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航空発祥の地所沢
速やかな被災者支援活動を目指して
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所沢航空発祥記念館で、楽しみながら航空を学ぼう

所沢市並木1-13　☎ 04-2996-2225
開館時間 /9：30～ 17：00

※最終入館は16：30まで
休 館 日 /毎週月曜日（月曜が祝日の場合は翌平日）

12月の第 3火曜日（施設点検のため）
　　　　　12月29日～ 31日・1月1日

　所沢航空記念公園内にある航空の歴史
や、飛行機の仕組みを楽しみながら学べる
記念館。
　フライトシミュレーターで操縦体験を
したり、ワークショップで紙ひこうき作り
などができる他、大型映像館では大迫力の
映像を楽しめます。

所沢航空発祥記念館航空をテーマとした博物館

撮影：関口　哲雄
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会式一号機
　ロビーに展示されてい
る国産初の軍用機「会式
一号機」のレプリカ。

「航空発祥の地」記念碑
　所沢航空記念公園内に
は、「航空発祥の地」の記
念碑が建てられています。

所沢と航空の関わり
　明治44年4月、日本で最初の飛行場が開設され、徳川好敏大尉がアンリ・ファ
ルマン複葉機で初フライトに成功したことから、所沢は航空発祥の地として
知られています。先人が夢を乗せて飛び立った飛行場は現在「所沢航空記念公
園」として、市民の憩いの場となっています。

特　集

協力・写真提供：所沢市、所沢航空発祥記念館、所沢航空記念公園、㈱西武ライオンズ、
　　　　　　　　西武園ゆうえんち、お花畑プロジェクト（ボランティア団体：所沢市）
取材・本文写真撮影：関口哲雄、早坂　舜、吹井久仁子
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……速やかな被災者支援活動を目指して
……平成29年度行政書士制度広報月間
……行政書士定期無料相談会

航空発祥の地 所沢2～9…………
【巻頭グラビア】　 表紙の写真：飯能河原

飯能市街地からも近く、
入間川の清流が流れる
飯能河原は散歩やバー
ベキューなど市民の憩
いの場となっています。

撮影：早坂　舜

撮影：関口　哲雄
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  飛行の原理をメインテーマに、実験や工作教室を通じて科学
の楽しさを実感できるワークショップ形式のコーナーです。

　工作教室ではブーメランやたねグライダー､ 風船ロケットな
どを作って飛ばします。

ワークショップ

フライトシミュレーターの操縦席部分

航空発祥記念館　充実の館内施設

管 制 塔 　実際に使われていた管制装置の展示や
航空管制の役割を紹介するコーナー。

ワークショップで
作る、おもちゃ

　２軸揺動型フライトシミュレーターが
２台設置されています。操縦桿を握り
両足まで使ってのシミュレーションで
は、実際の操縦に近い感覚で大空の散
歩が楽しめます。

操縦席が動く
フライト

シミュレーター

　映像とリンクした重力体験装置
で、宇宙旅行気分を楽しめます。

スペース
ウォーカー

写真提供：所沢航空発祥記念館
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大型映像館

ミュージアムショップとレストラン

傾斜のあるフロアに200名分の座席がゆったり配置されている

　航空発祥記念館の中にある映像館
です。縦 15m、横 20mの大型スクリー
ンを使用し、さらに立体音響システ
ムにより、ケタ違いの臨場感が楽し
めます。
　宇宙・航空・自然からアニメーショ
ンまで、幅広いテーマの作品を上映
しています。

　ショップ「フライング・スピリッツ」
　約 1,000 点の豊富な航空グッズを取り揃えています。
所沢の航空発祥に関係する商品から、模型飛行機やダイ
キャストモデル飛行機、飛ばせる組み立て飛行機のほか
宇宙食などもあり、航空ファンでなくてもワクワクする
品が並んでいます。

エコトコ・ファーマーズ・カフェ
　地元所沢の契約農家から仕入れた新鮮な無農薬
野菜を中心に使ったメニューが楽しめるカフェ・
レストラン。所沢産の卵を使用したオムライスは
女性に人気です。所沢名産の里いもを使った「と
こロッケバーガー」、所沢の老舗醤油店の醤油を
使ったメニューなど、地産地消のお店です。

