
ご　

案　

内

敬老会が各地域で開催されます
毎年、各町会や各地区社会福祉
協議会で高齢者の皆さんの健康と
長寿をお祝いする敬老会を開催し
ています。
開催日などは、地域ごとに異な
りますので、お住まいの町会など
へお問い合わせください。
とき／９月中旬ごろから
対象／７５歳以上の方（昭和１３年９月
１５日までに生まれた方）
問合せ／高齢者福祉課 �○内３９５

ひきこもり専門相談
ひきこもり状態にある本人とそ
の家族を対象に、臨床心理士が対
応方法などのアドバイスを行います。
とき／毎月第２木曜午後
※無料、要予約
場所／朝霞保健所（朝霞市青葉台１
―１０―５）
申込み・問合せ／
朝霞保健所 保健予防推進担当
�０４８―４６１―０４６８

関東財務局からのお知らせ
借金の返済でお悩みの方へ
多重債務者向けの無料相談窓口
を常設しています。専門相談員が
相談を受け、必要に応じて法律の
専門家に引き継ぎます。秘密は守
られます。まずはお電話ください。
受付時間／平日午前９時～正午、
午後１時～５時
問合せ／財務省関東財務局 多重
債務相談窓口 �０４８―６００―１１１３

だまされないで！危ない投資勧誘！
未公開株や社債、ファンドなど
の投資勧誘を受けていませんか。
悪質業者による詐欺的な投資被害
が多発しています。おかしいと思
ったら、迷わずご相談ください。
問合せ／財務省関東財務局 証券
監督第１課 �０４８―６１３―３９５２

創業を目指す方へ 創業相談
専門のアドバイザーが、事業計
画書作成、融資相談、会社設立、
会計・税務などさまざまな質問や
相談に応じます（無料、要予約）。
とき／月～土曜午前９時～午後５
時（祝日、年末年始を除く）
場所・問合せ／創業・ベンチャー支
援センター埼玉 �０４８―７１１―２２２２
（さいたま市中央区上落合２―３―２

新都心ビジネス交流プラザ３階）
http://www.saitama-j.or. jp/sog
yo/

チャイルドシート・シートベルト
着用促進運動（８月１日～３１日）
県および市では、自動車乗車中
の交通死亡事故を防止するため、
チャイルドシートやシートベルト
の着用促進と交通安全意識の高揚
を図るためチャイルドシート・シ
ートベルト着用促進運動を実施し
ています。
車に乗るときは、運転席、助手
席はもちろん後部座席でもシート
ベルトをしっかりと締めましょう。
また、６歳未満の子どもを乗車さ
せるときは、子どもの年齢に応じ

たチャイルドシート
を着用させましょう。
問合せ／交通・管理課
�○内４３３

県教育委員会メールマガジン
教育さいたマガジン配信中！

コバトン

毎月１回、県
教育委員会から
家庭教育のアド
バイスや高校入
試情報、イベン

ト情報などお得な情報をお届けし
ています。登録は無料です。毎月
読者プレゼントも実施しています。
県ホームページ（教育委員会）から
登録をお願いします。
http://www. pref. saitama. lg. jp /
page/merumaga-touroku２０１００４．
html
問合せ／県教育局総務課 報道・
広聴広報担当 �０４８―８３０―６７１４

従業員の退職金は中退共制度で
中小企業退職金共済制度（中退

共制度）は中小企業のための国の
退職金制度です。
掛金の一部を国が助成します。
掛金は全額非課税、手数料も不
要です。
社外積立型なので管理が簡単で
す。
パートタイマーの方も加入でき
ます。
加入範囲が広がっています。（事
業主と生計を一にする同居の親族

