生
生涯
案内
学習
習案
涯学
内
子どもたちのためのワークショップ
第Ⅰ部「表現するということ・伝えると
いうこと」

生
生涯
案内
学習
習案
涯学
内
市民総合体育館 スポーツ事業

スポーツ安全保険のご案内

問合せ／市民総合体育館
!０４９―２５１―５５５５

新規加入受付が３月１日（木）から始ま
ります。また、スポーツ安全協会ホーム

具を使って、自然に表現してみよう。

ページからも加入できます。

講演会「災害とコミュニティ」

富士見市コミュニティ大学
第６期受講者募集

〜震災後、原発３０㎞圏内で起きたこと〜

自分の趣味や教養講座、ボランティア

東日本大震災による被害は、人々の暮

高齢者のさらなる生きがいと地域貢献

春休み卓球教室（全３回）

活動など内容はさまざまです。あなたも

らしの何を変え、何を奪っていったので

のための生涯学習を行い、親睦を深めま

小学生を対象に基礎から卓球に親し

地域の仲間と一緒に老人クラブで活動し

しょうか。福島県川内村からのレポート

す。ウォーキング大会や修学旅行、作品

ります。申込用紙は市民総合体育館にあ

自分の思いを体や音（言葉・声）や道

夢くらぶ富士見市老人クラブ連合会
健康・教養講座入学案内（第７期）

とき／第１回３月１８日（日）、第２回３月

保険期間／４月１日〜平成２５年３月３１日

みます。初めての方でも丁寧にわかり

ませんか。

を軸に、これからの暮らしのあり方、コ

展示会などもあります。

２５日（日）いずれも午後１時〜４時

補償内容／傷害保険・賠償責任保険・突

やすく指導します。春休みに卓球を楽

開講日／５月から（原則下記曜日で月２回）

ミュニティのあり方を考えます。

開校期間／４月２０日〜平成２５年２月１５日

場所／針ケ谷コミュニティセンター

然死葬祭費用保険

しみながら身体を動かしましょう。

場所／老人福祉センター「びん沼荘」
（送

とき／３月２４日（土）午後１時３０分〜３時３０分

の第１・３金曜と６月第５金曜（全１６回）。

対象／市内在住の小学３〜６年生

※加入区分により補償金額は異なります。

とき／３月２７日（火）〜２９日（木）

迎バスあり）

場所／ふじみ野交流センター

※５月第３金曜、祝日は休み。夏休み・

定員／各１５人（申込順）

対象／スポーツ活動や文化活動などを行

小学１〜３年生：午前９時〜１０時３０分

対象／地域の老人クラブ加入者

定員／５０人（無料・申込順）

冬休みあり。

講師／プロの俳優が指導します。

う５人以上の団体

小学４〜６年生：午前１０時４５分〜午後

※未加入の方も地域の会長にご相談くだ

講師／たくきよしみつ氏（作家、音楽家）

場所／老人福祉センター「びん沼荘」
（送

参加費／１００円（テキスト代）

対象となる事故の範囲／団体管理下での

０時１５分

さい。

申込み／３月１日（木）から直接または電話で

迎バスあり）

申込み／３月１日（木）
〜１５日（木）平日午

活動中（国内）の事故など

対象・定員／小学生・各１５人（申込順）

開設講座／

問合せ／ふじみ野交流センター

対象／市内在住で満６０歳以上の方

前９時〜午後５時に直接または電話で

掛金／中学生以下８００円・１，
４５０円・１１，
０００

参加費／１，
５００円

!０４９―２６１―５３７１

内容／ 午前 一般教養講座
（高齢者の福祉

※第Ⅱ部は５〜８月を予定しています。

円、高校生以上８００円〜１１，
０００円

申込み／２月２７日（月）から、午前８時

午前 民謡踊り
火曜

・健康介護全般、安心・安全、暮らしと文化、

午後 ハワイアンダンス

問合せ／針ケ谷コミュニティセンター

※活動内容により異なります。

３０分〜午後９時３０分に直接または電話

１日 カラオケ・水墨画・ゲートボール

!０４９―２５１―８４７８

※４月１日以降の申込みは、加入依頼書

で（１９日（月）休館日を除く）

午前 グラウンドゴルフ
金曜

を郵送した消印日と払込日のいずれか遅
い日の翌日から有効

介護者支援教室
介護の日々から少し気分転換してみま

（受付９時４５分から）
場所／鶴瀬公民館
定員／３０人（無料・申込順）
内容／自宅で使えるアロマ、介護経験者
を交えての懇談会（一部変更する場合が
申込み・問合せ／富士見市中央地域包括
支援センター

