金助成事業 助成団体
［対象経費の①2分の1以内（上限
20万円） ②③20万円以内］

32

対象▶事業実施期間が10月～令和5年3月
の①アマチュア文化団体が実施する活動
成果の発表など ②無形民俗文化財保存継
承団体が実施する伝統・郷土芸能用具の備
品修繕、後継者の育成など ③文化団体や
NPOなどが実施する子供や学生などを対象
とした文化芸術のワークショップなど 申込▶
7月20日㈬までに申請書など（ で入手）を
県文化振興課（ 048・830・2887）★選考
彩の国みどりの絵画コンクールの作品33

対象▶県内幼稚園・保育所などの園児およ
び県内在住の未就学児 申込▶募集要項
（ で入手）を参照の上、9月30日㈮までに
県みどり自然課（県庁内 048・830・3190）

「下水道の日」作品コンクールの作品
（ポスター・書道・標語）

対象▶部門により異なる 申込▶募集要項
（ で入手）を参照の上、9月9日㈮までに（公財）
埼玉県下水道公社（ 048・838・8585） 問合せ
▶同公社か県下水道管理課（ 048・830・5446）
県営住宅の入居（7月定期）35

対象▶次の条件をすべて満たす人。原則、同
居か同居しようとしている親族がいる/収
入が一定額以下/県内在住か在勤/住宅に
困窮している/県民税・市町村民税などの滞
納がない/暴力団員でない 入居日▶9月23
日（金・祝）～ 案内配布▶県住宅供給公社（さい
たま市浦和区）、各市区役所・町村役場、
県住宅課（県庁内）他 申込▶7月21日㈭
（消印有効）までに郵送または で同公社
（ 048・829・2875） 問合せ▶同公社か同課
（ 048・830・5564）★家賃は収入や住宅の
条件で決定

県立高等技術専門校 10月入校生
①ビル管理科 ②介護サービス科
③職域開発科

36

対象▶求職者（③は精神障害・発達障害者） 
試験日▶8月19日㈮ 試験会場▶①同川口校
②同熊谷校秩父分校 ③県立職業能力開発
センター（さいたま市北区） 申込▶願書（
で入手）に住所地を管轄するハローワーク
で受付印を受け、7月27日㈬～8月16日㈫

（必着）に①②各校 ③同センター 問合せ
▶①同川口校（ 048・251・4481） ②同熊谷
校秩父分校（ 0494・22・1948） ③同センター
（ 048・651・1945）か県産業人材育成課
（ 048・830・4598）

伊豆潮風館年末年始の予約
（10人以内で2部屋まで）37

対象▶障害者とその家族 日程▶①12月31日
㈯～令和5年1月2日（月・振休） ②令和5年1月
2日（月・振休）～4日㈬（いずれも2泊3日） 申込
▶7月10日㈰～31日㈰（消印有効）に往復は
がきかFAX（①②の別と代表者の 、人
数、希望部屋（和室・和洋室・特別室）、障害
者手帳の等級を明記（1家族1申込まで））で
同館（〒413-0231静岡県伊東市富戸字先原
1317-89 0557・51・1504 0557・51・3436） 
問合せ▶同館か県障害者福祉推進課（ 048・
830・3310）★抽選

看護職の届出制度・
ナースセンターについて38

　看護の資格をお持ちの人（保健師、助産
師、看護師、准看護師）は、離職時の届出が
看護師等の人材確保の促進に関する法律
で義務化されています。 か郵送で県ナー
スセンターに届け出をしてください。また、
転職・再就職を検討されている人は、看護
職員のための職業紹介制度「ナースセン
ター」もぜひご利用ください。 問合せ▶県医
療人材課（ 048・830・3543）
第37回埼玉県原爆死没者慰霊式39

日時▶7月31日㈰10：00～11：45 場所▶さいた
ま共済会館（さいたま市浦和区） 申込▶電話
で埼玉県原爆被害者協議会（ 048・431・
6521） 問合せ▶県疾病対策課（ 048・830・
3583）★申込順。オンライン（YouTube）で
配信

SOSを見逃さない!
7月は「虐待ゼロ推進月間」です40

　虐待とは、児童、高齢者、障害者が家族・
親族、同居人、施設従事者などから受ける
身体的、性的、心理的虐待などの行為で
す。虐待かもしれないと思ったら、迷わず県
虐待通報ダイヤル（＃7171）にご相談くださ
い。 問合せ▶県福祉政策課（ 048・830・
3391）
新型コロナウイルスワクチン4回目接種41

