くらしの情報

Information

日時

市政情報

伝言板

場所

講座・教室・
イベント
募集・求人

●介護者サロン ほっと
5月7日、6月4日、7月2日（木）午
後1時30分～3時30分
（出入り自由）
市民福祉センター 介護をしてい
た人、介護をしている人 自分のこ
と話せる居場所いくつある？ 300
円
（茶菓代） 新井さん☎090-83441291

健康
高齢者・福祉

●一線美術会比企支部展
5月19日（ 火 ）～24日（ 日 ）午 前9
時40分～午後5時（19日は午後1時
30分から、24日は午後4時まで）
市立図書館 油彩画60点 丸山さ
ん☎73-1315

申込み

●陶芸教室
6月6日（土）～7月4日（土）午前9
時～正午（全4回） 松山市民活動セ
ンター 市内在住・在勤・在学の人
24人（申込順） 陶芸の基礎技術
を体験して楽しんで学ぶ 5月31日
までに陶芸クラブ東松山牧 さんへ。
まき

費用2,000円

☎22-2838

●バドミントン教室
6月7日（日）～7月5日（日）午前9
時～正午
（全5回） 6月7日北地区体
育館、6月14・21・28日、7月5日
市民体育館 初心者、初級者 大人
1,500円、高校生以下1,000円 市
バドミントン連盟矢島さんへ。☎
090-4678-6440

問合せ

ホームページ

メール

仲間になりませんか
●火曜パドル体操
毎月第1・3火曜日午前10時～正
午 平野市民活動センター 健康維
持の体操（無料体験あり） 月1,000
円 安藤さん☎23-8435

図書館だより
開館（室）
時間

●パステルアート くるくる
毎月第1月曜日午前10時～11時
30分 松山市民活動センター 誰
でも簡単に描けるパステルアート
1回500円 若宮さん☎23-7146
●日本宇宙少年団東松山分団
毎月1回土曜日午後1時30分～4
時30分 市内市民活動センター
宇宙や科学に関する実験や工作、施
設 見 学 な ど 入 会 金3,000円、 年
12,000円 小笠原さん☎090-77296952

http://www.libcity.higashimatsuyama.saitama.jp

市立図書館
☎22-032422-0064

午前9時30分～午後7時

高坂図書館
☎35-512035-5123
月～金曜日午前9時30分～午後6時
土・日曜日午前9時30分～午後5時15分

なしの花図書室（平野市民活動センター内）
☎25-2220
水・木・土・日曜日
午後1時～5時15分

5月の休館日

託児サービス、おはなし会、ちいさい子むけおはなし会（0～3歳位）、
ミニ朗読会（一般向け）、映画会の開催は未定です。

ホームページ等で
ご確認ください。

今月の図書館からのお知らせ

●平野グラウンド・ゴルフクラブ
毎週月曜日午前8時40分～11時
30分 平野市民活動センター前多
目的広場 グラウンド・ゴルフ愛好
者 入会金1,000円、年1,500円
宮城さん☎35-1388

はくれん

こどもの読書週間

子どもたちの貸出ランキング

4月23日（木）～5月12日
（火）

最近1年間に子どもたちにたくさん貸出された本を紹介し
ます。
《6歳以下》
1位「はらぺこあおむし」 エリック＝カール作、偕成社
2位「もこもこもこ」 谷川俊太郎作、文研出版
2位「がたんごとんがたんごとん」 安西水丸作、福音館書店
《7～9歳》
1位「かいけつゾロリのてんごくとじごく」
原ゆたか作・絵、ポプラ社
2位「かいけつゾロリあついぜ!ラーメンたいけつ」
原ゆたか作・絵、ポプラ社
3位「かいけつゾロリカレーVS.ちょうのうりょく」
原ゆたか作・絵、ポプラ社
《10～12歳》
1位「シャーロットのおくりもの」
E.B.ホワイト作、あすなろ書房
2位「ふしぎ駄菓子屋銭天堂1」 廣嶋玲子作、偕成社
2位「ふしぎ駄菓子屋銭天堂8」 廣嶋玲子作、偕成社

知っていますか? ブックリスト
「もう、よんだかな?」
小学生の子どもたちに、図
書館からのおすすめ本を紹介
したブックリストです。学校
を通じて「1・2ねんせい」
「3・
4年生」
「5・6年生」の3種類を
子どもたちの学年に合わせて
配布しています。とびっきり
の一冊に出会えるといいです
ね。

6

仁村玲流

びゃくれん

小熊なが子
大畑初子
金澤百合子
波多野愛子
岩瀬勝司
宮澤幸子

※相談時間は正午～午後 時を除きます。
※「分室」は市役所本庁舎北側の建物です。

選者

幸 町
箭弓町
美原町
毛 塚
上唐子
幸 町

石川勝利

はく もくれん

選者

河内忠和

はくれんの仰向く真白累々と
初蝶や直売所への田んぼ道
大枝の裂けたるままにさくら咲く
巫女石の碑文に消ゆる春の雪
幼な児の手にいつぱいの櫻貝
マンションのポーチに蕗のたう七つ

