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若者向け就職支援セミナー
労働市場理解と求人情報のつかみ方
応募方法のポイントや求人情報
の探し方、就職活動の進め方など
を学びます。
とき／１２月２日（月）
午後２時～４時（受付：１時３０分～）
場所／鶴瀬駅西口サンライトホール
※公共交通機関をご利用ください。
対象／４０歳未満および就業経験の
少ない４４歳までの方
定員／３０人（無料、申込順）
講師／キャリアカウンセラー
持ち物／筆記用具
共催／県
申込み／１１月１日（金）から電話で
問合せ／産業振興課 �○内３８３

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

１１月号のテーマ
し かくがいかつどう

資格外活動ビザとは
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

日本赤十字社員増強運動の
ご協力ありがとうございました
皆さんのご支援とご協力をいた
だき、総額６，１５０，７８２円の社資が
寄せられました。
皆さんから寄せられた社資によ
り、国際救援活動、災害救護活動、
血液事業、医療事業など幅広い事
業が支えられています。
今後とも温かいご支援
をお願いします。
問合せ／福祉課 �○内３３３

荒川緑肥の無償配布
荒川などの堤防の刈草から作っ
た堆肥の無料配布を行います（１
人１５０㎏まで）。なお、販売などを
目的とする方には配布できません。
配布期間／平成２６年１月２７日（月）
～２月８日（土）（２月１日（土）・２
日（日）を除く）
申込み／１２月１３日（金）（当日消印有
効）までに往復はがきで
※応募多数の場合は抽選。記入方法
など詳しくは荒川上流河川事務所の
ホームページをご覧ください。
http://www.ktr.mlit.go.jp/arajo/
問合せ／荒川上流河川事務所
管理課 荒川緑肥事務局
�０４９―２４６―１０３１

高次脳機能障害地域相談会
高次脳機能障害の方やその家族
の方は、さまざまな悩みや不安な
どをなかなか理解してもらえない
現状を抱えています。そのような
経験をしてきた方同士で話をして
みませんか（申込不要）。
とき／１１月９日（土）
午後１時３０分～３時３０分
場所／朝霞市産業文化センター
（朝霞市浜崎６６９―１）
対象／事故や病気などで脳に損傷
を受けた後、記憶・注意・感情の
コントロールなどの障がいでお困
りの方とその家族・支援者

コバトン

問合せ／「地域で
共に生きるナノ」
�０９０―４７５９―７１５６

緑の募金（家庭募金）の
ご協力ありがとうございました
皆さんのご支援とご協力をいた
だき、総額３，５１４，４５２円の募金が
寄せられました。
この募金は、県内の学校や公園
などの身近な緑化事業に充てられ
るほか、市の緑地保全基金に積み
立て、緑地保全に活用しています。
今後も緑化推進へのご理解とご
協力をお願いします。
問合せ／まちづくり
推進課 �○内４４３

ブランクのある
ナースの復職を埼玉県が応援！
もう一度働いてみたい看護師さ
んの職場復帰を応援しています。
ブランクのある方も安心して復職
できるよう働きやすい病院を紹介
し、３か月の充実した勤務研修に
より、自信を持って職場復帰がで
きるようサポートしています。
勤務研修を実施してくれる医療
・介護施設も募集しています。
応募先／県看護協会ナースセンター
�０４８―８２４―７２６６
問合せ／県医療整備課
�０４８―８３０―３５４３

全国一斉「女性の人権ホッ
トライン」強化週間
夫やパートナーからの暴力、ス
トーカー行為など、女性をめぐる
さまざまな人権問題について専用
相談電話による相談を行います。
秘密は守られますので安心してご
相談ください。
とき／１１月１８日（月）～２４日（日）
午前８時３０分～午後７時 ※２３日

（祝）・２４日（日）は午前１０時～午後５時
専用相談電話／�０５７０―０７０―８１０
相談担当／
法務局職員、人権擁護委員
問合せ／さいたま地方法務局人権
擁護課 �０４８―８５９―３５０７

