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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■8月令和4（2022）年■8月 1617
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講座・教室・イベント
市農林公園　ひまわりSNS
キャンペーン
8月6日（土）～8月14日（日）
キャンペーン期間中に市農林公園の
ひまわりの画像をSNS（Instagram、
Twitter、Facebook、LINE VOOM
のいずれか）に投稿していて、市農林
公園のSNSをフォローしている人。
100人（先着順）
管理棟管理室の職員又は丘の上のカ
フェHeuvel（フーヴェル）の店員に
投稿画面を見せると、ひまわりの種
10粒をプレゼント。
市農林公園☎39-0150 36-3915

ボールペン字教室

　パソコンやスマートフォンなどを使
用してばかりで、皆さんは丁寧な文字
を書けますか？今一度丁寧な文字を勉
強して、脳の活性化と教養を高めませ
んか？
9月2・9・16・30日、10月14・
21・28日（金）（全7回）午前9時30
分～11時30分
平野市民活動センター
市内在住・在勤の人
21名（申込多数の場合抽選）
ボールペン（黒）、ノート又はコピー
用紙
・ 8月24日（水）までに直接又は電
話で平野市民活動センターへ。
　☎25-2220 25-2227

市観光施設連携スタンプラ
リー
7月21日（木）～8月31日（水）
くらかけ清流の郷・化石と自然の体
験館・市農林公園・東松山ぼたん園
市の各観光施設をまわってスタンプ
を集めると景品がもらえます。たく
さん体験して夏の思い出をつくりま
せんか。詳細は、市観光協会 又は
市観光協会等にあるチラ
シをご確認ください。
・ 市観光協会

　☎23-3344 23-7775

スマホde観光写真

7月21日（木）～令和5年1月10日（火）
くらかけ清流の郷・化石と自然の体
験館・市農林公園・東松山ぼたん園
スマートフォン等で施設での楽しい
写真を撮ってInstagram、Twitter、
メールで応募してください。入賞者
には賞品を差し上げます。入賞作品
は観光写真コンテスト作品展で展示
します。詳細は、市観光協会 又は
市観光協会等にあるチラ
シをご確認ください。
・ 市観光協会

　☎23-3344 23-7775

ハローワーク川越 障害者就
職面接会
9月27日（火）午後1時～4時
ウエスタ川越　多目的ホール
就職を希望する障害のある人（事前
にハローワークへの登録が必要）
企業（人事担当者）との面接　※手話
通訳・要約筆記あり
・ 9月1日（木）～20日（火）にハ
ローワーク川越へ。
　☎049-242-0197〔部門コード46＃〕

求人企業合同面接会

8月30日（火）午後1時～4時（受付正
午から）
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

労働法の基礎セミナー～労
働条件～
令和5年3月17日（金）まで
特定社会保険労務士による動画配信
方式の労働セミナーです。労働条件
のルール、同一労働・同一賃金、時
間外労働の上限規制などについて学
びます。
※通信料は自己負担となります。
※当セミナーは受講証明書を発行しま
せん。
※お申込み完了後、動画URL、講義テ
キストなどをメールで送ります。
令和5年3月14日（火）までに電子申
請で申し込みください。
商工観光課
　☎21-1427 23-7700

社会教育講座　「埋蔵文化財
センター展示室ツアー」
8月23日（火）午前10時30分～正午、
午後1時30分～3時、午後3時30分
～5時
埋蔵文化財センター
市内在住・在勤・在学の人
各回15人（申込順）
三角縁神獣鏡等の市指定文化財から
将軍塚・古墳群等、展示室を見学し
ながら市の歴史について読み解いて
いく講座
・ 8月4日（木）～19日（金）に電話
で生涯学習課へ。

　☎21-1431 23-2239

東松山芸術文化交流2022　
参加公演・行事募集
　東松山芸術文化交流2022は芸術、
文化の取組により、それらがもたらす
人々の交流、団体相互のコミュニケー
ションの創出を目的とした文化交流事
業です。今年も「公演・行事」「活動紹介」
「活動支援」を3本の柱として、市の新
たな文化・芸術活動の魅力の創出と発
信を行います。
　9月1日（木）から令和5年1月31日
（火）までの期間に市内で開催される公
演・行事を対象とし、イベントカレン
ダーや特設 で、情報発信を行ってい
ます。
　現在、事業に参加いただける団体・
個人を募集しています。
対象事業　期間中に芸術団体等が市内
で実施する芸術文化の公演・行事・
活動等
対象分野　音楽、舞踊、演劇、芸能、
美術、文芸、パフォーマンス、映像・
放送、生活文化
応募締切　9月30日（金）

