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おことわり　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、広報紙に掲載の内容が変更となる場合があります。市施設を利用する際やイベント等に参加する前には検温とマスクの着用など新しい生活様式の実践をお願いします。 令和4（2022）年■5月令和4（2022）年■5月 1617

講座・教室・イベント

施設めぐり

　市の施設がどのように運営され、市
民生活とどのように関わりを持ってい
るか理解を深めるために各施設をバス
で巡ります。
5月31日（火）午前8時45分～午後4
時
※予備日6月24日（金）
集合場所　市役所本庁舎1階市民ホー
ル
市内在住・在勤・在学の人
25人（申込順）
見学施設　化石と自然の体験館、ク
リーンセンター、埋蔵文化財セン
ター、野本小学校（給食体験）、市野
川浄化センター、市農林公園
245円（給食代）
・ 5月6日（金）～20日
（金）に直接、電話又は電
子申請から広報広聴課へ。
　☎21-1410 22-7799 電子申請

盆踊り入門教室

6月16日～7月14日毎週木曜日（全
5回）午後1時30分～3時30分
松山市民活動センター
市内在住・在勤・在学の人
30人（申込多数の場合抽選）
・ 6月3日（金）までに直接、電話
又はFAXで松山市民活動センター
へ。☎23-9311 23-9312

東松山ぼたん園イベント情報
みんなでパークヨガ
5月14日、6月11日、9月10日、
10月8日、11月12日（土）午前9時～
9時45分
芝生広場（雨天時は大岡コミュニ
ティセンター）
各回20人（申込順）
芝生の上で行うヨガ。親子でもお一
人でも楽しめます。
高校生以上500円、中学生以下無料
ヨガマット、タオル、日除
け用の帽子やサングラス
・ 電話又は で東松山
ぼたん園へ。
　☎81-7607 81-7609

東松山ぼたん園
 

令和5年はたちの集い（旧称：
成人式）
　民法改正による成年年齢の引き下げ
に伴い、成人式の名称を改め、二十歳
を迎えられる方々を祝し「はたちの集
い」を挙行します。対象者には11月中
旬ごろに案内はがきを発送します。
令和5年1月8日（日）
市民文化センター
平成14年4月2日～平成15年4月1
日生まれで、東松山市に住民登録の
ある人及びふるさと参加の申し出を
した人
ふるさと参加制度
　市外に住民登録のある人でも、東松山
市はたちの集いに参加することができ
ます。希望する人はお問い合
わせください。インターネッ
トでも受付しています。詳
細は市 をご確認ください。 市
生涯学習課☎21-1431 23-2239

第8回前期リバーサイドカッ
プ（グラウンド・ゴルフ大会）
5月24日（火）午前9時から（受付午
前8時）※予備日5月31日（火）
都幾川リバーサイドパーク多目的広
場
市内在住・在勤・在学の成人
160人（申込順）
8ホール×4コースの大会。成績上
位者の表彰及び参加賞があります。
200円（保険代含む）
飲物、汗拭きタオル
・ 5月17日（火）までに
申込書に必要事項を記入
し、参加費を添えて文化
まちづくり公社へ。
　☎24-6080 24-9909

文化まちづくり公社
 

手話奉仕員養成講習会（基
礎）
6月30日～令和5年3月2日毎週木曜
日（全32回）午後7時～9時
市民福祉センター
市内在住・在勤の15歳以上で、次
のいずれかに該当する人
・自己紹介等簡単な手話ができ、手話
奉仕員としての活動を希望する人
・過去に手話講習会を受講した人
事前審査　6月16日（木）午後7時から
3,300円（教材費）
・ 5月31日（火）までに市社会福祉
協議会へ。☎23-1251 23-8898

5月29日（日）はごみゼロ運動

　地域の道路や公園などに落ちている
ごみの清掃を、皆さんのご協力により
行います。また、5月30日（ごみゼロ
の日）～6月8日（世界海の日）は「埼玉
県プラごみゼロウィーク」です。この
機会に身近なプラスチックごみ問題に
ついて考えてみましょう。
5月29日（日）（集合時間・場所は参
加する団体や自治会に確認してくだ
さい）

※地域により別の日に清掃を実施する
場合があります。
回収　午後1時に市の収集車等が収集
を始めます（30日（月）に収集する地
区もあります）。

※家庭から出される粗大ごみや伐採し
た枝、草などは収集の対象外ですので、
出さないでください。
廃棄物対策課

　☎21-1401 23-7700

募集・求人

若者の投票立会人募集

立会時間
期日前投票　午前8時30分～午後2時
30分又は午後2時30分～8時

当日投票　午前7時～午後1時30分又
は午後1時30分～8時

従事場所　市役所等に設置される投票
所
市の選挙人名簿に登録されている
18～29歳の人
投票が公正・適正に行われるよう投
票所で立会うこと

※応募した人は投票立会人名簿に登録
され、選挙ごとに日程調整等の連絡を
して、投票立会人として選任されます。
登録した人が必ず投票立会人に選任さ
れるわけではありません。
報酬　日額6,000円（税引前）及び費用
弁償2,200円
市 にある投票立会人登録申請書に
必要事項を記入し、FAX、
又は郵送で〒355-8601
松葉町1-1-58選挙管理委
員会へ。