調停手続き相談会
調停制度の手続き・利用方法に
ついて、裁判所の調停委員が相談
に応じます（無料）。
とき／１１月１５日（金）
午前１０時３０分～午後３時３０分
（受付は３時まで）
場所／川越市生活情報センター・
コミュニティルームA
（川越駅東口アトレ６階）
内容／民事（貸金・借金、交通事故、
土地建物、近隣など）、家事（夫婦・
親子関係、離婚、養育費、相続など）
問合せ／埼玉調停協会連合会事務
局（さいたま地方裁判所内）
�０４８―８６２―６７０８
（月・水・金曜午前１０時～午後４時）

富士見市役所 �０４９―２５１―２７１１ �０４９―２５４―２０００�������	
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諏訪児童館からのお知らせ
問合せ／諏訪児童館

�０４９―２５５―６６７１
第８回子育てまちゅり
子育てサーク
ルのママたちに
よる手作りのお
祭りです（無料、
申込不要）。
とき／１１月２０日（水）
午前１０時～１１時４０分
場所／市民総合体育館
対象／乳幼児とその保護者
内容／フリーマーケット、工作、
電車ごっこ、さかなつり、チラシ
プール、読み聞かせコーナーなど

子育てボランティア養成講座
とき／１１月２６日（火）
午前１０時３０分～正午
※１月に第２回を予定しています。
場所／諏訪児童館
対象／乳幼児親子、子育て支援に
関心のある方
実技／子どもを犯罪から守る…０
歳からの安全教育
講師／宮田美恵子氏（NPO法人日
本こどもの安全教育総合研究所主宰）
申込み／１１月５日（火）午前１０時か
ら電話で

募 集
Invitation

入間東部福祉会
正規職員・臨時職員

【正規職員】
募集人数／若干名
職種／生活支援員
勤務内容／障がい者の支援業務
資格／専門学校・短大・大学を卒
業または平成２６年３月卒業見込み
の方（３５歳以下）
勤務場所／当団体が運営する施設
勤務時間／変則勤務（シフト制）ま
たは午前８時３０分～午後５時
採用日／平成２６年４月１日（火）
賃金／給与規定による。
※各種保険制度あり

要領の配布／１１月１日（金）～２９日
（金）（土・日曜、祝日を除く）
富士見市・ふじみ野市・三芳町の
障がい福祉担当窓口および入間東
部福祉会で配布
申込期間／
１１月１１日（月）～１２月９日（月）
試験日／１次試験：１月１４日（火）
２次試験：１月２２日（水）～２４日（金）
【臨時職員】
募集人数／各１人
職種／①生活支援員 ②調理員
勤務内容／①障がい者の支援業務
②給食業務
資格／高等学校卒業以上の方
勤務場所／入間東部みよしの里
勤務時間／変則勤務（シフト制）
勤務期間／随時～平成２６年３月３１
日（更新可）
賃金／①月額１７１，６００円

②月額１５９，７２０円
※各種手当・保険あり

申込み／随時受付
※履歴書を持参し面接
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

富士見市人事（１０月１日付）
【部長級】
自治振興部長（自治振興部長事務
代理） 山田滝雄
子ども未来部長（子ども未来部長
事務代理） 根本忠昭
問合せ／職員課 �○内２１６

夕焼け放送の
時刻と曲目が変わります
１１月１日（金）～平成２６年２月２８
日（金）の放送時刻は午後４時３０分、
曲目は「たき火」です。
問合せ／安心安全課 �○内４４６

県が決定する都市計画の
変更に関する案の縦覧
「富士見都市計画都市計画区域
の整備、開発及び保全の方針」に
関する変更案の縦覧を行います。
縦覧期間／
１１月２２日（金）～１２月６日（金）午前
８時３０分～午後５時１５分（土・日曜、
祝日を除く）
縦覧場所／県都市計画課、川越県
土整備事務所、富士見市まちづく
り推進課、ふじみ野市都市計画課、
三芳町都市計画課
※県都市計画課ホームページからも

ご覧になれます。

http://www.pref.saitama.lg.jp/site/

toshikeikakunosintyoku/
意見書の提出／富士見市、ふじみ
野市、三芳町の住民および利害関
係人は意見書を提出することがで
きます。
※意見書は縦覧場所にあります。
提出方法／１２月６日（金）午後５時
１５分（必着）までに下記のいずれか
に直接または郵送
※県電子申請届出サービス（県都市計画

