
第21回 富士見市スポーツフェスティバル第21回 富士見市スポーツフェスティバル

14:30から
ウルトラ○○×クイズが
あります！

市民総合体育館 スポーツ事業
問合せ／市民総合体育館

�０４９―２５１―５５５５

親子で音楽を楽しもう

ファミリーコンサート
いや

親子でゆったり、癒しのひとときを過

ごしませんか。

とき／１１月１２日（金）午前１０時３０分～１１時

４５分（１０時開場）

場所／キラリ☆ふじみ

対象／０歳～未就園児とその保護者の方、

妊娠中の方

定員／２００人（無料、申込順）
ジョイン

講師／JOIN（夫婦で活動。息のあった

演奏や楽しいトークは、幅広い年齢層に

支持されています）

主催／富士見市母子保健推進員連絡協議会

申込み・問合せ／健康増進センター

�０４９―２５２―３７７１

入間郡市人権フェスティバル

人権問題への理解・関心を深めること

を目的に開催します（無料、申込不要）。

とき／１１月１３日（土）午後０時３０分～４時

３０分

場所／越生町中央公民館（越生町大字越

生９１７ 駐車場あり）
あ わ で こ はこまわ

内容／公演 阿波木偶箱廻し「福を運ん

だ人形まわし」～私たちの暮らしと人権
はや し

問題～、子ども囃子、人権作文朗読、物

品販売など

※手話通訳あり。

問合せ／協働推進課 �○内２５６

冒険遊び場やってみよう！

冒険遊び場とは、子どもが「遊び」を

つくる遊び場です。ぜひお父さんも一緒

に遊びましょう！

とき／１１月１４日（日）午前１０時～午後１時

場所／関沢小学校 校庭

対象／幼児（保護者同伴）、小学生
た

持ち物／飲み物、タオル、焚き火で焼き

たいもの（さつまいもなど）、新聞、ア

ルミホイル、レジャーシート、汚れても

いい服装

主催／関沢児童館、NPO法人ふじみっ

こ・夢みらい

申込み／１１月８日（月）午前１０時から電話

で

問合せ／関沢児童館 �０４９―２５１―９７８６

緊急サポートセンター埼玉

保育サポーター講習会
子どもの預かりなどの援助活動をお手

伝いする保育サポーター（有償ボランテ

ィア）の養成講座です。

とき／１１月１７日（水）・１８日（木）午前１０時

～午後４時、１９日（金）午前１０時～正午

場所／ふじみ野交流センター

主な援助活動の事例／病児・病後児の預

かり、宿泊を伴う預かり、保育施設から

の急な呼び出しがあった場合の送迎や預

かり、そのほか緊急を要する預かり

申込み・問合せ／NPO法人病児保育を

作る会 緊急サポートセンター埼玉（受

付時間午前７時～午後８時）

�０４８―２９７―２９０３
※受講される方の経歴などにより、受講

科目が異なります。

※この事業は、厚生労働省からNPO法

人病児保育を作る会が県内の運営業務を

受託し、富士見市ファミリー・サポート・

センターと連携して行うものです。

富士見グリーン・ツーリズム

富士見市産農産物の生産地と直売所を

めぐるバスツアーです。

とき／１１月１８日（木）午前９時３０分～午後

４時 ※市役所市民ホール集合

対象／市内在住・在勤の方

定員／２０人（申込順）

参加費／１人１，０００円（昼食、保険代など）

主催／富士見市農業研究団体連絡協議会

申込み・問合せ／産業振興課 �○内２５３

第３４回人権を考える集い

とき／１１月１９日（金）午後１時３０分～４時

（午後１時開場）

場所／三芳町文化会館コピスみよし

内容／人権作文コンテスト優秀作品の紹
どうこく

介、朗読劇「静かなる慟哭」（出演：表
こと は

現倶楽部「言の葉」）

主催／川越人権擁護委員協議会入間東部部会

申込み／１１月４日（木）からファックスま

たは電話で

問合せ／協働推進課 �○内２５７
FAX０４９―２５４―２０００

ふじみマーケット２０１０

市内の農・商・工業を営んでいる事業

者が、とりたての新鮮野菜、米、自慢の

品物を販売します。ぜひお越しください。

とき／１１月２３日（祝）午前１０時～午後３時

場所／市役所正面玄関周辺

問合せ／産業振興課 �○内２５３
富士見市商工会 �０４９―２５１―７８０１

ペタンク教室

ペタンクはカーリングに似たボールス

ポーツで、どなたでも親しめます。

とき／１１月２０日（土）午前９時３０分～正午、

２７日（土）午後１時～３時３０分

場所／つるせ台小学校 校庭

対象・定員／１８歳以上の市民・各２０人（申込順）

参加費／１回３０円（保険代）

申込み／１１月４日（木）～１７日（水）の平日、

午前９時～午後５時に電話予約し、参加

費を添えて直接

問合せ／生涯学習課 �０４９―２５２―７１３９

第５回入間東部地区合同
最新遺跡報告会

富士見市・ふじみ野市・三芳町のほか、

川越市・所沢市の発掘調査成果を紹介。出

土品の展示、まが玉作り体験もあります。

とき／１１月２８日（日）

遺跡報告会 午後１時３０分～４時

まが玉作り体験 午前１０時～正午、午後

１時３０分～３時３０分

場所／ふじみ野交流センター

定員／遺跡報告会１００人（先着順）、まが

玉作り体験 午前・午後各３０人（先着順、

参加費１５０円）

主催／入間東部地区文化財保護連絡協議会

