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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■11月令和4（2022）年■11月 1415
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平和資料館からのお知らせ
□県民の日イベント
　大東文化大学吹奏楽団による平和音楽祭や紙芝居読み聞かせ会、昔遊び体験な
ど様々なイベントを開催いたします。
11月13日（日）・14日（月）

□クイズラリー
　展示物を見ながらクイズに答えてクロスワードを完成させよう！参加者には豪
華景品をプレゼント！
11月12日（土）～11月27日（日）

□あかりのクラフト教室
　自分で作ったイルミネーション飾りを平和資料館に飾ろう！
11月23日（祝）
20人（申込順）
10月15日（土）から直接又は電話で平和資料館へ。

□11月の映画会
日時 タイトル

11月12日（土）午後2時～（102分） 「雨に唄えば」
11月19日（土）午後2時～（108分） 「哀愁」
講堂
160人（先着順）

□戦争体験者証言ビデオ上映会
11月26日（土）午後1時から
・戦没者の妻の悲しみと苦難（約13分）

・満州日本人学校教師のソ連参戦と逃避行（約9分）
講堂
160人（先着順）

平和資料館
　☎35-4111

市観光協会イベント情報

□第25回東松山市観光写真コンテス
ト
　市内で撮影した観光に関する写真を
募集します。
規格　カラー・モノクロともにA4サ
イズ又は四つ切、ワイド四つ切プリ
ントで、額装・パネル張りは不要
応募点数　1人3点まで
表彰　市長賞、観光協会長賞など12
点を表彰
※詳細は市観光協会、各図書館、各市
民活動センターなどにある実施要領を
ご確認ください。
直接又は郵送で〒355-0017松葉町
1-2-3市観光協会へ。※当日消印有
効
□「スマホde観光写真」
　化石と自然の体験館、くらかけ清流
の郷、東松山ぼたん園、市農林公園の
魅力を表す写真を募集します。入賞作
品は作品展で展示します。※詳細は市
観光協会 をご確認ください。
SNS（Instagram、Twitter）又は
で市観光協会へ。
■共通事項
応募締切日　令和5年1月10日（火）
展示期間　令和5年2月8日（水）～12
日（日）
市立図書館
市観光協会☎23-3344 23-7775

市観光協会 市観光協会

いきもの観察会

11月6日（日）午前10時～正午
※雨天時中止
東松山ぼたん園 北側あずまや
小学生3年生まで（保護者同伴）
20人（申込順）
・ふくろうをつくろう

　樹木の小枝などを使ってふくろうを
工作します。
・自然観察ビンゴ
　園内の植物や生き物を観察しなが
ら、ビンゴクイズの答えを探します。
300円
・ 電話又は で東松山
ぼたん園へ。

　☎81-7607 81-7609 ぼたん園

県「羽ばたけ！SAITAMA　
KAIGO」説明会
　県では、介護の仕事に興味のある人
を対象に、施設選びから、見学・研修・
就職まで幅広くサポートしています。
経験や資格の有無、年齢に関係なく相
談できます。
11月22日、12月20日（火）午前10
時～正午
市民文化センター
介護の仕事に興味のある人
筆記用具
前日までに電話又は県の介護職員応
援ポータルサイトから申込み
受託事業者 株式会社シグマスタッフ
大宮支店（県介護人材確
保総合推進事業 事務局）
☎048-782-5173（受付
時間　平日午前9時～午
後5時）

羽ばたけ！SAITAMA 
KAIGO

フィールドハイク「東松山の
歴史は海から？Ⅱ」
12月3日（土）午前9時～午後1時
※少雨開催（降雪・荒天時は中止）
集合　大岡市民活動センター
20人（申込順）
「東松山の1600万年間の変化と私
たちの文化の関係」をテーマに大岡
地区の露頭と市指定文化財を巡りま
す（約6キロメートル）。
講師　東松山化石調査会
歩きやすい服装、雨具、飲物
700円
・ 11月16日（水）午前
9時から電話で化石と自
然の体験館へ。
　☎35-3892 35-3900 市観光協会

化石と自然の体験館ワークショップ　
～クリスマス・クラフト～
11月30日（水）午前11時30分～午
後0時30分
化石と自然の体験館
10人（申込順）
マツボックリ等の木の実を用いて、
ミニリースをつくります。
700円
・ 11月16日（水）午前9時から電
話又は で化石と自然の体験館へ。
　☎35-3892 35-3900

