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富士見ガーデンビーチ便り富士見ガーデンビーチ便り富士見ガーデンビーチ便り富士見ガーデンビーチ便り 第２号

市民総合体育館 スポーツ事業のお知らせ 問合せ／市民総合体育館 �０４９―２５１―５５５５

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や、

生活上の注意などを学びます。

とき／９月２９日（木）午前９時３０分～正午

場所／鶴瀬西交流センター

内容／避難所での生活に必要な床からの

起き上がり、立ち上がり方など

定員／３０人（応募者多数の場合は抽選）

講師／日本赤十字社健康生活支援講習指

導員

参加費／１００円（教材費・保険代）

申込み／はがき（１人１枚）にコース名「S

―６」と明記し、郵便番号・住所・氏名

・フリガナ・性別・生年月日・電話番号

を記入し下記へ（８月２９日（月）必着）

〒３３０―００６４

さいたま市浦和区岸町３―１７―１

日本赤十字社埼玉県支部講習係

日赤ホームページからも申込めます。

http : //www.saitama.jrc.or.jp

※受講者には受講案内をお送りします。

※修了者には受講証を交付します。

主催／日本赤十字社埼玉県支部

問合せ／日本赤十字社埼玉県支部講習係

�０４８―７８９―７１１７

関沢児童館 さつまいもクラブ

草むしりから始め、さつまいもを育て
いも

てみんなで芋ほりをしよう！

とき／

草むしり ８月１０日（水）・２４日（水）

いもほり １０月中旬予定

場所／関沢児童館に集合、畑まで１５分程

度歩きます。

対象・定員／小学生・２０人

参加費／２００円

申込み／８月１日（月）午前１０時から電話

で

問合せ／関沢児童館 �０４９―２５１―９７８６

認知症サポーター養成講座

認知症の正しい知識を身につけ、声か

けや見守りで、認知症の方やその家族を

地域で支援していきましょう。

とき／８月３０日（火）午後１時３０分～３時

場所／中央図書館視聴覚ホール

定員／５０人（申込順）

講師／高齢者福祉課職員

申込み・問合せ／高齢者福祉課 �○内３４５

夏休み体験教室「森の夢工房」

丸太切り体験やネイチャークラフトを

通じて木や森の役割を知り、森林の大切

さを知ろう！

とき／８月２１日（日）午前１０時～正午

場所／鶴瀬公民館

対象／市内在住の小学生

定員／２５人（無料）

指導／本田技研工業㈱環境わごんスタッフ

申込み／８月３日（水）から平日午前９時

～午後５時に、直接または電話で

問合せ／鶴瀬公民館 �０４９―２５１―１１４０

お父さんとデイキャンプ

とき／９月１１日（日）午前１０時開始

場所／びん沼自然公園（現地集合・解散）

対象・定員／小学生と父親・１５組

内容／棒焼きパン、手作りバター、野外

遊び

参加費／１組５００円

持ち物／飲み物、タオル、敷物

申込み／８月１日（月）午前１０時から電話

で

問合せ／関沢児童館 �０４９―２５１―９７８６

◆利用期間 ８月３１日（水）までの午前９時～午後５時（入場は４時まで）

※電力需給の状況などにより、

流れるプールやスライダーの運

転を見合わせる場合があります。

◆８月開催イベント

当日の入場券の番号で記念品をプ
レゼント。空クジなしです！！

８月２４日（水）入場券番号抽選会

当日、場内売店を利用された方の
入場半券裏に捺印します（１００円で
１個）。捺印６個で、１回抽選でき、
その場で記念品をプレゼント。８月１７日（水）第３回

売 店
抽選会

８月３日（水）第２回

実施内容日時イベント

◆入場料金

問合せ／富士見ガーデンビーチ

�０４９―２５４―４３４９
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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、水に入る
ことはできません。

備
考

無料二輪車

駐
車
場

１００円小学生

プ
ー
ル １，０００円中型バス３００円中学生

３００円普通車５００円一般

利用料区分利用料区分

水子貝塚資料館
�０４９―２５１―９６８６

水子貝塚星空シアター２０１１

とき／９月３日（土）午後３時～８時１５分
（雨天の場合は４日（日））
内容／野外映画『トイ・ストーリー３』、
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
※詳しくは広報『ふじみ』９月号でお
知らせします。

