
8月29日（日）午後5時試合開始
※午後3時～6時球場入口の
受付テントにお持ちください。

埼玉西武
ライオンズ
富士見市民
応援デー

キ
リ
ト
リ

キ
リ
ト
リ

���������������������������������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� ��������������������������������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� 第１回 バトテニス大会

富士見市発祥のニュースポーツです！

とき／９月１８日（土）午前９時～正午

場所／市民総合体育館

対象／小学生以上（うち１人は中学生以

上であること）

※１人で参加希望の方はご相談ください。

定員／２４チーム（１チーム２人）

参加費／１人１００円（保険代・賞品代な

ど）

主催／富士見市体育指導委員連絡協議会

申込み／８月９日（月）～９月１０日（金）に

電話で申し込みし、参加費を添えて直接

問合せ／生涯学習課 �０４９―２５２―７１３９

水子貝塚資料館
�０４９―２５１―９６８６

縄文ポシェットづくり

クラフトペーパーを使って製作します。
とき／８月７日（土）午後１時３０分～
定員／２０人（申込順）
参加費／２００円（材料代）
申込み／直接または電話で

夏季ミニ企画展『小さな土器の世界』

期間／８月２９日（日）～１０月３日（日）

水子貝塚星空シアター

とき／９月４日（土）午後３時～８時１５分
（雨天の場合は５日（日））
内容／野外映画『カールじいさんの空
飛ぶ家』、縄文体験、模擬店、御柱行
列など
主催／星空シアター実行委員会・水子
貝塚資料館
※詳しくは広報『ふじみ』９月号でお
知らせします。

こども工作講座

「立体カードをつくろう」
とき／８月２０日（金）午後２時～４時

場所／ふじみ野交流センター

対象・定員／市内の小学３～６年生・２０人（申

込順）

持ち物／ハサミ、カッター、のり、セロテープ

または両面テープ、筆記用具（色マジック・色

鉛筆など）

申込み／８月１日（日）午前９時３０分から、ふじ

み野分館ヘ直接

※電話での申し込みはできません。また、友だ

ちの分の申し込みはできません。

問合せ／図書館ふじみ野分館

�０４９―２５６―８８６０

こわーいおはなしの会

とき／８月１８日（水）

場所／中央図書館

第１部 ちいさいひとに

時間／午後２時３０分～３時

対象／５歳～小学２年生くらい

内容／パネルシアター「三まいのおふだ」、「つ

いでにペロリ」など

第２部 少し長いお話の時間

時間／午後３時３０分～４時

対象／小学３年生以上

内容／「さるのきも」「くわず女房」など

※申込不要。直接お越しください。

協力／すぷんふる

主催・問合せ／中央図書館

�０４９―２５２―５８２５

埼玉西武ライオンズ
富士見市民応援デー

とき／８月２９日（日）午後５時試合開始

対戦カード／埼玉西武ライオンズ対東北楽天ゴ

ールデンイーグルス

場所／西武ドーム（所沢市）

受付／午後３時～６時

※下の点線部分を切り取り、球場入口の受付テ

ントへお持ちください。

対象／市内在住・在勤・在学の方

定員／１，０００人（１塁側内野指定席）

参加費／１，２００円（大人・子どもとも）

主催／富士見市体育協会・富士見市商工会

後援／市・市教育委員会

問合せ／富士見市体育協会

�０４９―２５４―９５１０
富士見市商工会

�０４９―２５１―７８０１
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●展示発表〔１０月３１日（日）～１１月３日（祝）〕