高坂丘陵地区文化祭

11月12日（土）～13日（日）午前9時
～午後3時（13日は正午まで）
各種作品展示、サークルの舞台発表
など
・ 高坂丘陵市民活動センター

　　　☎35-4311 35-4313

高齢期に必要な栄養と運動
の話
12月2日（金）午前9時30分～正午（受
付午前9時から）
総合会館4階多目的ホール
市内在住・在勤・在学の成人
30人（申込順）
講師　長
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さん（武蔵丘短期大学
健康生活学科准教授）
フレイル（虚弱・身体機能の低下）や
骨密度の測定をして、筋肉減少症予
防のための日々の食事や運動方法を
学習します。
・ 11月1日（火）～25日（金）に直
接又は電話で文化まちづくり公社
へ。☎24-6080 24-9909

市民文化センターピアノ開放
私だけのスタインウェイ

11月14日（月）、12月11日（日）・
12日（月）午前9時～午後4時
市民文化センター
市民文化センターホールのグランド
ピアノ「スタインウェイD-274」を
利用できます。憧れのスタインウェ
イを大きなホールで弾いてみません
か？コンクールや発表会のレッスン
にもご利用ください♪
貸出単位　30分単位※ひとり最大2時
間まで
30分1,000円
・ 11月2日（水）午前9
時から直接又は電話で市
民文化センターへ。※利
用枠は申込順で決定
　☎24-2011 24-2012

仮面ライダースーパーライ
ブ2023
12月10日（土）午前の部：午前11時
から、午後の部：午後3時から（開
場は各公演の1時間前）
市民文化センター
歴代仮面ライダー共闘！音と光の次
世代ライブエクスペリエンスをお楽
しみください。
3,500円（前売り・全席指定）※3歳
未満膝上鑑賞無料。ただしお席が必
要な場合は有料。
・ 直接又は電話で市民
文化センターへ。
　☎24-2011 24-2012 市民文化セン

ター

市民文化セン
ター

講座・教室・イベント

私のまちの花いっぱい写真展

　市と市自治会連合会では、長い歴史
のある「花いっぱい」の魅力を再発見す
る機会として、地域の花壇や個人宅の
庭で育てている草花の写真展を開催し
ます。
11月18日（金）～24日（木）
ピオニウォーク東松山2階
地域支援課☎21-1435 23-2236

秘密のシミンショー！～東松山・東松島・
大東文化大学の秘密を一挙大公開～
　大東文化大学は2023年に創立100
周年を迎えます。その100周年記念事
業の一環として、東松山市・東松島市・
大東文化大学の3会場をオンラインで
つなぎ両市の皆さんと学生との交流会
及び比企地域の歴史を紹介するミニ公
開講座を行います。これまでの交流の
軌跡を振り返り、改めてお互いを知る
ことで、未来に続く友好関係を深めま
せんか。
11月19日（土）午後1時～3時
総合会館304会議室、オンライン
市内在住・在勤の人
会場30人、オンライン50人（いず
れも申込順）
わが町自慢、文学部歴史文化学科 
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教授によるミニ公開講座、
大東文化大学全學應援團によるパ
フォーマンス（予定）
※詳細は大東文化大学 でご確認くだ
さい。
11月10日（木）までに電話、申込
フォーム又は専用申込書に記入し政
策推進課へ。
大東文化大学100周年記念事業推進
室　☎03-5399-7403

大東文化大学
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教授

求人企業合同面接会

11月29日（火）午後1時～4時（受付
正午～午後3時30分）
大宮ソニックシティビル4階　市民
ホール
令和5年3月大学・短大・専門学校
等卒業予定者（3年以内の既卒者を
含む）
求人企業情報を来場者全員に配布し
ます。履歴書を複数お持ちください
（当日会場でコピーも可）。
予約不要・入退場自由
県雇用対策協議会☎048-647-4185

https://www.daito.ac.jp/100mannaka/details_00497.html
https://theater.pac.or.jp/
https://theater.pac.or.jp/
https://higashimatsuyama-kanko.com/sightseeing/learn/fossils/
https://higashimatsuyama-kanko.com/
mailto:photo@higashimatsuyama-kanko.com
https://habatake-kaigo.com/
mailto:info-higashimatsuyama-pg@seibu-la.co.jp