問合せ／生涯学習課 �○内６３８

～ふれあい ひろがれ～
第２７回水谷文化祭

とき／１１月２０日（土）・２１日（日）

いずれも午前１０時～午後３時

場所／水谷公民館

内容／２０日（土）写真でみる水谷の歴史、

スタンプラリーとお楽しみ抽選会、団体

サークル活動の成果発表（展示・舞台）、

模擬店、パソコン体験教室（カレンダー

・名刺作り）ふれあいの夕べなど

２１日（日）展示・舞台発表、模擬店、パ

ソコン体験教室、ベーゴマ大会など

主催／水谷文化祭実行委員会

問合せ／水谷公民館 �０４９―２５１―１１２９

救命講習会（上級・普通）

上級救命講習

とき／１１月２０日（土）午前９時～午後６時

対象／市内在住の方で普通救命講習会を

修了している方

普通救命講習

とき／１１月２８日（日）午前９時～正午

対象／市内在住・在勤の方

共通事項

場所／消防本部

定員／いずれも３０人

申込み／１１月８日（月）～１２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

体育館を個人開放します
個人で利用する方を対象に体育館を

開放します。希望者は、当日窓口へお

越しください。

とき／１２月１２日（日）①午前９時～午後

４時 ②午後４時～９時３０分

場所／サブアリーナ

①サブアリーナ１／３面で可能な種目

卓球・バドミントンなど

②サブアリーナ全面を使用する種目

バスケットボール・バレーボールなど

（フットサル・ハンドボールはできません）

※用具の貸し出しはしません。

※先着順のため、利用できない場合もあ

ります。詳しくはお問い合わせください。

料金／市内 大人２００円、小中学生１００

円 市外 大人４００円、小中学生２００円

１１月以降の休館日
１１月 １５日（月）

１２月 ２０日（月）・２１日（火）

年末年始１２月２８日（火）～１月４日（火）

１月 １７日（月）

２月 ２１日（月）・２２日（火）

３月 ２２日（火）

�������	
������	� 問合せ／�０４９―２６１―５３７１

�����������
����������� 
とき／１１月１２日（金）午前１０時～正午

定員／５０人（無料、申込順）

講師／新井浩文氏（県立文書館主任学芸員）

!"#$%&'()*+,�-.

英字新聞でおしゃれなエコバッグを作

ります。

とき／１１月１８日（木）

午前１０時～１１時

定員／２０人（無料、

申込順）

持ち物／洗濯ばさみ

４個、菜箸１膳

※車での来場はご遠慮ください。
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表
彰
式

バトテニス・インディアカダーツ

輪投げ・パターゴルフ

ユニカール

ウォーク�ウォーク（受付９：３０・スタート１０：００）
模擬店（１０：００から）

お楽しみ抽選会（１１：００～１２：００、１３：３０～１４：３０）

ピンポンコーナー

ダーツ投げ

学童ドッジボール大会予選・陸上教室

学童ドッジボール大会決勝

幼児玉入れ（受付１２：３０・スタート１３：１５）

サッカーフリーキック・ストラックアウト・ゲートボール・グラウンドゴルフ
（受付９：３０・スタート１０：００）

スポーツ玉入れ（１０：００から）・表彰式
参加者募集（１チーム８人）申込みは体育協会まで

バトテニス・インディアカダーツ

輪投げ・パターゴルフ

ユニカール

児童ポスター・表彰式

ピンポンコーナー

ダーツ投げ

メイン
アリーナ

サブアリーナ

柔道場

剣道場

玄関前

ロビー

幼児室

諏訪小校庭

文化の杜公園

市
民
総
合
体
育
館

９：３０ １２：００１３：００ １４：３０

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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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

��������	
���
【開館時間】火～日曜 午前９時３０分～午後７時

共通事項

対象／市内在住・在勤の方

申込み／１１月１日（月）午前９時から直

接または電話で

問合せ／富士見市体育協会 �０４９―２５４―９５１０
室内競技に参加される方は、室内用の履物をご用意ください。

とき／１１月２３日（祝）午前９時（開会式）～午後３時３０分 ※雨天時は室内競技のみ
場所／市民総合体育館・文化の杜公園・諏訪小学校校庭
主催／富士見市スポーツフェスティバル実行委員会・
富士見市体育協会

※スポーツ玉入れ・学童ドッジボール以外の種目は自由参加です。

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 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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水子貝塚資料館
�０４９―２５１―９６８６

