●投稿先・林 保 ︵ 三 芳 町 上 富 ６ ６ ６
︵２５８︶４１７９︶

正三

※投稿は官製は が き で 日 ま で に

田中

■﹁みんなの広場﹂各コーナーへの投稿を募集しています︒
投稿は︑﹁住所﹂﹁氏名﹂﹁電話番号﹂を楷書で忘れずに明記してください︒
︽宛先︾
︻俳苑・歌檀・リサイクルの広場︼⁝各コーナーの宛先へご投稿ください︒
︻クイズ・アンテナ・アイドル・みよしパレット！・その他お問い合わせ︼
あて先⁝〒３５４ ８５５５ 三芳町大字藤久保１１００番地１ 三芳町役場政策秘書室
︵２５８︶００１９︵
・ ︶ ︵２７４︶１０５４

●選者 椎名恒治︵日本歌人クラブ参与︶
●投稿先 吉田和代 ︵三芳町藤久保
３８５６︶
三九二八 二〇 

２回程度︶▽写生地／電車
で行ける範囲▽作品展／年
１回▽年会費／千円▽連絡
先／野田 ︵１２１３︶
６３１７
●社交ダンス﹁フレール﹂
▽初心者歓迎！当サーク
ルは男性女性二名の教師
と会員が やさしく︑楽し
く︑親切に指導レッスン
しています︒初心者も熟年

312

高山

正彦

■携帯端末サイトのご案内
ライフバスの時刻表が確認でき
たりと︑便利なサイトです︒
した携帯電話で読

ＱＲコードに対 応

ク セスで き ま す ︒

み取ると簡 単にア

暗闇に蝋の炎の浄らけく不思議なまでに心静もる
西尾

慶子

︻選評︼大震災︑福島原発事故関連の報道が毎日溢れている︒息のつまる
ようなあけくれのなかで花は散り鳥は鳴き青葉の季節︒そして暑い夏が
くる︒諸氏ご自愛の上︑ひたむきな詠吟を期待します︒︵椎名恒治︶

は楽しく﹄をモットーに撮影

員も募集しています︒﹃写真

／無料▽連絡先／山崎

︵富士見市民会館︶▽入場料

時︶▽場所／キラリ☆ふじみ

★町の図書館の人口一人当
たりの貸出冊数が県下一位
と知り︑びっくりしました︒
もっともっと大勢の人が利
用し︑更に充実した図書館
になって欲しいと思います︒
︵みよし台Ｏさん︶
★みよし歴史探訪を︑近く
に面白いものがあるのかと
興味深く読みました︒わか
る範囲で行ってみようと考
えています︒︵藤久保Ｙさ
ん︶
★町議会選挙が終わりまし
た︒投票率が低いのは残念
です︒︵藤久保Ｉさん︶

間１回︵アンテナは年間２回︶まで︒︵先着順︶※紙面の都合上︑要点のみの
掲載となる場合もありますので︑予めご了承ください︒

﹁ギフト﹂届ける︑贈るとい
うこの言葉を団体の名前にした理
由は︑みんなに笑顔を届けたいか
東日本大震災で被災した障がい

ら︒
児のため︑何かしたい︒そんな思
いから︑障がいを持った子どもた
ちが作った︑絵やエコバックを

代までの約

売って︑収益を﹁贈る﹂即売会が
ギフトでは︑

行われました︒
人のメンバーが障がいを持った子

どもとの交流事業︵休日の支援事
子どもたち︑障がい児の笑顔に

業︶を︑企画・運営しています︒
触れ合ってみませんか？
︻問い合わせ︼
社会福祉協議会

時〜午後５時︵但し︑最終
日は午後３時まで︶▽場所／

会︑定例会を行っています︒

miyo-sha@mc.jnc.ne.jp

ne.jp/miyo-sha/

http://www.cnet-sc.

︵２５８︶０１２２

分▽場所／

日時／毎週木曜日︑午後
７時〜９時

竹間沢・藤久保公民館▽
入会金／２千円▽月会費／
２千５百円▽連絡先／高木
︵２５９︶１７１８※午
後３時まで

５日〜７月 日︑午前

●カメラ三芳▽期間／７月

おいでください

揺れている吾にトラウマ残したる大災害の映像揺れている
上村理恵子
名を呼ばれ次のことば待つ間微笑みやら恥ずかしさやら
渋谷 肖子
大震災にて花見は自粛ひたすらに花見上げつつ静かに歩む
森下
茂
たちまちに桜散ったよ若葉だよ木々は芽吹きて青葉の季節
布川 明男

hisyo@town.saitama-miyoshi.lg.jp

−
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−

原発を至上とうたうポスターに不信抱きつつ貼りし日のあり
鈴木 繁子
野馬追の法螺貝をわれに聴かせたる浪江の義兄の行方しれずも
町田 勝男
一分咲き二︑三分咲きとたのみきて十万ひらく花陰歩む
吉田 和代
津波にぞ倒れ咲きたるさくら花生きる力に感動をうく
星野 一郎