課ホームページ）からも提出できます。
県都市計画課（〒３３０―９３０１住所不要）
富士見市まちづくり推進課
（〒３５４―８５１１住所不要）
県川越県土整備事務所
問合せ／県都市計画課
�０４８―８３０―５３４１
富士見市まちづくり推進課
�○内４４７

１１月は
労働保険適用促進強化期間
労働者を１人でも雇用している
事業主は、労働保険に加入する義
務があります。まだ加入手続きを
していない事業主の方は、従業員
の方が安心して働けるよう加入の
手続きをお願いします。
問合せ／埼玉労働局労働保険徴収
課 �０４８―６００―６２０３
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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　もぐもぐパクパク
食事相談

11月18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
11月 5日㈫

 ⑪12:50～13:40　③健康増進センター
②平成25年6月1日～6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

11月18日㈪
 ⑪12:50～13:40　③健康増進センター
②平成25年6月16日～6月30日に生まれた子

12か月健診 11月13日㈬
 ⑪12:50～13:40　③健康増進センター
②平成24年11月16日～12月8日に生まれた子

1歳6か月健診
11月12日㈫

 ⑪12:50～13:40　③健康増進センター
②平成24年1月24日～2月15日に生まれた子

11月26日㈫
 ⑪12:50～13:40　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

3歳健診 11月19日㈫
 ⑪12:50～13:40　③健康増進センター
②平成22年5月生まれの子

■①　乳児・母乳相談

11月 6日㈬
10:00～11:30 ③ふじみ野交流センター ⑪ 9:40～10:00　② 1歳までのお子さん（第一子）とお母さん

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。11月28日㈭

10:00～11:30 ③みずほ台コミュニティセンター

わくわく子育て
トーキング

11月 8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市民総合体育館
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。
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子 育 て
Child-rearing

パパと一緒に遊ぼう
くるりんぱ
遊びを通してお父さんの子育て
を応援しています。パパならでは
の体を使った遊びをお子さんと一
緒に楽しみましょう。
ママも大歓迎�気軽にお越しく
ださい（申込不要）。
とき／毎月第３土曜
午前１０時４５分～１１時１５分
場所／関沢児童館
対象／乳幼児とパパ（ママ）
内容／手遊び、体を使った遊びなど
持ち物／着替え、飲み物など
問合せ／関沢児童館
�０４９―２５１―９７８６

クリスマス会
青少年相談員と一緒にプレゼン
ト交換やケーキ作りをしよう。
とき／１２月８日（日）
午前１０時～午後４時
場所／鶴瀬西交流センター
対象／小学１年生～中学３年生
定員／２０人（申込順）
参加費／５００円（材料・昼食代など）
持ち物／エプロン、三角きん、プレ
ゼント（３００円程度）、皿、フォーク
主催／富士見市青少年相談員協議会
申込み／１１月１２日（火）～１９日（火）
午前９時から直接または電話で
（土・日曜を除く）

※必ず保護者の方が送迎をお願いし

ます。

昨年のようす

問合せ／子育て支援課 �○内２０４

親子で音楽を楽しもう
ファミリーコンサート

音楽に触れ、癒しのひとときを
過ごしませんか。
とき／１１月２１日（木）
午前１０時１５分～１１時３０分
（受付：９時５０分）
場所／キラリふじみ
対象／未就園児と保護者、妊娠中
の方
定員／３００人（無料、申込順）
出演／はるのんた�わいわいず
主催／富士見市母子保健推進員連
絡協議会
申込み／１０月２８日（月）から電話で
問合せ／健康増進センター
�０４９―２５２―３７７１

富士見市役所 �０４９―２５１―２７１１ �０４９―２５４―２０００�������	�
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富士見市中学生の主張大会
中学生たちが日ごろ思っている
ことや伝えたいこと、夢や希望な
どを自分の言葉で発表します。ぜ
ひお越しください。
とき／１１月３０日（土）
午後１時～３時３０分
場所／キラリふじみ
内容／
発表…市内各中学校の代表各２
人と富士見高校から２人（特別出
演）が発表を行います。
東中学校吹奏楽部の活動発表
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

読み聞かせボランティア（初
心者）養成講座
とき／１１月２８日（木）
午前１０時～正午
場所／中央図書館
対象／各学校で読み聞かせボラン
ティアを始めた方、やりたいと思
っている方、基本を学びたい方
定員／３０人

