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　キラリふじみのイベント内容な
どは、HOTキラリ10月号または
キラリふじみホームページをご覧
ください。http://www.kirari-
fujimi.com/calendar/list

お知らせ

１０月２１日～３０日は
犬の正しい飼い方普及週間
犬の登録は生涯１
回、犬への狂犬病
予防注射は年１回
受けましょう。
狂犬病予防注射を受けたら健康
増進センターに届け出をしましょう。
鑑札と注射済票は犬に必ずつけ
ましょう。
散歩はつないで行い、フンは必
ず持ち帰りましょう。
異常に鳴きつづけるなど、近隣
に迷惑をかけないようにしまし
ょう。
飼育環境を整え、家族の一員と
して終生かわいがりましょう。
犬に関する相談／朝霞保健所
�０４８―４６１―０４６８
問合せ／健康増進センター
�０４９―２５２―３７７１

オータムジャンボ宝くじ
発売期間／
９月２０日（金）～
１０月１１日（金）
抽選日／１０月１８日（金）
賞金／＜１等＞３億３，０００万円× １３本

＜前後賞＞各３，０００万円
＜２等＞ １，０００万円× １３０本
＜３等＞ １００万円×１，３００本

※宝くじの収益金は、市町村の明る
く住みよいまちづくりに使われます。
問合せ／公益財団法人埼玉県市町
村振興協会 �０４８―８２２―５００４

「子どもの人権１１０番」強化週間
「いじめ」問題など、子どもが
安心して気軽に相談できるよう専
用相談電話を設置しています。下
記期間は相談時間を延長します。
とき／９月３０日（月）～１０月４日（金）
午前８時３０分～午後７時
電話番号／�０１２０―００７―１１０（全国共
通・無料。IP電話からは接続不可）
相談担当者／法務局職員、埼玉県
人権擁護委員連合会子ども人権委
員会委員
問合せ／さいたま地方法務局人権
擁護課 �０４８―８５９―３５０７

１０月１５日～１２月３１日は
不法投棄等防止強化期間
県では、市町村などと連携して
不法投棄などの防止に向けた取り
組みを行います。
主な取組み／

１０
月

不法投棄防止キャンペーン
産業廃棄物運搬車両周辺自治体
一斉路上調査
県下一斉合同（市町村・県・警
察）不法投棄監視パトロール
家屋解体現場への立入指導

１１
月

産業廃棄物運搬車両県内路上調査
産業廃棄物スカイパトロール

１２
月

家屋解体現場への立入指導
年末特別監視パトロール

不法投棄を発見したら、すぐ通報！
産業廃棄物不法投棄１１０番
２４時間フリーダイヤル
�０１２０―５３０―３８４（ごみをみはるよ）

問合せ／県環境部産業廃棄物指導
課 監視・指導担当
�０４８―８３０―３１３６

行政相談週間（１０月２１日～２７日）
さいたま一日合同行政相談
とき／１０月１７日（木）
午前１０時３０分～午後４時
（受付：午後３時３０分まで）
※無料、申込不要
場所／浦和コルソ７階ホール
（さいたま市浦和区高砂１―１２―１）
相談内容／登記、国税、年金、道
路、保険、郵便など
問合せ／関東管区行政評価局
�０５７０―０９０１１０

そのほかの相談窓口もご利用ください。
行政苦情１１０番
�０５７０―０９０１１０
（総務省関東管区行政評価局）
FAX相談 ０４８―６００―２３３６
インターネット相談
https://www.soumu.go.jp/hyouka/
gyousei-form.html

法の日記念（１０月１日）
無料法律相談会
とき／１０月１２日（土）午後１時～４時
（受付：午後３時３０分まで。申込不要）
場所／埼玉弁護士会法律相談セン
ター（さいたま市浦和区高砂４―２―１
浦和高砂パークハウス１階）
問合せ／埼玉弁護士会法律相談セ
ンター �０４８―７１０―５６６６

埼玉県住宅相談窓口
県では、リフォームやマンショ
ン管理、法律相談など住宅に関す
るさまざまな相談を電話または面
談でお受けしています（無料）。
とき／毎日午前１０時～午後７時
（年末年始を除く）
場所／埼玉県住宅供給公社「住ま
い相談プラザ」（JR大宮駅コンコー
ス西口）
問合せ／埼玉県住宅供給公社「住ま
い相談プラザ」 �０４８―６５８―３０１７

平成２６年版県民手帳を販売します
サイズ（色）／１４×８．５㎝
（黒、グレイッシュブルー）
価格／５００円
販売場所・期間／
市役所
１０月１８日（金）から在庫終了まで
出張所
１０月１８日（金）～１２月１３日（金）
※そのほかの販売場所は、１０月１日
（火）以降県ホームページをご覧くだ
さい。
問合せ／総務課 �○内２２５

がつごう

１０月号のテーマ
おや か ていおうえん

ひとり親家庭応援ガイド
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

か国語でお知らせしています。
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
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