対象▶3回目接種が完了してから5カ月以上
経過した①60歳以上 ②18～59歳で基礎疾
患のある人、その他重症化リスクが高いと
医師が認めた人 場所▶住民票がある市町
村の医療機関や接種会場、県接種センター
など 問合せ▶住民票がある市町村か県ワク
チン対策担当（ 048・830・7507）★3回目接
種も実施中

県政世論調査にご協力ください42
県政推進のため、県民の県政に対する要

望・意見および生活意識などを調査します。
調査方法▶住民基本台帳から無作為に抽出
した18歳以上の男女5,000人に調査票を郵
送 回答期限▶7月29日㈮ 問合せ▶県民広聴
課（ 048・830・2850）
ご存知ですか？「不動産取得税」43
不動産取得税は、土地や家屋などを取得

した人に課税される県の税金です。取得と
は、登記の有無や有償・無償にかかわらず、
現実に不動産の所有権を取得することをいい
ます。売買・交換・贈与・新築・増築・改築等の
別を問いません。県税事務所から送付され
る納税通知書により、金融機関などで納めて
ください。また、一定の要件に当てはまる住宅
や住宅用の土地を取得した場合などには、
税を軽減できる制度があります。 問合せ▶各
県税事務所か県税務課（ 048・830・2664）
道路損傷通報サービスをご活用ください44
県管理道路の損傷（道路の穴や段差、側

溝の破損など）を24時間いつでもスマート
フォンなどから通報できます。 問合せ▶県
道路環境課（ 048・830・5103）

環境影響評価公聴会の開催 ①彩の国資源循環工
場サーマルリサイクル施設更新工事 ②（仮称）㈱
シタラ興産レガリア一廃・産廃処理施設整備事業

45

日程▶①7月26日㈫、27日㈬ ②7月28日㈭ 
場所▶各会場（①寄居町、深谷市、小川町、
東秩父村 ②深谷市、熊谷市） 申込▶①②7月
11日㈪（必着）までに公述申出書（ か県環
境政策課（県庁内）で入手）を直接、郵送か
FAXで同課（ 048・830・3041 048・830・4770）
令和4年夏の交通事故防止運動46
「子供と高齢者の交通事故防止」「自転車

の交通事故防止」「飲酒運転の根絶」が重点
です。家庭や地域で交通事故防止について
考えてみましょう。期間▶7月15日㈮～24日
㈰ 問合せ▶県警察本部交通総務課（ 048・
832・0110㈹）

　県民コメント制度に基づき、次の案件に
ついて、意見の募集・結果の公表を行いま
す。詳細は をご覧ください。なお、関係資
料は担当課、県政情報センター（県庁内）、
県地域振興センター・事務所などでも閲覧
または入手できます。
埼玉県営水道長期ビジョン（見直し
素案）募集47

期間▶7月26日㈫まで 問合せ▶県水道企画課
（ 048・830・7060）

第3期埼玉県観光づくり基本計画 公表48
問合せ▶県観光課（ 048・830・3950）

今月号の記事を読んで、下の問いの○に入る言葉や数字をお答えください。

前号の答え
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クイズ＆
プレゼント

応募締切

7月15日㈮
（消印有効）

▶5人に①有間ダムカード＆有間ダムバッジ、▶10人に②高度浄水処理水「彩
の水だより」1箱（500ml 24本入り）、▶3組6人に③「ヘンリー八世」のペアチケッ
ト（9月21日㈬午後6時30分開演）、▶3人に④ブルーベリー（生果500g
2パック）、▶3人に⑤ブルーベリーのジャム（200g）とジュース（180㎖）のセット、
▶3人に⑥みさとぱい ぶるーべりーあん（6個入り）、▶15人に⑦コバトン・さいた
まっち図書カード（500円）、▶15人に⑧コバトン・さいたまっちクオカード（500円）

7月15日㈮（消印有効）までに、県ホームページの［広報紙彩の
国だより］から応募するか、はがきに答え・〒・住所・氏名・年齢・
電話番号・希望するプレゼント（①～⑧の別）・彩の国だよりへの
ご意見・ご感想を明記して、県広報課（〒330-9301所在地記入
不要）へ。応募は1人1通まで。当選者の発表はプレゼントの発送
をもって代えさせていただきます。

▲応募はこちら

応
募
方
法

Q水を守る～〇〇の魅力に触れてみよう～
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① ②

この広報紙は6 月17 日㈮現在の
情報をもとに作成しています。
　掲載している情報については、新型
コロナウイルス感染症の拡大防止など
のため、中止または延期となる場合が
あります。