富士見市の歴史を学ぼう 第５期市民学芸員養成講座 受講生募集中！
水子貝塚資料館と難波田城資料館のボランティアとして活動してみませんか。
詳しくは資料館へお問い合わせください。

難波田城資料館
�０４９―２５３―４６６４

こくぐら

穀蔵テーマ展示

「夏を涼しく冬を暖かく」
エアコン普及以前に、暑さ寒さをど
のようにしのいでいたか、生活用具や
写真などで振り返ります。
会期／８月６日（土）から約１年間
場所／難波田城公園内 穀蔵展示室

てんこく

小学生の篆刻体験教室
夏休みの思い出に、絵てがみ・書道の

らっかん

落款に、自分だけのオリジナル印を作っ

てみませんか。

とき／８月１１日（木）

午前９時３０分～１１時３０分

場所／針ケ谷コミュニティセンター

対象／市内在住の小学３～６年生

定員／２５人（申込順）
しんてんかい

講師／針篆会

参加費／３００円（材料代）

申込み／７月２５日（月）～８月４日（木）の

平日午前９時～午後５時に、直接または

電話で（土・日曜を除く）

問合せ／針ケ谷コミュニティセンター

�０４９―２５１―８４７８
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東日本大震災・富士見市応援プログラム

被災地の子どもたちに、おもちゃ・絵本を譲ってください
問合せ／ふじみ野交流センター �０４９―２６１―５３７１

「まだ十分に使えるけれど子どもはもう遊ばない」そんなおもちゃ・絵本を集

めています。下記の場所に直接お持ちください。ご協力をお願いします。

期間／８月１日（月）～３１日（水）

場所／ふじみ野交流センター、鶴瀬西交流センター（午前９時～午後８時３０分、

ただし８月１５日（月）休館日を除く）、関沢児童館、諏訪児童館（日曜を除く午前

１０時～午後５時３０分）

※なお、寄付していただいたもので被災地に届けられなかったものは、市内の児

童施設で使わせていただきます。

インディアカ教室（全１０回）

埼玉国体富士見市での開催種目であっ
たインディアカ。ルール説明から競技ま
で丁寧に指導します。
とき／９月１５日～１１月２４日、毎週木曜
午後７時～９時（１１月３日（祝）を除く）
場所／サブアリーナ３面
対象・定員／子どもから大人まで・１５人
（申込順、中学生以下は保護者同伴）
参加費／１，５００円

ヨガ教室（全６回）

体のバランス改善や心身のリラックス
などに効果があります。呼吸法を中心と
した豊富な内容で、初心者から中級者向
けの教室です。
とき／９月６日～１０月２５日、毎週火曜
午後２時～３時３０分（９月２０日・１０月１８
日を除く）
場所／柔道場
対象・定員／一般・３０人（申込順）
参加費／３，０００円

はじめてのジャズヒップホップ（全６回）

初心者から中級者まで丁寧に指導しま
す。ストレッチなどを含んだ豊富な内容
で、心身をリフレッシュ！
とき／９月２日～１０月７日、毎週金曜
午後７時４５分～９時
場所／剣道場
対象・定員／子どもから大人まで・３０人
（申込順、中学生以下は保護者同伴）
参加費／３，０００円

バスケットボール大会

参加チームをブロック分けし、リーグ
戦を行い、上位チームによるトーナメン
トで優勝チームを決定します（受付状況
により試合形式の変更あり）。
とき／９月２３日（祝）
午前９時３０分～午後５時
場所／メインアリーナ
対象・定員／高校生以上・男女別１２チー
ム（申込順）
参加費／１チーム５，０００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５日～１０月２４日、毎週月曜
午後７時３０分～９時１５分（９月１９日（祝）、
１０月１０日（祝）・１７日（月）を除く）
場所／メインアリーナ１、２面
対象・定員／子どもから大人まで・３０人
（申込順、中学生以下は保護者同伴）
参加費／３，０００円

共通事項
申込み／８月１２日（金）から、午前８時３０
分～午後９時に直接または電話で
※８月１５日（月）・１６日（火）休館日を除く
主催／（財）富士見市施設管理公社