!０４９―２５２―７１０８

１日 民謡・水彩画

〜母と娘、父と息子の関係から考える〜

など暮らしと地域に密着したテーマ）
午後 クラブ活動講座
（民謡・俳句・社交ダ
ンス・美術・書道・ゲートボール・歌謡教室

※１講座増すごとに１，
０００円加算、原則

い方、人生の歩み方を一緒に考えてみま

定員／原則１３０人

ホームページ http : //www.sportsanzen.org

３講座まで（教材費別途）

せんか（無料・申込不要）。

参加費／年間３，
０００円（受講運営協力金

申込み／３月２３日（金）までに参加費を添

とき／３月１７日（土）午後１時３０分〜４時

２，
５００円＋自治会費５００円）

えて、各地域の老人クラブ会長または老

場所／水谷公民館・多目的ホール

申込み／３月２０日（祝）までに高齢者福祉

連事務局（老人福祉センター内）へお申

講師／富田富士也氏（子ども家庭教育フ

課（土・日曜、祝日を除く）、老人福祉センタ

し込みください。会場などの都合により、 ォーラム代表・日本外来精神医療学会常

ー、各公民館・交流センター・コミュニティ

定員になり次第締め切ります。

任理事）

センターにある専用申込書に記入し提出

問合せ／地域の老人クラブ会長または老

菜の花まつり 地産地消推進・消費者と生産者の交流会
内２
!○
４３
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有料 @7Pµr

主催%qºf

あります）

あって おたがいさま」

!０４８―７７９―９５８０

問合せ／産業振興課

とき／３月２３日（金）午前１０時〜１１時３０分

午後 気功

参加費／１講座につき年間２，
０００円

の仕方を体験し、ひと息ついてみません
か。

富士見市政の課題・展望、寄席・邦楽鑑賞

おり

問合せ／!スポーツ安全協会埼玉県支部

せんか？実際に介護していた方からお話
を聞いたり、アロマの香りでリラックス

教育講演会「せめぎあって

販売 s¸|!4°ED

後援%q¥lpi½»jg_#£¦

xZXak²jg_#¢©/_
+|G^L'¶¼(H/o.1¤'¤(&0o2¤'¤(Geb!£¦xZ±C
¡h²mG|G^G}3A3QSJBB6K<"9d´G³HF
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4;zL7>:3"

ざっくばらんなお話から親子の向き合

・気功・健康ウォーキング）

主催／不登校・引きこもりを考える親の

問合せ／富士見市コミュニティ大学運営

連事務局

!０４９―２５３―１１５１

会「まわりみち」、水谷公民館

委員会

連合会長

!０９０―３３１６―９３６６

問合せ／水谷公民館

!０４９―２５１―１１２９

角 谷!０９０―４３７３―９２５３、稲 村!

０９０―９３４５―７５０８、山崎!０９０―５５３６―３９４８

7#25(8!&$%6)./-,'*0+"39:14
!０４９―２５１―８４７８

問合せ／針ケ谷コミュニティセンター
とき／３月１０日（土）・１１日（日）午前１０時〜午後５時（１１日は午後４時まで）
場所／針ケ谷コミュニティセンター
※ は体験、

主な内容／作品展示（両日）

は販売もしています

てんこく

書

水墨

絵

七宝

篆刻

連俳句

着物

リメイク

手編

押花

フラワーアレンジメント

舞台発表（１１日（日）午前１０時３０分〜午後３時３０分）

-2.*"!05&6/'

4"#7,(-$)13%+

問合せ／学校教育課

内６
!○
２３

各中学校吹奏楽部の演奏や中学校選抜生徒合同演奏のほか、南畑小学校鼓笛隊や県立富士見高等学校吹奏楽部も演奏します。

楽器演奏

コーラス

詩吟

ダンス

朗読

銭太鼓

アメリカ人の先生が優しく楽しく教えてくれます。初心者大歓迎（無料）協力：グレープバイン

多くの皆さんのお越しをお待ちしております（全席自由・入場無料）。

喫茶コーナー（両日

とき／４月８日（日）午後０時３０分開演（正午開場）

コーヒー・パン・カレーライス・炊き込みご飯・お餅など（餅つきも体験できるよ！）

場所／キラリふじみ

出演／富士見台中学校・本郷中学校・東中学校・西中学校・勝瀬中学校・

体験コーナー

水谷中学校・南畑小学校・県立富士見高等学校
【合同演奏】指揮：北原幸男氏（武蔵野音楽大学教授、
宮内庁式部職楽部指揮者）

午前１０時〜午後３時）

もち

② ③は１０日（土）のみです。 ※申込み受付期間／①は２月２７日（月）〜３月２日（金） ② ③は２月２７日（月）〜３月８日（木）

体験内容

時間

場所

定員

参加費

両日とも各１０人
（当日受付若干あり）

大人１，
０００円
小人 ８００円

曲目：朝鮮民謡による変奏曲、ジャパニーズ・グラフィティⅥ
（青春の７０年代）、
トゥーランドット〜セレクション〜

①

フラワーアレンジ
メント

午前１１時〜
終日

１階ロビー

【各校演奏】指揮：各校顧問教諭

②

気功・太極拳

午後１時〜
１時４０分

３階ギャラリー

２０人

午後２時〜
２時４０分

３階ギャラリー

４０人

曲目：パイレーツオブカリビアン、J-pop Stage Vol．
４、演歌メドレー、やさしく
なりたい、ディズニー・クラシックス・レビュー、ルネッサンス−復興− ほか
共催／市・市教育委員会・NPO 法人日本アーツセンター・!富士見市施設管理公社

