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富士見市環境施策推進
市民会議の推進員
環境にやさしい都市づくりに向
けたボランティア活動を行う環境
施策推進員を募集します。
募集人数／若干名
資格／市内在住で、環境活動に興
味がある方または団体の代表の方
任期／４月１日から２年間
会議／平日
活動／平日、土・日曜など（地球温
暖化防止事業、クリーン作戦、富士

見ふるさと祭り参加など）
応募方法／応募用紙に必要事項を
記入し、２月１２日（火）～３月８日（金）
に郵送、ファックスまたは直接
（〒３５４―８５１１（住所不要）富士見市役所

環境課 �０４９―２５３―２７００）
※応募用紙は市ホームページまたは

環境課にあります。
問合せ／環境課 �○内２４２

入間東部福祉会臨時職員
【看護師】
資格／准・正看護師資格
時間／①午前８時３０分～午後５時
（月～金曜週５日）
②午前９時～午後５時３０分（月～土
曜のうち週５日）
賃金／①２３６，０００円 ②２４０，０００円
【支援員】
時間／
①ローテーション勤務（シフト制）
②午前８時３０分～午後５時
賃金／①１７１，６００円 ②１６７，４２０円
【事務員】
時間／午前８時３０分～午後５時
賃金／１５５，０００円

共通事項
募集人数／若干名
勤務場所／富士見市・ふじみ野
市・三芳町内の障害者施設
期間／４月１日～平成２６年３月
３１日（更新可）
申込み／随時受付
※各種手当・保険あり
問合せ／社会福祉法人入間東部
福祉会（入間東部みよしの里内）
�０４９―２５８―８１２０

ご 案 内
Guidance

富士見市・三芳町登録
手話通訳者認定試験
とき／３月３日（日）午前９時
場所／市民福祉活動センターぱれ
っと
資格／
次のすべての条件を満たす方
２０歳以上で、富士見市または三
芳町在住の方
富士見市・三芳町手話通訳者養
成講習会を修了している方、ま
たはそれと同等の通訳技術・資
格をお持ちの方
聴覚障がい者との関わりがおお
むね３年以上で、富士見市・三
芳町内の聴覚障がい者との関わ
りがおおむね１年以上ある方
申込み／申込書に必要事項を記入
し、２月１５日（金）（必着）までに郵
送または直接
（〒３５４―８５１１（住所不要）富士見市役所

障がい福祉課）

※申込書は富士見市社会

福祉協議会、障がい福祉

課にあります。
問合せ／障がい福祉課
�○内３２３

建築基準法に基づく
建築協定の認可をしました
土地所有者が良好な住環境整備
のために、建物や敷地に関する基
準や緑の保全などの建築基準法の
最低限の基準以上のルールを定め
て、協定区域内の住民がお互いに
ルールを守り合い、運営していく
ことを取り決めた協定です。
名称／富士見市きずなテラスつる
せ台１２８分譲住宅地建築協定
代表者名／
ミサワホーム西関東株式会社
地名地番／鶴瀬西２丁目２５４４番地内
※協定書の詳しい内容は市ホームペ

ージをご覧になるか、お問い合わせ

ください。
問合せ／建築指導課 �○内４２１

Number of persons : 5 teachers.
Qualification :
Being a native speaker of English and being able to communicate in
Japanese in daily life.
Getting a working visa in Japan.
Receiving a Bachelor of Arts or Science and so on or the equivalent.

Duties : To give guidance to the students in the classes of English activities
or lessons mainly at schools in Fujimi City and so on.

Working days : From Monday to Friday. (5 days per week) About 180 days
from April, 2013 to March, 2014.

Working time : From 8 : 30 a.m. to 5 : 00 p.m. in principle. (For 7 hours and 30
minutes per day)

Remuneration : About 15,000 yen per day.
How to apply : Please bring or send your personal
history to the following place by February 15.
〒354―0021 1873―1 Tsuruma, Fujimi City School
Education Section, Fujimi Municipal Board of Education

Inquiry : TEL 049―251―2711, extension 623 Please ask School Education
Section, Fujimi Municipal Board of Education if you have questions about
this article.

