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１月６日（月）から
南畑出張所の業務を再開します
耐震補強工事などに伴い業務を
一時停止していましたが、平成２６
年１月６日（月）から業務を再開し
ます。なお、公民館の利用につい
ては、南畑公民館（�０４９―２５１―５６６３）
にお問い合わせください。
問合せ／市民課 �○内２８０

野外焼却（野焼き）はやめましょう
「近所でごみを燃やしていて、
煙や臭いで困っている」、「洗濯
物に臭いがついて困る」などの苦
情が多く寄せられています。
県生活環境保全条例では、基準
に適合した焼却炉を使用せずに野
外で廃棄物などを燃やすことを原
則禁止しています。
市のごみ収集など定
められた処理方法で
適切に処理しましょ
う。
※農業者の稲わらの焼却など、規則で

定めるものは除外となる場合があります。
問合せ／環境課 �○内２４２

もの忘れ相談
「もの忘れがひどくなった」、「さ
さいなことに怒ったり、怒鳴った
りする」、「家族が認知症かもし
れない」など、気になることはあ

りませんか。専門医か
ら症状に応じた適切な
アドバイスが受けられ
ます。

とき／１２月１０日（火）
午前１０時～正午
※平成２６年１月以降の日程は富士見

市ケアセンターふじみにお問い合わ

せください。
場所・申込み／富士見市ケアセン
ターふじみ �０４９―２９３―１１６８
相談医／
埼玉セントラル病院 精神科医師
問合せ／高齢者福祉課 �○内３８９

市民総合体育館
メインアリーナ利用中止のお知らせ
メインアリーナの照度を上げる
ため、照明改修工事を行います。
ご不便をおかけ
しますが、ご理解
とご協力をお願い
します。
利用中止期間／１２月２４日（火）～平
成２６年１月２４日（金）（予定）
※１月２１日（火）～２２日（水）は全館停電

のため体育館の利用ができませんの

でご了承ください。
問合せ／生涯学習課 �○内６３４

１２月１日～１４日
冬の交通事故防止運動
スローガン
人も車も自転車も

安心・安全 埼玉県
重点目標／
高齢者の交通事故防止
自転車の安全利用の推進
飲酒運転の根絶および路上寝込
みなどによる交通事故防止

夕暮れ時早めのライト点灯運動
自動車や自転車を利用するとき
は、午後４時になったらライト
を点灯しましょう。
夕暮れ時・夜間に外出するとき
は、明るく目立つ服装で、持ち
物などに反射材を取り付け、ド
ライバーから発見
されやすいように
しましょう。
問合せ／交通・管理課
�○内４３３

１２月１０日～１６日は
拉致問題を考える週間
北朝鮮による拉致問題の解決に
は、「拉致は許さない」という市
民の皆さんの一人ひとりの声が大
きな力となります。この週間を機
に拉致問題をご理解いただき、関
心を一層高めていただくようお願
いします。
問合せ／県社会福祉課
�０４８―８３０―３２７７

製造事業所の皆さんへ
工業統計調査にご協力を
経済産業省・埼玉県・富士見市
では、平成２５年工業統計調査を１２
月３１日現在で実施します。
この調査は、国内の工業実態を
明らかにし、産業政策、中小企業
政策など、国や都道府県などの地
方公共団体の行政施策のための基
礎資料となります。１２月から平成
２６年１月にかけて調査員が伺いま
すので、ご協力をお願いします。
※記入していただいた内容は、統計

法に基づき秘密が厳守されますので

正確なご記入をお願いします。
問合せ／総務課 �○内２２５

日常生活圏域ニーズ調査に
ご協力を
市では、平成２７～２９年度を計画
期間とする第６期高齢者保健福祉
計画の策定に向けて、高齢者の皆
さんの実態調査を実施します。調
査票が届きましたら、ご協力をお
願いします。
調査対象／要介護認定（要支援１・
２および要介護１・２）を受けてい
る方や６５歳以上の方の中から無作
為に抽出した３，５００人
郵送時期／１２月初旬
調査方法／郵送によるアンケート
問合せ／高齢者福祉課 �○内３９１

埼玉県最低賃金の改定について
埼玉県最低賃金が１０月２０日から
時間額７８５円に改定されました。
県内すべての労働者とその使用
者に適用されます。なお、特定の産
業には特定（産業別）最低賃金が定
められています。
詳しくはお問い合わせください。
問合せ／埼玉労働局賃金室
�０４８―６００―６２０５