エコトコ・ファーマーズ・カフェ
　地元所沢の契約農家から仕入れた新鮮な無農薬
野菜を中心に使ったメニューが楽しめるカフェ・
レストラン。所沢産の卵を使用したオムライスは
女性に人気です。所沢名産の里いもを使った「と
こロッケバーガー」、所沢の老舗醤油店の醤油を

狭山茶のマカロン
入りパフェ

航空発祥記
念館オリジ

ナル「飛行
機せんべい

」

「とこロッケバーガー」

オムライス ( ドリンクは別）

「とこロッケバーガー」
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　飛行場跡地の一部に開設された広さ約50haの公園。園内には約 500 本の桜、茶室やスポーツ施
設などもあり、市民の憩いの場として広く親しまれています。

　公園内で３月～12月までの間、月に
１回、熱気球係留体験搭乗会を開催。
問合せ：Air B熱気球運営機構
　　　　☎042-394-9078
※天候により中止・中断となることがあります。

所
沢
航
空
記
念
公
園
の
人
気
イ
ベ
ン
ト

ふ
わ
り
！
熱
気
球
体
験

本格的なお茶が楽しめる

彩
さい し ょ う て い

翔亭
　呈茶サービスもあります。 
一服 430 円～ ( 抹茶＋和菓子ほ
か ) 。日本庭園も自由に散策で
きます（10：00 ～ 16：00）。

所沢航空記念公園　所沢市並木1-13　☎ 04-2998-4388（8：30～ 17：00）

写真提供：所沢航空記念公園

写真提供：所沢航空記念公園

写真提供：所沢航空記念公園
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狭山茶

　「色は静岡、香りは宇治よ、味は狭山でとどめさす」と歌われる狭山茶。
市内各所には茶畑が広がっており、狭山茶を試飲できるお店もあります。

狭山丘陵いきものふれあいの里センター
　数多くの動植物の生息する狭山丘陵の自然に、展示や散策を通じて触れ合
うことができ、散策の拠点となる施設です。
所沢市荒幡782（西武狭山線下山口駅から徒歩15分）　☎04-2939-9412　
開館時間：9：00～ 17：00
休 館 日：月曜日（祝日、県民の日を除く）、祝日の翌日（土、日、祝日の場合を除く）、
　　　　　年末年始（12月 29日～ 1月 3日）

所沢の
自然を楽しむ

所沢市は首都圏30km圏内にありながら自然にも恵まれています

狭山湖
湖周辺は県立狭山自然公園となっており、狭山丘陵の自然を今も残しています。

撮影：関口　哲雄

写真提供：所沢市

写真提供：所沢市

荒幡富士

　高さ約10ｍの日本最大級の富士塚。山頂か
らは狭山丘陵の自然を一望できます。
所沢市荒畑748

写真提供：所沢市
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西武園ゆうえんち

　森と自然に囲まれた巨大遊園地。春は桜、夏はプールや花火大会、
秋は紅葉、冬はイルミネーション等、四季を通して楽しめます。
入園料：おとな（中学生以上）1,100円 
　　　　シニア（60才以上）・こども（3才～小学生）500円
所沢市山口2964

　8月5,6,11,12,13,19,20,26,27日の
各日 19：45 から約 30 分間、約2000 発の
花火が夏の夜を彩ります。

所沢で
楽しく遊ぶ

野球・スキー・遊園地……所沢は一年通して楽しめる

埼玉西武ライオンズの本拠地　メットライフドーム

　ライオンズはチーム名に“埼玉 ”を冠し
て今年はちょうど 10年目！ 8月下旬の
オリックス3連戦では、埼玉の魅力満載
のイベント盛りだくさん。
所沢市上山口2135

●8/25（金）VS. オリックス
　（県営大宮球場　試合開始18：00）
●8/26（土）VS. オリックス
　（メットライフドーム　試合開始18：00）
●8/27（日）VS. オリックス
　（メットライフドーム　試合開始18：00）

“埼玉西武”10周年　アニバーサリーシリーズ　

©SEIBU Lions

西武園ゆ
うえんち

花火大会
写真提供：西武園ゆうえんち
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“埼玉西武”10周年　アニバーサリーシリーズ　