のみを雇用する事業所の従業員も、

一定の要件を満たしていれば加入

できます）
問合せ／（独）勤労者退職金共済機
構 中小企業退職金共済事業本部
�０３―６９０７―１２３４

おわびと訂正
広報『ふじみ』７月号Ｐ７に掲載

の「入間東部地区衛生組合議会議
員」の監査委員のお名前に誤りがあ
りました。おわびして訂正します。
誤小峰敏雄さん ⇒ 正小峰敏彦さん

がつごう

８月号のテーマ
じゅうしょへんこうとど

住所変更届けは２ステップで！
ちゅうごく ご えい ご かんこく ご

中国語、英語、韓国語、ポルト
ご ご ご

ガル語、スペイン語、タガログ語
げん ご に ほん ご

（フィリピンの言語）、日本語の７
こく ご し に

か国語でお知らせしています。日
ほん ご わ ちか がいこく

本語がよく分からない近くの外国
じん おし かた

人に教えてください。その方にと
やく だ ぼ こく ご せいかつじょうほう

って役立つ母国語による生活情報
になっています。
といあわ ほうじん こくさい

問合せ／NPO法人ふじみの国際
こうりゅう

交流センター �０４９―２５６―４２９０
の し おお い

（〒３５６―００５３ ふじみ野市大井２―１５―
の かいかん

１０ うれし野まちづくり会館２F ふ
の えきにしぐち と ほ ぷん

じみ野駅西口より徒歩２０分）

http://www.ficec.jp

INFORMATION FUJIMINO
「インフォメーションふじみの」
�
�
�

�
�
�

こくさいこうりゅう まいつきはっこう

ふじみの国際交流センターが毎月発行
がいこくせき かた せいかつじょうほう し

する外国籍の方のための生活情報誌
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募 集
Invitation

つるせよさこい祭り
産業振興課 �○内２５３

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
なり開催します。

とき／１０月２０日（日）
午前１０時３０分～午後５時
場所／鶴瀬駅西通り線
（区画整理地内２０m道路）

ボランティア募集
一緒に祭りを盛り上げてくれる
方を募集しています。
問合せ：事務局・星野
�０４９―２５１―３３３６
info@hoshino-corp.com

模擬店募集
出店者説明会に直接お越しくだ
さい。
出店者説明会：８月１１日（日）
午後７時から
場所：鶴瀬西交流センター
参加費：（説明会当日集金）
テントあり１５，０００円
テントなし７，５００円
（道路使用料を含む）

※別途、腸内細菌検査費
問合せ：小杉工務店
�０４９―２５２―６３８６

警察官
平成２５年度第２回埼玉県警察官
採用試験を行います。
願書受付期間／
８月１日（木）～２３日（金）
試験日／９月２２日（日）
問合せ／東入間警察署 警務課
�０４９―２６９―０１１０

ご 案 内
Guidance

図書館利用者懇談会
現在、新しい「図書館サービス
計画」を策定中です。図書館のサ
ービスについて意見をお聞かせく
ださい（申込不要）。
とき・内容／
※いずれも午前１０時～１１時３０分
とき テーマ

８／８
（木）

中学生・高校生懇談会
（若い世代から見た図書館サ
ービスについて）

８／２４
（土）

情報拠点としての図書館
（図書館の資料、視聴覚ブー
ス、新しい情報機器の利用に
ついてなど）

９／７
（土）

すべての市民に開かれた図書
館（高齢者、障がい者、外国
籍市民など誰もが利用しやす
い図書館について）

場所／中央図書館集会室
※直接お越しください。
対象／市内在住、在勤、在学の方
主催／市教育委員会
問合せ／生涯学習課 �○内６３１

埼玉県女性キャリアセンター
働くことを希望しながら、家庭
との両立やブランクなどに不安を
抱えている女性を電話相談や面談
相談、各種セミナーでサポートし
ています。
面談相談はお子さん同伴で利用
できます。託児可能な日もありま
すのでお問い合わせください。
また、介護や保育施設での職場
体験も実施中です。実際の職場を
体験して仕事内容や雰囲気を確認
してください。
※職場体験を希望の方は、面談相談

