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#"$.,/&*'!
%)*(+問合せ／ふじみ野交流センター

認知症研修会「認知症を正しく理

新体力テストの参加者募集

解して、みんなで支えあおう」

成人の方を対象に、体力・運動能力調

認知症になっても住み慣れた地域で安

査を行います。自分自身の体力年齢を知

心して暮らしていくために、地域と力を

る良い機会です。これからの運動計画の

あわせてどのようなことができるのか

参考にしませんか。

を皆さんと一緒に考えます。

とき／９月３０日（日）午前９時〜正午

とき／９月２６日（水）午後７時〜９時

場所／市民総合体育館

とき／９月８日（土）午後２時〜６時

場所／ふじみ野交流センター

対象／２０〜７９歳

場所／勝瀬原記念公園（天候不良時はふ

定員／１００人（申込順）

内容／握力、上体起こし、長座体前屈、

じみ野交流センター）

講師／日鼻靖氏（日鼻医院院長）

内容／◆遊び

※南畑お月見一座による寸劇があります。 足立ち、１０m 障害物歩行、６分間歩行

!０４９―２６１―５３７１

<$%38; de 0=
!94.-/+,!

ヨーヨーつり、バルーン

くさはなやすし

反復横とび、立ち幅とび、急歩、開眼片

アート、輪投げ、手作りおもちゃ、缶バ

申込み・問合せ／地域包括支援センター

ッチ作り、パネルシアター、昔遊びなど

むさしの

◆模擬店

!０４９―２５５―６３２０

定員／４０人（申込順）
参加費／３０円（保険代）

焼きそば、かけうどん、焼き

鳥、焼だんご、わたあめ、駄菓子、アイ
ス、チュロス、クッキー、手作り小物な
ど
◆催し物
だ

し

はや し

（年齢によって種目が異なります）

持ち物／室内の運動靴、運動着、タオル、

オストメイト（人工肛門・人
ぼうこう
工膀胱造設者）のための医療
講習会

飲み物
申込み／９月３日（月）〜９月２５日（火）の
平日午前９時〜午後５時１５分に参加費を

２時 寄せ太鼓、子ども山車、お囃子

とき／９月１６日（日）午後１時〜４時

添えて直接

３時 勝瀬中学校吹奏楽、ふじみ野小学校

場所／川越市民会館（川越市郭町１―１８―７）

問合せ／生涯学習課

「歌声リーダー」、ソングリーディング

対象／オストメイトの方やそのご家族

ダンスなど

内容／術後ストーマの合併症などについ

５時 盆踊り

て、ストーマケアとトラブルの対処法

※震災復興支援ブース、介護・福祉・健

定員／１００人（無料、先着順）

康相談会コーナーを設置します。

問合せ／公益社団法人日本オストミー協

主催／第１４回勝瀬 de 縁日実行委員会
)'(&*

:>257"16#

会埼玉県支部

内６
３６
!○

!０４８―８３５―５２２６

（電話は火・木・土曜午前１０時〜午後３時）

前回好評だった塩麹作りを再度行いま
す。
とき／９月１９日（水）

『代謝アップ！スマートウォーキング教室』
（全６回）
〜効果的なウォーキングを実践してみませんか〜

午前９時３０分〜午後１時
場所／ふじみ野交流センター

脂肪を蓄えにくい身体づくりと生活習慣病になりにくい身体づくりを目指した

対象／市内在住在勤の方（申込多数の場

正しいウォーキング方法を身に付けます。

合は初参加の方を優先）

とき・内容／いずれも火曜、午前９時３０分〜１１時４５分（受付：９時１５分〜）

献立／鶏胸肉の塩麹焼きフレッシュトマ

１０／１６

トソース・塩麹きのこ入り冷製パスタ・
季節の野菜塩麹漬け・黒蜜豆乳プリン

１０／２３

定員／１２人（申込順）

測定：体重・体脂肪・血圧・バランス

講義：ウォーキングの効果

講義：ウォーキングの方法・注意点、ウォーキングと食事
運動実技：ストレッチ

講師／PFC の会

１０／３０

運動実技：レッツ！スマートウォーキング①

参加費／１，
０００円（材料代）

１１／６

運動実技：レッツ！スマートウォーキング②

１１／１３

運動実技：屋外を歩いてみよう（水子貝塚公園コース）

１２／１１

測定：体重・体脂肪・血圧・バランス

持ち物／エプロン・三角きん・ふた付き
の入れ物（６×６×４㎝以上）
申込み／９月３日（月）午前９時から直接
または電話で

これからの活動について

※希望により１１月２０日（火）〜１２月４日（火）の間に、数回屋外のコースをウォーキ
ングします。また、教室終了後はグループで継続的に楽しくウォーキングをして
いきます。
場所／健康増進センター
対象／３０〜６５歳で、運動制限のない方
定員／３０人（申込順）
参加費／１２０円（保険代）
前回のようす