　神輿や山車、パレードなど例年20
万人以上の人出でにぎわいます。
※平成29年は10月8日（日）
　10：30〜21：00開催 雨天決行

　毎年秋に所沢航空記念公園で開催される、
市民主催のイベント。
※平成29年は10月28日（土）・29日（日）開催

　神輿や山車、パレードなど例年20

市民フェスティバル

ところざわまつり

三ケ島のひまわり畑

航空記念公園の桜

多聞院のぼたん

ゆり園

　約4500㎡の畑一面に、２万本ものひまわり
が咲き誇ります。
所沢市三ケ島 4-2163-1

　約３万㎡の自然林の中を、50 種類・45 万株の
ゆりを眺めながら森林浴ができます。
※見頃：6 月上旬〜 7月上旬
所沢市上山口 2227　西武球場前駅徒歩 3 分

　ソメイヨシノ、ヤマザクラなど約500本の桜が
あります。満開時の桜のトンネルは見事です。

　境内に 300 本を超える
ボタンが植えられ、シー
ズンには色とりどりの大
輪の花を咲かせます。

※見頃：4 月下旬〜 5 月上旬
　所沢市中富 1501

　約4500㎡の畑一面に、２万本ものひまわり
写真提供：所沢航空記念公園

写真提供：お花畑プロジェクト（所沢市）

写真提供：所沢市

写真提供：所沢市
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速やかな被災者支援活動を目指して
　　埼玉県行政書士会は自治体との間で「災害時における被災者支援協定」の締結を進めています

未曾有の大災害となった3.11の東日本大震災か
ら早くも6年が経ちました。しかし、出口の見え
ない福島の原発事故処理をはじめ被災地の復興
は未だ道半ばという状態が続いています。
「災害は忘れた頃にやって来る」とは言い古
された格言ですが、首都圏直下型地震や南海・
東海大地震は、いつ起きてもおかしくないと言
われています。

行政書士は、これまで東日本大震災時の「自
動車の廃車(抹消登録）」手続や、熊本地震での
「罹

り さ い

災証明書」の発行手続の援助等、災害時に
人々の日常生活に最も身近な分野を中心に活動

してきました。
埼玉県行政書士会では、埼玉県および県下13
自治体（平成29年7月現在）と「災害時における
被災者支援協定」を締結しています。　

会員の中から被災者支援について所定の研修
を終了した会員がボランティアとして登録され
ており、その数は現在200名余りです。
いったん災害が発生すると、登録名簿から選
抜された会員が被災自治体からの要請に基づ
き、被災地に派遣されます。そして、被災自治
体と協力、連携して必要な支援活動を行ってい
きます。

　「街の身近な法律家」として、災害が起きてしまった時、打ちひしがれ、不安にかられる
方々に寄り添い、闇を照らす灯台でありたい。
　そんな思いから当会では、この理念が結実した被災者支援協定を今後県下全自治体と締
結したいと考え、日夜活動しています。
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研修会の様子

速やかな被災者支援活動を目指して
　　埼玉県行政書士会は自治体との間で「災害時に おける被災者支援協定」の締結を進めています

「災害時における被災者支援協定」とは？
災害時に、行政書士が関与できる業務等をあらかじめ取り決める自治体との協定です。

この協定により、災害時に円滑な被災者支援を行えるようになります。

具体的には以下の
事を行います。

災害時には、被災状況の把握から支援物資の
処理まで、役所の仕事量は爆発的に増加するた
め、人員が不足しスムーズな行政手続きが行わ
れなくなる恐れがあります。
日常的に許認可などの行政手続きに関与して
いる行政書士が支援を行うことで、役所ではよ
り緊急性が高い事案に対し優先的に人材を割い

て対応することができるようになります。

このような支援を円滑に行うため、埼玉県行
政書士会では熊本県から熊本地震の際に実際に
被災者支援にあたった行政書士を講師として招
き、研修会を行うなど、被災者支援に対応でき
る人材の育成に努めています。

