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ゆめあか

第１回びん沼祭り

第１回夢灯り大市
鶴瀬東地区と商店会の活性化のため、

家族そろってお越しください。

問合せ／鶴瀬西交流センター

鶴瀬駅前通り商店会が店舗前や路上に置

!０４９―２５１―２７９１

いた灯籠に灯りをともします。幻想的な

場所／老人福祉センター「びん沼荘」

雰囲気の中、買い物などをお楽しみくだ

内容／舞台・カラオケ発表、作品展示、

さい。

模擬店など

とき／１０月１３日（土）午後３時〜９時

問合せ／老人福祉センター「びん沼荘」

とき／１０月１３日（土）・１４日（日）

※雨天時は１４日（日）

!０４９―２５２―４８１０

内容／※駐車場はありません。

場所／鶴瀬駅前通り商店会店舗

:"0;683<'/(!
,$&)#+.

１３日（土）午前１０時〜午後４時３０分
●開会式（午前１
０時）
富士見台中学校吹奏楽部による演奏
●人形劇（午前１
１時〜）
●あそびのひろば（午後１時〜３時）
プラバン・どんぐりぼうやコロコロ、囲
碁、大道芸（皿回し・けん玉）
●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、わたあめ、スーパーボールすく
い、手芸品など

１４日（日）午前１０時〜午後４時
●展示
●舞台発表
歌、よさこい踊り、現代尺八演奏、オカ
リナ演奏、空手演舞、太極拳、フラダン
ス、ラウンドダンス、コーラス、舞踊、
子ども舞踊、キッズダンスなど
●模擬店（午後３時まで）
●閉会式（午後４時）