の予約をしてください。
電話相談 �０４８―６０１―１０２３
時間／月～土曜午前１０時～午後４
時３０分（午前１１時３０分～午後０時３０分、
祝日、第３木曜を除く）
面談相談・セミナーの予約
�０４８―６０１―５８１０
時間／月～土曜午前９時３０分～午
後５時３０分（祝日、第３木曜を除く）

平成２５年度全国交通安全
ファミリー作文コンクール
交通安全について普段考えてい
ることや身近な体験談を原稿用紙
３枚程度の作文にしてご応募くだ
さい。題材は自由です。
応募区分／小学生・中学生・一般
（高校生以上）の部
応募期限／９月１０日（火）
※詳しくは内閣府政策統括官ホーム

ページをご覧ください。
問合せ／（株）海風社「交通安全フ
ァミリー作文係」 �０６―６５８６―６２２７

消防庁舎落成記念・
音楽隊設立２５周年記念演奏会
とき／８月７日（水）午後２時３０分
（２時開場）

場所／消防本部・西消防署
４階大講堂（ふじみ野市大井
中央１―１―１９）
※無料。駐車場はありません。

消防署の名称変更
７月１６日から消防署の名称が次の通り変更になりました。

新 旧

消防本部・西消防署
（中央消防署と大井分署を統合）

消防本部・中央消防署
中央消防署 大井分署

西消防署 三芳分署 中央消防署 三芳分署
東消防署 富士見消防署
東消防署 富士見分署 富士見消防署 みずほ台分署
東消防署 ふじみ野分署 上福岡消防署

入間東部地区消防組合からのお知らせ
問合せ／入間東部地区消防組合 総務課 �０４９―２６１―６００４

富士見市役所 �０４９―２５１―２７１１ �０４９―２５４―２０００�������	�
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夏休みも
「体験！いつでもファイブ」
夏休み期間中は、平日も下表の
体験ができます（月曜を除く）。
水子貝塚資料館に遊びに来ませ
んか。
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３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

幼児以上 無料

※対象外のお子さんは保護者同伴で可
問合せ／水子貝塚資料館
�０４９―２５１―９６８６

募 集
Invitation

自衛官
募集種目・試験日／
募集種目 試験日

航空学生
（自衛隊パ
イロット）

１次 ９月２１日（土）

２次
１０月１２日（土）～１７日
（木）の指定した日

３次
１１月９日（土）～１２月
１２日（木）の指定した
日

一般曹
候補生

１次
９月１６日（祝）・１７日
（火）

２次
１０月５日（土）～１１日
（金）のうち１日

自衛官
候補生

女子
９月２２日（日）～２６日
（木）の指定した日

男子
受付時にお知らせし
ます。

受験資格／
航空学生（自衛隊パイロット）：
高卒（見込み含む）で２１歳未満の方
一般曹候補生：１８～２７歳未満の方
自衛官候補生：１８～２７歳未満の方

※年齢は平成２６年４月１日現在
申込期間／
８月１日（木）～９月６日（金）
問合せ／自衛隊埼玉地方協力本部
入間地域事務所 �０４―２９２３―４６９１

埼玉県職員採用試験
身体障害者を対象とした職員採用
選考
職種（募集人数）／一般事務（８人）
主な受験資格／
県内在住の昭和５８年４月２日～平
成８年４月１日生まれの方で、身
体障害者手帳（１～４級）をお持ち
の方
申込期限／９月１３日（金）
第１次試験日／１０月２０日（日）

経験者職員採用試験
①民間企業等職務経験者区分
職種（募集人数）／一般行政（３人）、
設備（２人）、総合土木（６人）
主な受験資格／
昭和２９年４月２日以降に生まれた
方で、次のいずれかに該当する方
大学を卒業後、民間企業などで
５年以上の職務経験がある方
短期大学または専修学校を卒業
後、民間企業などで７年以上の
職務経験がある方
民間企業などで９年以上の職務
経験がある方
②海外活動等経験者区分
職種（募集人数）／一般行政（２人）
主な受験資格／
昭和５８年４月２日～平成４年４月
１日に生まれた方で、海外留学経
験者、国際貢献活動経験者など

