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手話奉仕員養成講習会
入門課程（全２３回）

ふじみ野じゅく公開口演
かん だ おり ね

神田織音講談会

青空児童館「あそびの学校」
公園で親子・友だち同士元気に遊ぼう！

初めて手話を学ぶ方を対象に開催しま

市内７か所の公園で、手遊びや体操、

毎月１回さまざまな講

す。三芳町と共同で実施しますので、富

集団遊び、季節の行事、工作などさまざ

座やイベントを開催して

士見会場と三芳会場どちらでも受講でき

まなあそびの学校を開催しています。気

いるふじみ野じゅく。今

ます。この機会に手話を始めてみません

軽にご参加ください（無料・申込不要）。

年も恒例の講談会で幕開

か。

とき・対象／

けします（申込不要）。

開催日程／①②どちらも同じ内容です。

午前 １０時３０分〜正午（通年）・乳幼児と

とき／４月２０日（金）

①富士見会場

保護者

とき：４月１７日〜８月２８日の原則毎週火

午後 ３時３０分〜５時（１０月 末 ま で）
・未

午前１０時〜正午

神田織音氏

曜夜（８月１４日を除く）、一部土曜午前

就学児と保護者、小学生

演目／「三方目出鯛」ほか

場所：市民福祉活動センター「ぱれっと」

※学校の長期休業期間は休み

参加費／５００円

②三芳会場

場所／

問合せ／ふじみ野交流センター

とき：４月１８日〜８月２９日 の 毎 週 水 曜

!０４９―２６１―５３７１

（８月１５日を除く）、原則午前

場所／ふじみ野交流センター
さんぼう め

で たい

火

場所：三芳町総合体育館など
水

共通事項

毎年恒例！むさしの作業所春まつり

対象／高校生以上で富士見市または三芳

５月１２日（土）東久保中央公園（イオン

町在住・在勤の方

木

もり

大井店横）・１９日（土）文化の杜公園で午

定員／各３０人（応募多数の場合抽選）

前１０時〜午後２時３０分に開催。季節の花

参加費／２，
０００円（テキスト代・保険代）

販売、縁日コーナーなどあります。

※日程・会場など詳しくは申込書をご覧

フリーマーケット参加者募集!

ください。

電話・電子メールでご応募ください。

金

午前

山崎公園、羽沢１丁目多目
的広場

午前

松の木公園、貝戸の森公園

午後

北通公園

午前

勝瀬原記念公園

午前

みずほ東公園、北通公園

午後

勝瀬原記念公園

問合せ／関沢児童館

!０４９―２５１―９７８６

※保育あり（お子さん１人につき保険代

募集区画：５０区画（申込順）

６５０円）

出店協力金：１，
０００円

申込み・問合せ／社会福祉協議会（!０４９

募集期間：４月１６日（月）〜５月９日（水）

内
―２５４―０７４７）または障がい福祉課（!○

問合せ／入間東部むさしの作業所

３２３）にある申込書に必要事項を記入し、

!０４９―２５２―５２７０

社会福祉協議会へ郵送・FAX または持

http : //www４．ocn.ne.jp/!musaku/

参（４月１０日（火）必着）

午前の「あそびの学校」のようす

*!'+&'(%),$"#$ 出品者・参加者・参加団体を募集します
７月１
０日
（火）
〜１
５日
（日）
キラリふじみで開催します。皆さんのご応募をお待ちしています。
平和作品展

作品募集

写真展「この子たちの未来のために２０１２」

ジャンル・テーマ・作品種類・サイズは問いません。展示

子どもの顔写真（小学生まで）募集

に必要な額装、表装、パネル張りをしてください。申込み時

写真サイズ：２L〜A４（カラー、モノクロは問いません）

に応募作品種類・氏名・連絡先をお知らせください。

市民構成劇

搬入：７月８日（日）午後１時〜３時

公演日：７月１５日（日）

搬出：７月１５日（日）午後５時〜

鶴瀬公民館第１集会室

キラリふじみ

出演者・スタッフ募集（未経験者大歓迎）

第１回練習日・場所：５月１２日（土）午後１時３０分・鶴瀬公民館

※昨年と搬入場所が変わりましたのでご注意ください。

キッズ!若者ライブ

愛と平和のコンサート

公演日：７月１４日（土）・１５日（日） 場所：メインホール

合唱・合奏など出演グループ募集

ダンスの出演団体募集

公演日：７月１４日（土） 場所：マルチホール

※各日４組まで（応募者多数の場合抽選）

※応募者多数の場合は抽選

模擬店の募集

ヒロシマ平和体験学習

開催日：７月１４日（土）・１５日（日）

参加者募集

「広島市原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式」に参加しま

※後日出店説明会があります。

せんか。
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とき：８月５日（日）・６日（月）

共通事項

場所：広島平和記念公園・広島平和記念資料館

申込み・問合せ／４月３０日（振）
（子どもの顔写真募集は６月

対象：市内在住・在勤の方

１日（金）〜２９日（金））までに鶴瀬公民館（!０４９―２５１―１１４０）へ

募集人数：２人（宿泊費・交通費を実行委員会負担）

※愛と平和のコンサート、キッズ!若者ライブは、公演日、

応募動機：４００字程度

場所など都合により変更となる場合があります。
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第９回熟年バンド LIVE