　☎21-1443 24-6123
選挙管理委員会 

 

青少年相談員募集

　子どもたちの健やかな成長を応援す
るために活動する青年ボランティアで
す。子どもが好きな人やボランティア
に興味がある人、青少年相談員の活動
をしてみませんか。
市内在住・在勤・在学で、満18歳
以上39歳以下の人（高校生を除く）
・主催事業（キャンプ、お菓子のま
ちづくりなど）の企画・運営

　・市の事業や子ども会の行事などでの
レクリエーション活動等の協力・支援
・ 申込みカードに必要事項を記入
し、写真（縦4cm×横3cm）2枚を添
えて子育て支援課へ。☎63-5005　
23-2239

※申込みカードは子育て支援課窓口に
あります。また、市 からダウンロー
ドできます。

託児ボランティア募集

次の全てに該当する人
・ボランティア活動に興味のある人
・子どもが好きな人
・保育又は子育て経験がある人
講習会等に参加する人のお子さんを
預かります。日時や会場は講習会等
によって異なるため、主催者から依
頼が入り次第、電話で連絡します（土・
日曜日だけの活動でも可）。ボラン
ティア活動保険に加入しています。

謝礼　1回（2～3時間）につき2,000円
・ 申込用紙に必要事項を記入し、
直接子育て支援課へ。

　☎63-5005 23-2239
※申込用紙は子育て支援課にあります。
また、市 からダウンロードできます。

市農林公園　露地野菜担い
手育成研修生募集
8月1日～令和5年7月31日の原則と
して土・日曜日又は祝日（全15回程
度）1回あたりの研修時間は半日か
ら1日程度
市内で就農を希望する人
6人（選考あり）
露地野菜の栽培（は種及び定植から
収穫まで）の基礎的技術を学ぶ。
・ 申込書に必要事項を記入し、7
月20日（水）までに直接、
FAX又は で市農林公
園へ。

　☎39-0150 36-3915 市農林公園

平和資料館からのお知らせ
□5月の映画会

とき タイトル
7日（土）午後2時から（60分） 「渋沢栄一～近代日本を築いた巨人～」
14日（土）午後2時から（98分） 「爆心長崎の空」
講堂　 80人（先着順）
□ヴァイオリンと薔

ば

薇
ら

のチャリティーコンサート
5月21日（土）午後1時30分頃から（開場午後1時）
講堂　 80人（事前申込、直接県平和資料館へ）
元日本フィルハーモニー交響楽団ヴァイオリン奏者松

まつ

本
もと

克
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巳
み

とピアノ伴奏
森
もり

崎
さき

由
ゆ
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き
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こ

によるクラシック、ポピュラー曲の演奏
□戦争体験証言者ビデオ上映会
5月28日（土）午後1時から
「ペリリュー島で米軍と死闘」（14分）、「生徒と生死をともにした一夜（熊谷
空襲）」（12分）
講堂　 80人（先着順）
□初夏の寄せ植え教室
5月29日（日）午前10時～11時30分、午後1時30分～3時（小雨決行）
芝生広場　 各回15人（申込順）　 爽やかな初夏の草花の寄せ植え作り
3,500円（材料費）　 5月1日（日）から直接県平和資料館へ。

平和資料館
　☎35-4111

市農林公園イベント情報
□いちご摘み取り体験
　30分間で1パック300グラム分のいちご摘み取り体験ができ
ます（食べ放題ではありません）。予約をした人が優先です。予
約をしていなくても体験できますが、事前に空き状況を電話で
ご確認ください。
実施期間　5月末まで（休園日を除く）
入場時間　午前10時から30分ごと、最終入場午後3時（土・日曜日、祝日は午
前9時30分から）
※事前に管理棟で摘み取り券を購入し、各回15分前に温室へお越しください。
摘み取り品種　かおり野・紅ほっぺ・よつぼし・やよいひめ
480円（超過分は買い取り）
電話又は予約サイトから市農林公園へ。
□加工用いちご販売
加工用のいちご1キログラムをカフェで販売しています。生育状況により変
わりますので、詳細はお問い合わせください。
□野菜収穫体験

種類 タマネギ ジャガイモ
とき 5月28日（土） 6月4日（土）
費用 1人（3玉）200円 1人1株（約500g）200円

申込み日時 5月1日（日）午前9時から 5月8日（日）午前9時から

時間　午前9時30分から、10時30分から（全2回）※雨天決行
各回30人（申込順）
手袋、シャベル、ビニール袋、長靴など汚れてもいい服装、マスク着用
電話で市農林公園へ（要予約）
□野菜直売

種類 タマネギ ジャガイモ
とき 5月28日（土） 6月4日（土）
費用 1袋（3玉）200円 1袋（約500ｇ）200円

時間　午前9時30分～正午（なくなり次第終了）

市農林公園
　☎39-0150

予約サイト 
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