内容／各店舗にて当日限りのサービス品
はやし

の販売、太鼓、お囃子など
問合せ／鶴瀬駅前通り商店会

魚関（金

子） !０４９―２５１―０５０５

シルバーフェスティバル２０１２
楽しい企画が盛りだくさん！お楽しみ
抽選会もあります。
とき／１０月６日（土）午前１０時〜午後３時

毎年恒例！むさしの作業所秋まつり

場所／鶴瀬コミュニティセンターホール
内容／舞台、展示、模擬店、市産の新鮮

とき・場所／１１月３日（祝）・東久保中央

野菜、軽食販売、バザーなど

公園（イオン大井店横）
、１０日（土）・文

舞台応援団「かじ兵衛太鼓」

もり

化の杜公園

主催・問合せ／シルバー人材センター

時間はいずれも午前１０時〜午後２時３０分

!０４９―２５３―６６８６

内容／季節の花販売、縁日コーナーなど
フリーマーケット出店者募集！

し

し まい

募集区画：５０区画（申込順）

南畑八幡神社獅子舞見学会

出店料：１，
０００円

市指定民俗文化財に指定されている南

申込み：１０月９日（火）〜１０月３１日（水）に

畑八幡神社獅子舞が披露されます。

電話またはホームページで

とき／１０月１４日（日）午後３時〜

問合せ／入間東部むさしの作業所

※雨天時は、見学会を中止します。

!０４９―２５２―５２７０

場所／下南畑八幡神社境内

http : //www４．ocn.ne.jp/!musaku/

※車で来場の方は生涯学習課へお問い合

主催／第７回鶴瀬西交流センターフェス

せください。

ティバル実行委員会・鶴瀬西交流センター

なんばた青空市場
&)/*%-&749215

とき／１０月２１日（日）午前１０時〜午後３時

とうろう

申込み・問合せ／生涯学習課

内６
３４
!○

とき／１１月３日（祝）午前１０時〜午後２時

とき／１１月７日（水）午後１時〜４時

※小雨時は縮小開催

内容／飾り鏡作り（１５×２０㎝程度）

場所／南畑幼稚園周辺の田んぼ

定員／１０人（申込順）

内容／

講師／北原彰氏、ステンドグラス工房 K

【イベント】かかしコンテスト、農耕機

参加費／３００円（材料代）※当日集金

試乗体験、さんだら飛ばし、焼きいもコ

持ち物／エプロン、作品を入れる袋

ーナーなど

申込み／１０月１日（月）〜１９日（金）に直接

【模擬店】新米おにぎり、生産物フリー

または電話で

マーケット、各種模擬店など

針ケ谷コミセン寄席

【展示】昔の農機具、やらい、米俵など
※駐車スペースに限りが

とき／１０月２１日（日）午後２時開演

ありますので、車での来

場所／針ケ谷コミュニティセンター

場はご遠慮ください。

３F ギャラリー（入場無料）

主催／なんばた青空市場

演目／落語など（子供向けあり）

実行委員会・南畑公民館

出演／立教大学落語研究会（硝子屋クラ

問合せ／南畑公民館

ッシャー、上野亭ぱんだ、油屋エコナほ

!０４９―２５１―５６６３

か）

がら す

や

問合せ／針ケ谷コミュニティセンター
!０４９―２５１―８４７８
完成イメージ

広報

ふじみ
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いきいきフェスティバル
障がい者にとっても
住みやすい街をめざして
障がいのある方たちと地域の皆さんが

平成２
４年度地区体育祭日程
とき・場所／※雨天時は体育館で開催
８：３０

ケット、施設紹介コーナー

基礎を学び、しなやかに動けるように体
を鍛えて、転びにくい生活を送りましょう。

９：００

諏訪小、みずほ台小、つるせ

とき・内容／いずれも木曜、午後２時〜
４時

９：３０

台小
関沢小

講義：転倒のメカニズムとそ

１０月２８日（日）

内容／障害者事業所・関係団体の協賛出
店コーナー、自主製品販売、フリーマー

であることが知られています。太極拳の

南畑小
水谷小、勝瀬小、水谷東小、

※雨天時は１４日（日）
場所／東久保中央公園（イオン大井店横）

転倒と骨折の予防には、太極拳が有効

１０月７日（日）

交流する場です。
とき／１０月１３日（土）午前１０時〜午後２時

転倒予防のための太極拳入門教室

９：３０

針ケ谷小

問合せ／生涯学習課

１１／１
!０４９―２５２―７１３９

募集区画：５０区画

１１／８

普通救命講習会

出店料：１，
０００円

実技：転倒予防の太極拳〜基
本①②〜

１１／１５

講師：転倒予防太極拳「杉の

申込み：１０月１０日（水）までに入間東部む

とき／１０月２８日（日）午前９時〜正午

さしの作業所（!０４９―２５２―５２７０）へ電話

場所／消防本部大会議室 ※講習修了者

またはホームページで

には「普通救命講習修了証」をお渡しします。

場所／健康増進センター

問合せ／かみふくおか作業所

対象／市内在住・在勤・在学の方

対象／おおむね４０歳以上で、運動制限の

!０４９―２６６―８７６３

定員／３０人

ない方

http : //www.geocities.jp/ikiikif/

申込み／１０月９日（火）〜１２日（金）

定員／３０人（申込順）

午前８時３０分〜午後５時に電話で

参加費／９０円（保険代）

問合せ／入間東部地区消防組合消防本部

申込み・問合せ／健康増進センター

市民総合体育館 スポーツ事業
問合せ／市民総合体育館 !０４９―２５１―５５５５

ボールエクササイズ（全６回）
手のひらサイズのボールを使います。
インナーマッスルの強化、身体のバラ

救急課

子クラブ」

!０４９―２６１―６６７３

市制施行４
０周年記念事業

!０４９―２５２―３７７１

第３
８回富士見市福祉スポーツ大会

年齢や障がいの有無を問わず、みんなでスポーツやゲームを楽しみましょう。市

ンスの改善などに効果が期待できます。

制施行４０周年を記念した種目も用意しています。ぜひご参加ください。

とき／１１月８日〜１２月１３日、毎週木曜

とき／１０月１３日（土）午前９時３０分

午後２時〜３時２０分
対象・定員／一般・３０人（申込順）
参加費／３，
０００円
申込み／１０月１日（月）から午前８時３０
分〜午後９時に直接または電話で（１０
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

