生
生涯
案内
学習
習案
涯学
内
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

難波田城資料館
!０
４
９―２
５
３―４
６
６
４

火災避難訓練のお知らせ

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!

旧金子家住宅から出火したという想

定で、避難訓練を行います。消防士の
話や消火器の体験もできますので、ぜ
ひご参加ください。

とき／１月１
５日
（土）
午後１時２
０分〜２時

場所／旧金子家住宅

「マユ玉ダンゴ」実演・販売

ちょっ蔵市で、小正月に農作物やマ
ようさん

まゆ

ユ（養蚕の繭）の豊作を願って飾る「マ
ユ玉ダンゴ」をつくり、販売します。
とき／１月２３日（日）午前１１時〜午後１時
主催／難波田城公園活用推進協議会

古文書講座（初級編）

冬だ！スケートに行こう！

東洋医学を応用した転倒予防教室

お友だちやお兄さんお姉さんと一緒に

健康的な運動習慣を身に付けて、より

楽しく滑ろう。

快適な生活を過ごしませんか。

とき／２月１１日（祝）午前９時３０分〜午後

とき／１月２０日（木）午後１時３０分〜３時

４時

場所／ふじみ野交流センター

場所／東武川越スケートセンター

対象／市内在住・在勤の方

対象／小学３年生〜中学３年生

内容／チェア・フロア・セラバンド（リ

定員／２０人（申込順）

ハビリテーションなどで使用するゴム）

参加費／８００円（交通費・保険代など）

などの運動や東洋医学を応用したツボの

持ち物／参加費、帽子、厚手の手袋、昼

話、経絡ストレッチングなどを行います。

食、飲み物、着替え、タオル

※軽い体操ができる服装でお越しください。

※帽子は必ず着用。状況によりヘルメッ

定員／２０人（申込順）

ト着用。

指導／富士見市鍼灸マッサージ師会（市

主催／富士見市青少年相談員協議会

民人材バンク登録団体）

申込み・問合せ／１月１２日（水）午前９時

主催／富士見市市民人材バンク推進員の会

内６
３３）へ電話で
から生涯学習課（!○

申込み／１月５日（水）午前９時から生涯

けいらく

しんきゅう

内６
３１）へ電話で
学習課（!○

&$'C=D-6."#;%(460
問合せ／ふじみ野交流センター

!０４９―２６１―５３７１

江戸時代の古文書を解読しながら、

41"1*,

当時の歴史や文化を学びます（全３回）。
とき／１月２３日（日）・３０日（日）、２月
６日（日）いずれも午前１０時〜正午
場所／難波田城資料館
定員／２０人（申込順）

講師／宮原一郎氏（国学院大学講師）
参加費／５００円（資料代など）
申込み／直接または電話で

!!!!!!!!!!!!!!!!!!

バトテニス教室

赤ちゃんとママのためのマッサージ!
エクササイズ（無料）。

,*5/32/)6+
子どもの思い出を残す、世界にひとつ
だけのクラフトアルバム作りです。

とき・対象／１月１８日（火）・おすわり、 とき／１月２８日（金）午前９時４
５分〜正午
はいはいの赤ちゃん親子

対象／市内在住・在勤の方

２月１５日
（火）・たっち、あんよ（１歳児） 定員／１２人（申込順）
か づき

の赤ちゃん親子

講師／横山香月氏（スクラップブッキン

いずれも午前１０時〜１１時３０分

グインストラクター）

定員／各回２０組（申込順）

参加費／７００円（材料代）

講師／黒川由美子氏（日本エアロビック 持ち物／子どもの写真５枚以上（なるべ

とき／①１月２２日（土） ②１月２３月（日）

連盟キッズ・ジュニアエアロビック公認 く同じ行事・焼き増し可能なもの）

いずれも午前１０時〜正午（午前９時３０分

指導員）

受付開始）、無料

持ち物／バスタオル、飲み物

場所／①ふじみ野小学校体育館

②諏訪

※保育あり（２歳児以上、１０人、要予約）
共通事項

申込み／１月４日（火）午前９時から電話または直接

小学校体育館
持ち物／飲み物、室内シューズ、動きや

AE<B:@>9!AE8?7

すい服装
!０４９―２５２―７１３９

問合せ／生涯学習課

イスラエル・日本から世界を見る〜固定観念を打破して。
平和への願い〜
問合せ／鶴瀬公民館

!０４９―２５１―１１４０

第３０回ファミリー・コンサート
とき／２月１１日（祝）午後１時３０分開演
（１時開場）
場所／鶴瀬コミュニティセンターホール
かみやましょうきち

出演／神山晶吉氏（フルート）
参加券／大人１，
０００円（高校生以下５００円）
※鶴瀬公民館で取り扱っています。
主催／富士見市音楽連盟
問合せ／
富士見市音楽連盟
鶴瀬公民館
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広報