図書館を使った
調べる学習コンクール
テーマは自由です。図書館や学
校図書館を使って調べ、まとめた
作品を募集します。
応募資格／小学１年生以上
作品形態の目安／
サ イ ズ：小学生Ｂ４サイズまで

中学生以上Ａ４サイズまで
ページ数：５０ページ以内
応募方法／１１月１７日（日）までに中
央図書館、鶴瀬西分館、ふじみ野
分館のいずれかへ直接
※詳しくはお問い合わせください。

夏休みの宿題を手直しした作品も可。
問合せ／中央図書館
�０４９―２５２―５８２５

ご 案 内
Guidance

小規模工事・修繕受注希望者の
新規登録と更新
市が発注する５０万円以下の小規
模な工事・修繕などを行う受注希
望者の登録を行います。すでに登
録している方は、１０月３１日で登録
期間が満了となりますので更新手
続きをお願いします。
対象／市内に主たる事業所を有す
る法人または個人
受付期間／１０月７日（月）～随時
（午前８時３０分～午後５時１５分、土・

日曜、祝日を除く）
登録方法／申請書と必要書類を契
約検査課に直接（申請書は契約検査課
で配布。市ホームページからも入手可）
登録の有効期間／
１１月１日～平成２７年１０月３１日
問合せ／契約検査課 �○内５１４

公民館・出張所など
休館のお知らせ
南畑公民館（出張所含む）と水谷
東公民館（水谷東公民館図書室含む）
は、耐震補強工事・エレベーター
設置工事などの実施に伴い休館と
なります。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。
南畑公民館・出張所
休館期間／
公民館１０月～平成２６年２月（予定）
出張所１０月～１２月（予定）
※ふれあいプラザの利用申請は、休

館中でも南畑公民館で受け付けます。

※工事期間、休館期間など詳しくは、

お問い合わせいただくか、市ホーム

ページをご覧ください。
問合せ／南畑公民館
�０４９―２５１―５６６３
水谷東公民館・水谷東公民館図書室
※水谷東出張所は通常どおり業務を

行います。
休館期間／いずれも１１月５日（火）
～平成２６年３月３１日（月）
※印刷・コピー・学校開放サービス

・図書館の配本サービスは、仮設の

入口を設け、ふれあいサロンで行い

ます。公民館事務などは、児童室で

行っていますので、問い合わせや相

談などは、ご来館ください。
問合せ／水谷東公民館
�０４８―４７３―８７１７

マンションなどの
貯水槽所有者・管理者へのお願い
ビル・マンションなどは、市の
水道管からの水を貯水槽（受水槽
や高架水槽の総称）にため、各住戸
などに供給しています。そのため、
所有者などは一定の基準に従いそ
の水を管理する義務があります。
基準とは、貯水槽の清掃や点検、
水質検査を１年以内ごとに１回、
定期に行うことです。
安全で衛生的な水を供給するた
め、所有者などは適正な管理をお
願いします。
問合せ／水道課 �○内５２５

サークル活動公開月間
（１０月１日～３１日）

鶴瀬公民館、水谷公
民館、針ケ谷コミュニ
ティセンターを利用し
ているサークル（市内
登録団体など）の活動を見学・体験
することができます。地域での新
たな仲間づくりの場としてぜひこ
の機会にお越しください。
詳しい内容や活動日などは各公
民館、針ケ谷コミュニティセンタ
ーへお問い合わせください。
※南畑・水谷東公民館は、耐震補強
工事などを行うため実施しません。
問合せ／
鶴瀬公民館 �０４９―２５１―１１４０
水谷公民館 �０４９―２５１―１１２９
針ケ谷コミュニティセンター
�０４９―２５１―８４７８

求人企業合同面接会
とき／１０月１１日（金）午後１時～４時
（受付：正午～午後３時３０分）
※無料、申込不要、入退場自由
場所／大宮ソニックシティビル４階
市民ホール
対象／平成２６年３月大学・短大・
専門学校卒業見込みの方、既卒３
年以内の方
持ち物／履歴書複数枚（コピー可）
問合せ／県雇用対策協議会
�０４８―６４７―４１８５

住宅用太陽光発電の補助金受付
県では、既存の住宅に４kW以
上の太陽光発電設備を設置すると
１件につき６万円を、HEMS（ヘ
ムス）を同時に設置すると１件に
つき７万円を補助します。
※HEMS（ヘムス）…住宅の太陽光発
電や蓄電池、家電などを
ネットワーク化し、エネ
ルギー使用量を管理でき

る設備
受付締切／１２月１３日（金）（申請多数
の場合は期日前に終了）
問合せ／県環境部温暖化対策課エ
コエネルギー推進担当
�０４８―８３０―３０４２

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
10月12日㈯
 9:30～15:30

②初めての出産を
平成26年1･2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
11月14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

10月28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
10月 8日㈫  ⑪12:50～13:40　③健康増進センター

