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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■3月令和5（2023）年■3月

化石と自然の体験館ワークショップ
～UVレジンアクセサリー教室～
3月15日（水）午前11時30分～午後
0時10分
化石と自然の体験館
10人（申込順）付き添いは、体験者1
人につきお一人でお願いします。
UVレジンのアクセサリー教室
※「UVレジン」とは、紫外線（UV）を
当てると固まる透明な樹脂のことをい
います。
　ご自身で発見した化石を使いたい場
合は、別途、当日午前の化石発掘体験
のご予約をおすすめします。
700円（材料費）
・ 3月1日（水）午前9時
から電話又は で化石と
自然の体験館へ。
☎35-3892 35-3900 市観光協会
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いちごをのせたよもぎ草も
ち作り
3月16日（木）午前10時～午後0時
30分
市農林公園管理棟調理実習室
10人（申込順）
米粉を使ったよもぎ草もちを作り、
公園産のいちごをのせます。もちを
蒸している時間を使って、使用する
いちごを摘み取ります。丘の上のカ
フェHeuvelの季節のドリンク付き。

※よもぎ草もちといちごはお持ち帰り
となります。
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2,000円
汚れても良い服装、調理室用の室内
履き、エプロン、三角巾、よもぎ草
もちといちごを持ち帰る袋
・ 3月2日（木）午前9時から電話で
市農林公園へ。

　☎39-0150 36-3915

春の農林公園お出かけスタ
ンプラリー
3月18日（土）～4月2日（日）
丘の上のカフェHeuvelにてご飲食
された人、いちご摘み取り体験に参
加された人。
先着100人
丘の上のカフェHeuvelにて1品以
上ご飲食、いちご摘み取り体験にて
1パック以上ご利用で、それぞれス
タンプを押印します。2か所のスタ
ンプを集めた台紙を管理室にお持ち
いただいた先着100人に、いちご
コーラ1本をプレゼントします。
市農林公園☎39-0150 36-3915

大東文化大学オープンカレッ
ジ春期講座
5月～7月
大東文化大学（大東文化会館、東松
山キャンパス、オンライン）
どなたでも受講できる、大学の生涯
学習講座（教養、芸術、語学、スポー
ツなど、約70講座）。※詳細は大学
をご確認いただくか、無料パンフ
レットをご請求ください。
講座により異なる
3月23日（木）～4月3日（月）に 、
パンフレット内のハガキ又はFAX
で申込み（先着順）
大東文化大学 東松山地
域連携センター
　☎31-1534

31-1563

そなえパークの日クイズ
ラリー
3月11日（土）～19日（日）午前10時
～午後3時
東松山ぼたん園
粗品プレゼントは先着100人（お一
人様1回限り）
園内に設置された防災に関するクイ
ズに挑戦していただき、全問正解で
粗品をプレゼント。園内を散策し防
災に関する知識を高めよう。
東松山ぼたん園

　☎81-7607 81-7609
平和資料館からのお知らせ
□「寄贈資料展」
3月21日（祝）～5月28日（日）
□「花とウォーキングのまちの平和賞作品展」
　市内小・中学校、高校の児童生徒、市民を対象に「平和」をテーマに募集した絵
画・作文の中から、表彰作品を展示します。
展示期間　3月28日（火）～5月7日（日）
地下2階　ギャラリー
□3月の映画会

日時 タイトル
3月4日（土）午後2時～（108分） 「晩春」
3月11日（土）午後2時～（118分） 「シェーン」
3月18日（土）午後2時～（100分） 「青葉学園物語」
□戦争体験者証言ビデオ上映会
3月25日（土）午後1時から
・満州から朝鮮へ、そして日本への逃避行（約10分）
　・中国戦線から南方での飢餓との戦いまで（約11分）
■共通事項
講堂
160人（先着順）

平和資料館
　☎35-4111

令和5年度不動産鑑定士によ
る不動産の無料相談会
4月8日（土）午前10時～午後4時
さいたま浦和会場　浦和コミュニ
ティセンター14集会室
　川越会場　ウェスタ川越2階活動室4
不動産鑑定士が不動産の価格等の相
談に応じます。
公益社団法人埼玉県不動産鑑定士協
会☎048-789-6000

敷金（賃貸住宅）トラブル
110番
4月8日（土）・9日（日）午前10時～
午後4時
埼玉弁護士会と埼玉司法書士会の共
催で無料電話相談を実施します。賃
借人が賃貸住宅を退去する際の建物
の原状回復費用等のトラブルに関す
る相談に応じます。