特設
 市民文化センター
　☎24-2011 24-2012

社会教育講座　「オンライン
ミーティング」を学ぼう！
8月30日（火）午前10時30分～正午
きらめき市民大学
市内在住・在勤・在学の人
20人（申込順）
Zoom、Google Meetを使った簡
単にオンラインミーティングができ
る方法を学ぶ講座
ノートPC、タブレットPC、スマー
トフォンなどの端末
8月4日（木）～26日（金）に電話で生
涯学習課へ。

　☎21-1431 23-2239

平和資料館からのお知らせ
□平和ウィーク「今、平和について考えよう　戦後77年目の夏休み」
　8月6日（土）～8月14（日）の期間中は、毎日平和について考えるイベントが開
催されます。

とき イベント
8月6・7・12・13・14日 夏休みの宿題をサポート！ピースチャレンジ
8月9・10日　※要事前予約 夏休みクラフト教室
8月11日　※要事前予約 戦時中の体験を聞く会
8月14日 紙芝居読み聞かせ
期間中毎日 平和ウィーク特別アニメ上映

□8月の映画会
とき タイトル

8月20日（土）午後2時～（81分）「ああ栄冠は君に輝く」
講堂　 160人（先着順）

□戦争体験者証言ビデオ上映会
8月27日（土）午後1時から
・11歳で孤児になって（約16分）　・広島駅8時15分（約9分）
講堂　 160人（先着順）

平和資料館
　☎35-4111

市観光協会

市観光協会

県雇用対策協議会

Short Concert Series「ク
ラシックの扉」林美智子

©Toru Hiraiwa

　クラシックになじみのない人でも気
軽に楽しめるコンサートシリーズ。
2022-3シリーズは、市をはじめとす
る比企地域ゆかりの一流アーティスト
によるコンサート。クラシックの楽し
さ、奥深さをぜひ劇場でお楽しみくだ
さい！
9月11日（日）開演午後2時
市民文化センター

出演者　林
はやし

美
み

智
ち

子
こ

（メゾソプラノ）・小
こ

島
じま

慶
けい

子
こ

（ピアノ）
※林美智子さんは東松山市應援團員で
す。
1,000円（全席自由・税込）
電話又は の申込みフォー
ムから市民文化センター
へ。

☎24-2011 24-2012

市

東松山市×東松山市商工会×埼玉県よろ
ず支援拠点共催　経営力向上セミナー

日程 時間 内容

8月25日（木）

午後3時
～5時

IT活用セミ
ナー①

9月8日（木） デザインセ
ミナー①

10月13日（木） IT活用セミ
ナー②

11月10日（木） 事業継承セ
ミナー

12月15日（木） 人事労務セ
ミナー

1月12日（木） IT活用セミ
ナー③

2月9日（木） デザインセ
ミナー②

オンライン又は商工会
経営者、創業予定者、創業に興味が
ある人
各回30人 （申込順）
セミナー申込専用フォームから申込
み
埼玉県よろず支援拠点
　☎0120-973-248
　市商工会☎22-0761 （公益）埼玉県

産業振興公社

アライグマ捕獲従事者養成
研修会
①9月9日（金）午後1時30分～4時

　②10月14日（金）午後1時30分～4時
※内容は同一です。
市民文化センター
県内在住の受講日当日において18
歳以上の人
各回80人（応募多数の場合抽選）
・ 市又は県 にて詳細を確認のう
え、①は8月4日（木）まで、②は9月
8日（木）までに直接又は電話で環境
政策課へ。

　☎63-5006 23-7700
　東松山環境管理事務所
　☎23-4050

アライグマ
特徴：しっぽにしま模様がある

県

https://higashimatsuyama-kanko.com/
https://higashimatsuyama-kanko.com/
https://saitama-yorozu.jp/
http://kotaikyou-saitama.ne.jp/
http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/kankyosangyobu/shoko/event/1533105640165.html
https://www.artscross.com/
https://theater.pac.or.jp/
https://www.pref.saitama.lg.jp/b0503/araiguma-hokaku.html