②平成25年5月1日～5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

10月23日㈬  ⑪12:50～13:40　③健康増進センター
②平成25年5月16日～5月31日に生まれた子

12か月健診
10月 7日㈪  ⑪12:50～13:40　③健康増進センター

②平成24年10月1日～10月23日に生まれた子

10月29日㈫  ⑪12:50～13:40　③健康増進センター
②平成24年10月24日～11月15日に生まれた子

1歳6か月健診 10月15日㈫  ⑪12:50～13:40　③健康増進センター
②平成24年1月1日～1月23日に生まれた子

3歳健診 10月16日㈬  ⑪12:50～13:40　③健康増進センター
②平成22年4月生まれの子

■①　乳児・母乳相談 10月17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）

10月12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

10月10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水谷公民館
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。

おでかけぴっぴのひろば
子どもの遊び場に、気軽にお越
しください（無料、申込不要）。
とき・場所／
いずれも午前１０時～１１時４５分

鶴馬１丁目集
会所（第１保
育所２階）

水谷東公民館
（ふれあいサロン）

１０月 ８日（火） ２３日（水）
１１月１２日（火）

※１１月２７日（水）
からは水谷東３
丁目集会所で行
います。詳しくは、
ふじみ kids 通信
をご覧ください。

１２月１０日（火）
平成
２６年
１月

１４日（火）

２月１８日（火）
３月１１日（火）

対象／未就学児と保護者
内容／身長・体重測定、自由遊び、
手遊び、紙芝居など
問合せ／子育て支援センター
「ぴっぴ」 �０４９―２５１―３００５

子育て支援センター１０周年記念
「ぴっぴ」であそぼう！
たくさんの遊び
を用意しています
（無料、申込不要）。
とき／１１月１１日（月）
午前１０時～１１時３０分
（受付：９時５０分）
場所／鶴瀬西交流センター
対象／未就学児と保護者
内容／
【第１部】午前１０時～１０時５０分
大きくなったかなコーナー
バルーンアートコーナー
パネルコーナーなど

【第２部】午前１１時～１１時３０分
ボードビル人形劇
問合せ／子育て支援センター
「ぴっぴ」 �０４９―２５１―３００５

１１月１日（金）～１２月１日（日）
富士見市子ども読書月間
子どもが本に親しむきっかけと
なる催しを行います。
内容／
ぼく・わたしのおすすめ本
子どもたちが推薦する本を紹介
します。
写真展示
図書館や図書館の子ども行事の
ようすなどを展示します。
子ども読書月間特別企画
１１月２３日（祝）
午前１１時：図書館ツアー
午後２時：特別おはなし会
そのほか
読み聞かせボランティア養成講座
場所・問合せ／
中央図書館 �０４９―２５２―５８２５
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甲種新規および
乙種防火管理講習会
とき／
甲種新規：１０月２４日（木）・２５日（金）
乙種：１０月２４日（木）
いずれも午前９時～午後４時３０分
場所／消防本部大講堂
対象／富士見市、ふじみ野市、三芳
町に在住または在勤で管理監督的
な立場にある方（各事業所２人以内）
定員／甲種新規、乙種合計９０人
（申込順）
テキスト代／３，５００円
（申込時に納付）
申込み／１０月１０日（木）
午前８時３０分～午後４
時に消防本部予防課または東消防
署に直接
※郵送での申込みはできません。
問合せ／入間東部地区消防組合消
防本部予防課 �０４９―２６１―６００７

はじめての要約筆記講習会
（全７回）

耳の聴こえない方などに、話の
内容を要約し、文章を書き記し、
相手に伝える方法を学びます。
とき／１１月５日～１２月１７日の毎週
火曜午前１０時～正午
場所／鶴瀬駅西口サンライトホール
対象／高校生以上の富士見市およ
び三芳町在住、在勤の方
定員／１５人（申込順）
参加費／５００円（資料・保険代）
申込方法／１０月１日（火）～２５日（金）
（必着）に社会福祉協議会または障
がい福祉課にある申込書に必要事
項を記入し、社会福祉協議会へ直
接、郵送（〒３５４―００２１ 埼玉県富士見

市大字鶴馬１９３２―７）または FAXで
問合せ／富士見市社会福祉協議会
�０４９―２５４―０７４７
�０４９―２５２―０１１１

ファミサポ・ステップアップ講座
絵本セラピー しょほうせん

～絵本は大人の処方箋～（全２回）

大人のための絵本を使ったワー
クショップです。絵本を通して、
子どもや人との新たな関わり方を
見つけてみませんか（無料）。
とき／１０月２４日（木）、１１月７日（木）
いずれも午前１０時～正午
※１回のみの参加も可
場所／鶴瀬西交流センター

うらら

講師／岡本麗氏（絵本セラピスト協
会認定・絵本セラピスト）
申込み／１０月１日（火）～１０月１７日
（木）午前９時～午後５時に直接ま
たは電話で
（土・日曜、祝日を除く）