電話相談　☎048-872-8055（当日の
み通話可）
無料（通話料は自己負担）
埼玉司法書士会事務局

　☎048-863-7861

化石と自然の体験館ワークショップ
～化石レプリカの色塗り体験～
3月29日（水）午後3時45分～4時15
分
化石と自然の体験館
小学生以上（小学生は保護者同伴）※
付き添いは、体験者1人につきお一
人でお願いします。
10人
石こう製の化石のレプリカ（カルカ
ロドンメガロドン）に色を塗ります。
700円（材料費）
・ 3月8日（水）午前9時
から電話又は で化石と
自然の体験館へ。
　☎35-3892 35-3900 市観光協会

オープン
カレッジ

募集・求人

東松山市観光ガイド募集

　東松山市観光ガイドクラブでは観光
ガイドを募集します。毎月第1火曜日
午前に例会を開催しています。市の観
光や歴史に興味をお持ちの人のお申込
みをお待ちしています。
市内在住の人
10人程度

申込期限　令和6年3月31日（日）まで
※一定期間の研修終了後、ガイド活動
に入ります。
・ 市観光協会
　　　☎23-3344 23-7775

社会教育講座
気軽にできる家庭菜園

3月24日（金）午前10時～正午
市農林公園
20人（申込順）
ガーデンミックスレタス、はつか大根、マリーゴール
ドなどプランターで実際に実習して栽培技術を学ぶ講
座です（ご自分で作ったものは、お持ち帰りできます）。
1,000円（材料費）
作業ができる服装

青鳥城跡ツアー
3月27日（月）午後1時30分～4時30分
唐子市民活動センター
20人（申込順）
唐子地区の青鳥城跡など、県・市指定文化財を埋蔵文
化財センター職員と歩いて巡る講座です（約5キロ
メートル、全行程徒歩）。※雨天中止
運動靴・動きやすい服装

■共通事項
市内在住・在勤・在学の人
・ 電話で生涯学習課へ。☎21-1431 23-2239

池坊「IKENOBOYS」生け花
教室
4月22日（土）午前11時から
東松山ぼたん園
20人（申込順）
池坊華道男子グループ「IKENOBOYS」
による生け花教室です。プロによる
指導なので初心者でも安心。お子様
（小学生以下は保護者同伴）も参加で
きます。生け花で暮らしに彩りを添
えてみませんか。
2,000円（花材代含む）
・ 3月1日（水）～31日
（金）に市観光協会へ。
　☎23-3344 23-7775

松山地区ハートピアまつり＆
ミニ朝市
展示会　3月8日（水）～12日（日）午前
9時～午後4時（12日は午後3時ま
で）
体験会　3月11日（土）・12日（日）午
前10時～午後3時
ミニ朝市　3月11日（土）・12日（日）
午前9時～午後3時
希望団体による作品の展示会、体験
会及びミニ朝市（食品、花などの販
売）の開催※ミニ朝市は商品がなく
なり次第終了
・ ・ 松山市民活動センター
　　　　　☎23-9311 23-9312

市観光協会

講座・教室・イベント
化石と自然の体験館　ワーク
ショップ・フェスタin spring
　春休みは化石と自然の体験館でワー
クショップを楽しみましょう。
①4月4日（火）、②4月5日（水）、③
4月6日（木）各日とも午後3時40分
～4時10分
化石と自然の体験館
小学生以上（小学生は保護者同伴）各
日とも付き添いは、体験者1人につ
きお一人でお願いします。
各回10人（申込順）
①小さなガラス瓶に化石や岩石をい
れたアクアボトル製作②UVレジン
を使ったアクセサリーつくり③石こ
う製の二枚貝の化石レプリカの色塗
り※ご自身で発見した化石を使いた
い場合は、別途、化石発掘体験のご
予約をお勧めします。
各回700円（材料費）
・ 3月22日（水）午前9
時から電話又は で化石
と自然の体験館へ。
　☎35-3892 35-3900 市観光協会

申込み期間は
3月6日（月）～
20日（月）です

https://higashimatsuyama-kanko.com/sightseeing/learn/fossils/
https://higashimatsuyama-kanko.com/sightseeing/learn/fossils/
https://higashimatsuyama-kanko.com/sightseeing/learn/fossils/
https://higashimatsuyama-kanko.com/
https://www.daito.ac.jp/exten/