ミニ鉄道運転会のお知らせ

脂質異常症予防コース（全６回）

歌謡曲、ポップス、ハワイアンなど昭

今年も富士見市ミニ鉄道クラブの協力

脂質異常症は自覚症状に乏しく、放っ

和の名曲をお楽しみください（無料・申

を得て運転会を実施します。４〜７月の

ておくと、さまざまな病気を引き起こす

込不要）。

予定は次のとおりです。ぜひご乗車くだ

誘因となります。ぜひこの機会に予防法

とき／４月２９日（祝）午後２時開演（１時

さい（無料）。

を学んでみませんか。

３０分開場）

開催日程／いずれも火曜、午前９時３０分

場所／鶴瀬コミュニティセンターホール

〜１１時３０分（６／１２は午後１時まで）

出演／ウクレレ・バイミー、ハーフトー

とき
５／８

内

容

体重・体脂肪・血圧測定
講話：脂質異常症について

講話：脂質異常症予防と食生活
５／１５ について
脂質異常症予防と運動について
５／２２ 運動実技：生活の中でできる運
５／２９ 動について①②

問合せ／鶴瀬公民館

!０４９―２５１―１１４０

場所／むさし野緑地公園

ふじみ福祉フォーラム２
１
実行委員を募集

※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。未就学のお子さんは、保護者の付
き添いをお願いします。

の歴史を刻んできました。今年は企画・

運転を行っている富士見市ミニ鉄道

ています。詳しくは福祉課へお問い合わ

対象／おおむね６４歳までの方で、コレス

せください。

テロール・中性脂肪が気になる方または

開催予定：１０月、平成２５年１月

健康診断でコレステロール・中性脂肪が

活動期間：原則１年（途中参加も可能です）

高いと言われた方（治療中の方を除く）

申込み・問合せ／福祉課

定員／２０人（申込順）

社会福祉協議会

講師／保健師、管理栄養士、健康運動指導士

図
書 館

*
$
' & %

定員
３０人
４０人

いずれも全１０回、平日昼間開講。
※初回は合同で開講式と教養講座を行
います。
参加費／各講座５，
０００円
申込み／４月１０日（火）から午前８時３０
分〜午後９時３０分に直接または電話で
（１６日（月）・１７日（火）の休館日を除く）
※日程など詳しくは４月１日以降お問
い合わせください。後期コースも開講
しますのでお楽しみに！
主催／!富士見市施設管理公社

ブ会員にお尋ねください。
内２
５７
!○

問合せ／協働推進課

内３
!○
３３

中央図書館
鶴瀬西分館

!０
４
９―２
５
２―５
８
２
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

ふじみ野分館

!０
４
９―２
５
６―８
８
６
０ & 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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３０人

楽しい卓球

す。興味のある方は、運転会当日クラ

!０４９―２５４―０７４７

|

キラリ☆スポーツカレッジを
開講します

はじめてのヨガ

クラブでは、随時会員を募集していま

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

問合せ／!０４９―２５１―５５５５

講座名

８日

ます。

西交流センター）

ボディポテンシャル

７月

は、広報『ふじみ』９月号でお知らせし

立案などに関わるボランティアを募集し

健康な心とからだをつくるため、楽
しみながら身体を動かしましょう。
【前期コース ５〜９月】

１３・２７日

※８月はお休みです。９〜１２月の運転会

主催／熟年バンド実行委員会

場所／健康増進センター（６／１２は鶴瀬

市民総合体育館 スポーツ事業

５月

前１０時〜正午、午後１時〜２時

暮らせる街をめざして」をテーマに２０年

増進センター（!０４９―２５２―３７７１）

１０・２４日

フレンズ

体重・体脂肪・血圧測定、グルー
プワーク、これまでの振り返り

申込み・問合せ／４月５日（木）から健康

６月

運転日／いずれも日曜（雨天中止）
、午

ふじみ福祉フォーラム２１は「安心して

参加費／６０円（保険代）

８・２２日

ンズ、ポップスふじみ野、ミュージック

６／１２ 調理実習：脂質異常症予防のメニュー
１２／１８

４月
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調べものや、資料を探すお手伝いをするサービスです。図書館の窓口や電話でも受
け付けしていますが、図書館ホームページからも申し込みできます。質問には 1 週間
以内に電子メールで回答します。ご利用には利用カードとパスワードが必要です。詳
しくは中央図書館へお問い合わせください。
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難波田城資料館

