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　キラリふじみのイベント内容な
どは、HOTキラリ7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

ご 案 内
Guidance

水道水の水質検査結果
５月に実施した大腸菌などの水
質検査は、水質基準に適合してい
ました。また、県の浄水場および
井戸水を含んだ市内の浄水場にお
ける水の放射性物質の検査結果は、
現時点で国の指標値を下回ってい
ます。詳しくは、県または市ホー
ムページをご覧ください。
問合せ／水道課 �○内５２１

社会を明るくする運動
７月は、「社会を明るくする運
動～犯罪や非行を防止し立ち直り
を助ける地域のチカラ～」の強調
月間です。法務省が主唱するこの
運動は、すべての国民が、犯罪や
非行の防止と罪を犯した人たちの
更生について理解を深め、それぞ
れの立場において力を合わせ、犯
罪のない地域社会を築こうとする
全国的な運動で、今年で６３回目を
迎えます。
市では、市内３駅でのPR活動
や中学生を対象にした非行防止教
室を実施します。
安全で安心して暮らせるまち、
明るい地域、犯罪や非行のない明
るい社会の実現に向け、ご理解と
ご協力をお願いします。
問合せ／
福祉課地域福祉係
�○内３３４

優良運転者の表彰
東入間交通安全協会では、過去
５年、１０年、１５年、２０年、２５年、
３０年、３５年、４０年、４５年間無事故
・無違反の優良運転者の表彰を行
います。表彰を希望される方は、
お申し込みください。
申請期間／７月８日（月）～９月１３
日（金）（土・日曜、祝日を除く）
※申請書類、無事故・無違反証明申
請用紙は事務局で配布
問合せ／東入間交通安全協会事務局
（東入間警察署内） �０４９―２６４―０９９１

７月１日
コバトンお達者倶楽部スタート！
高齢者の「閉じこもり」は、寝
たきりになる恐れや、認知症発生
のリスクとなっているとも言われ
ています。そこで、高齢者が気軽

コバトン

に目標をもって健康づ
くりに取り組めるよう
「コバトンお達者倶楽
部」を実施します。
参加方法／
①健康増進センターや地域包括支
援センターでカードを受け取り、
登録店を１か所選びます。
②その登録店で買物などをし、ス
タンプを押してもらいます。
③３か月以内に１０個のスタンプが
たまったら、その登録店から特典
をもらうことができます。
登録店／
カードと一緒に登録店の一覧表
をお渡しします。
登録店には特典内容が記載され
たステッカーやポスターが掲示さ
れています。
最新情報は県ホームページ（県

高齢介護課）をご覧ください。
※登録店を随時募集しています。詳
しくは産業振興課（�○内２５３）にお問い
合わせください。
問合せ／健康増進センター
�０４９―２５２―３７７１

交通遺児等援護一時金
を給付します
県内在住の交通遺児等を対象に
援護一時金を給付しています。
対象／平成２４年４月１日以降に交
通遺児等となった１８歳以下の方
給付額／１人につき１０万円
給付時期／１０月または平成２６年４月
申請方法／申請書を８月末日（１０
月支給分）または平成２６年２月末
日（４月支給分）までにみずほ信託
銀行浦和支店（〒３３０―００６３さいたま
市浦和区高砂２―６―１８�０４８―８２２―０１９１）
へ郵送または直接
※申請書は市交通・管理課、学校な
どで配布
問合せ／県防犯・交通安全課
�０４８―８３０―２９５８

サマージャンボ宝くじ
発売期間／
７月１０日（水）～
８月２日（金）
抽選日／８月１３日（火）
賞金／＜１等＞ ３億円×２６本
＜前後賞＞ 各１億円×５２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

農薬は適正に使用しましょう
農薬は、ラベルや袋に表示され
た使用方法や注意事項を守り、適
正な保管管理に努めましょう。
住宅地や学校などの公共施設に
近い場所では、できるだけ害虫を
直接捕る、被害を受けた枝葉を切
除するなど、農薬散布以外の方法
で防除しましょう。やむを得ず農
薬を散布するときは、事前に周知
し、風向きなどに注意して飛散防
止に努めてください。
問合せ／県農産物安全課農薬・植
物防疫担当 �０４８―８３０―４０５３