※保育あり（満１歳以上、申込順）
問合せ／ファミリー・サポート・
センター（保育課内）
�０４９―２５１―３３３７

中央図書館からのお知らせ
１６ミリ映写機技術講習会
とき／１０月２７日（日）
午前１０時～午後４時
場所／中央図書館
対象／市内在住、在勤、在学の方
内容／映写機の原理と特性、映写
機の操作など
定員／１０人（申込順）
持ち物／昼食
申込み／１０月１日（火）～１２日（土）
直接または電話で

本を読む市民のつどい（講演会）
作家佐川光晴氏に自身の作品を
通じ若者たちへ、立ち直る強さ、
生き抜くこ
との大切さ
を語ってい
ただきます。
とき／１０月２６日（土）
午後２時～４時
場所／中央図書館
定員／８０人（先着順、申込不要）
問合せ／中央図書館
�０４９―２５２―５８２５

子 育 て
Child-rearing

保育所の「あそぼう会」
就学前のお子さんをお持ちの皆
さん、気軽に遊びに来てください。
１０月から２月までの日程／
いずれも木曜午前１０時～１１時３０分

１０月 １０日・２４日

１１月 ７日・２１日

１２月 １２日

１月 ９日・２３日

２月 ６日・２０日

問合せ／
第一保育所 �０４９―２５１―６５５３
第二保育所 �０４８―４７２―９１７４
第三保育所 �０４９―２５２―４８１１
第四保育所 �０４９―２５１―９７８５
第五保育所 �０４９―２５１―９７８４
第六保育所 �０４９―２５１―４７４１

下記の保育園は、日程が異なるこ
とがあります。 （市外局番０４９）
ふじみ野保育園 �２５６―８８６２
こばと保育園 �２５１―８９６６
けやき保育園 �２５４―００２２
子どものそのBaby �２６１―７０７７
西みずほ台保育園 �２６８―５５５８
勝瀬こばと保育園 �２６３―８８００
けやきわかば保育園 �２５３―８８１１
富士見すくすく保育園 �２５２―３４１４
富士見れんげ保育園 �２７５―０１３８

おでかけあそびの広場
おもちゃを持ってでかけます。
手遊びや絵本、紙芝居を一緒に楽
しみましょう（無料、申込不要）。
とき・場所／
毎月第２月曜・コープ羽沢店２階
毎月第４月曜（予定）・上沢１丁目
集会所
※１０月２８日（月）から上沢１丁目集会
所でも行います。それ以降の詳しい日
程は、のびのび通信をご覧ください。
時間／午前１０時～１１時３０分
対象／未就学児と保護者
問合せ／勝瀬こばと保育園子育て
支援センター「のびのび」
�０４９―２６３―８８００

富士見市役所 �０４９―２５１―２７１１ �０４９―２５４―２０００�������	�
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鶴瀬西交流センター
フェスティバル
とき／１０月５日（土）・６日（日）
場所／鶴瀬西交流センター
内容／※駐車場はありません。

５日（土）午前１０時～午後４時３０分

開会式（午前１０時）
富士見高校吹奏楽部による演奏
キッズバンドなどによる演奏
（午後１時～３時）
あそびのひろば（午後１時～３時）
プラバン・親子遊び、囲碁
作品展示
絵画、俳句、手芸品、写真、書、
七宝焼、陶芸など
模擬店
飲食物、草花、手芸品など

６日（日）午前１０時～午後４時

作品展示
舞台発表
歌、よさこい踊り、現代尺八演奏、
オカリナ演奏、空手演舞、太極拳、
フラダンス、ラウンドダンス、コ
ーラス、舞踊、子ども舞踊など
模擬店
飲食物、地場産品（野菜、お米な
ど）、草花など
閉会式（午後４時）

主催／第８回鶴瀬西交流センター
フェスティバル実行委員会・鶴瀬
西交流センター
問合せ／鶴瀬西交流センター
�０４９―２５１―２７９１

いきいきフェスティバル
～障がい者にとっても住みやすい
街をめざして～

とき／１０月１２日（土）
午前１０時～午後２時
※雨天時は１３日（日）
場所／ふじみ野市福岡中央公園
内容／地域障害者施設・関係団体
の出店コーナー、実行委員施設自
主製品販売、フリーマーケット、
施設紹介コーナー
問合せ／かみふくおか作業所
�０４９―２６６―８７６３

むさしの作業所秋まつり
とき・場所／１１月９日（土）・東久
保中央公園（イオン大井店横）、
１６日（土）・文化の杜公園
いずれも午前１０時～午後２時３０分
内容／花の販売、縁日コーナーなど
フリーマーケット参加者募集！
募集区画：５０区画（申込順）
出 店 料：１，０００円
募集期間：１０月１５日（火）～１１月６
日（水）電話またはホームページで
問合せ／入間東部むさしの作業所
�０４９―２５２―５２７０