ふじみ

!０４９―２５３―６８６３

!０４９―２５１―１１４０

平成２
３年１月号

イスラエルで徴兵制や空軍時代を経験し、「平和は当然
あるものではなく人間が作り上げるもの」と確信した自身
の経験を通し、平和の大切さについてお話しします。悲し
みの歴史を知っているからこそ、伝わるものがあります。
（無料、申込不要）
とき／１月２９日（土）午後２時〜４時
場所／鶴瀬公民館
講師／ダニー・ネフセタイ氏（元イスラエル空軍兵、秩父
在住木工作家）
主催／ピースフェスティバル実行委員会・市教育委員会

ダニー・ネフセタイ氏

生
生涯
案内
学習
習案
涯学
内
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

水子貝塚資料館
!０
４
９―２
５
１―９
６
８
６

企画展

縄文人と装身具

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!

縄文時代の人々が使用したさまざま

な装身具を、県内の資料を中心に展示
します。
とき／１月９日（日）〜２月２７日（日）

ふじみ考古学教室

◆ヒスイ玉から縄文の村を考える
とき：１月２２日（土）午後２時〜４時

災害時高齢者生活支援講習会
災害時に高齢者に起こりやすい症状な

申込み／はがき（１人１枚）にコース名
「S−１１」と明記のうえ、郵便番号・住
所・氏名・性別・生年月日・電話番号を

どを学び、避難所生活で助け合うことを

記入し下記へ（１月２６日（水）必着）

めざす講習会です。

〒３３０―００６２

とき／２月２６日（土）午前９時３０分〜正午

さいたま市浦和区仲町３―２―２３

場所／川越市中高年勤労者福祉センター

日本赤十字社埼玉県支部講習係

サンライフ川越

※受講者には受講案内を送付します。

対象／規定時間出席できる方

※修了者には受講証を交付します。

定員／３０人（応募者多数の場合は抽選）

主催／日本赤十字社埼玉県支部

講師／日本赤十字社健康生活支援講習指導員

問合せ／日本赤十字社埼玉県支部講習係

参加費／１００円（保険代）

!０４８―８２９―２６８１

/,0-.!1&)+#$%(*%'"
３人のわが子との日々と「バクの会」の活動
!０４９―２５１―１１２９

問合せ／水谷公民館

不登校やひきこもりを考える子どもの居場所『バクの会』の２２年間に渡る活動
きずな

と、障がいのある息子を含めた３人の子どもたちとの闘い、家族の絆についてお
話しします（無料・申込不要）。
とき／２月５日（土）午後１時３０分〜４時
たきたに み

さ

ほ

場所／水谷公民館

こういち

講師：栗島義明氏（県立さきたま史跡

講師／滝谷美佐保氏・滝谷紘一氏（バクの会主宰）

の博物館）

主催／不登校・引きこもりを考える親の会「まわりみち」、水谷公民館

◆縄文時代の貝製装身具
とき：２月５日（土）午前１０時〜正午
おしざわなる み

講師：忍澤成視氏（市原市埋蔵文化財
調査センター）
共通事項
定員／各回３０人（無料・申込順）
場所／体験学習室
申込み／直接または電話で

土曜おもしろミューズランド

◆まが玉づくり

鶴瀬西分館

!０
４
９―２
５
２―５
８
２
５ "水谷東公民館図書室#
$
%
!０
４
９―２
５
２―５
９
４
５ $（開室時間 火〜日曜 午後１時〜５時）%

ふじみ野分館

!０
４
９―２
５
６―８
８
６
０ & お問い合わせは中央図書館へ '

中央図書館

図
書 館

◆貝の腕輪づくり
とき：２月５日（土）午後２時〜４時
◆土の耳飾りづくり

"-($)'&%#!*+,


*
$
'&%



共通事項
場所／体験学習室

対象／小学生以上（未就学児は保護者同伴）
定員／３０人（申込順）
参加費／１５０円

ベンケイガイ製の貝輪
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とき：２月１９日（土）午前１０時〜正午、
午後２時〜４時の２回

%

【開館時間】火〜日曜 午前９時３０分〜午後７時

とき：１月１５日（土）午前１０時〜正午、
午後２時〜４時の２回
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本のリサイクルフェア
図書館で使用しなくなった本・雑誌

場所／中央図書館１階

展示ホール

持ち物／持ち帰り用の袋
※各日とも１人１０冊まで。本がなくな

・寄贈された本などを無料で提供しま

り次第終了します。

す（先着順）。

※当日、本の寄贈はできません。一度

とき／１月１５日（土）・１６日（日）いずれ

持ち帰った本を再び寄贈することはご

も午前１０時〜午後４時

遠慮ください。
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