①②共通事項
申込期間／
８月１９日（月）～３０日（金）
第１次試験日／９月２９日（日）
※要領の配布、申込方法など詳し
くは、県ホームページ（人事委員会
事務局任用審査課）をご覧になるか
お問い合わせください。

問合せ／県人事委員会事務局任用
審査課 �０４８―８２２―８１８１

コバトン
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まが玉貝の腕輪

館
図
書

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

�
�
�
�

�
�
�
�

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
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■①…要予約　■⑪…受付時間　■②…対象　■③…場所　■④…内容　■⑤…持ち物　■⑥…定員
■■⑩…主催　　■⑨…そのほか　 …バス水谷コース　 …バス鶴瀬コース

■①　パパママ
準備教室

1日目
 8月24日㈯
 9:30～15:30

②初めての出産を
平成25年11･12月
に迎えるご夫婦
③針ケ谷コミュニティセンター
⑥15組（申込順）

⑪ 9:20～9:30　④赤ちゃんの環境と衣類、ビデオ上映、先輩
パパママに聞いてみよう、歯の健康とブラッシング、出産後
の家族計画、出産前後に利用できる制度、パパの妊婦体験
⑤母子健康手帳、筆記用具、歯ブラシ（ご夫婦各自）、手鏡、昼食

2日目
 9月12日㈭
 9:30～15:30

⑪ 9:20～9:30　④妊娠から出産、育児までのイメージづくり、
新生児の保育、もく浴実習、楽しい食卓づくり、パパの妊婦体験
⑤母子健康手帳、筆記用具、昼食、1回目に配布した資料、
妊娠届の際にお渡ししたパンフレット（母子健康手帳の副読本）

■①　もぐもぐパクパク
食事相談

 8月26日㈪
 9:00～15:00

②5か月児～3歳児の保護者　③健康増進センター　④食事についての相談
⑨1人30分程度

４か月健診
 8月 7日㈬

 ⑪12:50～13:40　③健康増進センター
②平成25年3月1日～3月15日に生まれた子

携帯版乳幼児健診専用バス運行表

鶴瀬コース　　　水谷コース

 8月19日㈪
 ⑪12:50～13:40　③健康増進センター
②平成25年3月16日～3月31日に生まれた子

12か月健診  8月20日㈫
 ⑪12:50～13:40　③健康増進センター
②平成24年8月16日～9月7日に生まれた子

1歳6か月健診
 8月 6日㈫

 ⑪12:50～13:40　③健康増進センター
②平成23年10月24日～11月15日に生まれた子

 8月28日㈬
 ⑪12:50～13:40　③健康増進センター
②平成23年11月16日～12月8日に生まれた子

3歳健診  8月27日㈫
 ⑪12:50～13:40　③健康増進センター
②平成22年2月生まれの子

■①　乳児・母乳相談  8月21日㈬
10:00～11:30

⑪ 9:40～10:00　②1歳までのお子さん（第一子）とお母さん
③健康増進センター　④ワンポイント保健情報、育児相談、グループトーク、母乳相談
※母乳相談のみ経産婦も可。助産師･管理栄養士･保健師の相談もあります。

■①　パパ講座
（初めてパパの子育てサロン）

 8月24日㈯
 9:50～12:00

⑪ 9:40～9:50　② 1歳までのお子さん（第一子）とお父さん
③針ケ谷コミュニティセンター　④子育ての話、情報交換、保健情報
⑤母子健康手帳、バスタオル、そのほか各自必要なもの

子育て健康ガイド 問合せ／健康増進センター ０４９―２５２―３７７１ ０４９―２５５―３３２1
※聴覚障がいの方はファックスでお申し込みください。

子 育 て
Child-rearing

図書館バッグをつくろう
カラフルテープを使ってオリジ
ナル図書館バッグを作ります。
とき／８月２３日（金）午後２時～４時
場所／図書館ふじみ野分館
対象／市内在住の小学３～６年生
定員／２０人（無料、申込順）
持ち物／はさみ、フェイスタオル
申込み／８月１日（木）午前９時３０
分から直接
※電話での申込