◆事業主の方へ 最低賃金改定に
ともなう相談サポート窓口
秘密は守られますので、安心し
てご相談ください。
問合せ／埼玉県最低賃金総合相談
支援センター �０４８―６４１―３６１３
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Invitation

みんなでつくる
富士見市青少年の歌
青少年がいつも元気で富士見市
をふるさととして思い続けられる
ような歌を募集します。
歌詞・曲の概要／
子どもから大人までだれもが親
しみやすく、歌いやすいもの
明るく弾むような曲調で、自然
に口ずさめるもの
応募規定／
自作未発表のもので、それぞれ
１人１作品
他者の知的所有権（著作権）を侵
害しないもの
応募資格／市内在住、在勤、在学の方
応募方法／
住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話
番号を記入し、郵送または直接
※応募用紙は特に指定しません。
曲は楽譜とデモテープを持参
歌詞は２番以上３番以内（漢字
やローマ字などには必ずふりがな

を付ける）
※応募要領は子育て支援課で配布
（市ホームページからも入手可）
応募期間／１２月６日（金）～平成２６
年１月３１日（金）
応募先／〒３５４―８５１１（住所不要）
富士見市役所子育て支援課
選考方法／選考委員会で審査し決定
賞品／採用作品それぞれに商品券
１５，０００円分
※応募者全員にふわっぴーオリジナ

ルグッズを進呈
そのほか／
応募作品は、返却しません。
採用作品の一切の権利は富士見
市青少年育成市民会議に帰属し
ます。
採用作品はCD化し、市内全域
で歌われるよう普及活動をして
いきます。
主催／富士見市青少年育成市民会議
問合せ／子育て支援課 �○内２０４

富士見市生涯学習推進市民懇談会
市では生涯学習の推進にあたり、
市民の皆さんから広く意見などを
伺うため参加者を募集します。
募集人数／１人
応募資格／１８歳以上の市内在住、
在勤、在学の方
会議／年２～３回（平日昼間を予定）
応募方法／応募の動機（２００字程度・
様式自由）・住所・氏名（ふりがな）・
年齢・性別・職業（在勤、在学の方
は勤務先または通学先を記入）・電
話番号を記入し、郵送、ファック
スまたは直接
応募締切／
１２月２０日（金）（当日消印有効）
応募先／〒３５４―８５１１（住所不要）
富士見市役所地域文化振興課
�０４９―２５４―２０００
問合せ／地域文化振興課 �○内２５２

川越税務署 アルバイト募集
募集人数／１２０人程度
内容／確定申告事務補助
場所／川越税務署（川越市内の別会
場で勤務する場合あり）

時間／午前８時３０分～午後５時の
間で３～７時間
勤務期間／
平成２６年１月中旬～３月末まで
※賃金、応募方法など詳しくは、関

東信越国税局ホームページ（採用案

内）をご覧ください。
問合せ／川越税務署総務課
�０４９―２３５―９４４１

一般郵便用封筒に
広告を掲載しませんか
多くの皆さんが目にする広告媒
体なので、高い宣伝効果が期待で
きます！
封筒規格 長形３号封筒 角形２号封筒
募集期間 １２月２日（月）～２０日（金）

掲載規格
（１枠）

タテ
４．５×

ヨコ
９㎝

タテ
８×

ヨコ
１０㎝

使用期間／印刷した封筒の在庫が
なくなるまで
※作成枚数、掲載

料金、申込方法な

ど詳しくは市ホー

ムページをご覧く

ださい。
問合せ／管財課 �○内５１３

子どもフェスティバルは、子ど
もたちを主人公に、みんなでつく
るお祭りです。
※会議からの参加と約束事を守るこ
とをお願いしています。

①参加団体
工作や遊びの指導（個人・団体）
模擬店の出店（個人・団体）
ステージ出演者（小学生～高校生
くらいの個人・サークル８組程度）

②ポスター原画
対象／市内在住、在学の小中学生
題材は自由。ただし、「第４１回
富士見市子どもフェスティバ
ル」の文字を入れる。
４ツ切または８ツ切画用紙、色
鉛筆以外の画材（絵の具、クレヨ
ンなど）を使用

