
富士見市制施行４０周年記念事業
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問合せ／地域文化振興課 �○内２５２

各地への派遣演奏会で実績のある陸上

自衛隊音楽隊による演奏会を行います。

とき／８月２３日（木）午後１時３０分～３

時（午後１時開場）

場所／キラリふじみメインホール

※乳幼児の入場はご遠慮ください。

演奏曲／パイレーツ・オブ・カリビア

ン、トトロ・ファンタジー、ディズニ

ー・メドレーなど

※入場無料。ただし入場整理券が必要

です。整理券は各公民館・コミュニテ

ィセンター・交流センターで７月２５日

（水）から配布します（１人２枚まで）。

※整理券をお持ちの方は、午後１時１５

分までに会場にお入りください。午後

１時１５分以降は、整理券をお持ちでな

い方も、席に余裕がある場合は入場で

きます。

親子で楽しむ「布芝居」

とき／９月４日（火）

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

内容／「志木おやこ劇場」による布芝居

・パネルシアターなど

※無料・申込不要

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

富士見市地域めぐり

市の歴史や伝統文化について、一緒に

学んでみませんか。

とき／８月１７日（金）午前１０時～午後３時

対象・定員／市内在住の方・１８人（申込順）

内容／水子貝塚公園、難波田城公園、鶴

瀬駅東口区画整理地内をバスで巡ります。

参加費／６００円（交通費・昼食・保険代など）

申込み／８月１日（水）から直接

問合せ／老人福祉センター

�０４９―２５２―４８１０

諏訪・関沢児童館夏まつり
諏訪児童館

とき・内容／おばけ映画会 ８月２１日（火）

午後２時～３時３０分

おばけやしき ８月２３日（木）・２４日（金）

午後２時～４時

縁日 ８月２５日（土）午後２時～４時

やきそば、フランクフルト、わたあめ、

おもちゃ、古本など

関沢児童館

とき・内容／８月２６日（日）午後４時～７時

おばけやしき、縁日、カレー丼、フラン

クフルト、ポップコーン、ヨーヨー、く

じ引きなど

※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

※夏まつり子どもスタッフ（実行委員）

を追加募集しています。

対象／小学４年生～中学３年生

申込み／各児童館にある申込書で直接

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

７月号P２０の児童館夏まつり（おばけやしきな
ど）子ども実行委員募集の記事中、文章に誤り
がありました。おわびして訂正いたします。
誤：スタッフを行います。
正：スタッフを募集します。

