
Information
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日時 場所 対象 定員 内容 費用 持ち物 申込み 問合せ ホームページ メール

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 1617
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□市営住宅
○一次募集
申込期間　11月1日（火）～11月17日（木）（消印有効）
募集住宅
1人以上の世帯
住宅名 所在地 規格 家賃

向台1号棟 松山1684番地11 2LDK 25,200円～52,800円
向台2号棟 松山1684番地1 2LDK 25,900円～50,800円
2人以上の世帯
住宅名 所在地 規格 家賃

若松町 若松町1丁目8番1号 3DK 20,300円～42,200円
諏訪下 松山2819番地3 3DK 23,700円～48,300円
向台1号棟 松山1684番地11 3LDK 28,200円～65,600円

※詳細は募集案内や市 をご確認ください。
入居予定日　令和5年1月5日（木）
募集案内　募集案内（申込書）は11月1日（火）から住宅建築課、各
図書館、各市民活動センターにあります。
申込書に必要事項を記入し、申込書類を郵送で〒360-0826熊
谷市赤城町1-147-2埼玉県住宅供給公社熊谷支所へ。
○二次募集
申込期間　12月1日（木）～令和5年1月20日（金）※申込順
募集住宅　一次募集で申し込みのなかった住宅
入居予定日　令和5年3月1日（水）
電話で埼玉県住宅供給公社熊谷支所へ。☎048-577-6043
■共通事項
応募資格　次の全てに該当する人
・市内に居住し、市県民税の滞納がない人
・現に住宅に困っていることが明らかな人
・暴力団関係者ではない人
・収入月額が15万8千円以下（高齢者世帯、障害者世帯、未就学
児のいる世帯は21万4千円以下）の人
※収入月額は入居予定者全員の所得金額の合計から控除額（例：
同居・扶養控除38万円／1人）を差引き月割にした金額

□特定公共賃貸住宅
申込期間　11月1日（火）～11月17日（木）（消
印有効）
募集住宅
2人以上の世帯
住宅名 所在地 規格 家賃
向　台
1号棟

松山1684番地
11 3LDK 90,100円

（注）
（注）収入月額によっては、減額できる場合があ
ります。
※詳細は募集案内や市 をご確認ください。
入居予定日　令和5年1月5日（木）
応募資格　次の全てに該当する人
・本人及び現に同居している親族又は同居しよ
うとする親族が、暴力団関係者ではない人
・収入月額が15万8千円以上48万7千円以下の
人
※収入月額は入居予定者全員の年間所得金額の
合計から控除額（例：同居・扶養控除38万円／
1人）を差引き月割にした金額
募集案内　募集案内（申込書）は11月1日（火）か
ら住宅建築課にあります。
申込書に必要事項を記入し、申込書類を郵送
で〒360-0826熊谷市赤城町1-147-2埼玉県
住宅供給公社熊谷支所へ。

埼玉県住宅供給公社熊谷支所
　（市営住宅、特定公共賃貸住宅ともに）
　☎048-577-6043

市営住宅・特定公共賃貸住宅入居者募集

募集・求人
第2回外国人お助けボラン
ティア育成研修参加者募集
　県では、身近な外国人を支援するボ
ランティアを育成する研修を行いま
す。研修では、外国人にも分かりやす
いやさしい日本語やボランティアの心
得について学びます。
11月23日（祝）午後1時～4時
所沢市民文化センター
身近な外国人住民の支援に関心があ
る人（事前知識や語学経験は不問）
100人（申込順）
・ 県国際課

　☎048-830-2714
県

クリスマスのアレンジメント
フラワー
12月23日（金）午前10時～正午
高坂市民活動センター
市内在住・在勤・在学の成人
12人（申込多数の場合抽選）
2,000円（材料費）
・ 11月21日（月）までに直接、電
話又はFAXで高坂市民活動センター
へ。☎34-3730 34-3845

ぼたんのパネル写真展

11月3日（祝）～6日（日）
東松山ぼたん園 芝生広場
春に見頃を迎えるぼたんをパネル写
真でご紹介します。
東松山ぼたん園
　☎81-7607 81-7609

チューリップ球根の植え付け

11月5日（土）午後2時～3時　
※雨天時中止
東松山ぼたん園 北側あずまや
小学生以下は保護者同伴
20人（申込順）
春咲きチューリップの球根をプラン
ターに植え付けします。
・ 電話又は で東松山
ぼたん園へ。
　☎81-7607 81-7609 ぼたん園

講座・教室・イベント

ぼたん園deマルシェ

11月5日（土）・6日（日）午前10時～
午後3時　※雨天時中止
東松山ぼたん園マーケットデッキ、
テラス
キッチンカーの出店や野菜・生花・
雑貨等のテント販売、ワークショッ
プを開催します。
東松山ぼたん園
　☎81-7607 81-7609

社会教育講座「発掘調査から
みる東松山の歴史」
12月12日（月）午前10時30分～正
午
高坂丘陵市民活動センター
市内在住・在勤・在学の人
30人（申込順）
発掘調査時における写真、図面など
を使いながら、調査結果を基に原始
から古代までの東松山の歴史を分か
りやすく紹介します。
・ 11月7日（月）～12
月7日（水）に電話で生涯
学習課へ。
　☎21-1431 23-2239 市

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（キャンプ等）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。 市

　バナー広告用の掲載枠を設置しています。バナー広告とは市ホーム
ページに企業広告の画像を掲載し、市と広告主のホームページをつなげ
るものです。会社やお店のPRに是非ご利用ください。
月額広告料

掲載期間 割引率 広告掲載料（月額）

1～5か月 なし 15,000円

6～11か月 5％ 14,250円

12か月 10％ 13,500円

掲載期間　1か月単位（最長12か月）
アクセス件数　月約65,000件（令和元～3年度実績）
※トップページのみのアクセス件数です。
・ 直接、郵送又は で〒355-8601松葉町1-1-58広報広聴課へ。
　☎21-1410 22-7799
HMY003@city.higashimatsuyama.lg.jp

※詳細は市 をご確認ください。
※申込書は、市 からもダウンロードできます。

市ホームページ
バナー広告募集

広報広聴課市
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