※作品の裏に氏名（ふりがな）、学校
名、学年、住所、電話番号を記入

③ボランティア隊員
対象／中学生～大学生くらい
内容／放送、会場案内、コーナー
手伝い、記録用写真撮影、迷子の
世話など

④子どもフェスティバルテーマ
選ばれたテーマはポスターに掲
載します。
（参考）前回のテーマ：
「子フェスの主役はぼくたちだ！」

①～④の申込締切日／
平成２６年１月３１日（金）

⑤子どもフリーマーケット出店者
募集数／４０区画
対象／市内在住、在学の小中学生
（小学１～３年生は保護者同伴で可）
申込み／平成２６年１月９日（木）午
前９時から鶴瀬公民館で（先着順）

第４１回富士見市子どもフェスティバル参加者募集
もり

とき／平成２６年４月２０日（日） 場所／文化の杜公園周辺
申込み・問合せ／鶴瀬公民館 �０４９―２５１―１１４０

富士見市役所 �０４９―２５１―２７１１ �０４９―２５４―２０００�������	�
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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
12月 7日㈯
 9:30～15:30

②初めての出産を
平成26年3･4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
平成26年
 1月16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

12月 9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
12月 3日㈫  ⑪12:50～13:40　③健康増進センター

②平成25年7月1日～7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
12月18日㈬  ⑪12:50～13:40　③健康増進センター

②平成25年7月16日～7月31日に生まれた子

12か月健診 12月10日㈫  ⑪12:50～13:40　③健康増進センター
②平成24年12月9日～12月31日に生まれた子

1歳6か月健診 12月17日㈫  ⑪12:50～13:40　③健康増進センター
②平成24年3月11日～3月31日に生まれた子

3歳健診 12月25日㈬  ⑪12:50～13:40　③健康増進センター
②平成22年6月生まれの子

■①　乳児・母乳相談 12月20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。管理栄養士･助産師･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）

12月7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

わくわく子育て
トーキング

12月12日㈭
10:00～11:30

⑪ 9:45～10:00　②1歳くらいまでのお子さんとお母さん　③鶴瀬西交流センター
④お母さんたちの交流　⑤バスタオル、そのほか各自必要なもの
⑩富士見市母子保健推進員連絡協議会

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。 ご　
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諏訪児童館からのお知らせ
問合せ �０４９―２５５―６６７１

クリスマス映画会・お楽しみ会
映画「だるまちゃんとてんぐち
ゃん」「ミッキーマウスのバンド
コンサート」ほか、お楽しみ会
とき／１２月２１日（土）午後２時～４時
対象／未就学児と保護者、小学生
定員／１００人（無料）
申込み／１２月２日（月）午前１０時か
ら直接または電話で

子ども書初め練習会
とき／１２月２３日（祝）
午前１０時～午後３時
場所／難波田城資料館講座室
持ち物／書道セット、書初め用紙

けんゆうかい

協力／硯友会 ※申込不要。午後

２時までに直接お越しください。
問合せ／難波田城資料館
�０４９―２５３―４６６４

子ども書初め練習会
冬休みの宿題「書初め」を書き
に来ませんか。
とき／１２月２５日（水）
午前９時３０分～正午
場所／針ケ谷コミュニティセンター
対象／市内小中学生
定員／３０人（無料、申込順）
持ち物／課題（手本）、書道セット、
書初め用紙、ごみ袋
協力／硯友会
申込み／１２月６日（金）～１８日（水）
午前９時～午後９時に直接または
電話で（土・日曜を除く）
※作品は、１２月２５日（水）～平成２６年

１月１０日（金）に１階ロビーに展示し

ます。
問合せ／
針ケ谷コミュニ
ティセンター
�０４９―２５１―８４７８

冬休みこども工作会
立体クリスマスカードをつくろう

とき／１２月２２日（日）
①午前１０時～正午
②午後２時～４時
場所／中央図書館
対象／
①市内在住の小学１～３年生
②市内在住の小学４～６年生
定員／各１０人 ※クレヨン、色鉛

筆などお持ちの方はご持参ください。
申込み／１２月１日（日）午前９時３０
分から直接または電話で
※本人・家族以外の申込みはご遠慮

ください。
問合せ／中央図書館
�０４９―２５２―５８２５
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イベント
Event