13

舞踊

今人気のゴスペルを歌ってみませんか"（１０日（土）午前１０時３０分〜正午）

広報

ふじみ

平成２
４年３月号

さっそう

昨年のようす

③

颯爽と歩く為の筋
力アップ体操

持ち物

協力団体

花バサミ

フラワーサー
クルアルル

無料

動きやすい服装
と底の低い靴

楊名時気功太
極拳椿会

無料

動きやすい服装
と底の低い靴

パワーアップ
針ケ谷

広報

ふじみ

平成２
４年３月号

12

生
生涯
案内
学習
習案
涯学
内

演劇をお楽しみください（無料・申込不要）。
とき／３月１６日（金）午前１０時〜正午
場所／ふじみ野交流センター
演目／「修禅寺物語」（原作：岡本綺堂、
演出：唐沢民賢）
問合せ／ふじみ野交流センター
!０４９―２６１―５３７１

県障害者スポーツ大会

「彩の国ふれあいピック」
障がい者スポーツの振興を図ることを
目的に、５月に開催される大会の参加者
を募集します。第１２回全国障害者スポー
ツ大会代表選手選考会も兼ねます。詳し
申込み／３月６日（火）までに直接
問合せ／福祉課地域福祉係

図
書 館

内３
３４
!○

中央図書館
鶴瀬西分館

難波田城資料館

待ちをしていただく場合もあります。

アトランタオリンピックから３大会

水子貝塚資料館

連続で、男子砲丸投げの金・銀・銅メ
つじたに

!０
４
９―２
５
１―９
６
８
６

ダルを独占した砲丸は、市内 の 辻谷
まさひさ

政久氏が作りました。今も現役の辻谷
氏の「ものづくり」に迫ります（無料）。

土曜おもしろミューズランド

とき／３月１０日（土）〜８月１９日（日）

とき・内容／３月３日（土）・藍染体験、

場所／資料館特別展示室

１７日（土）・まが玉ペンダントづくり

主な展示資料／アトランタ五輪モデル

いずれも午前１０時、午後２時の２回

砲丸、アテネ五輪モデル砲丸、砲丸製

対象／小学生以上（未就学児は保護者

作工程見本、砲丸製作中の記録映像な

同伴で可）

ど約３０点

場所／資料館体験学習室
定員／３日午前・午後で各親子１０組（申

ちょこっと体験

「昔の着物を着てみよう」
野良着や羽織などを着て、ちょっと
昔の気分を味わってみませんか。子ど
も用もあります。
とき／３月２４日（土）・２５日（日）いずれ

込順）、１７日定員なし（会場の都合で制
限する場合があります）
参加費／３日２００円、
１７日１５０円（材料代）
申込み／直接または
電話で
まが玉ペンダント

も午後１時〜３時

$
%
ふじみ野分館 !０４９―２５６―８８６０ & 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
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越しください。混雑状況により、順番

−辻谷政久氏のものづくり−」
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※無料・申込不要。当日の時間内にお

春季企画展「世界一の砲丸職人
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５ "水谷東公民館図書室#
$（開室時間 火〜日曜 午後１時〜５時）%
!０
４
９―２
５
２―５
９
４
５



協力／和道文化着装協会
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

い日程などはお問い合わせください。

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

市民劇団「水谷東・極楽とんぼ」による

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

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
場所／資料館講座室

ふじみ野じゅく公開公演

abc
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とき／３月２５日（日）
午後１時３０分〜３時３０分
場所／中央図書館視聴覚ホール
対象／高校生以上
定員／３０人（無料・申込順）
講師／渋谷一夫氏（富士見市文化財審議
会議長）
申込み／３月１日（木）から中央図書館へ
直接または電話で

EC754!
"EC736)'H2%"

図書館員と一緒に図書館を見学し、本
を並べる体験などをします。
+-$%
kl,t&W^XF[`N:U'&q
9DLabc
とき／３月１８日（日）午後３時〜４時
?3FV_]#'
"!#場所／図書館鶴瀬西分館
,
% 5GE;62$s%
0$i%
k**t
対象・定員／小学生（保護者の方も一緒
5GE;62$s"wd~% *)$%
kl,t
に参加できます）・１０人（無料・申込順）
(abcFxapGoE8m<Qyn71PJ<!
持ち物／筆記用具（鉛筆）
、利用カード
LJ9-DM3(N,+1.*
（お持ちの方）
福島県災害対策本部から『福島民友』
『福島民報』をご提供いただいています。 申込み／当日午後２時３０分から鶴瀬西分
福島県から避難されている方々をはじめ、広く情報を知るためにご活用ください。 館へ直接
※電話での申し込みやお友だちの分の申
平成２３年１２月２０日発行分から、中央図書館・鶴瀬西分館・ふじみ野分館で閲覧で
し込みはできません。
きます。
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