縄文の森コンサート
秋の午後をフルートとともに in mizuko

晩秋の午後、水子貝塚公園でフルート
の音色にふれてみませんか。
とき／１１月２７日（土）午後２時開演（１時
３０分開場）
場所／水子貝塚公園展示館
定員／１００人（無料、先着順）
出演／井上晴惠氏（アンサンブルサウン
ド代表）

なだ

曲目／涙そうそう、パッヘルベルのカノ
ン、アメイジング・グレイスほか

土曜おもしろミューズランド

とき・つくるもの／
１１月６日（土）・ミニチュア土器
１１月２０日（土）・ウッドクラフト
いずれも午前１０時、午後２時の２回
対象／小学生以上（未就学児は保護者同
伴で可）
参加費／６日のみ１００円程度（材料代）
※申込不要。
直接公園内学
習広場に集合。
雨天時は資料
館体験学習室
で行います。

難波田城資料館
�０４９―２５３―４６６４

ふるさと体験 手打ちそばづくり

古民家で手打ちそばを作り、試食します。
とき／１１月２７日（土）午前１０時～午後１時
場所／難波田城公園内 旧金子家住宅
対象／大人
定員／１６人（申込順）
指導／押田一氏
参加費／１，０００円（材料代）
持ち物／エプロン、三角きん
申込み／１１月２日（火）午前９時から直接
または電話で

�������	
 ��������������

問合せ／協働推進課 �○内２５６、生涯学習課 �○内６３２

さまざまな文化を理解し、交流を楽しめる場として開催します（無料）。

とき／１１月１４日（日）正午～午後４時 場所／ふじみ野交流センター

内容／

◆体験と交流（正午～午後２時）
てんこく

太極拳、民族衣装や着物の試着と記念撮影、生け花・和太鼓・篆刻体験、タイ古

式マッサージ、異文化体験ゲーム、外国語会話サロン、世界の料理試食コーナー

◆アトラクション（午後２時～２時５０分）

フィリピンの歌と踊り、琉球舞踊

◆ティータイム（午後２時５０分～３時１０分）

世界のお菓子とお茶

◆在日外国人の主張（午後３時１０分～４時）

在日外国人による日本語のスピーチ

（主張者：市内および近隣市在住・在勤の方）

※保育あり（午後２時～４時）。

※車で来場の際は、交流センターの駐車場またはふじみ野小学校中庭に駐車してく

ださい。

主催／市・市教育委員会・富士見市国際友好協会

ソフトバレーボール教室

バレーボール経験者の方もそうでない

方も楽しめます！

とき／１２月４日（土）、１１日（土）

いずれも午前９時～正午

場所／諏訪小学校 体育館

対象・定員／１８歳以上の市民・各２０人

（申込順）

参加費／１回３０円（保険代）

持ち物／飲み物、タオル、体育館履き、

動きやすい服装

申込み／１１月８日（月）～２６日（金）の平日、

午前９時～午後５時に電話予約し、参加

費を添えて直接

問合せ／生涯学習課 �０４９―２５２―７１３９

富士見市・ふじみ野市・三芳町
合同市民活動団体交流会
がるがりプロジェクト
第４回現場研修会

NPOや市民活動団体の日ごろの活動

や課題、地域への思いなどを共有し、交

流します（事前申込み優先、当日参加可）。

とき／１２月１０日（金）午後１時３０分～３時３０分

場所／鶴瀬西交流センター

申込み／ファックスまたはメールに①第

４回現場研修会参加希望 ②氏名 ③所属

している団体名 ④連絡先 ⑤同伴者の氏

名（子どもの場合は年齢）⑥団体・活動

紹介のちらし持参の有無を明記し下記へ

彩の国南西部地域NPO連絡会事務局

�０４８―４８２―５７３２ FAX０４８―４８２―５７３１

sainokuni.gg@gmail.com

問合せ／協働推進課 �○内２５６

幼児安全法講習会（短期講習）

１～６歳の幼児に起こりやすい事故の

予防と、応急手当の知識・技術を身につ

けます。

とき／平成２３年１月２３日（日）午前９時３０

分～１１時３０分

場所／三芳町総合体育館

内容／こどもの心肺蘇生法とAED

定員／２０人（応募者多数の場合は抽選）

講師／日本赤十字社幼児安全法指導員

参加費／３００円（教材費、保険代）

主催／日本赤十字社埼玉県支部

申込み／はがき（１人１枚）にコース名

「H－７」・郵便番号・住所・氏名・性

別・生年月日・電話番号、保育希望者は

その旨と「○才、男（女）児、○名」を

記入し下記へ（１２月２３日（祝）必着）

〒３３０―００６２

さいたま市浦和区仲町３―２―２３

日本赤十字社埼玉県支部 講習係

※受講が決定した方には、受講案内をお

送りします。

問合せ／日本赤十字社埼玉県支部講習係

�０４８―８２９―２６８１

昨年のようす

ミニチュア土器を作るようす

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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