ＡＥＴ～英語教育指導助手～
AET required for Fujimi Municipal Board of Education
～Assistant English Teacher～ 問合せ／学校教育課 �○内６２３
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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
■⑦…費用　■⑧…申込み　■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
（2月コース）

1日目
 2月23日㈯
 9:30～15:30

②初めての出産を
平成25年5･6月
に迎えるご夫婦
③針ケ谷コミュニティセンター
⑥ 15組（申込順）

⑪9:20～9:30　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
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
 3月14日㈭
 9:30～15:30

⑪9:20～9:30　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　マタニティ
エクササイズ

 2月 6日㈬
10:00～11:30

⑪ 9:40～10:00　②妊婦および産後3か月くらいまでの方　③ふじみ野交流センター
④妊産婦体操　⑤母子健康手帳、バスタオル、運動しやすい服装

■①　もぐもぐパクパク
食事相談

 2月18日㈪
 9:00～15:00

② 5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
⑨ 1人30分程度

４か月健診
いずれか都合のよい日

 2月 4日㈪  ⑪ 12:50～13:40　③健康増進センター
②平成24年9月生まれの子

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

 2月12日㈫

12か月健診  2月25日㈪
 ⑪ 12:50～13:40　③健康増進センター
②平成24年2月16日～3月10日に生まれた子

1歳6か月健診
 2月 5日㈫

 ⑪ 12:50～13:40　③健康増進センター
②平成23年4月24日～5月16日に生まれた子

 2月19日㈫
 ⑪ 12:50～13:40　③健康増進センター
②平成23年5月17日～6月8日に生まれた子

3歳健診  2月20日㈬
 ⑪ 12:50～13:40　③健康増進センター
②平成21年8月生まれの子

■①　乳児・母乳相談  2月13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鶴瀬西交流センター　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。管理栄養士･助産師の相談もあります。

子 育 て
Child-rearing

募 集
Invitation

教育委員会の支援員など
【基礎学力定着支援員】（小学校）
募集人数／１１人
対象／教員免許状をお持ちの方
内容／学習指導補助や一人一人の
児童に合わせた学習支援など
時間／１日５時間（月～金曜）
期間／原則１年間（年間２０１日）
賃金／時給９７０円
【中学校学習支援員】
募集人数／６人
対象／教員免許状をお持ちの方
内容／学習指導補助や一人一人の
生徒に合わせた学習支援など
時間／１日５時間（月～金曜）
期間／原則１年間（年間２０１日）
賃金／時給９７０円

【すこやか支援員】
募集人数／４０人
対象／特別な支援を必要とする児
童・生徒の支援に取り組める方
内容／小・中・特別支援学校で特
別な支援を必要とする児童・生徒
の支援や補助など
時間／１日６時間（月～金曜）
期間／原則１年間
（小中学校年間２００日、特別支援学校
年間２０２日） 賃金／時給８５０円
【ふれあい相談員】
募集人数／１２人
対象／児童・生徒の悩みなどの良
き相談相手として活動できる方
内容／学校生活にうまく適応でき
ない児童・生徒の支援など
時間／１日４時間（月～金曜）
期間／原則１年間（年間２０１日）
賃金／時給８３０円
【学校図書館整理員】
募集人数／１８人
対象／学校図書館の整理などに意
欲的に取り組める方

内容／学校図書館での本の紹介、
貸し出し、整理など
時間／１日４時間（週２日）
期間／年間８０日
賃金／時給８２０円
【一般事務員兼給食仕分け員】
募集人数／１７人
対象／学校教育に理解があり、意
欲的に取り組める方
内容／小中学校での事務の補助と
給食の仕分け
時間／週５日（月～金曜、週２９時間を
越えない範囲）
期間／原則１年間（年間２２０日）
賃金／一般事務員 時給８２０円
給食仕分け員 時給８５０円

共通事項
応募方法／学校教育課にある応
募用紙に必要事項を記入し、２
月１日（金）～１５日（金）に郵送ま
たは直接
（〒３５４―００２１鶴馬１８７３―１学校教育課）
問合せ／学校教育課 �○内６２２

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

富士見市役所 �０４９―２５１―２７１１ �０４９―２５４―２０００�������	�
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紙芝居講座
紙芝居を楽しむ・演じる 全３回
とき／２月２６日（火）、３月５日（火）、
８日（金）
いずれも午後１時３０分～３時３０分
場所／鶴瀬西交流センター