第70回秩父宮杯
埼玉県自転車道路競走大会1

対象▶中学生以上 日時▶9月4日㈰9：00～
13：00 場所▶秩父市内 費用▶4,000～8,000
円（種別により異なる） 申込▶7月20日㈬ま
でに で県スポーツ振興課（ 048・830・
6953）
彩の国さいたま童謡コンサート2

日時▶9月10日㈯14：00～ 場所▶草加市文化
会館 申込▶8月10日㈬（必着）までに か
はがき（代表者の と鑑賞希望者全員
（4人まで可）の氏

ふり

名
がな

、緊急連絡先、手話通
訳・盲導犬・車いす利用の有無を明記）で
県文化振興課（県庁内 048・830・2882）
★抽選
拉致問題を考える埼玉県民の集い3

日時▶9月17日㈯13：00～16：00 場所▶県民
健康センター（さいたま市浦和区） 申込▶

8月5日㈮（必着）までに かはがき（代表
者の と参加者全員の氏

ふり

名
がな

を明記）で
県社会福祉課（県庁内 048・830・3277）
★抽選

大河ドラマ「鎌倉殿の13人」
プレミアムトーク in 埼玉4

日時▶8月7日㈰14：30～16：00 場所▶東松
山市民文化センター 申込▶7月15日㈮
までに で県観光課（ 048・830・3955）
★抽選

Playバスケットボール in けやきひろば
（3人制バスケットボール大会、
キッズバスケットボールレッスンなど）

5

日時▶7月24日㈰10:00～18:00 場所▶けや
きひろば（さいたま市中央区） 費用▶一部
有料 申込▶〈3人制バスケットボール大会〉
7月12日㈫～22日㈮に電話でSBL2020プ
ロジェクト実行委員会( 0586・71・0004)
★申込順。その他イベントは申込不要

埼玉の考古おひろめ展
「地中からのメッセージ」6

期間▶7月16日㈯～9月4日㈰ 費用▶200円 
場所・問合せ▶県立さきたま史跡の博物館
（行田市 048・559・1181）

企画展「奥秩父の自然」7
期間▶7月2日㈯～10月16日㈰ 費用▶200円 
場所・問合せ▶県立自然の博物館（長瀞町
0494・66・0404）

30周年記念
スペシャルクイズラリー8

対象▶小学生以下は保護者同伴 日時▶

8月28日㈰まで各9：30～15：00 場所・問
合せ▶県自然学習センター（北本市 048・
593・2891）

工場見学と夏休み親子3R講座
①グリコピア・イースト
②赤城乳業本庄千本さくら『5S』工場

9

対象▶小学生と保護者 日時▶①7月26日
㈫、8月3日㈬各14：00～16：00 ②7月28日
㈭、8月5日㈮各13：00～16：10 場所▶①
北本市 ②本庄市 申込▶ を確認の上、7月
8日㈮（必着）までに往復はがき（①②の
別と参加希望日、参加者全員の 、子供
の学年、車いす使用の有無を明記）で県資
源循環推進課（県庁内 048・830・3108）
★抽選

いざ浜松へ!
江戸から続く埼玉のうなぎの
伝統をつなぐ秘密に迫ろう

10

対象▶小学5、6年 日時▶8月27日㈯7：00～
28日㈰19：00（1泊2日） 集合場所▶テレビ
埼玉本社（さいたま市浦和区） 申込▶8月
10日㈬までに で海と日本プロジェクト in 
埼玉県実行委員会（テレビ埼玉東京支社）
（ 03・3571・2538）★申込順

県農林公園「農林学級」
①親子パンづくり教室
②木工自由工作

11

対象▶①小学4年以上の子供と保護者 ②
18歳以上 日時▶①7月24日㈰9：30～12：30 
②7月24日㈰9：30～16：00 場所▶同園（深谷
市） 費用▶①1,000円 ②1,300円 申込▶7月
7日㈭までに で同園（ 048・583・2301）
★抽選

親子で作ろう「森の木箱」 !
埼玉の木と森大研究!!
（木育・森育キャラバン）

12

対象▶5歳以上（小学生以下は保護者同伴） 
日時▶7月23日㈯10：00～12：00、13：00～15：00
（午前・午後同一内容） 場所▶県民の森（横瀬
町） 費用▶1,000円 申込▶7月18日（月・祝）まで
に電話で同管理事務所（ 0494・23・8340）
★申込順
ウマとのふれあいコーナー13