じゅん こ

講師／青木淳子氏（「キラキラ読書
クラブ」著者、元さいたま市立小学

校図書館司書）
申込み／直接または電話で
問合せ／中央図書館
�０４９―２５２―５８２５

救命講習会（上級・普通）
上級救命講習会
とき／１１月１６日（土）
午前９時～午後６時
普通救命講習会
とき／１１月２４日（日）
午前９時～正午

共通事項
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／１１月５日（火）～８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

金太郎がクマに負けた�
枠組みにとらわれない生き方を
考えてみよう

セミナーの中で楽しくおとぎ話
の不思議を考えてみませんか。物
語も人の生活も自由に豊かであれ
ば、人生はもっと楽しく幸せにな
るかもしれません。
とき／１１月３０日（土）
午後２時～３時３０分（１時３０分開場）
場所／鶴瀬西交流センター
定員／５０人（無料、申込順）
※保育あり（要予約、未就学児）
講師／奥山和弘氏
主催／市・富士見市男女共同参画
推進会議
申込み／１１月５日（火）から電話ま
たは FAXで
問合せ／人権・市民相談課
�○内２７３ �０４９―２５４―２０００

効果的なチラシの作り方講座
効果的なチラシを作るため、デ
ザインやキャッチコピーなどの工
夫について学びませんか（無料）。
とき／１１月２１日（木）
午後１時３０分～４時
場所／朝霞市産業文化センター
（朝霞市大字浜崎６６９―１）
対象／朝霞市、和光市、新座市、
志木市、ふじみ野市、富士見市、
三芳町のNPO法人および市民活
動団体
定員／４０人（先着順）

だい く はら じゅん

講師／大工原潤氏
（さいたまNPOセンター）
持ち物／鉛筆、サインペン、定規
申込み／１１月１１日（月）までに氏名、
所属団体名、電話番号を記入し、
FAXまたは Eメールで
問合せ／埼玉県南西部地域振興セ
ンター県民生活担当
�０４８―４５１―１１１０
�０４８―４５１―１１１３
j５１１１１０２＠pref.saitama.lg.jp
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枠組みにとらわれずもっと自由に

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
（１１月５日（火）から改修工事のため休室）
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
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伝統料理教室
難波田城公園「お月
見亭」の手打ちうどん
と郷土料理のけんちん
汁を作ってみませんか。
とき／１１月２６日（火）
午前１０時～午後１時
場所／鶴瀬西交流センター
対象／市内在住、在勤の方
定員／１６人（申込順）
指導／難波田城公園活用推進協議
会「田舎うどんの会」
参加費／４００円
持ち物／エプロン、三角きん、タ
オル
主催／富士見市農業研究団体連絡
協議会
申込み・問合せ／
産業振興課（�○内２４３）へ電話で

パートタイム労働法セミナー
パートタイマーのための労
働法講座
「パートで働いているけど、有
給休暇や賞与はないの？」「パー
トで働くときの労働者の権利につ
いて学んでみたい」などの悩みや
疑問について、労働法の観点から
解説します。
※講座では税金関係は取扱いません。
とき／１１月２６日（火）
午後２時～４時
場所／鶴瀬駅西口サンライトホール
※公共交通機関をご利用ください。
対象／富士見市、ふじみ野市、三
芳町に在住、在勤の方
定員／３０人（無料、申込順）
※保育なし
講師／鈴木豊子氏
（特定社会保険労務士）
持ち物／筆記用具
主催／入間東部地区労働行政担当
課事務連絡会
申込み／１１月５日（火）から電話で
問合せ／産業振興課 �○内３８３

こころと体の健康とアルコー
ル講演会
とき／１２月２日（月）
午後１時～３時
場所／にいざほっとぷらざ
（志木駅南口併設）
対象／こころと体の健康に関心の
ある方および支援者、関係職員
テーマ／「その飲み方は大丈夫？」
～楽しく、末永くお酒とつき合う
ために～
講師／金杉和夫氏
（金杉クリニック院長）
申込み／１１月２６日（火）までに直接、
FAXまたは電話で
問合せ／朝霞保健所保健予防推進
担当
�０４８―４６１―０４６８
�０４８―４６０―２６９８