みはできません。
問合せ／図書館
ふじみ野分館
�０４９―２５６―８８６０

キッズビートダンス（全６回）
音楽に合わせて動き、リズム感、
基礎体力を養います。基礎的なス
テップを使って１曲完成しましょう。
とき／９月１２日～１０月１７日
毎週木曜午後４時１５分～５時３０分
場所／市民総合体育館
対象／小学１～３年生
定員／３０人（申込順）
参加費／２，０００円
主催／公益財団法人キラリ財団
申込み／８月１日（木）から午前８
時３０分～午後９時に直接または電
話で（８月１９日（月）・２０日（火）の休館
日を除く）
問合せ／
市民総合体育館
�０４９―２５１―５５５５

夏休み小学生の
てんこく

『篆刻体験教室』
夏休みの課題作りとして自分だ
けのオリジナル印を作ろう。
とき／８月８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２２日（月）～８月１日
（木）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

富士見市役所 �０４９―２５１―２７１１ �０４９―２５４―２０００�������	�
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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、
身体のバランスの改善などに効果
が期待できます。どなたでも参加
できます。
とき／９月１２日～１０月１７日
毎週木曜午後２時～３時２０分
場所／市民総合体育館
定員／３０人（申込順）
参加費／３，０００円
主催／公益財団法人キラリ財団
申込み／８月１日（木）から午前８
時３０分～午後９時に直接または電
話で（８月１９日（月）・２０日（火）の休館日
を除く）
問合せ／市民総合体育館
�０４９―２５１―５５５５

水子貝塚星空シアター２０１３
とき／９月７日（土）
午後３時～８時１５分
※雨天時は８日（日）
内容／野外映画『シュガー・ラッ
シュ』、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。
問合せ／
水子貝塚公園
�０４９―２５１―９６８６

人権啓発フェスティバル
「ヒューマンフェスタ２０１３
さいたま」
とき／８月２３日（金）
午前１０時～午後４時
場所／大宮ソニックシティ
（入場無料、申込不要、先着順）
内容／
内藤大助さん（タレント、元プロ
ボクサー世界チャンピオン）によ
る人権講演会
井上あずみさんとゆーゆさん
（歌手）によるミニコンサート
県立浦和北高校演劇部による公演
人権作文表彰・発表ほか
問合せ／県人権推進課
�０４８―８３０―２２５５

無料体験教室
はがき絵を描こう！！（全３回）
四季折々の風景を、心をこめて
親しい友人に送ろう。
とき／８月３０日、９月６日・１３日
いずれも金曜午前１０時～正午
場所／針ケ谷コミュニティセンター
定員／２０人（申込順）
講師／高橋百合子さん
（現代水墨画協会参事）
持ち物／筆拭き用タオル
※お持ちの方は毛筆（小・中）
申込み／８月６日（火）～１３日（火）
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

学 ぶ
Learning

コツコツ教室
（骨粗しょう症予防教室）

骨量は２０～３０歳代をピークに、
加齢とともに減少していきます。
今の骨の状態を知って、より健
康で丈夫な骨づくりをするために、
今から日常生活でできることを見
つけてみませんか。
とき／８月１９日（月）
午前９時１５分～１１時４５分
（受付：９時～）
場所／健康増進センター
対象／市内在住の１８～６４歳の方
内容／骨密度・バランス測定、食
事や運動など骨粗しょう症予防ミ
ニ講座
定員／３０人（申込順）
参加費／３０円（保険代）
持ち物／筆記用具、タオル、飲み物
※動きやすい服装でお越しください。
申込み／８月１日（木）から電話で
問合せ／健康増進センター
�０４９―２５２―３７７１

※６５歳以上の方を対象としたコツ
コツ教室は、１０月に行います。詳
しくは、広報『ふじみ』１０月号を
ご覧ください。

普通救命講習
とき／８月２５日（日）
午前９時～正午
場所／消防本部４階大講堂
対象／市内在住、在勤、在学の方
定員／３０人
申込み／８月５日（月）～９日（金）
午前８時３０分～午後５時に電話で
問合せ／入間東部地区消防組合消
防本部救急課 �０４９―２６１―６６７３