申込期限／８月２０日（金） 連絡先／増岡 �０４９―２５３―３５９４
募集分野／さまざまな文化的分野（昨年の展示発表例：華道、

書道、茶道、絵画、菊花、山野草、文芸、手工芸、七宝、革

製品、俳句、短歌、パンフラワー、パッチワーク、水墨画、

押し花、将棋コーナー、フランス刺しゅう、そろばん交流、

パソコン愛好会、陶芸ほか）

※販売だけを目的とした出品・展示はできません。

●市民美術展〔１１月６日（土）～１４日（日）〕

※６日（土）は午後１時から、１４日（日）は午後５時まで

申込み・搬入場所／１１月３日（祝）午後１時～４時・キラリ☆

ふじみ（スタジオD）

連絡先／岡田 �０４９―２５２―２４０３、小倉 �０４９―２５３―００３７
ちょう そ

募集分野／絵画、写真、彫塑、書、工芸

●芸能発表〔１１月３日（祝）〕

申込期限／８月２０日（金） 連絡先／大橋 �０４９―２５２―００１８
募集分野／日舞、新舞、民舞、詩吟、三味線、大正琴、端唄、

沖縄舞踊、ハワイアンダンスほか

●市民音楽祭〔１１月１４日（日）〕

申込期限：８月２９日（日） 連絡先／加藤 �０４９―２５３―４４１３
募集分野／コーラス、吹奏楽または器楽演奏（いずれもアン

サンブルのみ）

●民謡大会〔１０月３１日（日）〕

申込み／開催当日午前９時～１０時（飛入り先着１０人まで）

※１曲２分以内
きっかわ

連絡先／吉川 �０４９―２５１―０５４８
●囲碁大会〔１１月３日（祝）〕

申込期限／開催当日まで 連絡先／菊地 �０４９―２５２―３０６０
●将棋大会〔１１月１４日（日）〕

申込期限／開催当日まで 連絡先／宮川 �０４９―２５３―６２６８

※囲碁大会は鶴瀬公民館で、将棋大会は鶴瀬西交流センター
で開催し、それ以外はすべてキラリ☆ふじみで開催します。

主催／富士見市民文化祭実行委員会、�富士見市施設管理公社
後援／市・市教育委員会

会場についての問合せ／キラリ☆ふじみ �０４９―２６８―７７８８
各項目、内容についての問合せ／直接分野別の連絡先へ
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問合せ／富士見ガーデンビーチ �０４９―２５４―４３４９

利用期間／９月５日（日）までの午前９時～午後５時（入場は午後４時まで）

※９月１日（水）～３日（金）の午後１時までは市内保育園などによる専用利

用のため、一般の方は利用できません。

入場料金／

プ
ー
ル

区分 利用料
駐
車
場

区分 利用料

一般 ５００円 普通車 ３００円

中学生 ３００円 中型バス１，０００円

小学生 １００円 二輪車 無料

備
考

未就学児は無料ですが保護者がいないと
入場できません。保護者１人につき未就
学児２人まで利用できます。

※おむつを必要とされる方は、規則で水に入ることはできません。

◆売店抽選会 ８月４日（水）・２５日（水）

◆入場券番号抽選会 ８月３１日（火）

◆オフシーズン恒例！ニジマス��み取り大会 ９月１２日（日）開催予定

詳しくは８月中旬以降の場内案内をご確認ください。

◆プールサイドパフォーマー募集中！

◆小学生にビート板を無料貸し出し中！

◆５０m完泳コースを土曜にも設置！

（午前９時～１０時、８月１２日（木）～１６日（月）除く）

威張りん坊ながら憎めない酒好き亭主、困り顔でも甲斐甲斐しい

世話焼き女房。典型的な日本の夫婦を描いた古典落語を交えながら、

松枝氏自らの体験やこれからの家族のあり方を語ります。楽しい講

演会にぜひお越しください。

とき／９月１２日（日）午後２時～４時（１時３０分開場）
場所／針ケ谷コミュニティセンター
定員／１２０人（無料、申込順）
※手話通訳あり（要予約）
※保育あり（要予約、１歳～未就学児）
主催／富士見市男女共同参画推進会議、市
申込み／８月３日（火）からファックスまたは電話で
問合せ／協働推進課 �○内２５６ �０４９―２５４―２０００

館
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＜笑福亭松枝氏

プロフィール＞

大阪府貝塚市生まれ。
しょかく

故六代目笑福亭松鶴師

匠に入門。９９年、文化

庁・芸術祭で落語「立

ち切れ」を演じ優秀賞

を受賞。現在は、上方

落語協会理事を務めな

がら、落語だけでなく

全国各地の講演会でも

活躍中。

「帰り道、人がよりいとおしく、
草花がより愛らしく見える…。
そんなお話を心がけています。」

中央図書館 �０４９―２５２―５８２５

鶴瀬西分館 �０４９―２５２―５９４５

ふじみ野分館 �０４９―２５６―８８６０
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【開館時間】火～日曜 午前９時３０分～午後７時