上手な話し方講座
相手に伝わる話し方、上手な話
の聞き方を学んで、仕事や就職活
動に活かしてみませんか（無料）。
とき／１１月３０日（土）
午前１０時～正午
場所／鶴瀬西交流センター
※公共交通機関をご利用ください。
対象／市内在住、在勤の方
定員／２０人（申込順） ※保育なし

よこたにかず さ

講師／横谷和沙氏
（（株）話力総合研究所主任講師）
持ち物／筆記用具
申込み／１１月１日（金）から電話で
問合せ／産業振興課 �○内３８３

ふじみ野じゅく公開講座
歴史小説と江戸時代の専門用語
おおおかせいだん

－大岡政談を中心に－
歴史小説をより深く楽しく読む
ための講座です。
とき／１１月１５日（金）
午前１０時～１１時３０分
場所／ふじみ野交流センター
定員／４０人（無料、申込順）
講師／宮原一郎氏
（川越市立博物館学芸員）
申込み／１１月１日（金）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

保護者のための
「わが子」の自立支援セミナー
講義やグループワークを通して
子どもへの接し方や子どもの自立
についての手立てを学びます。
とき／１２月７日（土）
午後１時３０分～４時３０分
場所／東松山市総合会館
（東松山市松葉町１―２―３）
対象／子どもの将来に不安を抱え
る保護者
定員／２０人（無料、申込順）
申込み／１１月７日（木）から午後１
時～７時に電話で
問合せ／若者自立支援センター埼
玉 �０４８―２５５―８６８０

企画展「郷土かるたの富士見」
解説講座
企画展「郷土
かるたの富士
見」（１０月１９日～
平成２６年１月１３日）
の内容を掘り下げ、いろはかるた
の歴史を解説します。
とき／１１月１６日（土）
午後１時３０分～３時
場所／難波田城資料館講座室
内容／「いろは歌の誕生」から「郷
土かるたブーム」まで
定員／３０人（無料、申込順）

ひろひと

講師／早坂廣人
（難波田城資料館学芸員）
問合せ／難波田城資料館
�０４９―２５３―４６６４

人権尊重教育講演会
とき／１１月８日（金）
午後３時～４時３０分
場所／キラリふじみ
テーマ／子ども虐待の防止～私た
ちにできること～
講師／吉田恒雄氏
（駿河台大学副学長・法学部教授）
参加費／無料
問合せ／生涯学習課 �○内６３３

富士見市役所 �０４９―２５１―２７１１ �０４９―２５４―２０００�������	�
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陸上自衛隊の
第１音楽隊が来るゾ～ッ！
東京都練馬駐屯地に所在する
「陸上自衛隊第１音楽隊」の演奏
会を開催します。クラシックから
軽音楽、洋楽、邦楽と幅広いレパ
ートリーで子ど
もから大人まで
楽しめる曲を演
奏します。
とき／平成２６年１月１９日（日）
午後１時３０分～３時（１時開場）
場所／キラリふじみ
※乳幼児の入場はご遠慮ください。

※入場無料。ただし、入場整理券が

必要です。整理券は、キラリふじみ、

ふじみ野交流センター、鶴瀬西交流

センター、みずほ台コミュニティセ

ンター、水谷東公民館で１１月２５日（月）

から配布します（１人２枚まで）。

※整理券をお持ちの方は、午後１時

１５分までに会場にお入りください。

午後１時１５分以降は整理券をお持ち

でない方も、席に余裕がある場合は

入場できます。
問合せ／地域文化振興課 �○内２５２

～ふれあい ひろがれ～
第３０回 水谷文化祭
とき／１１月１６日（土）・１７日（日）
午前１０時～午後５時
（１７日は午後３時まで）
場所／水谷公民館
内容／
１６日（土）みずたに幼稚園児・水
谷小学校児童による舞台発表、ス
タンプラリーとお楽しみ抽選会、
展示、模擬店（焼きそば・赤飯・山
菜おこわ・うどん・綿菓子・コーヒ

ーなど）、パソコン体験教室（年賀
状づくり）、介護なんでも相談、
ふれあいの夕べなど
１７日（日）展示、舞台発表、模擬店
パソコン体験教室、ベーゴマ大会
※展示では、体験コーナーや作品即