◆オフシーズン恒例、来場者謝恩企画ニジマス��み取り大会 ９月１１日（日）開催！
小学生対象、参加費１，０００円予定（ニジマスつかみ取り・お弁当・保険代など）。詳しくは８月中旬以降の場内案内をご覧ください。

プールサイドパフォーマー募集中！ 小学生にビート板の無料貸し出し実施！ ５０m完泳専用コースを土曜にも設置！

来
場
者
謝
恩
企
画
で
の

ニ
ジ
マ
ス
の
塩
焼
き
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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

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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【開館時間】火～日曜 午前９時３０分～午後７時
館書

図

関沢・諏訪児童館夏まつり
「えんにち」と「おばけやしき」

昨年大好評だった夏まつりを今年も開

催！お誘い合わせのうえ、未就学児は保

護者同伴でご参加ください。

とき／

諏訪児童館 ８月２７日（土）

縁日：午後３時３０分～５時３０分

おばけ屋敷：午後６時～７時３０分（定員

１００人、要事前申込み）

※市民福祉活動センター「ぱれっと」１

階も会場となります。

関沢児童館 ８月２８日（日）

午後４時～７時

縁日：ヨーヨー、フランクフルト、カレ

ー丼、ジュース、ポップコーン、くじ引

き、射的、おばけ屋敷

※関沢児童館は駐車場がありません。駐

輪は可能です。

共通事項

おばけ屋敷スタッフ・参加者の方へ

小学生は保護者の同意と送迎が、中

学生は保護者の同意が必要です。

申込み・問合せ／

諏訪児童館 �０４９―２５５―６６７１
関沢児童館 �０４９―２５１―９７８６

i,-.!j,Qk�lmenop�qrstuvpw

ふじみ野交流センター

勝瀬の七夕まつり
勝瀬地域に伝わる七夕の風習を再現し
ささ

た笹飾りと「まこも馬」の作製・展示を

行います。

まこも馬作り

とき／８月２日（火）午後１時３０分～３時

３０分（無料・要申込）
せきしょう

指導／勝瀬昔承会

※笹飾りとまこも馬は１階展示ギャラリ

ーに７日（日）まで展示します。

まこも馬

親子・小学生向けイベント

とき／８月５日（金）（無料）

午前１０時３０分～正午：にこにこひろば

（パネルシアターとフラダンス）

午後１時３０分～３時：オカリナコンサー

ト、ジャグリング�パントマイム
出演／オカリナアンサンブルぽぽるて、

どりぃむ・ぼっくす

主催・問合せ／ふじみ野保育園子育て支

援センター、ふじみ野交流センター

�０４９―２６１―５３７１

商店街の夏まつり

産業振興課 �○内２５３
市内の各商店会が参加する夏祭りです。

開催時間短縮や照明などの節電に取り組

みながら、楽しい催しを行いますので、

ぜひお立ち寄りください。

第１９回東みずほ台まつり

とき／８月２０日（土）（雨天時は２１日（日））

午後１時～６時３０分頃（日没終了予定）

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、盆踊

りほか

問合せ／東みずほ台１丁目町会

�０４９―２５２―０３０７
第３０回みずほ台まつり

とき／８月２７日（土）午後１時３０分～８時

３０分（雨天決行）

場所／みずほ台駅西口ロータリー

内容／子どもみこし、太鼓ショー、歌謡

ショー、西中学校の吹奏楽演奏、淑徳大

学チアリーダーの演技ほか

問合せ／西みずほ台商店会

�０４９―２５１―２０００

こわ～いおはなし会

こわ～いおはなしが好きな人！あつま

れ～�申込不要。直接お越しください。
とき／８月１７日（水）

場所／中央図書館２階・視聴覚ホール

内容／

第１部 ちいさいおともだち

対象／５才～小学２年生くらい

時間／午後２時３０分～３時

第２部 おおきいおともだち

対象／小学３年生くらい～大人まで

時間／午後３時１０分～３時５０分

【ストーリーテリング】ろうそくの明か

りの中でおはなしを聞きます。「カラリ

ンおばけ」「おいとけぼり」ほか

【ブラックパネルシアター】暗い中で絵

が光ります！「もちもちの木」ほか

協力／おはなしボランティア すぷんふる

問合せ／中央図書館

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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