
難波田城資料館
�０４９―２５３―４６６４

よ せ

古民家寄席
とき／９月１８日（日）午後３時３０分～５時
場所／旧大澤家住宅
定員／６０人（無料、受付午後３時）

こ なん じ かが み み ち よ だい

出演／桂小南治（落語）、鏡味味千代（太
か ぐ ら しん く

神楽）、神田真紅（講談）
主催／難波田城公園活用推進協議会

ふるさと体験「お月見だんごづくり」
とき／９月２４日（土）午前１０時～正午
場所／旧金子家住宅 定員／１０組（申込順）
指導／市民学芸員 参加費／１組５００円
持ち物／エプロン、三角きん
申込み／９月２日（金）～１６日（金）、午前９
時～午後５時に直接または電話で

あい なま ば

ふるさと体験「藍の生葉染め」
藍の葉で絹のストールを染めます。
とき／９月１０日（土）午前９時３０分～正午
※雨天時は１１日（日）
場所／旧金子家住宅
定員／１０人（申込順、申込多数の場合は
初参加の方を優先）

こう の

指導／河野悦子氏（染色愛好家）
参加費／２，０００円程度（材料代、当日集金）
持ち物／エプロン、ゴム手袋、長靴など
濡れてもよい履物、筆記用具
申込み／９月１日（木）～６日（火）、午前
９時～午後５時に直接または電話で。７
日（水）に結果を連絡します。

思い出の布でバッグ・イン・バッグづくり
カバンの中の小物整理に使えるバッグ
（１５㎝×１８㎝）です。用意した布（裁断

済）を使い、縫い方を教わります。
とき／１０月５日（水）午前１０時～午後３時

み らく

定員／１５人（申込順） 指導／美楽の会
参加費／１００円（材料代、当日集金）
持ち物／縫い針２本、待ち針１０本、木綿
糸（白）、ハサミ、昼食
申込み／直接または電話で

第１７回ふるさと探訪
川越街道大和田宿と戦国の城「滝の

しろ

城」を訪ねます。
とき／１０月２日（日）午前９時１５分～午後
３時（小雨決行）
集合／JR武蔵野線新座駅北口

おに か げ

コース／鬼鹿毛の馬頭観音、大和田宿、
東光寺、滝の城跡、東福寺など。東所沢
駅で解散（約７㎞）
持ち物／昼食、飲み物、雨具など
定員／３０人（申込順）

第６回鶴瀬西交流センター
フェスティバル

地域の皆さんの発表と交流の輪を広げ

るフェスティバルです。

とき／１０月１日（土）・２日（日）

内容／

●展示

●舞台発表（歌、邦楽、現代尺八演奏、

オカリナ演奏、バンド演奏、太極拳、フ

ラダンス、レクダンス、ラウンドダンス、

コーラス、舞踊など）

●模擬店（飲食物、手芸品など）

●閉会式 午後４時

２日（日）午前１０時～午後４時

●開会式 午前１０時

西中学校による吹奏楽演奏

●人形劇公演 午前１１時～正午

●子どものひろば・囲碁 午後１時～３時

●幼児向けあそびのひろば 午前１０時～

午後３時（プラバン・どんぐりぼうやコ

ロコロ）

●展示（絵画、俳句、手芸品、写真、書、

七宝焼、陶芸など）

●模擬店（飲食物、手芸品など）

１日（土）午前１０時～午後４時３０分

※駐車場はありません。

主催／第６回鶴瀬西交流センターフェステ

ィバル実行委員会・鶴瀬西交流センター

問合せ／鶴瀬西交流センター

�０４９―２５１―２７９１

健康体操教室（全１０回）
とき／１０月１０日・２４日、１１月１４日・２８日、
１２月１２日・２６日、１月２３日、２月１３日・
２７日、３月１２日午後１時３０分～３時
対象／軽いウォーキング程度の運動がで
きる方
定員／５０人（申込順） 参加費／３，０００円
申込開始／９月１０日（土）から

親子リトミック（全４回）
歩く・走る・ジャンプするなどの動き
を、音楽を使って身体表現します。
とき／１０月７日～２８日、毎週金曜
午前１０時３０分～正午
対象／２～３歳の幼児と保護者
定員／２５組（申込順）
参加費／１，５００円（親子１組）
申込開始／９月７日（水）から

ボールエクササイズ（全６回）
インナーマッスルの強化、身体のバラ
ンスの改善などに効果が期待できます。
とき／１０月１３日～１１月２４日、毎週木曜
午後２時～３時３０分（３日（祝）を除く）
定員／３０人（申込順）
参加費／３，０００円
申込開始／９月１３日（火）から

エアロビクス教室（全５回）
スタンダードな有酸素運動でリズムに
合わせて踊ります。初心者～中級者向け。
とき／１０月２４日～１１月２８日、毎週月曜
午後７時４５分～９時（２１日（月）休館日を
除く）
対象／一般、未就学児は保護者同伴
定員／３０人（申込順） 参加費／３，０００円
申込開始／９月２４日（土）から