対象▶3歳以上（小学生以下は保護者同伴） 
日時▶7月10日㈰10：00～15：00 場所▶県
みどりの村（小鹿野町） 費用▶〈乗馬体験〉
1人乗り500円、2人乗り800円 問合せ▶同
管理事務所（ 0494・75・3441）
木琴を作ろう14

対象▶小学生以上（小学生は保護者同伴） 
日時▶8月21日㈰10：00～15：30 場所▶

彩の国ふれあいの森（秩父市） 費用▶

2,000円 申込▶8月14日㈰までに電話で
同事務所（ 0494・56・0026）★申込順
議事堂見学会と投票体験15

対象▶小学4～6年と保護者 日時▶8月5日
㈮10：00～11：30、13：30～15：00（午前・午後
同一内容） 場所▶県議会議事堂（県庁内） 
申込▶7月25日㈪までに で議会事務局
（ 048・830・6257）★抽選

夏休み子供埼玉ものづくり体験教室
①立体地図づくり ②巻物づくり
③和本づくり ④はんこづくり

16

対象▶小学生 日時▶①7月24日㈰ ②③
7月26日㈫ ④7月28日㈭各9：30～11：30、
13：30～15：30（①④は午前・午後同一内
容） 場所▶県立文書館（さいたま市浦和区） 
費用▶①200円 ②150円 ③500円 ④100
円 申込▶ で同館（ 048・865・0112㈹）
★抽選

自然観察会
「夏の水辺の動植物さがし」17

対象▶小学生以下は保護者同伴 日時▶7月
31日㈰10：00～12：00 場所▶春日部夢の
森公園 申込▶7月28日㈭までに 、電話
かFAX（ と参加人数を明記）で同園
（ 048・796・3787 048・796・4487）★申
込順

親・家族のためのわが子の自立支援
①セミナー
②個別相談会

18

対象▶15～49歳（中学卒業以上）の未就労
者の親・家族 日時▶7月16日㈯①13：30～
15：30 ②13：30～16：30 場所▶川越市民サー
ビスステーション 申込▶電話で若者自立
支援センター埼玉（ 048・255・8680）★申
込順

女性の貧困問題講演会
─若年女性の「これから」を考える─19

日時▶7月23日㈯13：30～16：00 場所▶With 
Youさいたま（さいたま市中央区） 申込▶電
話、 かFAX（ を明記）で県男女共同参
画推進センター（ 048・601・3111 048・
600・3802）★申込順

県警察官採用試験（第2回）20
受験資格▶県警察 で確認 試験日▶9月18
日㈰ 受験申込▶7月13日㈬9:00～8月24日
㈬17:00に県警察 問合せ▶県警察採用
センター( 0120･373514)

催しなどの名称、郵便番号・住所、氏名（ふりがな）、電話番号
イベントカレンダーか県ホームページなどを参照

県ホームページでイベント情報を掲載しています。
「彩の国だより」に掲載できなかった情報も多数あり
ます。ぜひご活用ください。

•「対象」は原則、県内在住、在勤または在学の人、県内の企業・団体などとしています。
•「費用」は、有料の場合のみ、1人分の最高額（大人料金など）を記載しています。
• 県庁への郵便物は「〒330-9301県○○課」だけで届きます（所在地記入不要）。

7月号 2022
No.618

イベントカレンダー

埼玉県のウェブサービス情報コーナー

広報番組のお知らせ

NACK5

朝情報★埼玉（あさ★たま）
月～金曜　8：15～8：25
県からのお知らせやイベント情報をお伝えします。

埼玉県議会中継
6月定例会の模様を放送します。

いまドキッ！埼玉（いまたま）
毎週土曜　8：30～9：00
予告なく内容が変更になる場合があります。

夏休みの思い出づくりに、親子で番組収録を
見学しませんか。（★テレビ出演もあります）
［対象］小学生とその保護者
［日時］①8月4日㈭  ②8月11日（木・祝）
　　  各16：00～18：00
［場所］テレビ埼玉本社

（さいたま市浦和区）

応募方法など詳細はこちら▶ 

テレ玉 地デジ3ch 手話あり

今月の放送予定
  2日 県産工芸品で夏コーデ
  9日 いまたまラーメンを作ろう
16日 秩父で遊ぼう
23日 学ぼう！埼玉の「みどりと生き物」
30日 日本一暑いまちで夏を満喫！

