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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5（2023）年■1月令和5（2023）年■1月 1415
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園内産野菜で手作りキムチ
ワークショップ
1月19日（木）午前9時30分～午後0
時30分　※受付午前9時15分から
市農林公園 管理棟 調理実習室（受
付は管理棟入口）
16人
市農林公園で収穫した野菜で本格的
なキムチを作ります（ハクサイ1/2
玉分のキムチ）。
　丘の上のカフェHeuvel（フーヴェ
ル）のカレーとドリンク付き
講師　ときがわ町「Lagom Cafe（ラゴ
ムカフェ）」新

あら

井
い

遥
はる

菜
な

さん
3,500円
マスク着用、エプロン、三角巾、室
内履き、包丁、キムチを持ち帰る袋
・ 1月5日（木）午前9時から電話で
市農林公園へ。
　☎39-0150 36-3915

□新春ぼたん展
1月8日（日）～22日（日）
東松山ぼたん園　芝生広場
春に咲く品種を特別な温度管理（抑制栽培）技術で冬に開花させました。新春を
華やかに彩る姿をぜひご鑑賞ください。
□ぼたん園の正月あそび
1月15日（日）午前10時～正午
東松山ぼたん園　北側あずまや
うさぎのキーホルダー、ぶんぶん太鼓、もっくん笛など、なつかしさを感じる
おもちゃを作って遊べるキットを販売し、購入した来園者に作り方と遊び方を
指導します。
200円～300円
■共通事項
 東松山ぼたん園☎81-7607 81-7609

東松山ぼたん園イベント情報 シニアのための合同企業面
接会
　就労の意欲にあふれる概ね60歳以
上の人を対象に、県との共催で合同企
業面接会を開催します。就職を希望さ
れるシニアの人はこの機会にぜひご参
加ください。
2月7日（火）午後0時30分～4時（受
付：正午から）
総合会館4階多目的ホール
概ね60歳以上の人
50人
服装　面接に準ずる服装
筆記用具、履歴書（コピー可）※最低
でも3部程度
・ 県セカンドキャリアセンター
　☎049-265-5844（平日午前9時～
午後5時）

講座・教室・イベント
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。
1月27日（金）、2月17日（金）、3月
10日（金）午前10時～正午
市民文化センター
介護のお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）

新年いちご初売り

1月4日（水）～6日（金） 午前9時から
市農林公園 管理棟
1日10セット（先着順）※1家族につ
き1セット（250g×2パック）
品種未定（当日の育成状況によりま
す）
1,000円（税込）／1セット
市農林公園☎39-0150 36-3915

みそ造り教室

2月13日（月）～16日（木）午前8時
30分～正午（13日は午前10時30分
まで、15日は午後4時30分まで）
野本市民活動センター
全日程参加可能な市内在住・在勤・
在学の成人
15人（申込多数の場合抽選）
地場産の米と大豆を使った米こうじ
みそ造り
4,400円（材料費）
1月4日（水）～20日（金）（土・日曜
日、祝日を除く）に直接、電話又は
FAXで野本市民活動センターへ。
　☎23-7077 23-7063

平野文化祭

2月4日（土）午前9時30分～午後3
時、2月5日（日）午前9時～正午
平野市民活動センター、北地区体育
館
各種作品展示、サークルの舞台発表
など
※新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため、体験コーナー等は中止とします。
平野市民活動センター
　☎25-2220 25-2227

「いい いちごの日」

1月15日（日）
市農林公園　温室
いちご摘み取り体験参加者
100パック分（先着順、なくなり次
第終了）
いちご摘み取り1パックごとに1回
くじ引き
特賞：丘の上のカフェHeuvel（フー
ヴェル）飲食券（1,000円分）
1等：いちごコーラ（2本）
2等：いちご1粒
市農林公園☎39-0150 36-3915

羽ばたけ！SAITAMA 
KAIGO

川島ひばりが丘特別支援学校後
期学校支援ボランティア養成講座
1月28日（土）、2月4日（土）（全2回）
午前9時～正午
川島ひばりが丘特別支援学校
特別支援教育、肢体不自由教育に関
心のある人
10人
講義・体験活動等を2日間実施しま
す。
筆記用具
・ 1月20日（金）までに、電話、ボ
ランティア養成講座申込みフォー
ム、FAX又は （ボランティア講座
名・氏名・連絡先を記入）で川島ひ
ばりが丘特別支援学校へ。
　☎049-297-7753