なかひらより こ

講師／中平順子氏（子ども文化研究
家・紙芝居実演グループ「紙ふうせ

ん」代表）
内容／①２月２６日 講義「紙芝居
の魅力と演じ方」
②３月５日 紙芝居実技指導１
③３月８日 紙芝居実技指導２
対象／読み聞かせボランティアの
方、読み聞かせボランティアをや
ってみたい方、子どもに関わる仕
事をしてる方
定員／２０人（先着順）
※保育あり（１歳以上、定員４人、要

予約）
申込み／２月１日（金）から、平日
午前９時～午後５時に直接または
電話で
問合せ／鶴瀬西交流センター
�０４９―２５１―２７９１

実践しよう！
ごみ減量化の取り組み（環境講座）
誰でも簡単にできるごみ減量化
について、一緒に学びませんか。
とき／２月２３日（土）
午前９時３０分～１１時３０分
場所／鶴瀬西交流センター
定員／１００人程度
講師／長谷川三雄氏
（国士舘大学政経学部教授）
主催／市・富士見市環境施策推進
市民会議
問合せ／環境課 �○内２４２

子 育 て
Child-rearing

関沢児童館からのお知らせ
【第１２回せきざわ子どもまつり】
子どもたちが主人公となる地域
ぐるみのおまつりです。ぜひお越
しください。

とき／２月２４日（日）
午前１０時～午後２時（雨天決行）
場所／関沢小学校校庭・体育館
内容／
子どもたちや地域の人たちによる
遊びのコーナー 昔遊び、かえっ
こバザール（使わないおもちゃを持
ってきてね、交換できるよ）、スト
ラックアウトなど
模擬店 うどん、ジュース、とん
汁、被災地支援物資販売（牛タン焼
きそば、エコたわし）、バザー、射
的など
主催／せきざわ子どもまつり実行
委員会
問合せ／関沢児童館
�０４９―２５１―９７８６

諏訪児童館からのお知らせ
①【子育てボランティア養成講座】
※両講座とも保育あり
子どもを犯罪から守る…０歳から
の安全教育
とき／２月１５日（金）
午前１０時３０分～午後０時３０分
場所／市民福祉活動センターぱれ
っと

講師／宮田美恵子氏（日本女子大学
客員准教授・子どもの安全教育総合

研究所主宰）
実技「身近なもので作るおもちゃ」
とき／３月８日（金）
午前１０時３０分～午後０時３０分
場所／市民福祉活動センターぱれ
っと
講師／新井美智恵氏、岡美保氏
（諏訪児童館ボランティアまみぃぶぅ）

②【ふたごちゃん集まれ】
ふたごちゃんならではの育児に
ついてみんなで語り合いましょう。
とき／２月１９日（火）
午前１０時３０分～１１時３０分
場所／諏訪児童館
内容／手遊び、ふれあい遊び、う
た、紙芝居など
対象／ふたごちゃんの親子
（みつごちゃんも大歓迎）

①②の共通事項
申込み／２月１日（金）午前１０時
から諏訪児童館へ電話で
問合せ／諏訪児童館
�０４９―２５５―６６７１
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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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Learning

教育講演会
『重すぎる母・無関心な父』
～今問われている「家族」とは～
「親子関係や人間関係を見直し
たい」「自分の人生を生きたい」
…そんな思いを「家族」を問うと
ころから考えてみます。多くの方
の参加をお待ちしています（無料）。
とき／３月２日（土）
午後１時３０分～３時３０分
場所／水谷公民館

のぶ た

講師／信田さよ子氏（原宿カウンセ
リングセンター所長・臨床心理士）
主催／不登校・引きこもりを考える
親の会「まわりみち」・水谷公民館
問合せ／水谷公民館
�０４９―２５１―１１２９

日本人初の宇宙飛行士 秋山豊寛氏
講演会『文明の質が問われる時代』
ジャーナリストであり、日本人
初の宇宙飛行士。１９９５年から福島
県で農業を営んでいましたが、福
島第一原子力発電所事故のために
避難生活を余儀なくされました。
宇宙や農業、原発などについてお
話していただきます（無料）。
とき／３月３日（日）
午後２時開演（午後１時３０分開場）
場所／鶴瀬コミュニティセンター
主催／ピースフェスティバル実行
委員会・市教育委員会
問合せ／鶴瀬公民館
�０４９―２５１―１１４０

