Information
くらしの情報

日時

場所

市政情報

図書館だより

対象

定員

内容

費用

持ち物

申込み

問合せ

開館（室）
午前9時30分〜午後7時
時間

高坂図書館
なしの花図書室（平野市民活動センター内）
☎35-5120㑷35-5123
☎25-2220
月〜金曜日午前9時30分〜午後6時
水・木・土・日曜日
土・日曜日午前9時30分〜午後5時15分 午後1時〜5時15分

講座・教室・
イベント

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
市立

おはなし会

第2・4土曜日午後2時〜2時30分

募集・求人

映画会

市立図書館

1日〜 4日、24日

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
1月9日（日）午後1時30分から
50人（先着順）
「風雲児たち 蘭学革命篇」
（89分）
1月16日（日）午後1時30分から
50人（先着順）
「ソーシャル・ネットワーク」
（120分・吹替）

（祝）（火）（月）

市立

今月の図書館からのお知らせ

市

立

図

書

館

健康
高齢者・福祉

□図書館講座「大人が楽しむ絵本ワークショップ〜心あった
か冬ごもり〜」
1月27日（木） 午後1時30分〜3時
3階研修室
市内在住・在勤の人
15人（申込順）
大人が楽しめる絵本の紹介、読み聞かせなどを行います。
気軽に絵本を楽しみながら、大人ならではの絵本の楽しみ
方を見つけましょう。
ま ま だ やす こ
講師 間々田泰子さん（絵本セラピー講師）
1月5日（水）〜23日（日）に直接又は電話で市立図書館へ。

月の各種相談

ウォーキング

行政相談 人権市民相談課☎21-1414㑷23-2236

2

子育て
図書館
市民情報
︵伝言板・文芸︶

※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︒

相談

1

23

2月18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☎21-1414㑷23-2236
2月16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☎21-1414㑷23-2236
2月3・10・24日（木）午後1時〜4時20分（弁護士）
2月17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

不動産相談 人権市民相談課☎21-1414㑷23-2236
2月2日（水）午前10時〜正午（宅地建物取引士）
2月9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
等（不動産鑑定士）

消費生活相談 人権市民相談課☎21-1414㑷23-2236
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

令和4（2022）年

1月

高

坂

図

書

館

□ぬいぐるみおとまり会
おはなし会 1月23日（日） 午前11時から
お迎え 1月25日（火） 午前9時30分〜午後6時
2階大会議室
市内在住の幼児〜小学生と保護者
10組（申込順）
ぬいぐるみと一緒におはなし会に参加した後、ぬいぐるみ
だけ図書館におとまりします。お迎えの時に、ぬいぐるみ
が選んだ本を貸し出します。ぬいぐるみたちの様子を撮っ
た写真もプレゼントします。
1月5日（水）〜19日（水）に直接又は電話で高坂図書館へ。

税務相談

課税課☎21-1438㑷23-2238

2〜4月の税務相談はお休みです

内職相談

商工観光課☎21-1427㑷23-7700

2月1・8・15・22日（火）午前10時〜午後4時
2月3・10・17・24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

創業相談

ツ!
市民一人1スポー
ーツを!
週に一度はスポ

こちらウォーキングセンターです

1月の休館日

高坂 第1・2・4金曜日午前11時〜11時30分

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）

メール

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

市立図書館
☎22-0324㑷22-0064

託児サービス

ホームページ

所在地…松本町1-9-37 ☎23-9090㑷23-5677
開館時間…午前9時〜午後5時
休館…月曜日（祝日の場合翌日）、年末年始

今月号掲載のウォーキングセンター事業への参加を希望される場合は、事前予約が必要となりますの
で、スポーツ課ウォーキング推進室（☎21-1439、平日午前8時30分〜午後5時15分）にご連絡ください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、次に該当する場合は参加を見合わせてください。
・体調がよくない場合（例：発熱、咳、咽頭痛などの症状がある場合）
・同居家族や身近な知人に感染が疑われる人がいる場合
・過去2週間以内に海外から帰国（入国）した人
・感染者と濃厚接触があった人
せき