講師の熊本県行政書士会 井口由美子会長

災害で壊れた
車の廃車手続

被災した家屋の被害状況を
認定し証明する書類の発行援助
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平成29年度 行政書士制度広報月間

予約は必要ありません。当日、お
気軽にお近くの会場へお越しくだ
さい。

予約は必要ですか？

秘密は守ってもらえますか？
行政書士には法律により守秘義務
が課せられています。ご相談の内
容が外部に漏れることはありませ
んので、安心してご利用ください。

10月は都合が悪くて
相談会に行くことができません。
県内各地の市役所や町役場などで、
定期的に相談会を開催しています。
14 ～ 15 ページに定期開催会場の
情報を掲載していますので、そち
らもご覧ください。

10月・無料相談会のご案内

　10月は、県内各地の特設会場で行政書士の無料相談会が行われ
ます。この相談会は「行政書士制度広報月間」の行事として毎年行
われているもので、これまでも多くの方々にお越しいただき、ご好
評をいただいております。この機会に、ぜひお近くの相談会場をご
利用ください。

相続・遺言

内容証明

各種契約書 交通事故

成年後見

クーリングオフ

暮らしの相談

法人設立

建設業許可

宅建業免許

運送業許可

風俗営業許可

産業廃棄物処理業許可

事業の相談



13

平成29年度10月の行政書士制度広報月間〜無料相談会特設会場
地　　区 日　　時 会　　場

あ 上尾市 9月30 日（土）10：00 〜16：00  JR上尾駅西口 自由通路

か

春日部市 21 日（土） 10：00 〜 16：0022 日（日） 大沼運動公園内体育館（かすかべ商工まつり）

川口市 　7日（土）　10：00 〜 16：00 ＪＲ川口駅東口前 キュポ・ラ 5 階中央図書館前広場

川越市 　7日（土）　10：00 〜 16：00 ウェスタ川越 研修室

行田市 11 日（水）　13：00 〜 17：00 VIVAぎょうだ

久喜市 　7日（土）　10：00 〜 15：00 久喜駅西口駅前広場

熊谷市 14 日（土）　10：00 〜 16：00 八木橋百貨店 東口玄関口

鴻巣市 14 日（土）　10：00 〜 16：00 JR鴻巣駅 自由通路

越谷市 　8 日（日）　　9：00 〜 16：00 越谷市役所 西口玄関前

さ

さいたま市　大宮区
28 日（土）　10：00 〜 15：00 大宮区民ふれあいフェア（ソニックシティ第1展示場）

11月 11 日（土）10：00 〜 16：00 そごう大宮店

　　〃　　浦和区 　7 日（土）　10：00 〜 16：00 JR浦和駅西口前 浦和コルソ ７階ホール

狭山市 　7 日（土）　10：00 〜 16：00 イオン狭山店

た

秩父市 14 日（土）　10：00 〜 16：00 秩父ミューズパーク

鶴ヶ島市 　7 日（土）　10：00 〜 16：00 若葉駅東口前　ワカバウォーク内
鶴ヶ島市 市民活動推進センター

所沢市 20 日（金）　10：00 〜 16：00 所沢駅西口　所沢西武百貨店

な 新座市 　8 日（日）　10：00 〜 16：00
　9 日（月）　10：00 〜 16：00

新座市産業フェスティバル会場内
行政書士ブース

は

蓮田市 30 日（月）　10：00 〜 16：00 蓮田市役所市民ホール

羽生市 10 日（火）　13：00 〜 17：00 羽生市民プラザ

飯能市 　7 日（土）　10：00 〜 16：00 西武池袋線 飯能駅構内

東松山市 14 日（土）　10：00 〜 17：00 ピオニウォーク東松山　３can4on 前

富士見市 15 日（日）　10：00 〜 16：00 富士見市 みずほ台コミュニティセンター

本庄市 15 日（日）　10：00 〜 16：00 児玉商工まつり（JR 児玉駅前通り）

や
八潮市 22 日（日）　10：00 〜 15：00 八潮市民まつり「行政書士ブース」

吉川市 　7 日（土）　12：00 〜 17：00 吉川市民交流センター おあしす

所沢会場 10月・無料相談会のご案内

《平成 28年度相談会風景》

所沢会場 越谷会場
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会　場 実施日 時　間 お問い合せ先