※要整理券。

整理券は鶴瀬

・南畑・水谷・

水谷東公民館

で配布してい

ます。

富士見市市民人材バンクモデル事業
楽しい写真の撮り方教室 全３回
デジカメで、お子さんのようす
やお祭り、風景などを気軽に撮影
できるようになってみませんか。
※作品は持ち帰ることができます。
とき／２月１０日（日）、２４日（日）、
３月１７日（日）
いずれも午前１０時～正午
※すべて参加できなくても可
場所／鶴瀬西交流センター
定員／２０人

みや じ きよし

講師／宮地瀞氏
（日本肖像写真家協会会員）
主催／富士見市市民人材バンク推
進員の会
申込み／２月１日（金）午前９時か
ら電話で
問合せ／生涯学習課 �○内６３１

水子貝塚資料館からのお知らせ
【企画展 縄文前期のムラ

－富士見市とその周辺－】
およそ７，５００年前から５，５００年前、
現在の荒川低地は海でした。市内
には海の幸を求め集まってきた縄
文人の住居や貝塚などの遺跡が数
多く残されています。市をはじめ
県南西部のそのころの遺跡を紹介
します。
期間／２月１０日（日）～３月３１日（日）

【ふじみ考古学教室】
①実験考古学で探る原始・古代の
技術
とき／２月２３日（土）
午後１時３０分～３時３０分
講師／山田昌久氏
（首都大学東京教授）
②県東部の縄文前期集落と貝塚
とき／３月９日（土）
午後１時３０分～３時３０分
講師／田中和之氏
（蓮田市教育委員会）

①②共通事項
場所／資料館体験学習室
定員／各３０人（無料、申込順）
申込み／直接または電話で
問合せ／水子貝塚資料館
�０４９―２５１―９６８６

舞台発表／２日午後２時～２時４０分、
３日午前１１時～午後３時４０分

ぎんえい

合唱、民謡、吟詠、カラオケ、ダンス、
リコーダー演奏、リフォームファッシ
ョンショーなど
介護・福祉の相談会／午前１０時～午後
５時（３日は午後４時まで）
ケアマネージャー、看護師などによる
高齢者の介護・福祉に関する総合相談
協力：地域包括支援センターむさしの
主催／第１１回ふじみ野文化祭実行委員
会・ふじみ野交流センター

とき／３月２日（土）・３日（日）
場所／ふじみ野交流センター
※車での来場はご遠慮ください。
作品展示・模擬店／午前１０時～
午後５時（３日は午後４時まで）
作品展示 写真、書、絵画、絵

てんこく

手紙、篆刻、手工芸品、リフォ
ーム作品、郷土資料・民具など
模擬店 焼きそば、赤飯、とん
汁、焼き団子、クッキー、ロー
ルケーキ、飲み物など

第１１回ふじみ野文化祭
～来て見て楽しい交流の輪～

問合せ／ふじみ野交流センター �０４９―２６１―５３７１

参加費

１００円
無料
５００円
５００～１，０００円
無料

無料

５００円または
１，０００円

３００円

と き

午前１１時～午後２時
午前１０時～午後５時（３日は午後４時まで）

午前１０時～午後４時（３日は午後３時まで）

２日：午前１０時～正午、３日：午後１時～３時

午前１１時、午後１時（各回５人まで）

午後１時３０分～３時３０分（３日は午後３時まで）

３日のみ：午前１０時３０分～午後３時３０分

内 容

絵手紙を描いてみよう
折り紙
篆刻印の作成
樹脂画を作る
指編み

「もやし」の絵を描く
（水彩画）

花と遊ぼう（プリザーブ
ドフラワーアレンジ）

茶道

体験コーナー 場所：作品展示会場

※材料がなくなり次第終了。作成見本をセンター内に展示しています。

富士見市役所 �０４９―２５１―２７１１ �０４９―２５４―２０００�������	�
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イベント
Event

第８回リプラ祭
とき／３月２日（土）午後１時～４
時・３日（日）午前１０時～午後４時
場所／リサイクルプラザ利彩館
（富士見環境センター内）
内容／再生家具（小物）販売、パッ
チワーク教室などによる作品展示
・販売、パッチワーク、木工など
の体験教室
問合せ／リサイクルプラザ利彩館
�０４９―２５４―１１６０