049-299-2915

川島ひばりが丘
特別支援学校

川島ひばりが丘
特別支援学校

平和資料館からのお知らせ
□1月の映画会

日時 タイトル
1月7日（土）午後2時～（110分） 「カヴァルケード」
1月14日（土）午後2時～（106分） 「戸田家の兄妹」
1月21日（土）午後2時～（82分） 「真珠湾攻撃」
□戦争体験者証言ビデオ上映会
1月28日（土）午後1時から
・フィリピン海外邦人の犠牲と苦難（約15分）
　・中国残留帰国婦人の叫び（約10分）
■共通事項
講堂
160人（先着順）

平和資料館
　☎35-4111

令和4年度埼玉県LGBTQ県民講座
～いま、あなたにできること～
　「LGBTQ」と呼ばれる性的マイノリ
ティについて、基礎知識やLGBTQ当事
者のライフヒストリーも交えながらオ
ンラインで分かりやすく説明します。
視聴期間　3月15日（水）まで
視聴方法　県 に掲載のYouTube
講師　星

ほし

賢
けん

人
と

さん　株式会社JobRainbow　
代表取締役CEO　
株式会社フレッシュタウン
（委託）☎03-3252-2527
　県人権・男女共同参画課
　☎048-830-2255

立候補予定者説明会

　東松山市議会議員一般選挙の立候補
届出等に関する重要な説明会ですの
で、本人又は代理人が必ず出席してく
ださい。
2月10日（金）午後2時
総合会館4階多目的ホール
3人（立候補予定者1人に
つき）
選挙管理委員会

　☎21-1443 24-6123

県

選挙管理委員会

クロスプレイ東松山 白神ももこ
「どこ吹く風のあなた、ここに吹く風のまにまに」
1月22日（日）開演午後3時（午後2時
15分開場）※事前予約制
市民文化センター
振付家・演出家・ダンサーの白

しら

神
が

も
もこが市内高齢者福祉施設「デイ
サービス楽らく」に滞在し、利用者
やスタッフ一人ひとりとの交流を重
ね、作品作りを行ってきました。新
たな形から生まれた作品を高齢者福
祉施設「デイサービス楽らく」、市民
文化センターの2会場で上演します。

出演者　白神ももこほか

撮影：北川姉妹
一般：1,500円　18歳以
下：500円（全席自由）
・ 市民文化センター

　☎24-2011 24-2012
市民文化セン
ター

得する街のゼミナール

2月1日（水）～3月15日（水）
お店の人が講師となり、専門知識や
プロのコツを無料で教えるミニ講座
　（一部材料費が必要な講座がありま
す）※講座内容は市商工会 をご確
認ください。
直接又は電話で講座開催店舗へ。
市商工会☎22-0761 24-0687

地学講座～葛袋の石から景勝
地・長瀞石畳の成因を探る～
　化石発掘体験を行いながら「化石発
掘で捨てられる石から推察できる過去
の地質現象」を体験館指導員がやさし
く語ります。
1月26日（木）午後1時30分～3時30
分
化石と自然の体験館

講師　化石と自然の体験館指導員　荒
あら

井
い

豊
ゆたか

さん
20人（申込順）
700円
化石発掘体験に適した服装
・ 1月11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 化石と自然の
体験館

花とウォーキングのまちの平
和賞絵画展
1月17日（火）～22日（日）午前9時～
午後5時（22日は午前11時まで）
市民文化センター
平和をテーマに募集した絵画の展示
総務課☎21-1415 24-6123

新春学童交通安全ポスター展

　東松山警察署管内の小・中学生が描
いた作品約240点を展示します。
1月10日（火）～16日（月）
ピオニウォーク東松山
東松山交通安全協会☎23-9674

令和５年消防協会比企支部
消防出初め式
　新型コロナウイルス感染症の影響を
考慮し、消防関係者のみによる縮小開
催とします。一般の人は参加できませ
ん。また、当日午前9時に市内野本地
内で花火（信号雷）を打ち上げます。な
お、雨天の場合は中止します。
1月7日（土）
比企広域消防本部管理課

　☎23-2265

https://habatake-kaigo.com/
mailto:kawajima.codi@hibari-sh.spec.ed.jp
https://hibari-sh.spec.ed.jp/page_20210402010804
https://theater.pac.or.jp/
mailto:HMY062@city.higashimatsuyama.lg.jp
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0303/lgbt-pamphlet.html
https://higashimatsuyama-kanko.com/sightseeing/learn/fossils/