橋

一句目、白木蓮を白蓮という時
「はくれん」
と平仮名で表記するのは、同字で白蓮
（白い
はす
蓮の花で季は夏）
があり紛らわしいからか。観察眼の行き届いた句。二句目、直売所は
いつも大人気で遠くから車で来る人も多い。初蝶と一緒に田圃道を行くとは何と幸せな。

石

町

日脚伸びブルーベリーの芽赤らみぬ
根元に堆肥たっぷり入れる

幸
川まさ子

直すより買う方が安い世となるか
知恵と工夫が置き去りにされ

御茶山町

古澤碩太郎

携帯が行方不明になりまして
電話で呼ぶに「オレコタツノナカ」

一首目、今年の豊作を願う作者の気持が下の句によく表れている。二首目、下の句
に同感の人も多いだろう。三首目、結句のカタカナ表記も洒脱。

小松一也

荻野孝子
服部猪三
奥平和世
石井千冬
岡田正
出石のり
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選者

美土里町

松山町
和泉町
正 代
石 橋

御茶山町

市民情報
（伝言板・文芸）
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持ち物

☎080-1007-4043

ながら

相談

58

費用

●東松山市太極拳連盟講習会
6月8・15・22日（月）午後1時30
分～3時 松山市民活動センター
市内在住の人 健康太極拳の体験
当日会場にて 田中さん☎24-5443

あなどれぬ乍らの孫の耳ダンボ
近ごろは年の数だけ豆食えず
決勝打ラインの粉が舞い上がる
会えばすぐ話が進む飲み仲間
縦糸と横糸人の性を編む
色あせた写真へ昔なつかしむ

図書館

1

人の集まる行事がみんな中止となり我慢の日が続いています。
選者吟「クラスター狙い撃ちするコロナ菌」

俳句・短歌・川柳の投稿先 はがきに俳句、短歌、川柳、住所、氏名（ふりがな）を記
入し、〒
松葉町
–
–
– 市広報広聴課へ。

子育て

1

内容

月の各種相談

ウォーキング

●無料お茶会体験
5月26日
（火）
午前10時30分～11時
30分 高坂丘陵市民活動センター
10人（申込順） ミニ茶会（イスあ
り） 5月25日までに松風の会武田
さんへ。☎090-2474-3861

8
6
0
1

定員

このコーナーは、市民の人から寄せられた
情報です。参加するときは内容のご確認を。

出かけてみませんか
参加してみませんか

3
5
5

対象

1

行政相談

地域支援課☎21-141423-2236

公証相談

地域支援課☎21-141423-2236

法律相談

地域支援課☎21-141423-2236

税務相談

課税課☎21-143823-2238

⃝6月12日（金）午前9時～正午
⃝分室1階打合せ室
⃝国、県、市の仕事について

⃝6月9日
（火）午前10時～正午
⃝総合会館3階302会議室
⃝国税、地方税について（5日正午までに要予約で先着2人）

⃝6月17日（水）午前10時～正午
⃝分室1階打合せ室
⃝遺言、任意後見、年金分割などの契約・公正証書作
成について（要予約で先着4人）

⃝6月2・9・16・23・30日
（火）
午前10時～午後4時
⃝6月4・11・18・25日（木）午前10時～正午
⃝分室1階打合せ室
⃝内職の求人や求職について

⃝6月4・11・25日（木）午後1時～4時20分（弁護士）
⃝6月18日（木）午後1時10分～4時40分（行政書士）
⃝分室1階打合せ室
⃝要予約で先着8人（弁護士）、6人（行政書士）
⃝法律全般

⃝6月2日（火）・8日（月）・16・23日（火）午後1時～
5時（予約制）
⃝創業支援センター会議室2
⃝創業や創業間もない経営全般について

不動産相談 地域支援課☎21-141423-2236

⃝6月3日（水）午前10時～正午（宅地建物取引士）
⃝6月10日（水）午前10時～正午（不動産鑑定士）
⃝分室1階打合せ室
⃝要予約で先着4人
⃝不動産の購入、賃貸、明渡しなど（宅地建物取引士）
⃝売買、賃貸借、相続などの適正な価格・賃料の算定
など（不動産鑑定士）

消費生活相談地域支援課☎21-141423-2236

⃝月～金曜日（祝日を除く）
⃝午前10時～午後3時30分
⃝市庁舎2階東松山市消費生活センター
⃝消費者契約上の問題や商品に対する苦情等について

内職相談

商工観光課☎21-142723-7700

創業相談

商工観光課☎21-142723-7700

女性相談 人権推進課☎21-141623-2236

⃝6月3日（水）午前10時～午後3時
⃝6月16日（火）午後1時～5時
⃝6月26日（金）午前10時～午後3時
⃝総合会館3階306会議室
⃝女性の悩み、子育て、夫婦や異性のこと、自分のこ
と、夫や恋人からの暴力など（要予約で先着4人）

人権相談

さいたま地方法務局☎22-0379

⃝6月1日（月）午前10時～午後3時
⃝総合会館3階301・303会議室
⃝身の回りのさまざまな人権問題について
⃝6月3・10・17・24日（水）午前9時～午後4時
⃝さいたま地方法務局東松山支局
⃝身の回りのさまざまな人権問題について

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。
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