売もあります。
主催／水谷文化祭実行委員会
問合せ／水谷公民館
�０４９―２５１―１１２９

県民の日
水循環センター探検ツアー
下水道施設を見学しながらスタ
ンプを集め、クイズに答えると景
品がもらえます（申込不要）。
とき／１１月１７日（日）
午前１０時～午後３時 ※現地集合
場所／新河岸川水循環センター
（和光市新倉６―１―１）
問合せ／新河岸川水循環センター
�０４８―４６６―２４００

一人語り芝居
いずみきょう か

泉鏡花の幻夢世界をロマンチシ
あふ とりやままさかつ

ズムに溢れる鳥山昌克が語る

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／１１月２３日（祝）
午後３時開演（２時３０分開場）
場所／針ケ谷コミュニティセンター
演目／朱日記
定員／８０人
（無料、先着順、申込不要）
問合せ／針ケ谷コミュニティセン
ター �０４９―２５１―８４７８

中央図書館のイベント
問合せ／中央図書館 �０４９―２５２―５８２５
年忘れ市民図書館寄席～もっと落
語と三味線を身近で楽しもう～
とき／１２月８日（日）午後２時～４時
定員／８０人（無料、先着順）
講師／桂文ぶん（落語家）
本のリサイクルフェア
図書館で使用しなくなった本、
雑誌などを無料で提供します。
とき／１１月３０日（土）・１２月１日（日）
いずれも午前１０時～午後４時
持ち物／持ち帰り用の袋
※いずれも１人１０冊まで。本がなく
なり次第終了します。
※当日、本の寄贈はできません。一
度持ち帰った本を再び寄贈すること
はご遠慮ください。

おおぞら祭
とき／１１月１６日（土）
午前９時５０分～午後２時
内容／舞台発表、展示、作業班製
作品の販売
問合せ／所沢おおぞら特別支援学校
�０４―２９５１―１１０２

誰もが楽しめるスポーツの企画がいっぱいです。ぜひご参加ください。
とき／１１月２３日（祝）午前９時～午後３時３０分 ※雨天時は室内競技のみ

もり

場所／市民総合体育館・文化の杜公園・諏訪小学校校庭
持ち物／室内運動靴（室内競技のみ）
主催／富士見市スポーツフェスティバル実行委員会・富士見市体育協会

第２４回富士見市スポーツフェスティバル
問合せ／富士見市体育協会 �０４９―２５４―９５１０

ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
・
抽
選
会（
メ
イ
ン
ア
リ
ー
ナ
）

表彰式

バトテニス
インディアカダーツ

輪投げ・パターゴルフ

ユニカール

ウォーク�ウォーク（約５㎞、受付９：３０、スタート１０：００）

模擬店（１０：００から）

幼児・児童のスポーツに関する「絵」展示

ピンポンコーナー

学童ドッジボール大会決勝

幼児玉入れ（受付１１：１５～１２：３０、スタート１２：３０）

サッカーフリーキック、スピードガン測定、ストラックアウト、
ティーバッティング、ゲートボール、グラウンドゴルフ
（いずれも受付９：３０、１０：００～１４：００）

表彰式

バトテニス
インディアカダーツ

輪投げ・パターゴルフ

ユニカール

ピンポンコーナー

学童ドッジボール大会予選、
陸上ミニ３種チャレンジコーナー

スポーツ玉入れ
開
会
式（
メ
イ
ン
ア
リ
ー
ナ
）

メイン
アリーナ

サブ
アリーナ

柔道場

剣道場

玄関前

ロビー

諏訪小校庭

文化の杜公園

市
民
総
合
体
育
館

１２：００１３：００９：００ １４：００ １５：００９：３０ １５：３０

※スポーツ玉入れ・学童ドッジボール大会以外は自由参加です。
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イベント
Event

水子貝塚資料館のイベント
問合せ／水子貝塚資料館

�０４９―２５１―９６８６
土曜おもしろミューズランド

ムサビー

ハンカチのどんぐり染め
とき／１１月２日（土）
参加費／１５０円
どんぐりクラフト
とき／１１月１６日（土）
参加費／無料

共通事項
時間／いずれも午前１０時、午後
２時の２回
場所／学習広場
対象／小学生以上
（未就学児は保護者同伴で可）
定員／各３０人（申込不要、先着順）

古代の鏡をつくろう（全２回）
金属を溶かして直径７㎝の青銅
鏡をつくります。
とき・内容／

い がた

１１月１７日（日）・鋳型づくり
１１月２４日（日）・鋳込みのデモンス
トレーション、鏡の磨き作業
時間／いずれも午前１０時～正午
場所／体験学習室
対象／小学４年生以上
定員／１０人（申込順）
参加費／１，５００円（材料代）
持ち物／彫刻刀、コンパス、筆記
用具
申込み／直接または電話で

