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富士見市スポーツ推進委員
連絡協議会の活動予定

２０１２看護デーを開催します
無料・申込不要。直接お越しください。

国際フェスティバル
近隣に住む外国人と市民との交流の場

スポーツ基本法の施行により「体育指

とき／５月１９日（土）午前１１時〜午後３時

です。各国の料理を食べながら、外国の

導委員」は「スポーツ推進委員」に名称

場所／にいざほっとぷらざ４階（志木駅

文化に触れてみませんか。

が変わりました。地域の生涯スポーツ推

南口併設）

とき／５月１９日（土）午前１１時〜午後４時

進を担う委員の活動を紹介します。

対象／１８歳以上

（小雨決行）

第２１回ふじみヘルシーウォーク

内容／ 測定 血圧・体脂肪・血管年齢・

場所／東久保中央公園（イオン大井店横）

大会（２０日）

足型、相談 歯科保健・栄養・健康

内容／各国の料理・踊り・演奏、埼玉県

主催／社団法人埼玉県看護協会第３支部

警察音楽隊、バザー、民族衣装展示、わ

問合せ／三浦病院

たあめ、東日本大震災義援金活動など

５月

６月
７月
９月
１０月
１１月
１月
２月

バトテニス巡回教室（１６日・２３
日・３０日）

看護デー担当

!０４９―２５４―７１１１

問合せ／国際フェスティバル実行委員会
（NPO 法人ふじみの国際交流センター）

第３回バトテニス大会

老人福祉センターびん沼荘

入間地区生涯スポーツ交流大会

!０４９―２５６―４２９０

（ペタンク大会）協力

軽体操教室・セラバンド教室

パワーアップ・リーダー養成講座

地区体育祭（各小学校区）

筋力維持に役立つ教室に参加しません

健康長寿のまちづくりに参加しませんか

か。どなたでも参加できます。体操ので

第２３回スポーツフェスティバル

「ふじみパワーアップ体操」のリー
ダーを養成します。今回は水谷第３町

軽体操教室 ５月９日（水）・２３日（水）

会クラブ開設のための講座ですが、そ

午前１０時３０分〜正午

れ以外の方も参加できます。

協力

きる服装でお越しください。

第４３回縄文マラソン大会協力

セラバンド教室 ５月１０日（木）
・２４日（木）
第４４回入間東部地区駅伝競走大

とき／５月１５日〜８月２１日毎週火曜

午後１時３０分〜２時３０分

会協力

午前１０時〜正午（全１５回）

共通事項

場所／水谷第３集会所

※このほかに実技研修会の開催や、県・

定員／いずれも１０人程度

対象／心疾患や整形外科疾患などの運

入間地区などの研修会に参加します。

参加費／無料

動制限がなく、なるべくすべてに参加

※年に１回、地区事業として、各小学校

（施設利用代）

できる方

区ごとにバトテニス教室を開催します。

問合せ／老人福祉センター

内容／ 実技 筋力やバランスなどの運

!０４９―２５２―４８１０

動機能を維持・向上するために効果的

問合せ／生涯学習課

内６
３６
!○

※６０歳未満の方は２００円

で親しみやすい「ふじみパワーアップ

市制施行４
０周年記念事業

0#".%$&+,*!'(!)/問合せ／生涯学習課

!０４９―２５２―７１３９

参加者全員に参加賞をプレゼント。歩数当てクイズ・お楽しみ抽選会に加えて
４０周年記念イベントもあります。また、今回は仮装での参加も募集します。大会

体操」

講義 介護予防の基礎知識

定員／水谷第３町会の方：１５人
上記以外の方：若干名（申込順）
参加費／４５０円（保険代）

を盛り上げていただいた方の中から仮装大賞を選考させていただきます。ふるっ
てご参加ください。

はつらつ教室

とき／５月２０日
（日） ※雨天時はファミリーコースを歩きます。荒天の場合、開

尿モレに強い体づくりコース

催の可否は当日午前６時３
０分以降にお問い合わせください。

とき／５月９日〜７月１８日毎週水曜

受付／午前７時３
０分（市民総合体育館前）

午前１０時〜正午（全１１回）

コース／健脚コース（約１
２㎞）

開会式／午前８時１０分

ファミリーコース（約７㎞）

持ち物／飲み物

場所／健康増進センター

参加資格／完歩できる方（市外の方の参加も可）

対象／運動制限がなく、なるべくすべ