学 ぶ
Learning

普通救命講習
とき／１０月２７日（日）
午前９時～正午
場所／消防本部大講堂
対象／市内在住、在勤、在学の方
定員／３０人
申込み／１０月１５日（火）～１８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

難波田城資料館からのお知らせ
拓本体験教室
古代中国から伝わった複写技法
の拓本を体験します。
とき／１０月２０日（日）
午前１０時～午後３時
場所／資料館講座室
定員／８人（申込順）
参加費／５００円（材料代）
持ち物／昼食
申込み／直接または電話で
指導／資料館友の会拓本部会

ふるさと体験 わらぞうり作り
とき／１１月２日（土）
午前９時３０分～午後３時
場所／旧金子家住宅
対象／中学生以上
定員／１５人（申込順）
指導／いなほの会
参加費／３００円（材料代）

はな お

持ち物／ハサミ、鼻緒用の古い木
綿布２本（仕上り寸法が幅２．３㎝×長
さ６０㎝の筒状に縫ったもの）、軍手、
昼食
申込み／１０月１日（火）午前９時か
ら直接または電話で
問合せ／難波田城資料館
�０４９―２５３―４６６４
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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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イベント
Event

富士見市福祉スポーツ大会
年齢や障がいの有無を問わず、
ゲームを通じて交流をしましょう。
とき／１０月１２日（土）
午前９時３０分（開会式）～午後３時
時間 種目
１０：３０ ジャンケンゲーム※
１０：５０ 輪くぐりゲーム
１１：１０ せんべい取り競争※
１１：３０ 大玉送り
１１：５０ 昼食休憩

１２：２０
≪アトラクション≫
キッズダンス、フォーク
ダンス、輪おどり

１３：３５ ふじみ絵合わせゲーム※
１３：５５ 玉入れ

※印の競技は一般の方も参加できます。
場所／市民総合体育館
持ち物／室内運動靴
主催／富士見市福祉スポーツ大会
実行委員会
問合せ／福祉課地域福祉係
�○内３３３

人権を考える集い
とき／１１月１日（金）
午後２時～４時３０分（１時３０分開場）
場所／ふじみ野市市民交流プラザ
（フクトピア内）多目的ホール
内容／平成２４年度全国中学生人権
作文コンテスト埼玉県大会優秀賞

くまがいただおき

作品の紹介、熊谷洋興氏による講
演「東日本大震災の被災地と人権」
問合せ／人権・市民相談課
�○内２７３

ゆめあか

第２回夢灯り大市
夕方から店舗前や路上に置いた

とうろう

灯籠に灯りをともします。幻想的
な雰囲気をお楽しみください。
とき／１０月１２日（土）
午後３時～８時 ※雨天時は１３日（日）
場所／鶴瀬駅前通り商店会隣接店舗
内容／各店舗で当日限りのサービ

はやし

ス品販売、太鼓、お囃子など
問合せ／鶴瀬駅前通り商店会
魚関（金子） �０４９―２５１―０５０５

地区体育祭に参加しよう！
とき・場所／※雨天時は各小学校体育館

１０月６日（日）
９：００ 水谷東小

１０月１３日（日）
８：３０ 南畑小

９：００
鶴瀬小、水谷小、勝瀬小、
諏訪小、みずほ台小、
つるせ台小

９：３０ 針ケ谷小、関沢小

問合せ／生涯学習課 �○内６３４

ハートフルライヴVol．３
コーラスとマ
リンバ・フルー
トなどのコラボ
レーションライ
ブをお楽しみください（無料）。
とき／１０月２７日（日）
午後１時３０分開演（１時開場）
場所／鶴瀬コミュニティセンター

か のん

出演／コーラス歌音、音楽ボラン
ティアしゃぼん玉
※整理券は各公民館・交流センター
で配布中
主催／ハートフルライヴ実行委員会
支援・問合せ／鶴瀬公民館
�０４９―２５１―１１４０

入間郡市人権フェスティバル
誰もが自分らしくいきいきと暮
らせる社会の実現と、人権問題へ
の理解と関心を深めることを目指
して開催します（無料）。
とき／１１月１３日（水）
正午～午後４時
場所／所沢市民文化
センターミューズ
マーキーホール
内容／
■ダニエル・カール氏（タレント）
による講演
■チンドン発～鬼才揃いのアコー
スティック出前ユニット「ジンタ
らムータ」によるミニコンサート
■人権作文の朗読

じゅうまりゅうまつりばやし や っ これん

■重松流祭囃子・役鼓連による演奏
※人権パネルなどの展示、物産販売
などもあります。
定員／６４１人
申込み／当日先着順に受付
※手話通訳、保育あり（要予約）
問合せ／人権・市民相談課
�○内２７３