（開会式）〜午後３時

種 目

持ち物／室内の運動靴

輪くぐりゲーム

チーム対抗

１
０
：
５
０

主催／富士見市福祉スポーツ大会

お菓子取り競争※

自由参加

１
１
：
１
０

実行委員会

大玉送り

チーム対抗

１
１
：
３
０

問合せ／福祉課地域福祉係
内３
!○
３３

≪昼食休憩≫

１
１
：
５
０

≪アトラクション≫
バンド演奏、フォークダンス、輪おどり
ふじみ絵合わせ
ゲーム※

体力維持のために参加してみませんか。

玉入れ

とき／１０月以降毎月第１・３水曜

１
２
：
１
５

自由参加

１
３
：
３
５

チーム対抗

１
３
：
５
５

※印の競技は一般の方も参加できます。

午前１１時〜正午
参加費／無料

※６０歳未満の方は２００円

（施設利用料）
持ち物／セラバンド、タオル、飲み物

第３５回市民健康増進スポーツ大会予定表（１０月〜平成２５年３月）
問合せ／富士見市体育協会

問合せ／老人福祉センター「びん沼荘」
!０４９―２５２―４８１０

平成２
４年１
０月号

!・!０４９―２５４―９５１０

柔道

１０月７日（日） ペタンク

１１月１１日（日）

ゴルフ

１０月１１日（木） 陸上競技

１２月９日（日）

空手

１０月２１日（日） バレーボール（小学生） １２月２４日（振）

少林寺拳法

１０月２８日（日） バスケットボール

１月２０日（日）
・２７日（日）

グラウンドゴルフ

１０月２８日（日） バドミントン

２月３日（日）

ソフトバレーボール １１月４日（日） スキー

ふじみ

時間
１
０
：
３
０

「パワーアップ体操」教室の開催

広報

参加者

ふじみ○×ゲーム※ 自由参加

場所／市民総合体育館

ぼくたちも
参加するよ！
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測定：バランス能力ほか
講師：作業療法士

主催／いきいきフェスティバル実行委員会
フリーマーケット出店者募集！

の予防について

２月９日（土）

生
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秋季企画展

水子貝塚資料館
!０
４
９―２
５
１―９
６
８
６

ムサビー

土曜おもしろミューズランド

とき・つくるもの／
１０月６日（土）・まが玉づくり
場所／公園内学習広場
定員／各回５０人（申込不要・先着順）
参加費／１５０円（材料代）
１０月２０日（土）・縄文クッキーづくり
場所／資料館体験学習室
定員／各回親子１０組（申込順）
参加費／１００円（材料代）
申込み／直接または電話で
共通事項
時間／午前１０時、午後２時の２回
対象／小学生以上（未就学児は保護者同
伴で可）

難波田城資料館
!０
４
９―２
５
３―４
６
６
４

なんばった

ふるさと体験 お月見団子づくり

お月見にかかせない団子を作り、試食
します。
とき／１０月１３日（土）
午前１０時〜正午
場所／旧金子家住宅
対象／子ども〜大人
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／１０月５日（金）までに直接または
電話で

「写真で見る４
０年前の富士見」

古民家コンサート

古民家の奥座敷で、琵琶の響きとと
市制施行４０周年を記念し、市内の建物
もに、平家滅亡をめぐる怪しい世界が
や風景などの懐かしい写真を展示します。
語られます。
とき／１０月２０日（土）〜１２月２８日（金）
とき／１０月２８日（日）午後１時３０分〜２時
場所／資料館特別展示室
場所／旧大澤家住宅

やさしい拓本体験教室
古代中国から伝わった複写技法の拓本
を体験します。
とき／１０月２１日（日）午前１０時〜午後３時
場所／資料館講座室
定員／１５人（申込順）
指導／資料館友の会拓本部会
参加費／５００円（材料代）
申込み／直接または電話で

さきおり教室（全３回）
布を裂いて織る「さきおり」で布（３５
×８０㎝）を作ります。
とき／①１１月３日（祝）午前１０時〜正午
②１１月４日（日）・６日（火）・７日（水）・
１０日（土）のいずれか、午前１０時〜午後３
時のうち２時間程度の個別学習
③１１月１１日（日）午前１０時〜正午
場所／旧大澤家住宅
対象／小学４年生以上で、すべてに参加
できる方
定員／８人（申込順ですが、初参加者優先です）
指導／ふじみ手織りの会
参加費／８００円（材料代）
持ち物／布、はさみ、筆記用具
申込み／１０月３日（水）〜２５日（木）午前９
時〜午後５時に直接または電話で