こんにちは県議会です
18：30～18：45
17日㈰ 6月定例会ダイジェスト

（令和元年8月の様子）
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30日 日本一暑いまちで夏を満喫！

守ろう
公職選挙法

県選挙管理委員会問 TEL 048・830・2695 FAX 048・830・4740

　政治家が選挙区内の人にお金や物を
贈ることも、選挙区内の人が政治家に寄
付を求めることも、公職選挙法で禁止さ
れています。

お中元・暑中見舞い、地域
イベントなどへの寄付や
差し入れなど

贈らない！求めない！受け取らない！ 

例 例

　政治家が時候のあいさつ状
（自筆の答礼を除く）を出すこ
とも禁止されています。

暑中見舞状
など禁止！ 禁止！

6 7情報コーナー 県ホームページの［イベントカレンダー］に詳細を掲載しています（紙面に掲載のない情報もあります） 県の有償刊行物を販売しています。 県文書課（県政情報センター）（県庁内） ０４８・８３０・２５４３ ０４８・８３０・４７２１問 TEL FAX WEB



消防設備士試験21
試験日▶9月4日㈰ 試験会場▶埼玉大学
（さいたま市桜区） 費用▶甲種5,700円 他 
願書配布▶（一財）消防試験研究センター埼玉
県支部（さいたま市浦和区）、県内各消防
本部、県消防課（県庁内） 受験申込▶7月14
日㈭～22日㈮に同支部（ 048・832・0747） 
問合せ▶同支部か同課（ 048・830・8161）

自衛官試験
①自衛官候補生 ②一般曹候補生
③航空学生（空・海）

22

受験資格▶日本国籍を有し①②採用予定月
の1日時点で18～33歳未満 ③令和5年4月
1日時点で高卒（見込み含む）以上で、空は
18～21歳未満、海は18～23歳未満 試験日▶ 
①筆記は8月7日㈰、8日㈪のうち1日、口述は
8月20日㈯～22日㈪のうち1日 ②9月15日㈭～
18日㈰のうち1日 ③9月19日（月・祝）願書配布▶
自衛隊埼玉地方協力本部（さいたま市浦和
区） 受験申込▶①7月29日㈮ ②9月5日㈪ ③9
月8日㈭までに同本部（ 048・831・6043） 問合
せ▶同本部か県地域政策課（ 048・830・2794）
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渋沢栄一賞 候補者24
対象▶渋沢栄一の精神を受け継ぐような
企業活動と社会貢献の両方を行っている、
地域に根差した企業経営者 申込▶候補者
概要書（ で入手）を9月9日㈮までに県産
業労働政策課（ 048・830・3726）★選考

埼玉県荻野吟子賞 候補者
①個人・団体部門
②いきいき職場部門

25

対象▶①先駆的な活動を行っている県内在
住（勤・学）または県出身の個人・県内に所在
している団体 ②男女が共同して参画できる
職場環境づくりに積極的に取り組んでいる
県内事業所 申込▶推薦書（ で入手）を7月
15日㈮～9月30日㈮に県人権・男女共同参
画課（県庁内 048・830・2921）★選考
埼玉グローバル賞 候補者26

対象▶グローバルな舞台でのチャレンジや、
地域と世界をつなぐ活動を行う個人・団体 
申込▶推薦書（ で入手）など必要書類を
9月30日㈮までに県国際課（ 048・830・
2711）★選考
下
しも

總
おさ

皖
かん

一
いち

音楽賞 候補者27
対象▶県内在住（勤・学）歴があるか県出身
で、音楽文化の向上に貢献しているプロの
音楽家 申込▶募集要項（ で入手）を参照
の上、9月16日㈮までに県文化振興課（
048･830･2887）★選考
埼玉県森林審議会委員（2名）28

対象▶令和4年10月1日時点で20歳以上
（県職員などを除く） 任期▶10月1日から

2年間 申込▶7月29日㈮までに応募用紙
（ か県森づくり課（県庁内）で入手）と作文
を同課（ 048・830・4312）★選考。謝金あり
埼玉県社会福祉審議会委員（1名）29

対象▶10月1日現在18歳以上（公務員を除
く） 任期▶10月1日から2年間 申込▶8月1日㈪
（消印有効）までに、所定の申込書と作文を
郵送、FAXか で県福祉政策課（県庁内
048・830・3391 048・830・4801）★選考。謝
金あり