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

共通事項 申込み方法／午前８時３０分～午後９時に直接または電話で（９月２０日
（火）休館日を除く）
主催／（財）富士見市施設管理公社

２月１１日（祝）スキー１１月６日（日）ペタンク

中学生１月１５日（日）
一般１月１５日・２２日（日）

バスケットボール１１月６日（日）空手道

１２月中の予定軟式野球（中学）１０月３０日（日）少林寺拳法
１２月２５日（日）小学生バレーボール１０月２３日（日）グラウンドゴルフ
１２月２３日（祝）硬式少年野球１０月１３日（木）ゴルフ
１２月１１日（日）陸上競技１０月２日（日）ゲートボール
１１月１３日（日）ソフトバレーボール１０月２日（日）柔道

問合せ／富士見市体育協会 �・�０４９―２５４―９５１０

第３４回市民健康増進スポーツ大会予定表（１０月～平成２４年３月）
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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
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講演会「富士山を眺める楽しみ
～富士見の謎に触れながら～」

市の名前の由来である富士山の魅

力を、もっと知ってみませんか。

とき／９月２４日（土）

午後１時～２時３０分

場所／中央図書館２階視聴覚ホール

対象・定員／中学生以上・３０人

講師／田代博氏（筑波大学付属高校

社会科（地理）教諭、NHK講座（地

理）講師、祥伝社新書『富士見の謎』

著者）

申込み／９月１日（木）午前９時３０分

から中央図書館へ直接または電話で

本の修理講習会

破損した本の修理方法を、実演を交えて学ぶ講座です。

とき／９月１１日（日）午後１時～３時

場所／中央図書館２階視聴覚ホール

対象／高校生以上

定員／２０人（申込順）
ひろ こ

講師／高岡容子氏（図書館流通センター修理講師）

持ち物／はさみ、カッター、エプロン、ものさし、古タオル

申込み・問合せ／中央図書館へ直接または電話で

中央図書館 読み聞かせ講座（初心者向け）

幼児～小学生の多人数を対象に行う読み聞かせ講座。

とき／９月２５日（日）午後１時～３時

場所／中央図書館２階視聴覚ホール

対象／ボランティア活動を始めたばかりの方、多人数の読み

聞かせに興味のある方 定員／２５人

講師／青木淳子氏（「キラキラ読書クラブ」著者、元さいた

ま市学校司書）

持ち物／筆記用具

申込み／９月１日（木）午前９時３０分から中央図書館へ直接ま

たは電話で

参加費／３００円（保険代ほか。当日集金）
申込み／９月２９日（木）までに直接または
電話で
主催／資料館友の会ふるさと探訪部会・
難波田城資料館

水子貝塚資料館
�０４９―２５１―９６８６

土曜おもしろミューズランド
とき・内容／９月１７日（土）午前１０時、午
後２時の２回・ミニチュア土器づくり
対象／小学生以上（未就学児は保護者同
伴で可）
参加費／１００円（材料代）
※申込不要。直接公園内学習広場に集合。

土器づくり教室（全４回）
とき・内容／１０月９日（日）事前学習・粘
土こね、２９日（土）積み上げ、１１月６日（日）
みがき、１２月１０日（土）焼成
定員／２０人（申込順）
参加費／５００円（材料代）
申込み／直接または電話で
協力／富士見市立資料館友の会土器づく
り部会

夏季ミニ企画展『縄文時代の彩色土器』
赤色や黒色に彩られた縄文土器を紹介。
展示期間／８月２８日（日）～１０月１６日（日）

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
※雨天時は９月４日（日）
場所／水子貝塚公園

内容／ステージ（午後３時～６時）
富士見太鼓の会、ぶるべり☆ちっぷすなど
縄文体験（午後３時～５時）
まが玉づくり、石臼ひき・弓矢・やり投げ
体験、つると麻ひもの壁飾りづくりなど
模擬店（午後３時～）
映画（午後６時３０分～８時１５分）

『トイ・ストーリー３』
※ペットを連れての入

場はご遠慮ください。

※映画鑑賞には敷物を

ご用意ください。

※車での来場はご遠慮

ください。

主催／水子貝塚星空シアター実行委員会
・水子貝塚資料館
協力／富士見市消防団第７・８分団、水
谷公民館

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 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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秋の教養講座