がつごう

７月号のテーマ
ろうさい し ごと げんいん びょう き

労災 ―仕事が原因のけが、病気
ほ しょう

は補償されます―
ちゅうごく ご えい ご かんこく ご

中国語、英語、韓国語、ポルトガ
ご ご ご

ル語、スペイン語、タガログ語（フ
げん ご に ほん ご こく

ィリピンの言語）、日本語の７か国
ご し

語でお知らせしています。
といあわ ほうじん こくさいこう

問合せ／NPO法人ふじみの国際交
りゅう

流センター �０４９―２６９―６４５０
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

�１３富士見ふるさと祭り
ステージ出演者募集
今年のふるさ
と祭りは１０月２６
日（土）に開催！
その祭りのステ
ージをバンドや
ダンスなどで盛り上げてくれる団
体を募集します。
※�１３富士見ふるさと祭りの出店者な
どの募集は広報『ふじみ』８月号でお
知らせします。
募集数／若干数（実行委員会で選考）
応募条件／主に市内で活動してい
る団体
出演時間／１団体２０分程度
応募方法／応募用紙に必要事項を
記入し、７月３１日（水）（必着）まで
に郵送または直接
（〒３５４―８５１１（住所不要）富士見市役所
地域文化振興課）
※応募用紙は市ホームページまたは
地域文化振興課、各公民館・交流セ
ンターにあります。
問合せ／地域文化振興課 �○内２５２

ワンナイトステイの
受け入れ家庭募集
日本語で気軽に会話ができる１
泊２日のホームステイのホストフ
ァミリーになって、身近な国際交
流をしてみませんか。
ホームステイをす
るのは、世界各国か
ら日本語の教え方、
日本の文化などを学ぶために研修
にきている外国人教師です。
実施日／８月１０日～平成２６年２月
２３日の間に５回実施予定
※詳しくはお問い合わせください。
宿泊期間／１泊２日（土・日曜）
受入家庭の条件／
①宿泊用に個室が用意できる家庭
②参加者の食事やお祈りなどの習
慣にご理解いただける方
③家族が２人以上いること

登録申込方法／
登録申込書に必要事項を記入し、
郵送または直接
※登録申込書は、県・市ホームペー
ジまたは人権・市民相談課にありま
す。なお、登録は年度毎の更新です。
申込み／〒３５４―８５１１（住所不要）
富士見市役所人権・市民相談課
問合せ／人権・市民相談課
�○内２７３

審議会委員の募集
富士見市産業振興審議会委員
（仮称）富士見市産業振興条例、
富士見市第２次商業活性化ビジョ
ンについて、調査、審議を行います。
募集人数／２人
応募資格／市内に住所を有する方
会議／年３回程度（平日昼間を予定）
報酬／市の条例に基づき支給
応募方法／共通事項参照
応募締切／７月１６日（火）（必着）
応募先／〒３５４―８５１１（住所不要）
富士見市役所産業振興課
�０４９―２５１―３８２４
問合せ／産業振興課 �○内２５３

富士見市歯科口腔保健推進委員会
歯科口腔保健に関する施策につ
いて審議します。
募集人数／２人以内
応募資格／市内在住の方
任期／２年間
報酬／市の条例に基づき支給
応募方法／共通事項参照
応募締切／
７月１日（月）～２６日（金）（必着）
応募先／〒３５４―００２１鶴馬３３５１―２
健康増進センター
�０４９―２５５―３３２１
問合せ／健康増進センター
�０４９―２５２―３７７１

共通事項
応募方法／応募の動機（４００字程
度・様式自由）・住所・氏名（ふり
がな）・年齢・性別・職業・電話
番号を記入し、郵送、ファック
スまたは直接
※市ホームページからも応募可

ご 案 内
Guidance

都市計画に関する公聴会を開催
県が決定する「富士見都市計画
都市計画区域の整備、開発及び保
全の方針の変更案」を作成するに
あたり、皆さんからご意見を伺い
ます。
公聴会
とき／８月２６日（月）午後３時
場所／市役所１階全員協議会室
変更の構想（原案）の閲覧
期間／７月２日（火）～１７日（水）午
前８時３０分～午後５時１５分（土・日
曜、祝日を除く）
場所／県都市計画課、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、県川
越県土整備事務所
※変更の構想（原案）は７月２日（火）
から県ホームページ（都市計画課）か
らもご覧になれます。
公述（公聴会で意見を述べること）の
申し出
対象／富士見市、ふじみ野市、三芳
町に住所を有する個人および法人
提出方法／閲覧場所にある公述申
出書に必要事項を記入し、７月１７
日（水）（必着）までに郵送または持参
※県電子申請届出サービスからも提
出できます。詳しくは、県ホームペ
ージ（都市計画課）をご覧ください。
提出先／
〒３３０―９３０１（住所不要）
埼玉県都市計画課
〒３５４―８５１１（住所不要）
富士見市役所まちづくり推進課
※公述希望者が多い場合は、公述人
を選定することがあります。
※公述人１人あたりの公述時間は、
おおむね１０分以内です。
※申し出がない場合は、公聴会は中
止となります。
※傍聴を希望する方は、７月２６日（金）
以降に市まちづくり推進課にお問い
合わせください。
問合せ／
県都市計画課 �０４８―８３０―５３４１
市まちづくり推進課 �○内４４７