子 育 て
Child-rearing

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２０日（火）午後２時～３時３０分
おばけやしき ８月２２日（木）・２３
日（金）午後２時～４時
縁日
８月２４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、ゲームなど
関沢児童館
とき・内容／
８月２５日（日）午後４時～７時
おばけやしき、えんにち、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
※関沢児童館に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
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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
再現した「まこも馬」を作ろう。
とき／８月５日（月）
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
※笹飾りとまこも馬を１階展示ギャ

ラリーに７日（水）まで展示します。
申込み・問合せ／ふじみ野交流セ
ンター �０４９―２６１―５３７１

難波田城資料館のイベント
穀蔵テーマ展示 むかしのあそび
市民から寄贈された資料から、
子どもや大人の遊びの移り変わり
を探ります。
とき／８月１０日（土）から約１年間
場所／穀蔵展示室
糸つむぎ体験
ワタから糸ができる“不思議”
を体験してみませんか。
とき／８月１日、８日、２２日
いずれも木曜
午前１０時～正午、午後１時～３時
（体験時間は５～１０分程度）
場所／旧大澤家住宅
対象／子ども～大人
内容／糸車でワタから木綿糸をつ
むぐ体験をします。
指導／資料館友の会木綿部会
参加費／無料
※申込不要。時間内に直接お越しく

ださい。
問合せ／難波田城資料館
�０４９―２５３―４６６４

商店街の夏まつり
産業振興課 �○内２５３
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２１回東みずほ台まつり
とき／８月２４日（土）
（雨天時は２５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３２回みずほ台まつり
とき／８月３１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、西中吹奏楽演奏、ダ
ンスチームの演技など
問合せ／西みずほ台商店会
�０４９―２５１―２０００

◆利用時間 午前９時～午後５時（入場は午後４時まで）
◆入場料金

プ
ー
ル

区分 利用料
駐
車
場

区分 利用料

一般 ５００円 普通車 ３００円
中学生 ３００円 中型バス １，０００円
小学生 １００円 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８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。
※来場者限定のため、電話での申込みはできません。

◆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１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８日
（木）

第３回 ８月２９日
（木）

入場券番号
抽選会

８月２１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！！

富士見ガーデンビーチ便り 問合せ／富士見ガーデンビーチ �０４９―２５４―４３４９
富士見ガーデンビーチは９月１日（日）まで開場しています

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

富士見市役所 �０４９―２５１―２７１１ �０４９―２５４―２０００�������	�
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ゆずります

漬物たる／パソコン台／テレビ台／物干し竿用ハンガー／健
康器具（エアロバイク）／吸入器／植木鉢・プランター（プラス
チック製）／犬小屋（大型犬用）／猫トイレ用脱臭抗菌チップ／
猫用ケージ／ペット用シーツ／礼服（男性用スーツYA体）／婦
人服（トレーナ･ブラウス2L）／市立川越高校セーター（女子用
Lサイズ）／ベビーラック／ベビー用歩行器／ベビーバス／お食
い初めセット／サッカーシューズ（24～26㎝）

ゆずってください

冷蔵庫／テレビ／洗濯機／ウォシュレット／スポーツ吹矢用
具一式／ミシン（電動足踏式）／幼児用イス付自転車／子
ども用自転車（男女児用18～22㌅）／富士見みずほ幼稚
園制服･体操着（男女児用100～120㎝）／ベビーカー（A
型・B型）／ベビーベッド／ベビーチェア／チャイルドシート／
ベビー用おもちゃ／犬用ベビーカー