あ

上尾市役所（要予約） 毎月第3火曜日 13：00 〜 16：00 市民相談室 　048-775-4643

上尾支部事務所 毎週 火・木・土 12：00 〜 16：00
上尾支部　　048-776-3367上尾支部事務所

（レディースデイ）
毎月15日

（相談者・相談員とも女性のみ） 　9：30 〜 12：00

朝霞市産業文化センター 日程は朝霞支部にお問い合せください 朝霞支部　　048-462-2666

伊奈町役場 毎月第 3 水曜日 13：00 〜 16：00 住民相談室 　048-721-2111（代）

入間市役所（要予約） 毎月第２・４火曜日 13：00 〜 15：40 市民相談室 04-2964-1111（代）

小川町役場 毎月第２金曜日
8 月のみ第 3 金曜日    9：00 〜 12：00 防災地域

支 援 課　　 0493-72-1221（代）

桶川市役所 月初開庁日 13：00 〜 16：00 秘書広報課 048-786-3211（代）

か

春日部市役所 毎月第３火曜日 13：30 〜 16：00 春日部支部 　048-812-5092

川口市役所（要予約） 毎月第１･第３水曜日 13：30 〜 16：00 市民相談室　 048-258-1110（代）

川越市役所 毎月第４木曜日 10：00 〜 16：00 広聴課　 　 049-224-5022

川越市・クラッセ川越
国際交流センター 毎月第４土曜日 13：00 〜 18：00

在留資格・VISAの相談　
川越市役所国際文化交流担当
　　　　　　049-224-5506

川島町役場 奇数月の第３水曜日 10：00 〜 12：00 総務課 　　　049-299-1753

北本市文化センター 　日程は鴻巣支部にお問い合せください 鴻巣支部 　　048-541-1459

行田市 VIVAぎょうだ 毎月第２水曜日（要予約） 13：00 〜 16：00 埼北支部 　　048-554-2702

行田商工会議所 奇数月の第 4 水曜日（要予約） 13：00 〜 16：30 指導課　　　　048-556-4111
久喜市
ふれあいセンター久喜 毎月第３水曜日 18：00 〜 20：00

久喜市役所生活安全課
0480-22-1111（代）内線 2633

久喜市・鷲宮総合支所
毎月第３水曜日 14：00 〜 16：00　〃　･栗橋総合支所

　〃　･菖蒲総合支所

熊谷市役所 毎月第１月曜日 13：00 〜 16：00 市民相談室 048-524-1111（代）

鴻巣市 クレアこうのす 日程は鴻巣支部にお問い合せください 鴻巣支部　　048-541-1459

越谷市中央市民会館 毎月第１金曜日 10：00 〜 15：00 くらし安心課　048-963-9156

さ

さいたま市北 区 役 所 毎月第４木曜日

13：30 〜 16：30
※市内在住者対象

くらし応援室 048-669-6026

　　〃　　大宮区役所 毎月第３火曜日 くらし応援室 048-646-3026

　　〃　　中央区役所 毎月第３金曜日 くらし応援室 048-840-6026

　　〃　　南 区 役 所 毎月第２火曜日 くらし応援室 048-844-7136

　　〃　　緑 区 役 所 毎月第１木曜日 くらし応援室 048-712-1137

　　〃　　岩槻区役所 毎月第４水曜日 くらし応援室 048-790-0128

坂戸市役所 毎月第２火曜日 10：00 〜 12：00 市民生活課 049-283-1331（代）

幸手市役所 毎月第２火曜日 13：30 〜 16：00 春日部支部 048-812-5092

狭山市役所 毎月第４水曜日 13：00 〜 15：00 市民相談室　04-2953-1111

　県内各地で定期的に行政書士の無料相談会が行われています。お気軽にご利用ください。なお、会場によっては事前
予約が必要となります。また、会場や開催日が変更になる場合がありますので、お問い合せの上、ご来場ください。

平成
29年度
平成
29年度
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会　場 実施日 時　間 お問い合せ先