縄文の森コンサート
「琉球の風にのって」
秋の午後、水子貝塚で沖縄の伝
統文化にふれてみませんか。
とき／１２月１日（日）
午後２時（１時３０分開場）
場所／展示館

さんしん

内容／三線による演奏、エイサー
などの舞踊
定員／１００人（無料、先着順）

まいくうちゃー

出演／かみさぎ舞鼓打人

難波田城資料館のイベント
問合せ／難波田城資料館

�０４９―２５３―４６６４
ふるさと体験 手打ちそばづくり
古民家で手打ちそばを作り、試
食します。
とき／１１月３０日（土）
午前１０時～午後１時
場所／旧金子家住宅
対象／中学生以上
定員／１６人（申込順）

はじめ

指導／押田一氏
（手打ちそばづくり愛好家）
参加費／１，０００円（材料代）
持ち物／エプロン、三角きん
申込み／１１月１日（金）午前９時か
ら直接または電話で

１１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。

１１月２日（土）稲の脱穀

１１月３日（祝）縄ない

１１月４日（振）ヘチマのたわし作り

１１月９日（土）はたおり

１１月１０日（日）大学生企画イベント

１１月１６日（土）いろりの日

１１月１７日（日）ナイフでけずろう

１１月２３日（祝）はたおり

１１月２４日（日）トントン紙相撲

１１月３０日（土）ジュズダマの腕輪作り

富士見特別支援学校
学習発表会
とき／１１月１６日（土）
午前９時５０分～午後２時２０分
場所／富士見特別支援学校
内容／
ステージ発表、作品展示

（小学部・中学部・高等部）
高等部・福祉作業所による販売

（午前１１時４５分～午後１時４０分）
富士見高校吹奏楽部演奏

（午後１時５０分）
問合せ／富士見特別支援学校
�０４９―２５３―２８２０

げんもりかん映画会 武士の一分

監督：山田洋次
主演：木村拓哉

とき／
１２月７日（土）
午前１０時、午後２
時、午後６時
（いずれも３０分前開
場）
場所／鶴瀬コミュ
ニティセンター
料金／前売り８００円
当日１，０００円
※鶴瀬公民館窓口で好評発売中！
主催／げんもりかん・鶴瀬公民館
問合せ／鶴瀬公民館
�０４９―２５１―１１４０

介護者を応援するつどい
介護技術を学んだり、一緒に身
体を動かしてリフレッシュしませ
んか。
とき／１１月２５日（月）
午前１０時～１１時３０分
（受付：９時４５分～）
場所／市民福祉活動センターぱれ
っと
対象／介護をしている方、介護に
興味のある方
内容／介護用ベッドおよび車いす
の移乗方法の体験、介護用品の展
示、ひざ痛・腰痛予防体操
定員／２０人
申込み／１１月２０日（水）までに直接
または電話で
問合せ／富士見市中央地域包括支
援センター �０４９―２５２―７１０８

人権を考える「県民の集い」
とき／１１月３０日（土）
午前９時３０分～午後３時
場所／東松山市民文化センター
（東松山市六軒町５―２）
内容／
はぎわらな が れ

萩原流行氏（俳優）による講演
コント山口君と竹田君（お笑い

タレント）によるアトラクション
舞台発表、作品展示、啓発資料
展示、ビデオ上映、人権相談など
※入場無料、申込不要、先着順
問合せ／県県民生活部人権推進課
�０４８―８３０―２２５８

富士見市役所 �０４９―２５１―２７１１ �０４９―２５４―２０００�������	�
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①10月31日㈭介護する人に社会的支援を、
介護者の体験事例発表
②11月12日㈫介護保険制度と利用の現状、
介護者の特性と心理
③11月19日㈫どうやって介護者を支えるのか
④11月28日㈭上手に聞いて支援をすすめよ
う-傾聴入門
いずれも13:30～16:30／①③中央図書館
②④市民福祉活動センターぱれっと／各40
人（申込順）／500円（資料代）／FAX（住
所･氏名･電話番号を記入）で下記へ／特
定非営利法人さいたまNPOセンター
2048-811-1666　FAX048-811-1888