問合せ／環境課　2 246
・••７月９日現在••・ このコーナーは、不用になった品物のリユースを希望する方の橋渡しを

する場です（無料のみ）。登録は3か月です。交渉結果はご連絡ください。

ご利用ガイド

＆
8月31日㈯～9月8日㈰10:00～18:00（初日は
13:00から、最終日は17:00まで）／キラリふ
じみ／同時開催 宮地瀞

きよし

写真展｢日本の祭
り」／入場無料／
田
た く さ が わ

草川　2049-251-8439

第2・4金曜13:00～15:30／みずほ台コミュ
ニティセンター／講師のもとで新曲を楽しむ／
月会費2,000円／
狩
か の う

野　2049-253-1308（17:00～）

第2水曜13:00～15:30／みずほ台コミュニ
ティセンター／好きな絵を書いて楽しく過ごし
ましょう／入会金1,200円／月会費1,000円
／初心者歓迎／三浦　2049-251-1808

第1･2･4火曜10:00～12:00／鶴瀬市街地
団地集会所（第六保育所隣り）／日本の古
典文学に親しみませんか。9月から枕草子を
始めます／講師木越隆氏（埼玉大学名誉
教授）／月会費1,000円／
中野　2049-254-5584

毎週水曜10:00～12:00／キラリふじみ／み
んなで楽しくゴスペルを歌いましょう／入会金
1,000円／月会費4,000円／初心者歓迎／
狩
か り の

野　2080-6523-9702

募　集イベント

掲載方法の問合せ／秘書広報課　2 240

く
ら
し
の
リ
ユ
ー
ス
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富士見市民文化祭の出品・出演者を募集します。普段の活動成果を披露しませんか。
今年は第５０回を記念して式典（１１月２日）を開催し、ベートーヴェン「交響曲第９番」の合唱を予定しています。

◎展示発表
〔１１月２日（土）～４日（振）〕
募集分野／華道、書道、茶道、絵画、
菊花、山野草、文芸、手工芸、革製品、
俳句、パンフラワー、表装、水墨画、
押し花、将棋コーナー、そろばん交
流、パソコン愛好会、陶芸ほか
申込期限／８月２０日（火）
連絡先／増岡 �０４９―２５３―３５９４

※販売だけを目的とした出品・展
示はできません。

◎芸能発表〔１１月３日（祝）〕
募集分野／日舞、新舞、民舞、詩

は うた

吟、三味線、大正琴、端唄、沖縄
舞踊、ハワイアンダンスほか
申込期限／８月２０日（火）
連絡先／大橋 �０４９―２５２―００１８

◎囲碁大会〔１１月３日（祝）〕
申込期限／１１月３日（祝）
連絡先／石原 �０４９―２６４―６６５９

◎市民美術展
〔１１月１０日（日）～１７日（日）〕
申込み・搬入場所／１１月９日（土）
午前９時～正午・キラリふじみ
（展示・会議室）

ちょう そ

募集分野／絵画、写真、彫塑、書、
工芸
連絡先／小倉 �０４９―２５３―００３７

内田 �０４９―２５４―５５８０

◎民謡大会〔１１月１０日（日）〕
申込み／
１１月１０日（日）午前９時～１０時
（飛入り先着１０人まで）※１曲２分以内
連絡先／吉川 �０４９―２５１―０５４８

◎将棋大会〔１１月１０日（日）〕
申込期限／１１月１０日（日）
連絡先／宮川 �０４９―２５３―６２６８

◎市民音楽祭〔１１月１７日（日）〕
募集分野／コーラス、吹奏楽または
器楽演奏（ともにアンサンブルのみ）
申込期限／８月２７日（火）
連絡先／加藤 �０４９―２５３―４４１３

場所／囲碁大会は鶴瀬公民館、
将棋大会は鶴瀬西交流センター、
それ以外はキラリふじみ
共催／富士見市民文化祭実行委
員会・公益財団法人キラリ財団
・市教育委員会
後援／市
※各出品・出演に当たっては、参
加費をいただく場合があります。

第５０回富士見市民文化祭 募集項目、内容の問合せ／直接分野別の連絡先へ
会場の問合せ／キラリふじみ �０４９―２６８―７７８８
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