□ふるさと自然のみちウォーク
高坂七清水コース 11㎞
2月26日（土）
集合・受付 ウォーキングセンター 午前8時45分
コース ウォーキングセンター−野本市民活動セン
ター−新東松山橋−高済寺下の清水−東光院下の清
水−折本山公園−観音下の清水−大下の清水−東形
の清水−青蓮寺下の清水−宮鼻の清水−高坂駅（正
午到着予定）
50円
30人（申込順）
□埼玉みてあるき
スリーデーマーチのコースより 森林公園駅〜武蔵
嵐山駅 9㎞
2月4日（金）
集合・受付 森林公園駅北口 午前8時45分
コース 森林公園駅−上市野川橋−川島−鬼鎮神社−
精進橋−川袋橋−嵐山町役場前−志賀−武蔵嵐山駅
（正午到着予定）
50円
30人（申込順）

2月

商工観光課☎21-1427㑷23-7700

2月2日
（水）、8・22日
（火）、14日
（月）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☎21-1416㑷23-2236
2月2日（水）午前10時〜午後3時
2月15日（火）午後1時〜5時
2月25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）

とき

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。

月例市民ウォーキング
問い合わせ

松山市民活動セ
箭弓稲荷神社節分祭（7㎞）
ンター

不要

松山市民活動センター
☎23-9311㑷23-9312

19日（土） 午前8時30分

大岡市民活動セ
上岡観音絵馬市（5㎞）
ンター

不要

大岡市民活動センター
☎39-0602㑷39-0676

3日（木）

唐子市民活動セ
節分祭
ンター

不要

唐子市民活動センター
☎22-0672㑷22-0683

午前8時30分

午前8時30分

集合場所

コース（距離）

箭弓稲荷神社（8㎞）

12日（土） 午前8時30分

高坂市民活動セ
まなびのみちと彫刻の道（6㎞）
ンター

不要

高坂市民活動センター
☎34-3730㑷34-3845

9日（水）

野本市民活動セ 野本の文化財を訪ねる西コース
ンター
（8㎞）

不要

野本市民活動センター
☎23-7077㑷23-7063

16日（水） 午前8時30分

高坂丘陵市民活 高坂サービスエリアコース
動センター
（6㎞）

不要

高坂丘陵市民活動センター
☎35-4311㑷35-4313

12日（土） 午前8時30分

平野市民活動セ 観梅 森林公園（10㎞）
ンター
※要入園料

不要

平野市民活動センター
☎25-2220㑷25-2227

人権相談 人権市民相談課☎21-1416㑷23-2236
2月17日
（木）
午前10時〜午後3時
（要予約で先着4人）
総合会館3階301会議室
2月2・9・16日（水）午前9時〜午後4時
さいたま地方法務局東松山支局（☎22-0379）
身の回りのさまざまな人権問題について

□ネイチャーウォーク 市民の森〜冬〜
2月19日（土）
集合・受付 物見山駐車場（市民の森入口） 午前8時
45分、正午解散予定、雨天決行
冬芽や越冬昆虫の観察
筆記用具、双眼鏡、ルーペなど（貸出しなし）
50円
30人（申込順）

昼食

3日（木）

集合時刻

□花・歴史ウォーク
松風公園〜島田橋 10㎞
2月15日（火）
集合・受付 高坂駅西口 高坂彫刻プロムナード案内
看板前 午前8時45分
コース 高坂駅−高坂彫刻プロムナード−松風公園−
高坂サービスエリア−越辺川左岸堤−高坂橋−越辺
川右岸堤−島田橋−高坂市民活動センター−高坂駅
（正午到着予定）
50円
30人（申込順）

午前8時30分

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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