人権週間記念行事
とき／１２月７日（土） ※入場無料
場所／さいたま市産業文化センタ
ー（さいたま市中央区下落合５―４―３）
内容／
第１部 午後１時～２時４０分
平成２５年度全国中学生人権作文コ
ンテスト、埼玉県大会表彰式
第２部 午後３時～４時３０分
平井信行氏（気象予報士）による講
演会
問合せ／さいたま地方法務局人権
擁護課 �０４８―８５９―３５０７

生涯骨太クッキング
～食事からはじめるロコモ予防～

健康長寿を目指したカルシウム
たっぷりの料理です。
とき／１２月１１日（水）
午前１０時～午後１時３０分
場所／ふじみ野交流センター
メニュー／変わりいなり２種、豚
肉と白菜の重ねチーズ蒸し焼き、
焼き野菜のヨーグルトディップ、
カプチーノ風ゼリー
定員／２０人
参加費／６００円程度（材料代）
持ち物／エプロン、三角きん、布
きん、手ふき、筆記用具
主催／富士見市食生活改善推進員
協議会
申込み・問合せ／健康増進センタ
ー（�０４９―２５２―３７７１）へ電話で
※参加するご本人がお申し込みください。

消費者を守ろう！
クリスマスに贈る寸劇グランプリ
消費者被害防止寸劇グランプリ
に市民劇団「南畑お月見一座」が
出演します（入場無料）。
とき／１２月２５日（水）
午前９時４５分～午後４時
場所／彩の国さいたま芸術劇場
（さいたま市中央区上峰３―１５―１）
問合せ／県消費生活課
�０４８―８３０―２９４１

土曜おもしろミューズランド
石のアクセサリーを作ります。
とき／１２月２１日（土）
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／小学生以上
（未就学児は保護者同伴で可）
定員／各３０人（無料、先着順）
※申込不要。直接お越しください。
問合せ／水子貝塚資料館
�０４９―２５１―９６８６

学 ぶ
Learning

これって虐待？ 高齢者が安心
して暮らせるまちづくりに向けて

地域から高齢者虐待をなくすた
めに、一緒に考えてみませんか（無
料）。
とき／平成２６年１月２０日（月）
午後１時～４時
場所／三芳町役場
定員／１００人（先着順）
主催／２市１町高齢者虐待防止ネ
ットワーク会議
申込み・問合せ／高齢者福祉課（�
○内３８９）へ電話で

子 育 て
Child-rearing

関沢児童館からのお知らせ
問合せ �０４９―２５１―９７８６

クリスマス映画会
映画「みにくいアヒルの子」「ミ
ッキーマウスとゆかいな仲間た
ち」ほか
とき／１２月２５日（水）
午前１０時３０分～正午
対象／未就学児と保
護者、小学生
定員／３０人（無料）

書初めにチャレンジ
とき／平成２６年１月６日（月）
午後１時～３時
対象／市内小中学生
定員／１５人（無料、申込順）
持ち物／書道セット、書初め用紙

お正月、昔あそびをしよう
とき／平成２６年１月７日（火）
午前１０時～正午
対象／未就学児と保護者、小学生
内容／こま、かるた、百人一首、
けん玉など

共通事項
申込み／１２月１０日（火）午前１０時
から直接または電話で
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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
（平成２６年３月まで休室）
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

富士見市役所 �０４９―２５１―２７１１ �０４９―２５４―２０００�������	�
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扇だこづくり
郷土民芸「扇だこ」をつくります。

とき／１２月１４日（土）・１５日（日）
午前１０時～午後３時
場所／講座室 対象／中学生以上
定員／１０人（申込順）
指導／富士見市扇だこ保存会
参加費／１，０００円（材料代、当日集金）
持ち物／エプロン（前掛け）、昼食、
にぎりばさみ（お持ちの方）
申込み／直接または電話で

ふるさと体験「正月飾りづくり」
とき／１２月２８日（土）午前１０時～正午
場所／旧金子家住宅
対象／市内在住、在勤の方
定員／１５人（申込順）

きっ かわ せつ お

指導／吉川節男氏
参加費／１，２００円（材料代）
持ち物／はさみ
申込み／１２月１日（日）午前９時か
ら直接または電話で

１２月のちょこっと体験
子どもから大人まで手軽にでき
る昔体験です（無料、申込不要）。
とき・内容／
いずれも午後１時～３時
※時間内に資料館へお越しください。

１日（日） クリスマスリース作り

７日（土） はたおり

８日（日） クリスマスカード作り

１４日（土） わたくり

１５日（日） 木の実であそぼう

２１日（土） いろりの日

２２日（日） お年玉袋作り

２３日（祝） 羽子板・コマ作り（有料）
２８日（土） ミニ正月飾り作り
もち

餅つき実演とつきたて餅の販売
とき／１２月２３日（祝）
午前１１時～午後１時ころ
場所／旧金子家住宅
主催／難波田城公園活用推進協議会

正月飾り材料共同購入
申込み／１２月１日（日）～２２日（日）
午前９時～午後５時に電話で
料金／１セット１，０００円
お渡し日／１２月２７日（金）
午後１時～３時
主催／難波田城公園活用推進協議会