参加費／大人３
００円（当日申込みは５００円）、中学生以下１００円

てに参加できる方

申込方法／ 事前申込み ５月１６日（水）までに参加費を添えて下記へ

内容／中高年女性の課題のひとつ「尿

《平日午後５時１
５分まで受付》

モレ予防」を中心とした健康づくりメ

生涯学習課（中央図書館２階）、各公民

ニュー（マシーントレーニングや体操

館・交流センター

による骨盤底筋強化など）

《毎日午後９時まで受付》市民総合体育館

定員／１５人（申込順）

※なるべく事前申込みをお願いします。

参加費／３３０円（保険代）

当日申込み 参加費を添えて受付へ直接
主催／富士見市スポーツ推進委員連絡協議

共通事項

会、市教育委員会

申込み／健康増進センター（!０４９―２５２

協力／富士見市体育協会、富士見市交通指導員

―３７７１）に直接または電話で
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問合せ&|eJ~gadb$*UHU+

問合せ／埼玉西武ライオンズインフォメーションセンター

!-16%/2.%0--2

!０５７０―０１―１９５０

&-'(1*1.05/

とき／６月２３日（土）午後２時試合開始
対戦カード／埼玉西武ライオンズ対オリックス・バファローズ

9|@_P§T[9£@_{Pu

場所／西武ドーム

«PLAJ!CS?l¨=F@8"

料金／感謝価格１，
２００円（１・３塁側内野指定席 B 大人・子ども共通）

日程&s.-'..12¡

2r5

2r/0

3r./

3r/4

4r.-

4r/2

5rQ9nX
6r..

6r/3

.-r6

.-r/1

..r.0

..r/5

./r..

./r/3

.r5

.r/0

/r./

/r/4

0r./

0r/4

内容&*<=NHE:N+(#
)#9AZV\[

§T#o

NM
対象&¤kL¢t
,P*UHUPS]R+Y!
u«adb$KjyAJ8WB"

?=,@>7;8"3+4

#05/-%)2!$
}4iP|eJ~gadb$;7
DTPS]R^jyAWB"X_NK§
TOªJ=F@8(¦¬#x©)"
とき&2r.2(h)s.-'..0-¡
場所&}¥wem
対象&¤kL¢t
内容&
",%-#)+%$*%(.!%%*
GZ_`$c$!

q#pI\#vz

`$c$NM
",&-#)+%%*!%%*'$.

協力&>RL¢ef

購入方法／市内在住・在勤・在学を証明するものを提示し、西武ドームチケット
センターなどで購入してください（１人６枚まで購入可）。
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
持ち物／昼食・飲み物

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!$%'&.6"

難波田城資料館

!０
４
９―２
５
３―４
６
６
４

よろいを着てみよう
とき／５月１２日（土）午前１０時〜正午、

申込み／５月２日（水）〜１０日（木）午前
９時〜午後５時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

難波田城公園まつり

午後１時〜３時の２回
場所／旧金子家住宅

今年は６月３日（日）に開催します。

対象／５歳以上

詳しくは６月号でお知らせします。

定員／各２０人（無料・先着順）
協力／川越藩火縄銃鉄砲隊保存会

水子貝塚資料館
!０
４
９―２
５
１―９
６
８
６

手づくりこいのぼり販売
今年も市民学芸員手づくりのオリジ
ナルこいのぼりを５月５日（祝）まで販
売しています。売上はすべて東日本大
震災の義援金として寄付します。（１

なつかしの自転車紙芝居

本１００円）

とき／５月６日（日）①午前１１時②午後
１時③午後２時（無料・各回３０分程度）
場所／旧金子家住宅
対象／幼児〜大人
内容／昔話の紙芝居、手遊び
協力／わんだー民話らんど

第１
８回ふるさと探訪
わ

富士見（鶴瀬）の坂と湧き水をめぐる
鶴瀬地区の坂と湧き水を巡り、坂の
いわれや湧き水の往時に思いをはせます。
とき／５月１３日（日） ※小雨決行
集合／鶴瀬駅東口広場午前９時１５分
ぼうちゅうざか