課環境対策係まで

鉄線花好む若妻子沢山

E

【投稿】電話・ハガキ・ＦＡＸ・Ｅメールで、環境産業

栄子

−

震災後一人海辺に佇みて海の怖さをあらためて知る

／三芳東中女子体操服／こすず幼稚園男子制服・体操着

大崎

正彦

／電動ミシン／二人掛け用ソファー／三芳東中女子制服

鉄線花垣に絡めて華やげる

高山
武

喜子

用ワンピース喪服（ジャケット付き）／絵の具（油絵用）

佐々木年郎

金谷
かね

登坂
良一

ゆずってください／自転車（24インチ以下）／ひな人形

ナ・みよしパレット！⁝宗教団体・政治団体・営利目的︵営
利団体を含む︶の投稿はご遠慮ください︒１団体につき︑年

てる前に、ぜひご利用ください。

難関を潜りて合格嬉しき日

小泉
茂

山口
李知

抜井満智子

な！

kankyo@town.saitama-miyoshi.lg.jp

春風に泳ぐ五色の鯉踊る

碑文よむ寄せ合ふ肩や若葉風
森下

綿引
静壷

地震の街念入りに祈る花見堂
花馬酔木日暮れ迫りて四方談議
飛込みし月に波紋や青蛙

和子

︵４４３２︶１２２０・鈴木

みませんか︒一度見学体験

ライフワークを充実して

生の過ごし方の一つとして︑

の方を募集しています︒人

方や風景スケッチの愛好家

在住の水彩画に興味のある

●日曜写生会青空画室▽町

︵２５８︶０９０３

一緒に遊べるようになりたい

090

ＦＡＸ274−1052

ＳＬの汽笛ひびきて若葉風

色あせしアルバムめくる子どもの日

平井
一郎

池上ひでお

筍飯懐しく食む母の味

星野
雅夫

薫風や小道の多きひと部落

菖蒲湯のたばねてもんでかほりかな

荻原
キイ

弔いの法螺吹き相馬若葉風

下原

南風に花びらの舞ふ生の万象
島津
任子

お兄ちゃんって、ぼくには

Eメール

曇天にのつしのつしと青蛙

子供の日波がさらいし子のいづこ
前田
澄江

腕まくり気負ひし夫の冷やし汁
沖野

窓越しに遠富士ありて山笑ふ

とっても優しいんだあ。早く

ゆずります／ベビー布団一式／学研百科事典全巻／女性

者もお気軽に見学・無料体

30

久夫

かなめ

してみてください︒▽ホー

20

半澤

叶明ちゃん（０歳）

室︶予定▽連絡先／坂本

せんり

ムページ／︻青空画室︼で

さい︒▽年会費／３千円▽連

初心者の方も是非ご連絡くだ

●フォトサークルみよし写真

︵９８０９︶６２８６
日正午

展▽日時／７月

〜 日午後４時▽場所／藤

日︑午後

ビッグバンドが集まってお送

ＺＺタイム▽近隣アマチュア

●第７回スターダストＪＡ

金・会費／無料▽連絡先／林

程度予定しています︒▽入会

会を年 回︑写真展を年２回

集しています︒撮影会・定例

久保公民館ロビー▽会員も募

１時

分〜︵開場／午後１

▽日時／７月

りするＪＡＺＺコンサート！

３７５２

絡先／千葉・ ︵２５９︶

090

伊東千俐ちゃん（２歳）

（110〜130センチ）

藤久保公民館ロビー▽新規会

23

【上富】

（H216〜218）

25

宝物です。

H
311

HP
E

農に生き堅固な腕で耕せる

初心者対象のサークルです︒
グループレッスンを行って
います︒▽日時／水曜日︑午
後１時〜４時予定▽場所／総

気で思いやりのある子に育っ

︻募集要項︼アイドル⁝１人につき１回︒未就学児限定︵ただし︑初めての
未就学児と一緒に写っていれば︑２回目・小学生も可︒︶順次掲載︒アンテ

会員募集

２人はとても仲良しで寝る

●社交ダンス﹁ピポット﹂▽

時もお風呂もいつも一緒！元

この広場では、不用品情報（「ゆずります」・「ゆず

験に参加してください︒▽

31

てね。２人はかけがえのない

検索可▽日時／日曜日︵月

︵２５９︶３４８９

10

あさひ

合体育館︵研修室又は多目的

広報みよし No.893

25

FAX

10

旭ちゃん（０歳）

【問題１】今月号で紹介した「みよしまち地域コ
ミュニティ○○○」。○に入るのは？
だより イベント メール
【問題２】今年のみよしまつりは、東日本大震災
復興支援イベントとなります。さて、開催日は？
９月１日 ９月３日 ９月５日
【問題３】幼稚園、保育園などの幼児・約２千人
を対象に、楽しく防火を学ぼうと行われたイベン
トは？ みよしまつり 園児消防見学会
青少年の主張
【応募要領】官製はがきに、答え、住所、氏名、
年齢、職業と「広報みよし」の感想を書いて、７
月15日までに（当日消印有効）
【６月号の答え】
問題１− 問題２− 問題３−
（応募総数26通、正解20通）
【正解者】記念品を全問正解者5人に。広報クイ
ズ正解者の発表は、当選者への賞品の発送をもっ
て代えさせていただきます。
30

は な し ろ みなと

広 報 ク イ ズ
10

波名城湊ちゃん（３歳）

ってください」）を紹介しています。モノを買う前・捨

ボランティア団体「ギフト」
080

15

11

【北永井】