第４５回
入間東部地区駅伝競走大会
とき／平成２６年２月２３日（日）
午前９時スタート
（小雨・小雪決行、中止決定午前６時）
コース／大井東中学校（６．３㎞）→三
芳町役場（４．３㎞）→針ケ谷コミュニ
ティセンター（４．５㎞）→富士見市役
所（３．４㎞）→さぎの森小学校（２．７㎞）
→大井東中学校（合計２１．２㎞）
部門／一般の部、壮年の部（４０歳
以上）、女子の部
登録人数／１チーム７人（選手５人、
控え選手２人）
参加チーム数／計１２０チーム（申込
順）
参加費／１チーム６，０００円、中学
生のチームは２，０００円（保険代など）
※中止の場合も含み、参加費の返還

はできません。
申込み／１２月３日（火）～平成２６年
１月１５日（水）に、生涯学習課また
は市民総合体育館に参加費を添え
て直接
代表者会議
参加チームは必ず出席してください。
とき：平成２６年２月５日（水）
午後７時３０分
場所：市民総合体育館
問合せ／生涯学習課 �○内６３４

クリスマスコンサート
名曲の数々を生演奏でお楽しみ
ください（無料、申込不要）。
とき／１２月８日（日）
午後２時～３時ころ（１時３０分開場）
場所／針ケ谷コミュニティセンター
内容／クリスマスソング、アヴェ
マリア、踊りあかそうほか
定員／８０人（先着順）
出演者／
岩田恵美氏（ソプラノ）
うめばやしたかふみ

梅林貴史氏（フルート）
あまいけ ほ だか

天池穂高氏（ピアノ）
※未就学児の入場はご遠慮ください。
問合せ／針ケ谷コミュニティセン
ター �０４９―２５１―８４７８

とき／
平成２６年１月１３日（祝）
※雨天決行。積雪時は中止

の場合あり。

場所／水子貝塚公園
申込み／１２月２０日（金）まで
に、富士見市体育協会また
は市民総合体育館へ参加費
を添えて直接（申込順）
※定員に満たない場合は当

日受付可（午前８時～８時３０

分、参加費１人１００円増し）

※当日は、縄文なべ・ホット

ウーロン茶などがあります。

第４４回新春縄文マラソン大会
問合せ／富士見市体育協会 �０４９―２５４―９５１０

参加費
１，０００円

７００円

３００円

１，２００円

２００円

対象
オープン

男性

６０歳以上

女性

中学生男女

小学４～６年生
男女

市内在住、在勤、
在クラブの親子
（子どもは小学１
～３年生）

市内在住、在勤、
在クラブの親子
（子どもは小学４
年生以下）

定員
２００人

１００人

５０人

５０人

男２００人
女１００人

男１００人
女５０人

７５組

５０組

種目
一般１０㎞

一般男子
５㎞

シニア５㎞

一般女子
５㎞

中学男子・
女子５㎞

小学男子・
女子２．２㎞

親子１㎞

縄文
５種競技

難波田城資料館からのお知らせ 問合せ �０４９―２５３―４６６４
休館日：月曜（祝日の場合は翌日）
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ゆずります

スリッパラック（姿見付）／姿見／電動ベッド／学
習机／ライティングデスク／こたつ／座いす／オ
イルヒーター／パーテーション（間仕切り）／ビデ
オデッキ／ポーセリンアートの道具一式／大人用
紙おむつ･紙パンツ（Ｍ～Ｌ）／カーキャリア／ス
キー靴（女性用S）／ガールスカウト半袖制服（4
号）／チャイルドシート／ベビーカー（AB型）