水谷東公民館図書室
（開室時間 火～日曜 午後１時～５時）

お問い合わせは中央図書館へ
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普通救命講習会

とき／８月２６日（木）午前９時～正午

場所／消防本部

対象・定員／市内在住・在勤の方・３０人

申込み／８月９日（月）～１３日（金）の午前

８時３０分～午後５時に電話で

問合せ／入間東部地区消防組合消防本部

救急課 �０４９―２６１―６６７３

「創業塾」塾生募集�
産業振興課 �○内３８３

創業に必要な知識と事業計画の作成な

どを、ゼミナール形式でわかりやすく解

説します。ぜひご参加ください。

とき／９月１９日・２６日、１０月３日・１０日

・１７日の５日間

※いずれも日曜、午前９時３０分～午後４

時３０分

場所／針ケ谷コミュニティセンター

定員／４０人（申込順）

受講料／５，０００円

主催／富士見市、入間市、ふじみ野市、

三芳町の４商工会

申込み・問合せ／富士見市商工会

�０４９―２５１―７８０１

第１９回ふじみ福祉フォーラム２１

～今日からあしたへ共に生きる～
①子育て支援・介護予防（手話通訳あり）

とき／８月２９日（日）

場所／針ケ谷コミュニティセンター

親子であそぼう

時間：午前１０時３０分～１１時３０分

対象：２～３歳児の親子４０組

講師：小松朋子氏（�日本総合音楽研究
発達心理研究所）、前野和子氏（けやき

保育園園長）

やってみよう 心と体のリフレッシュ

時間：午後１時３０分～３時３０分

講師：牧野正江氏（彩の国福祉レクリエ

ーション代表 レクリエーションコーデ

ィネーター）

②市内のバリアフリー点検

富士見台中学校生徒と一緒に体験しま

せんか（雨天決行）。

とき／９月５日（日）午前９時～正午

※午前９時に鶴瀬駅西口サンライトホー

ル集合

内容／鶴瀬駅、みずほ台駅の東西口周辺

を車いすや盲導犬と一緒に点検

主催／ふじみ福祉フォーラム２１実行委員会

問合せ／福祉課 �○内３３４

関沢児童館「あそびの学校」番外編

難波田城公園で、竹の水鉄砲作りに挑

戦します！（無料）

とき／８月２４日（火）午前１０時～

場所／難波田城公園

対象／幼児（保護者同伴）、小学生

持ち物／飲み物、タオル

申込み／８月５日（木）午前１０時から関沢

児童館へ電話で

協力／NPO法人ふじみっこ・夢みらい

問合せ／関沢児童館 �０４９―２５１―９７８６

エアロビクス教室（全６回）

有酸素運動でリズムに合わせて踊り

ます。

とき／９月６日（月）～１０月１１日（祝）の

毎週月曜午後７時４５分～９時

対象・定員／一般・３０人（申込順）

参加費／３，０００円

はじめてのインディアカ教室（全１２回）

インディアカのルール説明からてい

ねいに指導します。

とき／９月１日（水）～１１月１７日（水）の

毎週水曜午後７時～９時

対象・定員／一般・１５人（申込順）

参加費／１，５００円

ヨガ教室（全６回）

呼吸法を中心とした豊富な内容です。

とき／９月７日（火）～１０月２６日（火）の

毎週火曜午後２時～３時３０分

※９月２１日（火）、１０月１９日（火）を除く

対象・定員／一般・３０人（申込順）

参加費／３，０００円

フットサル教室（全５回）

５対５で行うミニサッカーです。パ

ス練習からゲームまで、初心者の方で

も安心して楽しめます。

とき／９月６日（月）～１０月４日（月）の

毎週月曜午後７時３０分～９時１５分

対象・定員／一般・３０人（申込順）

参加費／３，０００円

�������	
産業振興課 ��内３８３

市内の各商店会が参加する夏祭りが

行われます。ぜひお立ち寄りください。

第１８回東みずほ台まつり

とき／８月２１日（土）午後１時３０分～８

時３０分（雨天時は２２日（日））

場所／みずほ台中央公園
だ し

内容／子どもみこし、子ども山車、舞

台芸能、歌謡ショー、盆踊りほか

問合せ／東みずほ台２丁目町会

�０４９―２５１―０６１８
第２９回みずほ台まつり

とき／８月２８日（土）午後１時～９時

（雨天決行）

場所／みずほ台駅西口ロータリー

内容／歌謡ショー、太鼓ショー、子ども

みこし、西中学校の吹奏楽演奏、淑徳

大学チアリーダーの演技、大崎電気ハ

ンドボール部の出演、スーパーマジシ

ャンほか

問合せ／西みずほ台商店会

�０４９―２５３―２５４０
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勝瀬地域に伝わる笹飾りと「まこも

馬」の展示を行います。

とき／８月３日（火）～７日（土）
せきしょう

展示品制作／勝瀬昔承会

親子・小学生向けイベント ８月６日（金）

パネルシアターと手遊び

（午前１０時３０分～１１時３０分）

出演：文京学院大学パネルシアターサ

ークル・ピノキオ

コンサート（午後２時～３時）

出演：音楽ボランティアしゃぼん玉

主催・問合せ／ふじみ野交流センター

�０４９―２６１―５３７１

市民総合体育館 スポーツ事業のお知らせ
問合せ／�０４９―２５１―５５５５

共通事項

申込み／８月１２日（木）から、午前８時３０分～午後９時に直接または電話で

（８月１６日（月）・１７日（火）休館日を除く）

主催／�富士見市施設管理公社

生生生涯涯涯涯涯学学学学学学学学 習習習習案案案案案案案内内内
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