お父さんとデイキャンプ
とき／９月２日（日）午前１０時開始

場所／びん沼自然公園（現地集合・解散）

定員／小学生と父親（１５組）

内容／パパとつくる昼ごはん、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（水）午前１０時から電話で

問合せ／関沢児童館 �０４９―２５１―９７８６

目指せ！育メン！応援事業
『パパと一緒にごはんをつくろう』
とき／９月９日（日）午前９時３０分～午後

１時

場所／鶴瀬西交流センター

定員／お子さんと父親（１５組３０人）

※保育あり

講師／滝村雅晴氏（パパ料理研究家・ビ

ストロパパ代表）

参加費／１組５００円

持ち物／エプロン、三角きん、タオル

主催／NPO法人ふじみっこ・夢みらい

申込み／８月２０日（月）午前１０時から電話で

問合せ／諏訪児童館 �０４９―２５５―６６７１

健診データを改善しよう！！－ヘルスアップ教室－

それぞれの症状と予防法を学び、改善に向けた生活習慣にチャレンジしてみませんか。

糖尿病予防コース（全６回） 高血圧予防コース（全６回）
とき 内 容 とき 内 容

８／２４（金）
講義：糖尿病って、どんな病気？

糖尿病予防と食生活
９／４（火）

体重・体脂肪・血圧測定

講義：高血圧って、どんな病気？

８／３１（金）
体重・体脂肪・血圧測定

講義：糖尿病と歯周病について
９／１１（火）

講義：高血圧予防と食生活につ

いて 歯周病について

９／７（金）
調理実習：

糖尿病予防のメニュー
９／２１（金）

運動実技：

生活の中でできる運動①

９／２１（金）
運動実技：

生活の中でできる運動①
９／２８（金）

運動実技：

生活の中でできる運動②

９／２８（金）
運動実技：

生活の中でできる運動②
１０／５（金）

調理実習：

高血圧予防のメニュー

Ｈ２５．

２／１（金）

評価：体重・体脂肪・血圧測定

これまでの振り返り

Ｈ２５．

２／５（火）

評価：体重・体脂肪・血圧測定

これまでの振り返り

対象／おおむね６５歳までの方で、血糖値

が気になる方または健康診断で血糖値が

高いといわれた方（治療中の方は除く）

対象／おおむね６５歳までの方で、血圧が

気になる方または健康診断で血圧が高い

といわれた方（治療中の方は除く）

共通事項 ※希望のコースにそれぞれお申し込みください。

時間／午前９時３０分～１１時３０分（調理実習は午後１時３０分まで）

場所／健康増進センター（調理実習は鶴瀬西交流センター、運動実技は南畑公民館）

定員／２０人（申込順） 参加費／６０円程度（保険代）

申込み・問合せ／健康増進センター �０４９―２５２―３７７１
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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。

とき／８月３日（金）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（火）まで展示します。

申込み／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３８３
市内商店会が参加する夏まつりが行わ

れます。ぜひお立ち寄りください。

第２０回東みずほ台まつり

とき／８月１８日（土）（雨天時は１９日（日））

午後１時～８時３０分

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

りなど

問合せ／東みずほ台１丁目町会

�０４９―２５２―０３０７
第３１回みずほ台まつり

とき／８月２５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など

問合せ／西みずほ台商店会

�０４９―２５１―２０００

第７回つるせよさこい祭り
ボランティア募集

産業振興課 �○内３８３
つるせよさこい祭りは、鶴瀬西地域の

活性化のため、鶴瀬西地域・商店会・町

会が一体となって開催しています。その

祭りを盛り上げてくれるボランティアの

方を募集します。

内容／当日の進行のサポート、場内の警

備・本部運営の手伝いなど

つるせよさこい祭り
１０月２１日（日）午前１０時３０分～午後５時
鶴瀬駅西通り線（区画整理地内２０ｍ道路）

問合せ／事務局・星野 �０４９―２５１―３３３６
info@hoshino-corp.com
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暑い夏、こわ～いおはなしで涼みませ

んか。直接お越しください（申込不要）。

とき／８月２２日（水）

場所／中央図書館２階視聴覚ホール

第１部 ちいさいおともだちに

時間／午後２時３０分～３時

対象／５歳～小学２年生くらい

内容／「化けもの寺」「こわーいはなし」

など

第２部 少し長いおはなしの時間

時間／午後３時３０分～４時

対象／小学３年生以上

内容／「指輪」

「墓場へ行く娘」など

協力／おはなしボランティアすぷんふる

����	�����

宇宙はなにからできているんだろう。

とき／８月２４日（金）午後２時～３時３０分

場所／中央図書館２階視聴覚ホール

対象／市内在住の小学３年生～中学３年生

（保護者同伴可）

定員／２０組（無料、申込順）
ケック

講師／藤本順平氏（KEK素粒子原子核

研究所 講師）

申込み／８月１日（水）から直接または電

話で

とき／８月２６日（日）午後２時～４時
場所／中央図書館２階視聴覚ホール
対象／中学生以上
定員／３０人（無料、申込順）

うしやまもとゆき

講師／牛山素行氏（静岡大学防災総合
センター 副センター長・准教授）
申込み／８月１日（水）から直接または
電話で ※８月２８日（火）～９月２日（日）
１階展示ホールにて講演関連展示も開催
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図
書