ゆずってください

マージャン台／洋裁用人体／電子ピアノ／自転車後ろ用幼児イス／幼児用イス付
自転車／バレーボールシューズ（23.5㎝）／谷津幼稚園制服･体操着（男児用サイ
ズ不問）／富士見台幼稚園夏･冬用制服･体操着（男女児用110㎝以上）／すわ幼
稚園夏･冬用制服･体操着・バッグ（男児用110～120㎝）／きたはら幼稚園制服・体
操着（男児用100～130㎝）／ふじみ野小長袖体操着（140～150㎝）／富士見台
中夏・冬用制服（男子用160㎝以上）／学ラン（3L）／柔道着（中学女子用）／子ど
も服（男児用90～120㎝、女児用90～100㎝）／こどもチャレンジ教材（0～5歳
向）／ベビーガード（フェンス）

問合せ／環境課　2 246
・••１１月１１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）。ゆずります・ゆずってくださいとも市内在住
の方が対象です。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

12月4日㈬･11日㈬18:30／キラリふじみ／基
本ステップとカヒコの練習／10人（先着順）
／主催ラフレファ／
岩野　2090-4539-3585

12月8日㈰10:00～12:00／鶴瀬公民館中庭
（雨天時:第1集会室）／サケの卵をふ化さ
せ、放流をしてみたい方（放流:平成26年2
月11日㈷13:00、荒川秋ケ瀬せき下）／広
口の小さい容器持参／主催荒川にサケを放
す会（運営は募金で行っています）／
内池　2048-474-1661

12月15日㈰14:00～16:00／キラリふじみ／
女声合唱（クラシック、日本の歌、カンツォー
ネなど）／500円／細川　2049-251-6494

12月23日㈷13:30開演（13:00開場）／鶴瀬
コミュニティセンター／午後のひと時をクラシッ
クからポピュラーまでギターの音色でお楽しみ
ください／入場無料／
三井　2049-251-1285

月3～4回水曜10:00～12:00／みずほ台コ
ミュニティセンター／中高年女性／やさしい歌
を楽しく唄っています。年に数回発表有／
入会金1,000円／月会費2,500円／
横田　2049-251-6001

第2木曜13:00～17:00／鶴瀬駅西口サンラ
イトホール／ジョークが楽しい先生を招いての
俳句勉強会／半年会費5,200円／
花田　2049-255-2540

月3回火曜①13:30～14:20②15:10～15:50
③16:00～16:40／鶴瀬西交流センター／①
1～2歳のお子さんと親②2歳～年少のお子
さんと親③年中～小学1年生くらいのお子さ
んと親／①幼児リトミック（日本語）②③英語リ
トミック（外国の講師と英語で遊ぶ）／入会
金1,000円／月会費3,000円（教材費含む）
／無料体験会（クリスマスバージョン）12月3日
㈫･10日㈫／津田　2090-5794-0291

第2･4木曜10:30～11:30／三芳町藤久保公
民館（第2木曜）、鶴瀬西交流センター（第
4木曜）／ヨガ、気功、ティラピスを織り交
ぜたストレスを和らげるエクササイズ／3か月
4,000円／見学自由、無料体験あり／
合
ごう

田
だ

　2090-4591-8330

募　集

イベント

掲載方法の問合せ／秘書広報課　2 240

イベント
Event

ふじみ野交流センターからの
お知らせ

問合せ �０４９―２６１―５３７１

自分で作るお正月飾り
お正月リースアレンジ
とき／１２月１９日（木）
午前１０時～正午

ゆ き

講師／中山由貴氏
（フラワー装飾一級技

能士）

わらのお正月飾り
とき／
１２月２７日（金）
午後１時～３時

せきしょう

講師／勝瀬昔承会

共通事項
対象／市内在住、在勤の方
定員／各１５人（申込順）
参加費／１，５００円（材料代）
持ち物／はさみ、持ち帰り用の袋
申込み／１２月２日（月）午前９時
から直接または電話で

ティータイム・コンサート
午後のひと時、お茶を飲みなが
らフルートアンサンブルをお楽し
みください（無料）。
とき／１２月１５日（日）
午後２時～３時３０分
出演者／
フルートアンサンブルアルファ

リップス

フルートアンサンブル Lips
指揮：江田亮太氏
演奏曲／サウンドオブミュージッ
クメドレー、クラシック、懐メロ、
クリスマスメドレーなど
申込み／１２月２日（月）午前９時か
ら直接または電話で

富士見市役所 �０４９―２５１―２７１１ �０４９―２５４―２０００�������	�
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