!０
４
９―２
５
３―４
６
６
４

田んぼ体験隊（全７回）
種まきからもちつきまで、年間を通し

て活動します。
内 容

!０
４
９―２
５
１―９
６
８
６

０００円（通信費・材料代）
参加費／１組年間１，
持ち物／汚れてもよい服装・田んぼに入
るときの履物
申込み／４月１日（日）午前９時から直接
または電話で

日程／いずれも土曜

水子貝塚資料館

農業指導／柳下春良氏（地元農家）

土曜おもしろミューズランド

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

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
定員／１５組（１組４人以内）

とき・内容／４月７日（土）・土笛づくり
４月２１日（土）・まが玉ペンダントづくり
いずれも午前１０時〜正午、午後２時〜４
時の２回

日にち

説明、
種まき、
耕起

５／１２ 午後２時〜４時

場所／資料館体験学習室

代かき、
田植え

６／１６ 午後２時〜４時

対象／小学生以上（未就学児は保護者同

６／２３〜７／２１毎週土曜
午前１０時〜１１時

伴で可）

草取り
（１回以上参加）

参加費／７日１００円、
２１日１５０円（材料代）

かかし、
流しそうめん ８／４ 午前１０時〜正午
稲刈り、
矢来かけ

１０／１３ 午後２時〜４時

脱穀

１０／２７ 午後２時〜４時

もちつき、
わら細工

１２／１５ 午前１０時〜正午

場所／難波田城公園内田んぼ
対象／市内在住・在学・在勤の方を含む

※申込不要。

昨年のようす

会場の都合で

水子貝塚公園・難波田城公園
開園時間変更のお知らせ

人数を制限す

４月１日（日）〜９月３０日（日）、開園

ます。

る場合があり

時間は午前９時〜午後６時です。

家族または友人

土笛をつくろう！

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

平成２
４年度富士見市民大学ふじみ市民学コース 受講生募集

ふじみ自然塾

自然のライフスタイルを探して（全１
５回）
問合せ／市民大学事務局（鶴瀬公民館内）!０４９―２５１―１１４０

無農薬育ちの生命力あふれる野菜を作ってみませんか。自然栽培の体験を通して「食と農」について学び、自然豊かなライフ
スタイルを築けるよう一緒に考えましょう。今年度も自分たちで栽培した大豆を使って、豆腐づくりにチャレンジします。
開講期間／５月１９日〜２月２３日の土曜（一部日曜） ※日時・会場など詳しくはお問い合わせください。
対象・定員／市内在住在勤の方・１５人（申込み多数の場合抽選）
内容／自然栽培の農場見学、農薬を使わない野菜づくり、講演会、伝統食品づくり（こんにゃく、豆腐）
参加費／３，
８００円（市民大学運営費８
００円（通信費・保険代など）＋教材費３，
０００円
（苗・肥料代など））
申込み／往復はがきに郵便番号・住所・氏名・電話番号・これまでの受講回数（年）
を記入（返信用にも郵便番号・住所・氏名を記入） ※４月１７日（火）必着
〒３５４―００３３ 富士見市羽沢３―２３―１０ 市民大学事務局（鶴瀬公民館内）
※抽選は４月１９日（木）午後２時から公開で行い、結果は返信用はがきで通知します。
※当選された方は、４月２６日（木）午前中までに受講申込書を記入・提出していただ
きます。
自然栽培のようす

市民文化会館キラリふじみ

049−268−7788

URL：http://www.kirari-fujimi.com/

=LM5/6!NH"FM"d\

=LM5/6QS)(`k!]f^Z*(`kUl

mother-river homing

=LM5/6!?O@"FBM"D

作・演出／田上豊
とき／６月１４日（木）〜１７日（日）
料金／ 全席自由・日時指定・整理番号付
一般２，
５００円、高校生以下１，
０００円
チケット発売日／４月２９日（祝）

公演日／９月２日（日）
応募方法／専用の申込用紙に記入し郵送または直接
募集締切／４月２３日（月）必着

JA"

MG"

I"KO>

7 0

=LM'mrTg#YX4o p3.s3e+8,9#
とき／６月３０日（土）午後５時３０分
料金／ 全席指定２，
５
００円
チケット発売日／４月８日（日）

[c?O@"F$jV4-312%bP_na

CE:O;<:PhiW&Rq
とき／５月２７日（日）午後１時〜４時
申込み／４月２８日（土）から直接または電話で

休館日 ４月１６日（月）・１７日（火）、５月１６日（水）〜１８日（金） 予約申し込み、チケット購入などはできません。
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