申込み・問合せ／健康増進センター

!０４９―２５２―３７７１
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ミニ鉄道運転会（９〜１２月）
運転日／いずれも日曜（雨天中止）、乗
車無料
９月

９日・２３日 １１月 １１日・２５日

１０月 １４日

１２月

９日

時間／午前１０時〜正午、午後１時〜２時
場所／むさし野緑地公園

航空公園で
大規模鬼ごっこをしよう！

第７回つるせよさこい祭り

広大な敷地の公園を使って、テレビ番

鶴瀬西地域・商店会・町会が一体とな

産業振興課

組「逃走中」をまねたゲームを行います。 って開催する、熱気あふれるよさこいを
とき／９月３０日（日）

お楽しみください。

午前１０時３０分〜午後３時

とき／１０月２１日（日）

場所／所沢航空記念公園

午前１０時３０分〜午後５時

（現地集合・現地解散） ※必ず保護者の

場所／鶴瀬駅西通り線（区画整理地内２０

※自転車は指定の場所（公園内）に駐輪

方が送迎をお願いします。

m 道路）

してください。車での来場はご遠慮くだ

対象／市内の小学３〜６年生

模擬店募集

さい。未就学児は保護者の付き添いをお

定員／１０人（申込順）

願いします。

参加費／１００円（保険代）

申し込みください。

※ふるさと祭りでも運転会を行います。

持ち物／お弁当、飲み物、タオル、雨具

出店者説明会：９月９日（日）午後６時３０

主催／青少年相談員南西部地区連絡協議

分〜７時３０分

会（富士見、ふじみ野、三芳、新座、朝

場所：鶴瀬西交流センター会議室

霞、和光）

参加費：テントあり１５，
０００円・テントな

申込み／９月６日（木）午前９時から直接

し７，
５００円（道路使用料含む）

または電話で

※別途・腸内細菌検査費

富士見市ミニ鉄道クラブ会員募集!
ミニ鉄道に興味のある方は、運転会
当日クラブ会員にお尋ねください。
問合せ／協働推進課

内２
５６
!○

問合せ／子育て支援課

図
書 館

出店者説明会で参加費などを添えてお

内２
０４
!○

鶴瀬西分館
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９―２
５
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８
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５ "水谷東公民館図書室#
$
%
!０
４
９―２
５
２―５
９
４
５ $（開室時間 火〜日曜 午後１時〜５時）%

ふじみ野分館
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８
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０ & お問い合わせは中央図書館へ '

中央図書館

$

問合せ：小杉工務店

中央図書館では、視覚に障がいがあっ
て活字を読むことが困難な方のために、

"-($)'&%#!*+,
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0
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活字を音声化するサービスなどを行って





います。そこで、平成２５年４月以降に朗

z

読者として音声化などの活動をしてくだ
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募集要件／①〜③すべての要件を満たす方
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に活動している方

さる方を募集します。
募集人数／１０人程度
①市内在住・在勤・在学または市内で主
②１８〜６５歳の方（平

6FC=74%y#}k& +2%&
rs.z!
,,%{&
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成２５年４月１日現在） ③養成講座（平
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成２５年４月開催予定）終了後に朗読者と
して登録し、図書館での活動を継続でき
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【開館時間】火〜日曜 午前９時３０分〜午後７時
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る方
受付期間／９月１日（土）〜１１月３０日（金）
※申し込みされた方から随時、活動現場
の見学などを行います。

6FC=74%y#}k& +/%&
rs-z
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"2;'47+2;&.-,/&$*!#
北欧を中心に研究を重ね、女性の社会進出、

'# !"()&$%

場所／ふじみ野交流センター

世界の社会変革について多くの著書をお持ちの

定員／１５０人（無料、申込順）※手話通訳あり

方です。女性も男性も子育てしながら無理なく

※保育あり（１歳〜未就学児、要予約）

働ける、そんな社会へのヒントを、北欧で取材

主催／富士見市男女共同参画推進会議、市

した楽しい映像をもとにお話ししていただきま

申込み／９月３日（月）から FAX または電話で

す。

問合せ／人権・市民相談課

とき／９月２９日（土）午後２時〜４時

! ０４９―２５４―２０００

（１時３０分開場）
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難波田城資料館
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４