主な見学地／鶴瀬駅→房中坂→中の水
ご あん

車跡→御庵下の湧き水→尻ったれ坂→
まましたの坂→雲居の瀧→堂坂→谷津
の森→鶴瀬駅（午後３時解散。行程約

５．
５㎞）
定員／３０人（申込順）
参加費／５００円（保険代、資料代など）

土曜おもしろミューズランド
とき・つくるもの／
５月５日（祝）・ミニチュア土器
５月１９日（土）・まがたまペンダント
いずれも午前１０時〜正午、午後２時〜
４時の２回
場所／資料館体験学習室
対象／小学生以上（未就学児は保護者
同伴で可）
参加費／５日１００円、１９日１５０円（材料
代）
※申込不要。会場の都合で人数を制限
する場合があります。

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

13#05,)!$%'&(6"

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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は や り う た

うたごえ喫茶 in みずたに

ステップアップ講座 小児心肺蘇生法
〜AED の使い方も学べます〜

昭和の流行歌と無声映画上映会

思い出の懐かしい歌をみんなで歌いま

ファミリー・サポート・センターでは

芸術的価値の高い、ピアノ伴奏つき無

しょう！

声映画をぜひお楽しみください。

会員向けに子どもに関する講座を行って

とき／５月２７日（日）午後２時〜４時

とき／５月２０日（日）午後２時開演（１時

いますが、興味・関心のある方ならどな

場所／水谷公民館

３０分開場）

たでも参加できます。当日は動きやすい

定員／８０人（申込順）

場所／針ケ谷コミュニティセンター

服装でご来場ください。

参加費／５００円（飲み物付）

内容／ソプラノ独唱（影を慕いて、青い

とき／５月２６日（土）午前１０時〜正午

※事前に参加券をお求めください。

山脈ほか）、小津安二郎監督『浮草物語』

場所／市民総合体育館

主催／うたごえ喫茶 in みずたに実行委

（１９３４年作品、上映時間１時間３
０分）、

定員／３０人（無料・申込順）

員会・水谷公民館

ピアノ演奏

講師／入間東部地区消防組合救急救命士

申込み・問合せ／水谷公民館

定員／７０人（要整理券）

申込み／５月１日（火）〜２３日（水）午前９

!０４９―２５１―１１２９

出演者／岩田恵美氏（ソプラノ）、天池

時〜午後５時に、直接または電話で

穂高氏（作曲・ピアノ）

※保育あり（満１歳以上、要予約）。

申込み／各コミュニティセンター・交流

問合せ／ファミリー・サポート・センター

センター、鶴瀬公民館、水谷公民館で整

!０４９―２５１―３３３７

（保育課内）

理券を配布
問合せ／針ケ谷コミュニティセンター
!０４９―２５１―８４７８

図
書 館

中央図書館
鶴瀬西分館
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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

ふじみ野分館
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富士見市の自然・動植物・風物
詩・行事をテーマに郷土の歴史を
学びます。
とき／５月１
３日（日）
午後１時３
０分
〜３時３
０分
場所／中央図書館２階視聴覚ホー
ル
対象／高校生以上
定員／３
０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／中央図書館へ直接または
電話で

(WYZ@jWb{Aa?6}_:Gk`51FC:!

@ . : B A <
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毎年６月４日〜１０日は、歯の衛生週間です。歯の健康フェアに参加してお口の健康について考えてみませんか。
歯科医師による審査で歯が優秀な方は、「よい歯のコンクール」で表彰されます。

C%&; 歯 .>?743

C$(;1+ 歯 .695!8
/,02-+02

とき／６月３日（日）
午前１０時〜午 後１時（受 付：午 前９時５０分
〜午後０時３０分）

*#%#0+<-261!5
とき／５月１日（火）〜６月３日（日）

場所／鶴瀬駅西口サンライトホール

※駐車場はありません。

場所／市内歯科医院および６月３日（日）の歯の健康フェア会場

内容／歯の無料検診、歯の何でも相談（乳幼児から高齢者まで）、 対象／６５歳以上の方
>;0+<-261!5

歯みがき指導、簡易フッ素塗布・洗口
（塗布：就学前のお子さん、洗口：就

とき／６月３日（日）

学児〜大人）、口臭チェック

場所／歯の健康フェア会場

主催／富士見市歯科医師会

後援／市

対象／平成２０年４月生まれ〜平成２１年３

協力／埼玉県歯科衛生士会朝霞支部・
埼玉県歯科技工士会朝霞支部

月生まれのお子さんとお母さんまたはお
昨年のようす

父さん
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