の むら

演者／能村達也（語り）、能村陽子（琵
琶語り）
演目／「耳なし芳一」、琵琶の話
定員／１００人程度（当日先着順）
参加費／無料

さつまいも掘り
難波田城公園に隣接する畑で芋掘り
の体験です。
とき／１０月２８日（日）午前１０時〜正午
（悪天候の場合翌週に延期）
集合場所／旧金子家住宅前
定員／３０組（申込順）※１人で参加の
方はほかの方と組んでいただく場合が
あります。
参加費／１組１，
０００円
持ち物／持ち帰り用の袋、シャベル
申込み／１０月２日（火）午前９時〜
主催／難波田城公園活用推進協議会
・難波田城資料館

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

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

水子貝塚公園・難波田城公園
開園時間変更のお知らせ
１０月１日（月）〜平成２５年３月３１日（日）、
開園時間は午前９時〜午後５時となり
ます。

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

中央図書館

!０
４
９―２
５
２―５
８
２
５ "水谷東公民館図書室#

$
%
図
鶴瀬西分館 !０４９―２５２―５９４５ $（開室時間 火〜日曜 午後１時〜５時）%
ふじみ野分館 !０４９―２５６―８８６０ & お問い合わせは中央図書館へ '
書 館 【開館時間】火〜日曜 午前９時３０分〜午後７時

*
$
' & %



平成２５年版埼玉県民手帳を販売します。
サイズ・価格／１４×８．
５㎝（黒／グ レ イ ッ
シュブルー）・５００円（税込）

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

県民手帳を販売します

※在庫がなくなり次第終了になります。


販売場所・期間／

:FPpst

,.%&z{- 'JF6GJ_neZc$(
'JE<T!
I?E(
-+%&z{- ';GR4MWL:48gbl(
'rE(

pst

1%&z{- 'vJx(
-,%&z{- 'j`\mKV>G3(

市役所：１０月１８日（木）〜１２月２１日（金）
出張所：１０月１８日（木）〜１２月１４日（金）
問合せ／総務課
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生
生涯
案内
学習
習案
涯学
内
ファミサポ１０周年記念・ステップアップ講座

子育てにすぐに活かせる心理学
心理学を子育てや日常生活に活かして
みませんか。ファミサポ会員以外の方で
も、興味・関心のある方ならどなたでも
参加できます。
とき／１０月２３日（火）、１１月６日（火）
午前１０時〜正午
※全２回（１回のみの参加も可）
場所／鶴瀬西交流センター
定員／５０人（申込順）
講師／斎藤美姫氏（トータルヒューマンサ
ポートセンター代表、心理カウンセラー）
申込み／１０月１日（月）〜１８日（木）平日午
前９時〜午後５時に直接または電話で
※保育あり（満１歳以上、定員１０人、要予約）
問合せ／ファミリー・サポート・センター
（保育課内） !０４９―２５１―３３３７

子育て支援事業

子育てキッチン

健康に配慮した食材・味付けで作る、
子育て中の方に向けた料理講習会です。
とき／１０月２５日（木）午前１０時〜正午
場所／ふじみ野交流センター
献立／ワンタンの野菜あんかけ、マイタ
ケと春雨のスープ、ひじきサラダ、かぼ
ちゃのムース
定員／１２人（市内在住在勤の方、申込順）
しん み

講師／真味の会ふじみ野分会
参加費／８００円（材料代）
持ち物／エプロン、三角きん
申込み／１０月１日（月）午前９時から直接
または電話で
※保育あり（６か月以上、定員１０人、要予約）
申込み・問合せ／ふじみ野交流センター
!０４９―２６１―５３７１

