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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 2223
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出かけてみませんか
参加してみませんか

● 建築士事務所協会・建築士会
　住宅相談
1月4日、2月1日、3月1日（水）午前
10時～正午
市役所分室2階会議室2
住宅の建築や既存住宅の耐震性に関
する専門建築士のアドバイス
吉田さん☎71-1152

● 埼玉県マンション管理士会
　無料相談
1月11日、2月8日、3月8日（水）午
後1時30分～4時
市役所分室1階打合せ室
マンション管理士によるマンション
管理等に関するアドバイス
中澤さん☎080-1143-6008

●つるしびな発表会
1月13日（金）～15日（日）午前9時～
午後4時（初日は午前10時から）
市民文化センター
糸あそびの会住吉さん☎22-1590

●東松山歩こう会例会
□「初詣ウオーク」富岡八幡・深川不動
11㎞
1月15日（日）受付：築地川公園（中
央区）午前10時～10時15分

□駅シリーズ東武竹沢駅→小川町駅
10㎞
2月19日（日）受付：東武竹沢駅 午
前9時～9時15分

□「早春ウオーク」八丁湖方面（SWA
指定）13㎞
3月5日（日）受付：ウォーキングセ
ンター 午前9時～9時15分

■共通事項
会員外300円
中村さん☎090-1615-5210

● 第20回記念 絵画クラブ「虹」
　新春作品展
1月17日（火）～22日（日）午前9時
30分～午後5時（初日は午後1時か
ら、最終日は午後4時まで）
市立図書館
水彩画・油彩画など約80点の展示
佐渡さん☎090-4028-8620

●多世代交流型子ども食堂
□たんぽぽ広場
1月21日、2月18日、3月11日（土）
正午～午後2時（3月11日のみ午前
11時30分～午後2時）
松山市民活動センター
50人（先着順）
カレーを食べながらみんなで交流し
ましょう。※カレーはなくなり次第
終了
大人：200円、高校生以下：無料

□ひまわり広場
1月22日（日）午前11時から
シルピアショッピングスクエア
豚汁を食べながらみんなで交流しま
しょう。※豚汁はなくなり次第終了。
※同時にフリーマーケットも開催
（有料）。
無料

■共通事項
松山婦人会佐々木さん
☎090-4664-3882

●いっしょにやろう！
　2023with ガールスカウト
2月5日（日）午前10時～正午
松山市民活動センター
年中児～小学校3年生くらいの女児
と保護者
15組程度（申込順）
みんなでワイワイ早春まつり　楽し
いゲームをしながら活動体験
2月4日（土）までにガールスカウト
埼玉県第2団三條さん
☎080-5485-1097

●春季オープンバドミントン大会
2月19日（日）午前9時から
市民体育館
男女別ダブルス戦
1人1,500円（高校生以下1人1,000
円）
2月3日（金）までに市バドミントン
連盟矢島さん☎090-4678-6440

●東松山市民スキー大会
2月26日（日）
丸沼高原スキー場（群馬県）
市内在住・在勤・在学の人
50人（申込順）
種目：大回転、回転
大人：1,000円、小・中学生：500
円
2月10日（金）までに市スキー連盟宮
尾さん☎090-2551-5077

仲間になりませんか

●オカリナハーモニー
毎月第2・4月曜日午前10時～正午
平野市民活動センター
初心者も大歓迎
オカリナの練習と合奏
月2,000円
明
みょう

円
えん

さん☎24-2843

● 松山リトルファイターズ
　スポーツ少年団
毎週土・日曜日、祝日午前8時～正
午
市の川小学校
年長～小学校4年生（大岡小学校、
松山第二小学校、市の川小学校）
軟式少年野球
入会金1,500円、月1,500円
戸塚さん☎090-3091-3084

●英会話サークル　プラスワン
毎週水曜日午前10時～11時30分
高坂図書館
カナダ人の先生と楽しく学びましょ
う。
月3,500円
原さん☎24-2159

伝 言 板
　このコーナーは、市民の人から寄せられた
情報です。参加するときは内容のご確認を。

今月の図書館からのお知らせ

市立図書館・高坂図書館
□ブックスタートボランティアを募集します
ブックスタートは赤ちゃんと保護者に絵本を開く楽
しい体験と一緒に絵本を手渡し、心ふれあうひとと
きを持つきっかけをつくる活動です。乳児健診を受
診する生後4カ月の赤ちゃんを対象に、読み聞かせ
をしながら絵本を手渡します。

活動日　主に月初めの木・金曜日
　　　　参加する回数はご希望にあわせて調整します。
時間　午後1時15分～3時ごろ
保健センター
市立図書館

□図書館しおりデザイン募集の結果を発表します
令和4年10月に図書館を利用する皆さんからしおり
のデザインを募集し、館内で展示及び人気投票を行
いました。投票の結果1位となったしおりを紹介し
ます。

デザインをした中
なか

村
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茜
あかね

さんのコメント
　「一心不乱に本を読む姿は、老若
男女問わず素敵だなと思います。そ
んな風に夢中で本を読む狸を描きま
した。上手に化ける方法の本を読ん
でいます。市の花と下沼公園の花を
添えて。」
　1位となったデザインは、しおり
として利用者の皆さんに配布する予
定です。

図書館だより
市立図書館

☎22-0324 22-0064
高坂図書館

☎35-5120 35-5123
なしの花図書室（平野市民活動センター内）

☎25-2220
開館（室）
時間 午前9時30分～午後7時 月～金曜日午前9時30分～午後6時

土・日曜日午前9時30分～午後5時15分
水・土・日曜日
午後1時～5時15分

第2・4金曜日午前10時～正午
第1・3金曜日午前10時～正午
第2・4土曜日午前11時～11時30分
第1・2・4金曜日午前11時～11時30分
第3水曜日午前11時～11時30分
第2水曜日午後2時～3時
1月8日（日）午後1時30分から　 100人（先着順）
「きばいやんせ！私」（116分）
1月15日（日）午後1時30分から　 100人（先着順）
「レディ・バード」（95分・吹替）
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おはなし会

映画会

ミニ朗読会（一般向け）
ちいさい子むけおはなし会（0～3歳位）

市立図書館
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■保育園　0歳児サークル
7・14・21・28日（火）午前10時～11時　※28日（火）
はオンライン
まつやま保育園
市内在住の0歳児と保護者
親子5組（申込順）
手遊び、リズム遊び、おもちゃ作りなど
1月6日（金）午前9時30分から電話でまつやま保育園
へ。
■体育館
・ 2日（木）北地区体育館、9日（木）唐子地区体育館、
16日（木）南地区体育館
受付　午前10時
時間　午前10時15分～11時15分
0歳～未就学児と保護者
手遊び、リズム遊び、運動遊び、パネルシアター

体育館履き
当日受付
■支援センター室開放
毎週月・水・金曜日午前9時～正午、午後2時30分～
4時30分
まつやま保育園（駐車場なし）
市内在住の保育施設（幼稚園も含む）に通園していない
未就学児と保護者
当日受付
まつやま保育園☎22-1194 22-7904
■お父さんと遊ぼう会
18日（土）午前10時～11時
南地区体育館
0歳～未就学児と保護者　※家族での参加も可
体育館履き
当日受付

親子で遊ぼう会親子で遊ぼう会 2月

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