『ステンドグラスに魅せられて』
ステンドグラスの歴史や楽しみ方につ

いてお話しします。

とき／１０月２２日（土）

午後２時３０分～４時３０分

場所／図書館鶴瀬西分館

定員／２０人（申込順）

講師／榎本茂昭氏（ステンドグラス作家

・修復師）

持ち物／筆記用具

申込み／９月３日（土）午前９時３０分から直接

問合せ／鶴瀬西分館 �０４９―２５２―５９４５

第６回つるせよさこい祭り

産業振興課 �○内２５３
鶴瀬西地域の活性化と東日本大震災復

興支援の心意気で踊る、熱気あふれるよ

さこいをお楽しみください。復興支援金

を募り、被災地の支援を行います。

とき／１０月１６日（日）午前１０時３０分～午後５時

場所／鶴瀬駅西通り線（区画整理地内

２０m道路）

主催／第６回つるせよさこい祭り実行委員会

模擬店募集 出店者説明会で、参加費な

どを添えてお申し込みください。

出店者説明会：９月１１日（日）午後６時３０分

場所：鶴瀬西交流センター

参加費：テントあり１５，０００円・テントな

し７，５００円、別途・腸内細菌検査費、復

興支援金（１枠１口２，０００円）

問合せ：小杉工務店 �０４９―２５２―６３８６
祭りを盛り上げてくれるボランティア募集

問合せ：事務局・星野 �０４９―２５１―３３３６
info@hoshino-corp.com

第１３回ふるさと絵画展

「ぼくたち わたしたちの 秘密基

地」をテーマに、２市１町の小学生の応

募作品を展示します。

とき／９月７日（水）～１９日（祝）

午前９時～午後５時

場所／コピスみよし展示スロープ

主催／（社）東入間青年会議所

問合せ／橋本 �０４９―２６１―２２８３

第１３回勝瀬 de縁日
～勝瀬の元気を東北へ～

とき／９月３日（土）午後２時～６時

場所／勝瀬原記念公園（天候不良時はふ

じみ野交流センター）

内容／◆遊び ヨーヨーつり、バルーン

アート、輪投げ、オリエンテーリング、

ザリガニつり、昔遊びなど

◆模擬店 焼きそば、焼き鳥、焼きだん

ご、わたあめ、駄菓子、アイス、チュロ

ス、クッキー、手づくり小物など

◆催し物
だ し は や し

２時 寄せ太鼓・子ども山車・お囃子

３時～４時 吹奏楽・ソングリーディン

グダンス・フラダンス・ジャグリング�
パントマイムなど

５時 盆踊り

※東日本大震災被災地の復興支援に関係

する展示ブースを設置します。

主催／第１３回勝瀬 de縁日実行委員会

問合せ／ふじみ野交流センター

�０４９―２６１―５３７１

地域交流事業ふじみ野じゅく公開講座

「ことばひとつでよりよい関係
づくりを！―日本語再確認―」
日本語のすばらしさについて考えなが

ら、周囲の人とよりよい関係を築くため

のコミュニケーションを学びます。

とき／９月１６日（金）午前１０時～正午

場所／ふじみ野交流センター

対象／市内在住在勤の方

定員／２０人（無料・申込順）

講師／大島博幸氏（元東京YMCA英語

専門学校日本語科非常勤講師）

申込み／９月１日（木）から直接または電話で

問合せ／ふじみ野交流センター

�０４９―２６１―５３７１

子育て講演会

～子育て中のパパママ応援団～
とき／９月１８日（日）午前１０時～正午（９

時３０分受付）

場所／鶴瀬西交流センター

定員／５０人（無料・申込順）

講師／増山均氏（早稲田大学文学部教授、

社会教育学を軸に児童福祉論などを研究）

※保育あり（要申込み）

申込み・問合せ／９月８日（木）午前１０時か

ら関沢児童館（�０４９―２５１―９７８６）へ電話で

親子で楽しむ「人形劇」

「お母さん人形劇サークル」によるボ

ードビル。リズムに合わせて人形が踊り

ます（無料・申込不要）。

とき／９月２８日（水）

午前１１時～１１時３０分（１０時４０分開場）

場所／鶴瀬西交流センター

対象／未就学児と保護者

持ち物／くつを入れる袋

問合せ／子育て支援

センター「ぴっぴ」

�０４９―２５１―３００５

親子サロン

家族同士や保健師との交流・相談。

とき／１０月４日（火）午前１０時～１１時３０分

（受付９時４５分～１０時）

場所／鶴瀬西交流センター

対象／平成２０年４月以降生まれで、出生

体重が２，５００g未満・養育医療や育成医

療を利用・早めに生まれた・入院が長引

いて心配が多かったなどのお子さんとそ

の家族

持ち物／母子健康手帳とお子さんに必要

なもの

申込み・問合せ／健康増進センター

�０４９―２５２―３７７１

ミニ鉄道運転会（９～１２月）

運転日／いずれも日曜（雨天中止）、無料

９月１１日・２５日、１０月９日、１１月１３日・

２７日、１２月１１日

時間／午前１０時～正午、午後１時～２時

場所／むさし野緑地公園

※自転車は指定の場所（公園内）に駐輪

してください。車での来場はご遠慮くだ

さい。未就学児は保護者の付き添いをお

願いします。

※ふるさと祭りでも運転会を実施します。

富士見市ミニ鉄道クラブ会員募集！興
味のある方は、運転会当日クラブ会員
にお尋ねください。

問合せ／協働推進課 �○内２５７
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