こんにゃく作り体験
自分で作ったこんにゃくのお土産付き
です。
とき／１１月４日（日）午前９時３０分〜午後
３時 ※みずほ台駅改札前集合
場所／さかうえ農園体験塾（朝霞市溝沼
６―１―１）
対象／小学１年生〜中学３年生
定員／２０人（申込順）
参加費／１，
０００円（交通費・保険代など）
持ち物／おにぎり、飲み物、エプロン、
三角きん、上履き
主催／富士見市青少年相談員協議会
申込み／１０月９日（火）〜１５日（月）平日午
前９時から直接または電話で
内２
問合せ／子育て支援課 !○
０４
※必ず保護者の方が送迎をお願いします。

入間郡市人権フェスティバル
だれもが自分らしくいきいきと暮らせ
る社会の実現と、人権問題への理解と関
心を深めることを目指します。
とき／１１月１５日（木）午前１１時４５分〜午後
４時（無料、申込不要、先着順）
場所／川越市市民会館・やまぶき会館
内容／人権パネルの展示、東北被災地の
物産販売など（午前１１時４５分〜午後４時）
なかだいはやしれん

１２：１５ オープニング：中台囃子連に
よる川越祭りばやしの演奏
１２：４５ 開会行事
１３：００

人権作文朗読

１３：１５

綱川泰典氏（フルート）と増沢真
実氏（ピアノ）によるコンサート

１４：３５

講演「生きながら生まれ変わ
る」講師：米良美一氏（歌手）

定員／５０８人
※手話通訳あり、保育あり（要予約）
内２
問合せ／人権・市民相談課 !○
７３

おでかけぴっぴのひろば
子どもの遊び場に、お友達づくりに、
気軽にお越しください（無料、申込不要）。
とき・場所／いずれも午前１０時〜１１時４５分
鶴馬１丁目集会所 水谷東公民館
（第一保育所２階）（ふれあいサロン）

１０月

９日（火）

２４日（水）

１１月

１３日（火）

２８日（水）

１２月

１１日（火）

２６日（水）

平成２５年
１月

８日（火）

２３日（水）

２月

１２日（火）

２７日（水）

３月

１２日（火）

２７日（水）

対象／未就学児と保護者
内容／身長・体重測定、
自由遊び、手遊び、紙芝
居など
問合せ／子育て支援セン
ター「ぴっぴ」!０４９―２５１―３００５

市民文化会館キラリふじみ
開館１０周年記念式典
キラリふじみの開館１０周年を記念し、
記念式典を開催します。式典では、狂言
まんさい

さん ば そう

師・野村萬斎さんの「三番叟」が披露さ
れます。
入場整理券を無料配布しますので、ぜ
ひお越しください。
整理券配布日時／１０月１３日（土）午前９時
からキラリふじみで
配布枚数／１００枚（先着順、１人２枚まで）
式典
とき／１１月４日（日）午前１０時〜１１時４５分
場所／キラリふじみメインホール
主催／市・（財）富士見市施設管理公社
問合せ／キラリふじみ !０４９―２６８―７７８８

56480/!21 ")(&,%#73$)*'-%#+.*$"
内２
内６
問合せ／人権・市民相談課 !○
７２ 生涯学習課 !○
３２
さまざまな文化を理解し、交流を楽しめる場です。
とき／１１月１１日（日）正午〜午後４時
場所／ふじみ野交流センター
内容／◆体験と交流（正午〜午後２時）
てんこく
太極拳、民族衣装や着物の試着と記念撮影、
生け花・和太鼓・篆刻体験、
タイ古式マッ
サージ、国旗カルタ、What's your name?コーナー、
警察官体験コーナー
◆在日外国人の主張（午後２時１０分〜３時）
在日外国人による日本語のスピーチ
◆ティータイム（午後３時〜３時１０分）
世界のお菓子とお茶
◆アトラクション（午後３時１０分〜４時）
太鼓の演奏、ミャンマーの舞踏、太極拳
※無料・申込不要
※保育あり（午後２時〜４時、予約不要）
主催／市・市教育委員会・富士見市国際友好協会
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お知らせ
キラリふじみのイベント内容な
どは、HOTキラリ10月号または
キラリふじみホームページをご覧
ください。http://www.kirarifujimi.com/calendar/list

