
2223 広 告 オシッコでお悩みの方はこちらへ➡０４２（９７８）９５９１ さいたま泌尿器・
ひふ科クリニック広 告　ペットシッターＭＯＮ ご自宅にてペットのお世話・お散歩代行承ります

☎０４２（９８９）２７２８　ホームページpetsitter-mon.com

『ネット中傷駆け込み寺』
著者：佐藤佳弘　　出版社：武蔵野大学出版会

　ネットで悪質な書き込みをされた
ら…どうする? 被害者の疑問や悩み
に答える形で、ネット中傷の知識や
法制度、対処法を分かりやすく解説
する。トラブルに巻き込まれないた
めの注意事項も掲載。

『子どもと一緒に覚えたい木の実の名前』
著者：小南陽亮　　出版社：マイルスタッフ

　コナラ、イチョウ、トチノキ、ア
ケビ…。身近な公園や庭などでよく
見られる木の実と、その木の実がな
る木をイラストと写真で紹介。拾っ
た木の実の楽しみ方や間違えやすい
木の実も掲載。

新刊図書案内� 図書館流通センター（新刊全点案内）より引用

開館時間　午前９時～午後７時
休 館 日　７月26日（月）
※新型コロナウイルス感染症の状況
により変更となる場合があります。

☎985－5121
市立図書館から市立図書館から

金曜シネマ
上映作品　「マンマ・ミーア」（109分）
日時　７月16日（金）　午前10時から
申し込み　電話または直接市立図書館へ

終戦記念シネマ
上映作品　「あゝひめゆりの塔」
　（125分）
日時　８月９日（休）
　午前10時から
申し込み　
　電話または直接市立図書館へ

おはなしポケット
大きい子向け
日�時　８月７日（土）　午前11時から
小さい子（未就園児）向け
日�時　７月14日・21日・28日、８月４日の水曜日
　午前11時から

きっず★シネマ
上映作品　「おさるのジョージ」（87分）
日時　７月31日（土）　午前10時30分から
申し込み　電話または直接市立図書館へ

児童向け講座「調べる広場」
　百科事典の使い方や、本の探し方など、図書館を使
った調べ学習の基本を学びます。
日時　７月29日（木）
〇難易度かんたん　
　①午前10時から　②午前11時から
〇難易度チャレンジ
　①午後２時から　②午後３時から
対象　小学３年生以上
人数　各回６人（申し込み順）
費用　無料
持ち物　筆記用具
申�し込み　７月５日（月）の午

前９時以降に、電話または直
接市立図書館へ

一般向け講座「今、話題のSDGｓを知っていますか？
世界が近くなる、日本社会が見えてくる、
そして今私たちができる身近なこと」

　これからの社会で大切な「生きる力」とは何か。身
近な事例をあげて易しく話します。
日時　８月５日（木）　午後２時～３時30分
対象　中学生以上
人数　30人（申し込み順）
講�師　小平陽一さん（元高

校化学教師、家庭科教
師）
申�し込み　７月５日（月）

午前９時以降に、電話ま
たは直接市立図書館へ

かがくあそび「万華鏡をつくろう！」
日時　８月２日（月）　午前10時～正午
対象　小学生（低・中学年向け）
人数　30人（申し込み順）
講師　科学読み物研究会　加藤絹子さん、
　坂内登美子さん
費用　無料
持�ち物　筆記用具、はさみ、

クリームケース（透明）
申�し込み　７月８日（木）午

前９時以降に、電話また
は直接市立図書館へ

館内企画展示
一般向け（カウンター前）
展�示内容　「未来のためにできること～知っています

か？SDGｓ～」
期間　８月29日（日）まで
児童向け（児童コーナー）
展示内容・期間
〇「かがくあそび」・８月３日（火）まで
〇「だいすき　スポーツ」・８月29日（日）まで
〇「図書館を使って調べよう！」・９月26日（日）まで

「ひだか市民情報ひろば」は市民の皆さんの情報交換の場です。市の行事と直接関わりは
ありませんので、内容は直接確認してください。
掲載方法　掲載月の前々月25日までに、掲載依頼書を提出してください。
○イベントの掲載は１年度に４回、なかまを募集は１年度に１回までです。
○公民館サークルまたはそれに準ずる非営利の団体の依頼に限ります。
※市ホームページ内の「ひだか市民情報ひろば」にも情報を掲載できます。
ぜひご利用ください。� 問い合わせ　市政情報課広報・統計担当

ひだか
市民情報ひろば

■日高市市制施行30周年記念
　第20回ひだか市民文化祭俳句川柳展
展示期間　10月22日（金）～24日（日）
　�午前10時～午後４時（最終日は午後
３時まで）
展示場所　高麗公民館
＜作品募集＞
募集作品　題詠「旅（たび）」３句以内
※作品は未発表の自作品に限ります。
対�象　市内在住・在勤の人、日高市川
柳連盟会員
締�め切り日　８月31日（火）
出�品方法
〇郵送…�はがきに作品を記入し、下記へ
　〒350－1231　鹿山387－26
　竹内三吉

〇�川柳連盟会員…作品を短冊掛けに入
れ雅号を付記し別紙に作品・住所・
氏名を記入の上、添付、包装し搬入
場所へ提出
搬入場所　生涯学習課または各公民館
搬出場所　高麗公民館
搬出日時　10月24日（日）　午後３時
審�査結果　日高市川柳連盟に委嘱され
た選者が審査を行い展示作品に結果
（三才・五客・佳作）を提示します。
※優秀作品は「文芸ひだか」に掲載す
る予定です。
問�い合わせ　竹内☎985－5269
　竹中☎982－0130
■日高おもちゃ病院
期日・場所
○７月10日（土）・高麗公民館
○８月14日（土）・高萩公民館

○９月11日（土）・高麗川南公民館
受付時間　午前９時～10時30分
問�い合わせ　日高おもちゃドクターの
会　松本☎989－7108

■スマイル体操STEPS
　ベルトを使った体操、筋力、体幹ト
レーニング。健康維持、増進のための
リズム体操です。一緒に体作りしませ
んか。
活動日　金曜日
活動時間　午前10時～正午
対象　女性
場所　高麗川南公民館
費用　2,000円（月額）
問�い合わせ　馬場☎985－4422

出かけて・参加してみませんか出かけて・参加してみませんか

ひ だ か
市民情報
ひ ろ ば

なかまを募集なかまを募集

ビブリオバトル2021夏の陣
　ビブリオバトルは、バトラー（発表者）が５分間の持
ち時間で、自分のおすすめの本を紹介し、聴衆の投票
で「一番読んでみたくなった本」を決定する、知的書
評ゲームです。バトラー、投票者を募集します。
日時　８月７日（土）　午後１時30分から
対象・人数
〇バトラー　
　 中学生および高校生、大学生等の若者・10人程度（申

し込み順）
〇投票者　どなたでも
申�し込み　バトラー、投票者ともに電話または直接市

立図書館へ

期日　７月13日（火）～８月31日（火）
※図書館休館日を除く。
時間　午前９時～午後６時45分
※都合により利用できない場合がありま
す。図書館ホームページでご確認くださ
い。

臨時学習室を
開設します
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