彩の国環境大学 受講生
（基礎課程・実践課程）30

期間▶8月27日㈯～11月23日（水・祝）申込▶

から 場所・問合せ▶県環境科学国際センター
（加須市 0480・73・8363）★抽選

緑のボランティアセミナー 参加者31
対象▶緑のトラスト保全地の保全管理を行
うボランティア活動に関心がある人 期間▶

9月4日㈰～11月12日㈯のうち全6日 場所
▶県内トラスト保全地など 費用▶7,500円
（（公財）さいたま緑のトラスト協会年会費込） 
申込▶8月26日㈮までに電話か で同協会
（ 048・824・3661）★申込順

文化振興基金助成事業 助成団体
［対象経費の①2分の1以内（上限
20万円） ②③20万円以内］

32

対象▶事業実施期間が10月～令和5年3月
の①アマチュア文化団体が実施する活動
成果の発表など ②無形民俗文化財保存継
承団体が実施する伝統・郷土芸能用具の備
品修繕、後継者の育成など ③文化団体や
NPOなどが実施する子供や学生などを対象
とした文化芸術のワークショップなど 申込▶
7月20日㈬までに申請書など（ で入手）を
県文化振興課（ 048・830・2887）★選考
彩の国みどりの絵画コンクールの作品33

対象▶県内幼稚園・保育所などの園児およ
び県内在住の未就学児 申込▶募集要項
（ で入手）を参照の上、9月30日㈮までに
県みどり自然課（県庁内 048・830・3190）

「下水道の日」作品コンクールの作品
（ポスター・書道・標語）

対象▶部門により異なる 申込▶募集要項
（ で入手）を参照の上、9月9日㈮までに（公財）
埼玉県下水道公社（ 048・838・8585） 問合せ
▶同公社か県下水道管理課（ 048・830・5446）
県営住宅の入居（7月定期）35

対象▶次の条件をすべて満たす人。原則、同
居か同居しようとしている親族がいる/収
入が一定額以下/県内在住か在勤/住宅に
困窮している/県民税・市町村民税などの滞
納がない/暴力団員でない 入居日▶9月23
日（金・祝）～ 案内配布▶県住宅供給公社（さい
たま市浦和区）、各市区役所・町村役場、
県住宅課（県庁内）他 申込▶7月21日㈭
（消印有効）までに郵送または で同公社
（ 048・829・2875） 問合せ▶同公社か同課
（ 048・830・5564）★家賃は収入や住宅の
条件で決定

県立高等技術専門校 10月入校生
①ビル管理科 ②介護サービス科
③職域開発科

36

対象▶求職者（③は精神障害・発達障害者） 
試験日▶8月19日㈮ 試験会場▶①同川口校
②同熊谷校秩父分校 ③県立職業能力開発
センター（さいたま市北区） 申込▶願書（
で入手）に住所地を管轄するハローワーク
で受付印を受け、7月27日㈬～8月16日㈫

（必着）に①②各校 ③同センター 問合せ
▶①同川口校（ 048・251・4481） ②同熊谷
校秩父分校（ 0494・22・1948） ③同センター
（ 048・651・1945）か県産業人材育成課
（ 048・830・4598）

伊豆潮風館年末年始の予約
（10人以内で2部屋まで）37

対象▶障害者とその家族 日程▶①12月31日
㈯～令和5年1月2日（月・振休） ②令和5年1月
2日（月・振休）～4日㈬（いずれも2泊3日） 申込
▶7月10日㈰～31日㈰（消印有効）に往復は
がきかFAX（①②の別と代表者の 、人
数、希望部屋（和室・和洋室・特別室）、障害
者手帳の等級を明記（1家族1申込まで））で
同館（〒413-0231静岡県伊東市富戸字先原
1317-89 0557・51・1504 0557・51・3436） 
問合せ▶同館か県障害者福祉推進課（ 048・
830・3310）★抽選

看護職の届出制度・
ナースセンターについて38

　看護の資格をお持ちの人（保健師、助産
師、看護師、准看護師）は、離職時の届出が
看護師等の人材確保の促進に関する法律
で義務化されています。 か郵送で県ナー
スセンターに届け出をしてください。また、
転職・再就職を検討されている人は、看護
職員のための職業紹介制度「ナースセン
ター」もぜひご利用ください。 問合せ▶県医
療人材課（ 048・830・3543）
第37回埼玉県原爆死没者慰霊式39

日時▶7月31日㈰10：00～11：45 場所▶さいた
ま共済会館（さいたま市浦和区） 申込▶電話
で埼玉県原爆被害者協議会（ 048・431・
6521） 問合せ▶県疾病対策課（ 048・830・
3583）★申込順。オンライン（YouTube）で
配信