なんばった

作品展
「拓本〜墨と和紙の世界〜」
資料館友の会拓本部会創立３０周年を記
か

ひ

く

ひ

念し、各地の歌碑や句碑の拓本を展示し
ます（入場無料）。

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

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
定員／１０人（申込順）
定員／１５人（申込順）
参加費／１，
０００円（材料代、当日集金）

作品／猫の顔の形をした小物入れ（１
９×

持ち物／エプロン（前掛け）
、昼食、に

１４㎝）

ぎりばさみ（お持ちの方）

参加費／３００円（材料代、当日集金）

指導／富士見市扇だこ保存会

持ち物／縫い針（３―３または３―４）２

申込み／９月１日（土）午前９時から直接

本、刺しゅう針１本、待ち針１０本、糸切

または電話で

りバサミ、昼食
み らく

指導／美楽の会

とき／９月８日（土）
〜１０月８日（祝）

申込み／直接または電話で

場所／難波田城資料館特別展示室
主催／富士見市資料館友の会拓本部会

第１
９回ふるさと探訪
かわごえやかたあと

河越館跡（国指定史跡）がある川越市

うわ ど

上戸地区は、鎌倉時代から戦国時代まで
多くの合戦の舞台になりました。今回は
その歴史の跡をたどります。

思い出の布で小物入れづくり

とき／１０月７日（日） ※小雨決行

古い布を再利用して小物入れを作りま

集合／東武東上線霞ヶ関駅改札前

す。今回の講習では用意した布（裁断済）

午前９時１５分

を使い、縫い方を教わります。

主な見学地／牛塚古墳、常楽寺、河越館

じょうらく じ
ひ

え

跡史跡公園、上戸日枝神社など。霞ヶ関
駅解散（午後３時。行程約７㎞）

持ち物／昼食、飲み物、雨具、敷物など

扇だこづくり講習会

定員／３０人（申込順）

参加費／５００円（保険代など、当日集金）

かつて市の特産品として知られた郷土

民芸「扇だこ」をつくります。

申込み／９月４日（火）〜１０月３日（水）午

とき／９月２９日（土）
・３０日（日）午前１０時

前９時〜午後５時に直接または電話で

〜午後３時

とき／１０月３日（水）午前１０時〜午後３時

主催／資料館友の会ふるさと探訪部会・

場所／難波田城資料館講座室

場所／難波田城資料館講座室

難波田城資料館

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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水子貝塚資料館

ムサビー

!０
４
９―２
５
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（午後６時４５分〜８時１５分）

伴で可）
定員／各３０人
参加費／１００円（材料代）

夏季ミニ企画展

※申込不要・先着順

「最新市内遺跡出土品展」
過去５年間に行われた遺跡発掘調査の

成果を紹介します（入場無料）。
展示期間／８月２６日（日）〜１０月２１日（日）
くろかい と

紹介遺跡／中沢遺跡、黒貝戸遺跡、山形
ひがしだい

遺跡、東台遺跡など

水子貝塚星空シアター２
０
１
２

※ペットを連れての入場はご遠慮ください。

とき／９月８日（土）
午後３時〜８時１５分

※映画鑑賞には敷物をご用意ください。

※雨天時は９月９日（日）

※車での来場はご遠慮ください。

場所／水子貝塚公園

主催／水子貝塚星空シアター実行委員会

内容／ステージ（午後３時〜６時１５分）

・水子貝塚資料館

富士見太鼓の会、ぶるべり☆ちっぷす、

協力／富士見市消防団第７・８分団、水

おみこし、御柱行列など

谷公民館

縄文体験（午後３時〜５時）
まが玉づくり（１００円）、石臼ひき、火起
こし、弓矢体験・やり投げ体験、つると
麻ひもの壁飾りづくりなど
模擬店（午後３時〜８時１５分）

土器づくり教室（全４回）

市内の遺跡から出土した縄文土器をモ

デルに、本格的な土器づくりに挑戦します。
とき・内容／９月３０日（日）粘土こね、１０
月２８日（日）成形、１１月４日（日）みがき、
１２月８日（土）焼成
定員／２０人

土曜おもしろミューズランド

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

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
映画『長ぐつをはいたネコ』
対象／小学生以上（未就学児は保護者同

参加費／５００円

とき・内容／９月１５日（土）午前１０時、午

申込み／直接または電話で

後２時の２回・ミニチュア土器づくり

協力／富士見市資料館友の会土器づくり

場所／水子貝塚公園学習広場

部会
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