さまざまな文化を理解し、交流
を楽しめるイベントです。午後１
時から先着順で世界のお菓子をプ
レゼント！（入場無料）
とき／１１月１０日（日）
正午～午後４時
場所／ふじみ野交流センター
内容／
◆ふわっぴーシールの配布
ふわっぴーと記念撮影もできる
よ！
◆体験と交流のコーナー
〈正午～午後２時〉

てんこく

太極拳、生け花・和太鼓・篆刻の
体験、民族衣装や着物の試着と記
念写真のプレゼント、タイ古式マ
ッサージ、外国の遊びのコーナー
など

◆在日外国人の主張
〈午後２時１０分～３時〉
在日外国人による日本語のスピーチ
◆アトラクションとティータイム
〈午後３時～４時〉
東京外国語大学の団体
によるセルビアとフィ
リピンの踊りと世界の
お菓子とお茶を楽しめます。
※保育あり（午後２時～４時）
主催／市・市教育委員会・富士見
市国際友好協会

国際交流フォーラム 広げよう！！み～んな仲良し！

問合せ／人権・市民相談課 �○内２７３ 生涯学習課 �○内６３１

富士見市役所 �０４９―２５１―２７１１ �０４９―２５４―２０００�������	�
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シルバーフェスティバル２０１３
～地域・なかま・未来～

楽しい企画が盛りだくさん！お
楽しみ抽選会もあります。
とき／１０月５日（土）
午前１０時～午後４時
場所／鶴瀬コミュニティセンター
内容／舞台応援団「かじ兵衛太鼓」
地域応援団「鶴瀬小学校合唱部」
舞台、展示、模擬店、軽食喫茶、
バザーなど
主催・問合せ／シルバー人材セン
ター �０４９―２５３―６６８６

エアロビクス教室（全６回）
スタンダードな有酸素運動でリ
ズムに合わせて踊ります。初心者
～中級者向け。
とき／１１月１１日・２５日、１２月２日・
９日、平成２６年１月６日・２７日
いずれも月曜午後７時３０分～９時
場所／市民総合体育館
対象／一般
（中学生以下は保護者同伴）
定員／３０人（申込順）
参加費／３，０００円
申込み／１０月１日（火）から午前８
時３０分～午後９時に直接または電
話で（１０月２１日（月）・２２日（火）休館日
を除く）
問合せ／市民総合体育館
�０４９―２５１―５５５５

なんばた青空市場
とき／１１月３日（祝）
午前１０時～午後２時
※小雨時は縮小開催
場所／南畑幼稚園周辺の田んぼ
【イベント】かかしコンテスト、
農耕機試乗体験、さんだら飛ばし、
焼きいもコーナー、東中学校吹奏
楽部など
【模擬店】新米おにぎり、生産物
フリーマーケット、各種模擬店など
【展示】昔の農機具、やらい、米
俵など
※駐車スペースに限りがありますの

で、車での来場はご遠慮ください。
主催／なんばた青空市場実行委員
会・南畑公民館
問合せ／南畑公民館
�０４９―２５１―５６６３

昭和３７（１９６２）年から始まり、今回が５０回目となる富
士見市民文化祭をお楽しみください。

記念イベント
第５０回記念式典
とき／１１月２日（土）午後２時～４時
場所／キラリふじみ
内容／ベートーヴェン作曲「交響曲第九番」の合唱、
各団体の発表、５０回のあゆみ紹介など
市内各地域の文化祭パネル展示
とき／１１月２日（土）～１７日（日）午前９時～午後９時
（最終日は午後３時まで）
場所／キラリふじみ

■展示発表
とき／
１１月２日（土）～４日（振）
午前１０時～午後５時
（最終日は午後３時まで）
場所／キラリふじみ
内容／華道、書道、茶道、
絵画、菊花、山野草、手工
芸、革製品、俳句、短歌、
パンフラワー、水墨画、押
し花、将棋コーナー、フラ

し しゅう

ンス刺繍、そろばん交流、
パソコン愛好会、陶芸ほか

■芸能発表
とき／１１月３日（祝）午前１０時～
場所／キラリふじみ

ぎんけん し ぶ は うた

内容／日舞、新舞、吟剣詩舞、沖縄舞踊、三味線、端唄、
カラオケ、民踊、フラダンスほか
■囲碁大会 ※当日受付可
とき／１１月３日（祝）午前９時～午後５時
場所／鶴瀬公民館 参加費／１，０００円（昼食付）
※１～３位まで賞品あり。
■市民美術展
とき／１１月１０日（日）～１７日（日）午前１０時～午後６時
（初日は正午から、最終日は午後５時まで）
場所／キラリふじみ

ちょう そ

内容／絵画、彫塑、工芸、書、写真
■民謡大会 ※お楽しみ抽選会あり
とき／１１月１０日（日）午前９時３０分～ 場所／キラリふじみ
※当日飛び入り参加先着１０人（受付：午前９時～１０時）
■将棋大会 ※当日受付可
とき／１１月１０日（日）午前９時～午後５時ごろ
場所／鶴瀬西交流センター
参加費／市民および会員１，０００円（昼食付）、市外１，３００円
（昼食付）、小学生５００円（昼食なし）
■市民音楽祭
とき／１１月１７日（日）午後１時～４時３０分
場所／キラリふじみ
内容／コーラス、器楽演奏、吹奏楽