SOSを見逃さない!
7月は「虐待ゼロ推進月間」です40

　虐待とは、児童、高齢者、障害者が家族・
親族、同居人、施設従事者などから受ける
身体的、性的、心理的虐待などの行為で
す。虐待かもしれないと思ったら、迷わず県
虐待通報ダイヤル（＃7171）にご相談くださ
い。 問合せ▶県福祉政策課（ 048・830・
3391）
新型コロナウイルスワクチン4回目接種41

対象▶3回目接種が完了してから5カ月以上
経過した①60歳以上 ②18～59歳で基礎疾
患のある人、その他重症化リスクが高いと
医師が認めた人 場所▶住民票がある市町
村の医療機関や接種会場、県接種センター
など 問合せ▶住民票がある市町村か県ワク
チン対策担当（ 048・830・7507）★3回目接
種も実施中

県政世論調査にご協力ください42
県政推進のため、県民の県政に対する要

望・意見および生活意識などを調査します。
調査方法▶住民基本台帳から無作為に抽出
した18歳以上の男女5,000人に調査票を郵
送 回答期限▶7月29日㈮ 問合せ▶県民広聴
課（ 048・830・2850）
ご存知ですか？「不動産取得税」43
不動産取得税は、土地や家屋などを取得

した人に課税される県の税金です。取得と
は、登記の有無や有償・無償にかかわらず、
現実に不動産の所有権を取得することをいい
ます。売買・交換・贈与・新築・増築・改築等の
別を問いません。県税事務所から送付され
る納税通知書により、金融機関などで納めて
ください。また、一定の要件に当てはまる住宅
や住宅用の土地を取得した場合などには、
税を軽減できる制度があります。 問合せ▶各
県税事務所か県税務課（ 048・830・2664）
道路損傷通報サービスをご活用ください44
県管理道路の損傷（道路の穴や段差、側

溝の破損など）を24時間いつでもスマート
フォンなどから通報できます。 問合せ▶県
道路環境課（ 048・830・5103）

環境影響評価公聴会の開催 ①彩の国資源循環工
場サーマルリサイクル施設更新工事 ②（仮称）㈱
シタラ興産レガリア一廃・産廃処理施設整備事業

45

日程▶①7月26日㈫、27日㈬ ②7月28日㈭ 
場所▶各会場（①寄居町、深谷市、小川町、
東秩父村 ②深谷市、熊谷市） 申込▶①②7月
11日㈪（必着）までに公述申出書（ か県環
境政策課（県庁内）で入手）を直接、郵送か
FAXで同課（ 048・830・3041 048・830・4770）
令和4年夏の交通事故防止運動46
「子供と高齢者の交通事故防止」「自転車

の交通事故防止」「飲酒運転の根絶」が重点
です。家庭や地域で交通事故防止について
考えてみましょう。期間▶7月15日㈮～24日
㈰ 問合せ▶県警察本部交通総務課（ 048・
832・0110㈹）

　県民コメント制度に基づき、次の案件に
ついて、意見の募集・結果の公表を行いま
す。詳細は をご覧ください。なお、関係資
料は担当課、県政情報センター（県庁内）、
県地域振興センター・事務所などでも閲覧
または入手できます。
埼玉県営水道長期ビジョン（見直し
素案）募集47

期間▶7月26日㈫まで 問合せ▶県水道企画課
（ 048・830・7060）

第3期埼玉県観光づくり基本計画 公表48
問合せ▶県観光課（ 048・830・3950）

今月号の記事を読んで、下の問いの○に入る言葉や数字をお答えください。

前号の答え

34

クイズ＆
プレゼント

応募締切

7月15日㈮
（消印有効）

▶5人に①有間ダムカード＆有間ダムバッジ、▶10人に②高度浄水処理水「彩
の水だより」1箱（500ml 24本入り）、▶3組6人に③「ヘンリー八世」のペアチケッ
ト（9月21日㈬午後6時30分開演）、▶3人に④ブルーベリー（生果500g
2パック）、▶3人に⑤ブルーベリーのジャム（200g）とジュース（180㎖）のセット、
▶3人に⑥みさとぱい ぶるーべりーあん（6個入り）、▶15人に⑦コバトン・さいた
まっち図書カード（500円）、▶15人に⑧コバトン・さいたまっちクオカード（500円）

