くらしの情報

Information

日時

場所

対象

定員

市政情報

伝言板

内容

費用

持ち物

講座・教室・
イベント
募集・求人
健康
高齢者・福祉

●第121回紅陽社展
6月22日（火）～27日（日）午前9時30分～午後
5時（22日は午後1時から、27日は午後4時ま
で）
市立図書館展示室
絵画の展示
川田さん☎39-4552

開館（室）
時間

じ きょうじゅつ

●自彊術高坂丘陵クラブ
毎月第1・3金曜日午前10時～11時30分
高坂丘陵市民活動センター
ひざ、腰の悪い人
1回500円
金井塚さん☎090-8012-8091

午前9時30分～午後7時

●みをつくし俳句会
毎週第3土曜日午後1時30分～4時
市民福祉センター
俳句に興味のある人
月1,000円
関田さん☎25-1550

広報広聴課☎21-141022-7799

市立

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）

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

6月の休館日

第2・4土曜日午後2時～2時30分

高坂 第1・2・4金曜日午前11時～11時30分

第1・3水曜日午前11時～11時30分
市立 第2水曜日午後2時～3時
市立
6月13日（日）午後1時30分から
50人（先着順）
「アバウト・タイム 愛おしい時間について」
（123分・日本語吹替）
6月20日（日）午後1時30分から
50人（先着順）
「ビッグフィッシュ」
（125分・日本語吹替）
市立

28日
（月）

今月の図書館からのお知らせ

市立図書館

高坂図書館

□みんなで楽しもう！こども人形劇
7月18日（日）1回目 午前11時15分～正午
2回目 午後2時～2時45分
市内在住の幼児～小学生と保護者
各回50人（申込順）
3階視聴覚ホール
出演 劇団にんぎょう畑
演目「ねずみのよめいり」
（併演作品 腹話術「ねずみのチュー吉」）
※各回とも演目は同じです。
6月2日（水）～7月14日（水）に直接又は電話で市立図書館
へ。

□七夕工作会～おりひめ・ひこぼしのふうりんをつくろう～
6月27日（日）午前10時30分～11時30分
市内在住の幼児～小学生
15名（申込順） 2階大会議室
七夕に関連する本の読み聞かせを行った後、鈴やリボンを
使っておりひめやひこぼしのふうりんを作ります。
6月2日（水）～19日（土）に直接又は電話で高坂図書館へ。
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選者

和泉町
箭弓町
幸 町
西本宿
松葉町
松山町

仁村玲流

小川和惠
大畑初子
小熊なが子
細村とよ
杉山幸穂
岩田澄子

石川勝利

※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。

蛤の椀に溢るる祝膳
菜園の瑞瑞しさや鳥の恋
つち
日の暮れてたんぽぽ地の星となる
渦巻いて路上絵の如花吹雪
淡墨の空の光やさくら散る
白木蓮咲いたよと亡き父の声

選者

石川芳子

山中ひさ子

栗原文子

小松一也

和田きし
野口英子
内田六平
出石のり
北村隆夫
上野進

一句目、椀から溢れる程の蛤。この一椀で満ち足りた豊かさと美しさを兼ね備えた見事
さえず
は ばた
な祝膳となった。二句目、
繁殖期を迎えた鳥達。盛んに囀ったり羽搏いたりの恋模様と瑞々
た ん ぽ ぽ
しい菜園が程好く響き合う。三句目、日が暮れて点々と蒲公英の黄。「地の星」が巧み。

若松町



コロナ禍に孫の御点前いただきぬ
三代揃う初夏の座敷に

市ノ川

い

春さなか八十路はつらつ畑に出で
陽ざしを友に姉の働く

下野本

選者

松 山
箭弓町
和泉町

御茶山町

松風台
神明町

市民情報
（伝言板・文芸）

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。

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

市立 第2～4金曜日午前10時～午後1時
高坂 第1金曜日午前10時～午後1時

おはなし会

映画会

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

市立図書館
☎22-032422-0064

託児サービス

広報ひがしまつやま「伝言板」は、市民の皆さんが行う
グループ活動を生涯学習の観点から支援することを目的
として広報紙に掲載しているものです。
営利(間接的なものを含む)を目的としたものなどは掲載
できない場合があります。詳細は市 でご確認ください。

長年に見慣れてきたるお隣を
壊す重機の音の淋しさ

相談

令和3（2021）年▪6月

一首目、コロナに自粛を続ける祖母の為、御点前を披露するお孫さん。爽やかな風
まで感じられる一首。二首目、八十歳の姉が「陽ざしを友に」元気に働く姿を詠む。三
首目、隣家を壊す騒音さえも、どこか淋しい音だと聞いている、豊かな感性の歌。



鏡拭くもっと美人になりたくて
つまずいて人の情が身にしみる
お元気と温もりこもるご挨拶
太陽と会話しながら拭くガラス
忌憚ない会話が弾む縄のれん
くいしばり負けじ魂前に出る

図書館
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スポーツ界で日本人の活躍がうれしいですね。
選者吟
「おひさまの笑顔 日本へ向いている」

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

58

図書館だより

月の各種相談

ウォーキング

1

メール

伝言板に掲載依頼するには

●水彩サロン・ド・比企展2021
7月6日（火）～11日（日）午後1時～3時
市立図書館展示室
水彩画80点
渋澤さん☎23-5426

1

ホームページ

仲間になりませんか

●ニコニコ太極拳体験教室
6月1・15・22日（火）午前9時30分～11時
1・22日松山市民活動センター、15日市民福
祉センター
山口さん☎23-2975（午後のみ電話受付）

8
6
0
1

問合せ

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

申込み

1

行政相談 人権市民相談課☎21-141423-2236

⃝7月9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

公証相談 人権市民相談課☎21-141423-2236

⃝7月21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）

法律相談 人権市民相談課☎21-141423-2236

⃝7月1・8日（木）午後1時～4時20分（弁護士）
⃝7月16日（金）午前10時～午後3時（司法書士）
⃝分室1階打合せ室
⃝法律全般（要予約で先着8人）

不動産相談人権市民相談課☎21-141423-2236

⃝7月7日（水）午前10時～正午（宅地建物取引士）
⃝7月14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）

消費生活相談人権市民相談課☎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

税務相談

課税課☎21-143823-2238

内職相談

商工観光課☎21-142723-7700

創業相談

商工観光課☎21-142723-7700

⃝7月13日（火）午前10時～正午
⃝総合会館地下1階B01会議室
⃝国税、地方税について（9日正午までに要予約で先着2人）
⃝7月6・13・20・27日（火）午前10時～午後4時
⃝7月1・8・15・22・29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

⃝7月6・13・20・27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

女性相談 人権市民相談課☎21-141623-2236

⃝7月7日（水）午前10時～午後3時
⃝7月20日（火）午後1時～5時
⃝7月30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

⃝7月15日（木）午前10時～午後3時
⃝総合会館3階301会議室
⃝7月7・14・21・28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。

令和3（2021）年▪6月
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