11月3日㈷14:00～16:00／針ケ谷コミュニ
ティセンター／思い出に残る懐かしい歌謡曲
を円熟した演奏でお楽しみください／入場無
料／萩原　2049-251-5495

11月16日㈯9:30～15:30／びん沼自然公園
／のど自慢大会、ゴミ拾い、地震体験車、
煙体験、消化訓練、フリーマーケット、模擬
店、消防音楽隊の演奏など／主催NPO法
人ゆめつるせ／小杉　2090-5794-7952

11月16日㈯10:00～14:00（雨天時は17日
㈰）／子どものそのBaby ／雑貨･子ども服な
どの販売、模擬店、子ども向け体験コーナー
／バザー提供品を募集中／
子どものそのBaby　2049-261-7077

11月17日㈰10:00～14:00／勝瀬こばと保
育園／バザー、模擬店など／バザー提供品
を募集中／
勝瀬こばと保育園　2049-263-8800

11月17日㈰10:00～14:00／こばと保育園
／雑貨･衣類（新品）の販売、模擬店、くじ
など／雑貨･衣類（新品）などの提供品を募
集中／こばと保育園　2049-251-8966

11月22日㈮～27日㈬10:00～17:00／キラリ
ふじみ／作品展示。即売もあります／入場
無料／岡田　2049-251-9415

11月22日㈮～29日㈮10:00～16:00（初日は
13:00から、最終日は15:00。休館日（25日）
を除く）／中央図書館／主催植物画同好会
／入場無料／河合　2049-252-2084

11月30日㈯10:00～13:00／鶴瀬駅西口サ
ンライトホール／バザー提供品を募集中／
ゆいの里　2049-268-6680

第2・4火曜13:00～16:00／針ケ谷コミュニ
ティセンター／書道／月会費2,400円／
野村　2049-255-7324

第2･4金曜10:00～11:30／針ケ谷コミュニ
ティセンター／女性／身体の内側から元気に
なりましょう／入会金1,000円／月会費1,000
円／無料体験あり／
重田　2090-7813-8328

月4回①木曜②金曜10:00～11:30／丸池
集会所（関沢2丁目）／成人女性／音楽に
合わせて楽しくシェイプアップ！／入会金
1,000円／月会費2,000円／
中島　2049-254-1671

月4回水曜10:00～11:30／水谷公民館／
成人女性／楽しく筋力アップ／入会金
1,000円／月会費2,000円／無料体験あり
／松下　2049-254-2030

募　集

イベント

掲載方法の問合せ／秘書広報課　2 240

ゆずります

食器棚（200×40×70㎝）／スリッパラック（姿見付）／電動
ベッド／学習机／ライティングデスク／こたつ／自転車（大人
用）／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／チャイルドシート／ベビーカー（AB
型）／抱っこひも

ゆずってください

樹木粉砕機／マージャン台／洋裁用人体／リコーダー／電子ピアノ
／幼児用イス付自転車／バレーボールシューズ（23.5㎝）／ふじみ野
小長袖体操着（140～150㎝）／谷津幼稚園制服・体操着（男児用サ
イズ不問）／子ども服（男児用90～100㎝）／こどもちゃれんじ教材
（0～5歳向け）／ベビーガード（フェンス）／犬用ベビーカー

問合せ／環境課　2 246
・••１０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

イベント
Event

第３８回日本ハンドボールリーグ
大崎電気VS北陸電力
日本代表の宮�大輔選手などが
所属する大崎電気が、今年も富士
見市でホームゲームを開催します。
一流選手のスピード、テクニッ

クをぜひご覧ください。
とき／１２月７日（土）
午後２時試合開始（正午開場）
場所／市民総合体育館
※車での来場はご遠慮ください。

※会場は土足禁止です。室内履きを

ご持参ください。
料金／一般２，０００円、中高生１，０００
円、小学生５００円

※当日販売のみ。正午より販売開始

※未就学児無料
チケットなどに
関する問合せ／
大崎電気ハンド
ボール事務局
�０４９―２５８―１２００
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