7月15日㈮（消印有効）までに、県ホームページの［広報紙彩の
国だより］から応募するか、はがきに答え・〒・住所・氏名・年齢・
電話番号・希望するプレゼント（①～⑧の別）・彩の国だよりへの
ご意見・ご感想を明記して、県広報課（〒330-9301所在地記入
不要）へ。応募は1人1通まで。当選者の発表はプレゼントの発送
をもって代えさせていただきます。

▲応募はこちら

応
募
方
法

Q水を守る～〇〇の魅力に触れてみよう～

カ ー ボ ン

学習・体験

講座・講演

募集

試験試験

県民コメント県民コメント

お知らせ

イベント

学習・体験

講座・講演

募集

試験試験

県民コメント県民コメント

お知らせ

イベント

学習・体験

講座・講演

募集

試験試験

県民コメント県民コメント

お知らせ

イベント

④
⑤ ⑥

① ②

守ろう
公職選挙法

県選挙管理委員会問 TEL 048・830・2695 FAX 048・830・4740

　政治家が選挙区内の人にお金や物を
贈ることも、選挙区内の人が政治家に寄
付を求めることも、公職選挙法で禁止さ
れています。

お中元・暑中見舞い、地域
イベントなどへの寄付や
差し入れなど

贈らない！求めない！受け取らない！ 

例 例

　政治家が時候のあいさつ状
（自筆の答礼を除く）を出すこ
とも禁止されています。

暑中見舞状
など禁止！ 禁止！
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　美里町は、平成11年から休耕地となっていた桑畑などを果
樹園に転換を図る「観光果樹園100町歩構想」事業を実施。町
民とともに試行錯誤を重ねて取り組んだ結果、現在ブルーベ
リー栽培面積が県内随一に。町内の観光農園は「埼玉県特別
栽培農産物」の認証を受けています。美里町のおいしいブルー
ベリーをぜひ味わってみてください。

　埼玉県公式観光サイト
「ちょこたび埼玉」では、季
節の観光農園や周辺ス
ポットなどの情報を掲載
しています。

　私の父が、町の「100町歩構想」事業で本格的にブルーベリー栽培を始めまし
た。そのことが父の人生の生きがいになったのだと思います。亡くなるまでの23年
間、摘み取り農園を順次整備して私たちに残してくれました。今までに、20品種
程を栽培しています。剪定はもちろん、農薬を使用せず栽培するため害虫駆除や
除草に力を入れてきました。花が咲き果実が色づくときが一番うれしく喜びの時
です。ぜひ、美里町のブルーベリーを皆さんで楽しんでいただきたいですね。 

▲詳細はこちら

美里町農林商工課問 TEL 0495・76・5133

県観光課問
TEL 048・830・3955

○○　○○さん

会いに来て会いに来て

ファームてんとうむし

にに
お出掛け前の
チェック

CHECK

埼玉ブランド農産物 美里町

▲可憐なブルーベリーの花

▲美里町農園情報
　はこちら

▲美里町観光協会
　Instagram

　ブルーベリーは「埼玉農産物ブランド推進品目」の一つ。多彩な農産物を
「知って」「味わって」「自慢して」もらえるよう、県では埼玉農産物のブランド化に
取り組んでいます。県内には美里町の他にもブルーベリー狩りができるところ
があります。
県農業ビジネス支援課問 TEL 048・830・4093 ▲ブルーベリー狩りができる

　農園の情報はこちら

　県では、環境保全のために、たい肥などによる土づくりや化学肥
料・農薬の低減の取り組みを推進しています。化学肥料などを5割以
下に減らして栽培された農産物を「埼玉県特別栽培農産物」として認
証しています。
県農産物安全課問 TEL 048・830・4057

▲経営者の小川さん

★各農園では新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策を行っています。
ご理解・ご協力をお願いします。

！
爽やかな甘酸っぱさが魅力のブルーベリー狩りは、

子供にも大人気です。

農家の
コメント

PRESENT

ブルーベリー（生果500g２パック）を3人に、ブ
ルーベリーのジャム（200g）とジュース
（180ml）のセットを３人に、みさとぱい ぶるー
べりーあん（6個入り）を3人にプレゼント。詳
細は「クイズ&プレゼント」をご覧ください。

MEMO

Blueberry

　夏に旬を迎えるブルーベリーの品
種はなんと100種類以上。色や味も
さまざまです。美里町で植えられて
いる主な品種は、早生種はウェイマ
ウス、デューク、晩生種はティフブ
ルーなどです。そのままで食べるの
はもちろん、スムージーやジャム、お
菓子作り、お肉のソースなど幅広く
利用できます。

★美里町からの直送となります。

No.618
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