さ

白岡市 はぴすしらおか 毎月第３水曜日 14：00 〜 16：00 埼葛支部　　0480-25-5567

杉戸町役場 奇数月の第 4木曜日 13：30 〜 16：00 春日部支部 　048-812-5092

草加市役所（要予約） 毎月第４木曜日  　9：00 〜 12：00 広聴相談課　048-922-0566

た

秩父市役所 毎月第 2 火曜日 13：00 〜 15：00 市民生活課　0494-25-5200

鶴ヶ島市役所 毎月第 2・4 木曜日 13：00 〜 16：00 地域活動推進課 049-271-1111（代）
ときがわ町
家族相談支援センター

9 /1 9・11/ 2 0 ・
H30.1/15・3/19 10：00 〜 12：00 家族相談支援センター

　　　　　　0493-66-0222
所沢市役所 毎月第 1･3 火曜日 10：00 〜 12：00 所沢支部 　　04-2936-8648

戸田市役所 偶数月の第 3 月曜日 10：00 〜 12：00 防犯くらし交通課
　　　　　　048-441-1800（代）

な
長瀞町役場 毎月第３月曜日 13：00 〜 15：00 総務課　　　　0494-66-3111（代）

滑川町役場 9/28・11/30
H30.1/25・3/1 10：00 〜 12：00 東松山支部 0493-62-2622

は

蓮田市役所 毎月第３火曜日 13：30 〜 15：30 広報広聴課 　048-768-3111

鳩山町役場 8/23・10/25
12/20・Ｈ 30.2/21 　9：00 〜 12：00 総務課 　 　 049-296-1214

羽生市商工会（市民プラザ内） 毎月第 2 火曜日（要予約） 13：00 〜 16：00 羽生市商工会　048-561-2134

羽生市役所 毎月第 4 火曜日（要予約） 13：00 〜 16：00 市民生活課　048-561-1121
飯能市民活動センター
（丸広百貨店７階） 奇数月の第 2 水曜日 13：30 〜 15：30 飯能支部 　　042-989-9909

東松山市役所分室 偶数月の第 3 木曜日 13：10 〜 16：40 広報広聴課 0493-21-1414

日高市生涯学習センター 偶数月の第 2 水曜日 13：30 〜 15：30 飯能支部 　 042-989-9909

深谷商工会議所 毎月第 4 水曜日 　9：00 〜 12：00 経営支援課 　048-571-2145
富士見市
鶴瀬西交流センター 8/9

10：00 〜 16：00 正木事務所　049-251-3966富士見市
鶴瀬公民館 12/13

富士見市
南畑公民館 H30.2/14

ふじみ野市役所本庁舎 毎週 月・水・金
13：00 〜 16：00 市民総合相談室　049-262-9025

（市内在住・在勤者対象、要予約）　　　〃　　　大井支所 毎週 火・水・木・金

本庄商工会議所 毎月第 4 水曜日 13：00 〜 16：00 本庄商工会議所 0495-22-5241

ま

宮代町役場 偶数月の第 3 木曜日 13：30 〜 16：00 春日部支部 048-812-5092

三郷市青少年ホーム 毎月第 4 火曜日　 13：30 〜 15：30 市民相談室 048-930-7724

三芳町役場 9/27・11/22
Ｈ 30.1/24・3/28 10：00 〜 16：00 渡邉事務所 049-292-9948

毛呂山町役場 毎月第 3 水曜日 10：00 〜 15：00 総務課 　 　 049-295-2112（代）

や

八潮市役所 毎月第３月曜日 13：00 〜 16：00 広聴広報課　048-996-2111
吉川市民交流センター
おあしす 毎月第 1 木曜日 13：30 〜 15：30 庶務課 　　　048-982-9458

吉見町勤労福祉センター 奇数月の第 3 木曜日 14：00 〜 16：00 東松山支部 0493-62-2622

寄居町商工会 偶数月の第 2 金曜日 13：00 〜 16：00 寄居町商工会 048-581-2161

ら 嵐山町役場 偶数月の第 3 木曜日 10：00 〜 12：00 地域支援課 0493-62-2152

わ 蕨市役所（要予約） 毎月第 4 水曜日 13：00 〜 15：00 市民活動推進室 048-433-7745
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