土曜おもしろミューズランド
【古代の組みひもでミサンガを作
ろう】
とき／２月２日（土）
定員／各１５人（無料、先着順）
【ミニ土器づくり】
とき／２月１６日（土）
定員／各３０人（先着順）
参加費／１００円（材料代）

共通事項
時間／いずれも午前１０時、午後
２時の２回
場所／水子貝塚資料館体験学習室
対象／小学４年生以上（３年生以
下は保護者同伴で可）
問合せ／水子貝塚資料館
�０４９―２５１―９６８６
※申込不要。直接お越しください。

水曜学級作品展
水曜学級（高齢者学級）１４サーク
ルの活動成果を発表します。ぜひ
お越しください。
とき／２月２２日（金）午後１時～５時
２３日（土）午前１０時～午後５時
２４日（日）午前１０時～午後３時
場所／鶴瀬西交流センター
展示内容／パソコン、料理、俳句、
レクダンス、文章、手芸、気功、
折り紙、コーラス、ちぎり絵、絵
画、書道・硬筆、生花、編み物
問合せ／鶴瀬西交流センター
�０４９―２５１―２７９１

第３２回ファミリーコンサート
とき／２月１１日（祝）
午後２時開演（１時３０分開場）
場所／鶴瀬コミュニティセンター
曲目／第１部：日本の歌曲
第２部：ヴァイオリン独奏
第３部：外国曲オペラアリア
出演／東城弥恵（ソプラノ）、滝口泰
子（ヴァイオリン）、滝口浩子（ピアノ）
参加券／一般１，０００円、中高校生
５００円、小学生以下・障がい者の
方無料
※鶴瀬公民館で取り扱っています。
主催／富士見市音楽連盟
問合せ／富士見市音楽連盟
�０４９―２５５―００３７
鶴瀬公民館 �０４９―２５１―１１４０

一人語り芝居
とりやままさかつ

鳥山昌克“泉鏡花の世界”を語る
圧倒的な存在感から繰り出され
る骨太の演技と繊細な表現力をお
楽しみください。
とき／２月１２日（火）
午後７時開演（６時３０分開場）
場所／針ケ谷コミュニティセンター
定員／７０人（無料、要整理券）
申込み／２月１日（金）から各コミ
ュニティセンター・交流センター、
鶴瀬公民館、水谷公民館で整理券
を配布
問合せ／針ケ谷コミュニティセン
ター �０４９―２５１―８４７８

食文化講座 寒仕込み手作り味噌
こうじ

大豆と麹を使って自家製の味噌
を作ります。
とき／２月２０日（水）
午前９時～午後１時
場所／ふじみ野交流センター
対象／市内在住・在勤の方
定員／１０人（申込順）
講師／PFCの会
参加費／２，０００円（昼食・材料代）
持ち物／エプロン、三角きん
申込み／２月４日（月）午前９時か
ら直接または電話で
問合せ／ふじみ野交流センター
�０４９―２６１―５３７１

南畑ふれあい劇場
南畑お月見一座の第１６作『おあ
とがよろしいようで…？』を上演
します。今回は落語を題材とした
内容です（無料）。
とき／２月９日（土）
午前１１時開演（１０時３０分開場）
場所／南畑公民館
問合せ／南畑公民館
�０４９―２５１―５６６３

バレンタインコンサート
障がいのある方の文化活動支援
と地域交流を目指すコンサートで
す。日ごろの練習成果を披露する

ろくしん き かく

とともに「六真企画」を招いてコ
ンサートを盛り上げます（無料）。
とき／２月１０日（日）
午後１時開演（０時３０分開場）
場所／鶴瀬コミュニティセンター
出演／ふじみ青年学級、ゆいの里、
どんどこ、六真企画
主催／ゆいの里・どんどこ・鶴瀬
公民館
後援／富士見市社会福祉協議会
問合せ／鶴瀬公民館
�０４９―２５１―１１４０

学 ぶ
Learning

認知症サポーター養成講座
認知症の正しい知識を身につけ、
声かけや見守りで認知症の方やそ
の家族を地域で支えていきましょう。
とき／２月２８日（木）
午後１時３０分～３時
場所／中央図書館
定員／３０人（申込順）
講師／高齢者福祉課職員、地域包
括支援センター職員
問合せ／高齢者福祉課 �○内３４５
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