昨年のようす

講演会「豪雨災害と災害情報－最近の日本各地での災害事例から学ぶこと－」

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

昨年のようす
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キッズビートダンス（全４回）
ビートにのった音楽に合わせてリズム感、
基礎体力を養います。
とき／９月６日～２７日、毎週木曜
午後４時１５分～５時３０分
場所／剣道場
対象／小学１～３年生
定員／３０人（申込順）
参加費／１，５００円
申込み／８月５日（日）から午前８時３０分～
午後９時に直接または電話で（８月２０日
（月）、２１日（火）の休館日は除く）

親子リトミック（全６回）
歩く・走る・ジャンプするなどの動きを
音楽にあわせて身体表現します。
とき／９月１４日～１０月１９日、毎週金曜
午前１０時～１１時３０分
場所／柔・剣道場
対象／３歳児と保護者
定員／２５組（申込順）
参加費／２，５００円
申込み／８月５日（日）から午前８時３０分～
午後９時に直接または電話で（８月２０日
（月）、２１日（火）の休館日は除く）

体育館個人開放デー
個人で利用する方を対象に開放します。
希望者は、当日窓口にお越しください。
とき／８月１８日（土）午前９時～午後５時
メインアリーナ１／３面で可能な種目／卓球・
バドミントン・バスケットボール・バレーボー
ルなど（フットサル・ハンドボールは不可）
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
※貸出用具（有料）は数に限りがあります。
必要な用具はお持ちください。
※先着順のため、利用できない場合があります。

てんこく

小学生の篆刻体験教室
夏休みの思い出に、自分だけのオリジ

ナル印を作ってみませんか。

とき／８月９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２３日（月）～８月２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

水子貝塚星空シアター２０１２
とき／９月８日（土）午後３時～８時１５分
（雨天時は９日（日））
内容／野外映画『長ぐつをはいたネコ』、
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。

新企画 体験！いつでもファイブ
土・日曜、祝日に右表の体験ができます。
※土曜おもしろミューズランドやそのほ
かのイベントのある日はできません。ま

た、都合により体験メニューが変わるこ
とがありますので事前にお問い合わせく
ださい。
時間／午前１０時～正午、午後１時～３時
内容／いずれも申込不要

体験内容 対象 参加費

①まが玉づくり 小学生以上
２００円～
（材料代）

②貝の腕輪づく
り

小学５年生
以上

１００円
（材料代）

③じゅず玉の腕
輪づくり

小学生以上 無料

④火おこし
小学５年生

以上
無料

⑤ブンブンゴマ
づくり

５歳以上 無料

※対象外のお子さんは保護者同伴で可

◆利用期間 ９月２日（日）までの午前９時～午後５時
◆入場料金

プ
ー
ル

区分 利用料

駐
車
場

区分 利用料

一般 ￥５００ 普通車 ￥３００

中学生 ￥３００ 中型バス ￥１，０００

小学生 ￥１００ 二輪車 無料

備
考

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。

※おむつが必要な方は、場内規則で水に入ることはできません。

◆オフシーズン恒例、来場者謝恩企画ニジマスつかみ取り大
会９月９日（日）開催�
毎年好評のニジマスつかみ取り大会を今年も開催します！
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。

◆８月開催予定イベント

イベント名 予定日時 実施内容

売店
抽選会

第１回
８月２日
（木） 当日、場内売店を利用された方の

入場半券裏に１００円につき１個ス
タンプします。スタンプ６個で１
回抽選でき、その場で記念品をプ
レゼント。

第２回
８月９日
（木）

第３回
８月２９日
（水）

入場券番号
抽選会

８月２２日
（水）

当日の入場券の番号で記念品プレ
ゼント。空クジなしです�

ムサビー

水子貝塚資料館
�０４９―２５１―９６８６

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
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����������������������������������������������������������������� 問合せ／富士見ガーデンビーチ �０４９―２５４―４３４９

今年の夏はまだまだこれから！ 富士見ガーデンビーチは９月２日（日）まで！

プールサイドパフォーマー募集中！ ビート板の無料貸し出し！ ５０m完泳コースを土曜にも設置！

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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