ひろげよう文化の輪
第５０回富士見市民文化祭
とき／１１月２日（土）～１７日（日）

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
問合せ／生涯学習課 �○内６３２
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コミュニティセンター
みずほ台
コミュニティセンター
みずほ台
コミュニティセンター

東口

西口

イベント
Event

土曜おもしろミューズランド
とき・つくるもの／
１０月５日（土）・まが玉づくり
場所／公園内学習広場
定員／各５０人（申込不要、先着順）
参加費／１５０円（材料代）
１０月１９日（土）・縄文クッキーづくり
場所／資料館体験学習室
定員／各親子１０組（申込順）
参加費／１００円（材料代）
申込み／直接または電話で

共通事項
時間／午前１０時、午後２時の２回
対象／小学生以上（未就学児は保
護者同伴で可）
問合せ／水子貝塚資料館
�０４９―２５１―９６８６

難波田城資料館のイベント
秋季企画展「郷土かるたの富士見」
昭和４７年に作られた「富士見文
化財かるた」や市内の文化財など
を紹介します。
とき／１０月１９日（土）～平成２６年１
月１３日（祝）
場所／資料館特別展示室

古民家コンサート
古民家に響く、トイピアノの懐
かしくかわいらしい音の世界をお
楽しみください（無料）。
とき／１０月２７日（日）
午後１時３０分～２時１５分
場所／旧大澤家住宅
定員／１００人程度（当日先着順）
演目／トイピアノのためのわらべ
唄組曲など

はたとも え

演奏者／畑奉枝（sound office 音旅舎）
主催／難波田城公園活用推進協議
会、難波田城資料館

さつまいも掘り（試食あり）
とき／１０月２７日（日）
午前１０時～正午（小雨決行。悪天候
の場合翌週に延期）
集合場所／旧金子家住宅前
定員／３０組（申込順）
（１人で参加の方はほかの方と組んで

いただく場合があります）
参加費／１組１，０００円
持ち物／持ち帰り用の袋、シャベル
主催／難波田城公園活用推進協議
会、難波田城資料館
申込み／１０月２日（水）午前９時か
ら直接または電話で
問合せ／難波田城資料館
�０４９―２５３―４６６４

水子貝塚公園・難波田城公園
開園時間変更のお知らせ
１０月１日（火）～平成２６年３月
３１日（月）、開園時間は午前９時
～午後５時となります。

体験・チャレンジ・相談コーナー
■応急手当指導
■無料歯科健診
■フッ素洗口
■痛みに関する相談
■医師による健康相談
■歯科材料でつくる指の模型
■健康チェック（肺活量測定など）
■ふじみパワーアップ体操・骨盤底筋体操・太極拳の体験
■体を使って遊ぼう（幼児）
■脳ヂカラチャレンジ

しんきゅう

■ツボと鍼灸体験
■特定健診ＰＲなど
■薬膳しるこ（試食）
■地元野菜を使った簡単料理（試食）
■大切な人に届けよう！フォトメッセージ
※お楽しみ抽選会、模擬店コーナーもあります�

ハイハイよちよち競走参加者募集�
この時期しか見られない、お子さんの
成長を一緒に応援しましょう！
対象／ハイハイよちよち歩きの乳幼児
内容／①よちよち競走 ②ハイハイ競走
申込み／１０月１日（火）から電話で

第２４回健康まつり～あなたが主役の健康づくり～
とき／１０月２７日（日）午前１０時～午後２時 ※雨天決行
場所・問合せ／健康増進センター �０４９―２５２―３７７１

１１：００
１１：１０
１１：１５
１１：２０
１１：３０

１１：００
１１：１０
１１：１５
１１：２０
１１：２５
１１：３５

９：３０
９：４０
９：４５
９：５０
１０：００

９：３０
９：４０
９：４５
９：５０
９：５５
１０：０５

健康増進センター発
水谷東公民館
針ケ谷コミュニティセンター
みずほ台駅東口（埼玉りそな銀行前）
健康増進センター着

健康増進センター発
ふじみ野駅西口（埼玉縣信用金庫前）
雷隣堂脇
鶴瀬駅東口（隈川写真館前）
安楽亭富士見鶴瀬店前
健康増進センター着

１

号

車

２

号

車

※帰りのバスは１号車、２号車とも午後２時５分に出発します。
駐車場がありませんので自転車・バスなどをご利用ください。

健康まつり無料送迎バス時刻表

バ
ス
停
案
内
図

富士見市役所 �０４９―２５１―２７１１ �０４９―２５４―２０００�������	�
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富士見市社協マスコット
キャラクター「うさみん」

みんな来てね。

ゆずります

食器棚（200×40×70㎝）／植木鉢･プランター（プラス
チック製）／スリッパラック（姿見付）／シルバーカー／
ポーセリンアートの道具一式／トールペイントの道具一
式／ズボンプレッサー／照明器具／電動ベッド／大人
用紙おむつ・紙パンツ（M～L）／カーキャリア／ハイ＆
ローチェアー

ゆずってください

樹木粉砕機／マージャン台／リコーダー／幼児用イス付自転車／子ども用
自転車（男児用18～20㌅・女児用18～22㌅）／富士見みずほ幼稚園制服
（男児用110～120㎝）／ふじみ野小長袖体操着（140～150㎝）／子ども
服（男児用90～100㎝）／ベビーカー／ベビーベッド／ベビーチェア／チャイ
ルドシート／ベビーガード（フェンス）／ベビー用おもちゃ／犬用ベビーカー

問合せ／環境課　2 246
・••９月１０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

10月27日㈰13:00～16:00／ふじみ野交流セ
ンター／当日受付。愛好者歓迎／参加費
500円／主催社交ダンスサークル　すみれ
（常時会員募集中）／
我
わ　びこ

彦　2049-252-5272

もしドラの岩崎夏海が語る｢これからの社会
と人生｣…10月26日㈯13:30～15:00
社会力育てが教育と社会を救う…10月27日

㈰13:30～15:00／講師 門脇厚司(筑波大
学名誉教授) ／いずれも淑徳大学埼玉キャ
ンパス1号館201教室／150人／無料／
淑徳大学エクステンションセンター
203-5979-7061

健康呼吸法 無料体験…10月10･17･24･31
日いずれも木曜13:00～13:50／市民総合体
育館／小学生以上／各8人
会員募集…月4回木曜10:30～12:00、14:00
～15:30／市民総合体育館／小学生以上
／中国宮廷に伝わる養生法、健康呼吸法
／入会金1,000円／月会費3,000円／
塚本　2090-8312-3577

10月15日㈫～20日㈰9:30～17:00／中央図
書館／主催花ごよみ／入場無料／
朝倉　2049-254-9355

ソフトテニス教室…11月3日㈷･10日㈰･17日
㈰･24日㈰9:30～12:00／本郷中学校テニ
スコート／1回100円（保険代）／日程の途中
からの参加も可／
市体育協会　2049-254-9510
会員募集… 毎週土･日曜、祝日／入会金
3,000円／年会費6,000円／
千葉　2049-251-6062

イベント

掲載方法の問合せ／秘書広報課　2 240

イベント
Event

ガイド付自転車ツアー
さわやかな秋の一日に、自転車
ツアーに参加しませんか。
とき／１１月９日（土）（小雨決行。荒
天時は１１月１６日（土）に延期）
対象／小学生以上（小中学生は保護
者同伴。１３歳未満はヘルメット着用）
コース／約２０㎞
※自転車で発着地集合
【朝霞駅発着】
Ａ：朝霞市・和光市方面
午前１０時～午後３時 ※昼食持参
Ｂ：朝霞市・志木市・新座市方面
午前９時～正午
【鶴瀬駅発着】
Ｃ：富士見市・ふじみ野市・三芳
町方面 午前９時～正午
Ｄ：富士見市・ふじみ野市方面
午前１０時～午後３時 ※昼食持参

参加費／無料（拝観料などは別途）
申込み／１０月２５日（金）までに FAX
・電話で（申込者多数の場合は抽選）
問合せ／埼玉県南西部地域振興セ
ンター �０４８―４５１―１１１０
�０４８―４５１―１１１３
http://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/

b13/

ぱれっとまつり
～知ろう・学ぼう・楽しもう
ふくしって身近にあったんだ～
地域福祉推進を目的としたお祭
りです。楽しい催し物、模擬店、
ボランティア活動を体験しよう。
とき／１０月１９日（土）
午前１０時～午後３時
場所／市民福祉活動
センターぱれっと
問合せ／富士見市
社会福祉協議会
�０４９―２５４―０７４７

多摩動物公園へ行こう！
自然豊かな中でお兄さん、お姉
さんやみんなと楽しもう！
とき／１１月１０日（日）
午前９時～午後４時３０分
※みずほ台駅改札前集合・解散

（保護者の方が送迎をお願いします）
場所／多摩動物公園（東京都日野市）
対象／小学１年生～中学３年生
定員／２０人（申込順）
参加費／小学生８００円、中学生
１，６８０円（交通費・入園代など）
持ち物／弁当、飲み物、タオル、
雨具
※起伏がありますので、動きやすい

服装と靴でお越しください。
主催／富士見市青少年相談員協議会
申込み／１０月７日（月）～１５日（火）
午前９時から直接または電話で
（土・日曜、祝日を除く）
問合せ／子育て支援課 �○内２０４

i

20広報 ふじみ 平成２５年１０月号

�������	
nformation station