富士見市役所 �０４９―２５１―２７１１ �０４９―２５４―２０００�������	�
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夏休み体験教室「草木染め」
花や草などの植物を使った絞り
染めを体験しよう！
とき／８月２日（金）午前１０時～正午
場所／鶴瀬公民館
対象／市内在住の小学生
定員／２０人（無料、申込順）
講師／本田技研工業（株）環境わごん
申込み／７月１１日（木）から平日午
前９時～午後５時に直接または電
話で
問合せ／鶴瀬公民館
�０４９―２５１―１１４０

募 集
Invitation

男女共同参画推進会議メンバー
性別に関係なく、個性と能力を
十分に発揮できる社会の実現を目
指して、市と市民が協働で講演会
やセミナー、イベントなどの企画
・運営を行います。さまざまなテ
ーマを取り上げる事業に、あなた
のアイデアを生かしませんか。
※随時受け付けています。
応募資格／原則市内在住・在勤の方
会議／年９回程度（平日）
申込み・問合せ／
人権・市民相談課 �○内２７３

「防火標語」の募集
住宅防火に関することをテーマ
にした防火標語を募集します。
応募資格／富士見市・ふじみ野市
・三芳町に在住・在勤の方
応募期間／
８月１日（木）～３１日（土）（必着）
応募方法／標語・住所・氏名（ふ
りがな）・年齢・性別・電話番号
を記入し、郵送、メールまたは各
消防署にある応募箱へ直接
応募先／〒３５６―００５８ふじみ野市
大井中央１―１―１９ 入間東部地区
消防組合消防本部予防課
yobo-０１＠irumatohbu１１９．jp
問合せ／入間東部地区消
防組合消防本部予防課
�０４９―２６１―６００７

竹とんぼ�のぼり人形作り
じーじたちが昔楽しん
だ遊びを体験しよう！
とき／７月２３日（火）
午前９時３０分～正午
対象／市内在住の小学生
（３年生以下は保護者同伴で可）
定員／２０人（申込順）
講師／昔あそびサークル
※ナイフの使い方から指導します。
参加費／３００円（材料代）

小学生体験教室
『ビーズアクセサリー作り』
夏休みの思い出や、課題作りに来
ませんか。
とき／７月２３日（火）午後１時～４時
対象／市内在住の小学３～６年生
定員／２５人（申込順）
講師／三芳香保里氏
（人材バンク登録者）
参加費／４００円（材料代）
持ち物／タオル

◇図書館 夏休み小学生向けイベント◇

������	
 ��������������������
とき／①７月２６日（金）午後２時～４時 ②７月２７日（土）午前１０時～正午
場所／①図書館ふじみ野分館 ②中央図書館
対象・定員／いずれも市内在住の小学生・各２０人（保護者同伴可）
申込み／７月２日（火）午前９時３０分から開催場所の図書館へ直接または電話で

����� !"#$%#&'( ���)*+�,-./0�1��23456
とき／７月３１日（水）、８月１日（木）いずれも午前１０時～午後３時
場所／中央図書館 対象／現在図書委員、もしくは来年図書委員をやりたい市内
在住の小学４～６年生 定員／１０人
申込み／７月２日（火）午前９時３０分から中央図書館に直接または電話で

���7,	
 8��9:;<�=->�?@��AB�)C�D�E
とき／８月７日（水）午後２時～３時３０分
場所／図書館鶴瀬西分館 対象／市内在住の小学生（保護者同伴可）
定員／２５人（無料、申込順） 講師／小口美津夫氏（JAXA宇宙教育センター講師）
申込み／７月６日（土）午前９時３０分から図書館鶴瀬西分館に直接または電話で

������FGH ���IJ$K L�MN9��
とき／８月２３日（金）午前１０時～１１時３０分
場所／中央図書館 対象・定員／市内在住の小学生・１５人
申込み／７月２３日（火）午前９時３０分から中央図書館に直接または電話で
※本人、家族以外の方の申し込みはご遠慮ください。

針ケ谷コミュニティセンターからのお知らせ
場所・主催・問合せ／針ケ谷コミュニティセンター �０４９―２５１―８４７８

申込み／いずれも７月２日（火）～１６日（火）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）
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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
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�
�

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　もぐもぐパクパク
食事相談

 7月29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
 7月10日㈬

 ⑪12:50～13:40　③健康増進センター
②平成25年2月1日～2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

 7月22日㈪
 ⑪12:50～13:40　③健康増進センター
②平成25年2月16日～2月28日に生まれた子

12か月健診
 7月 2日㈫

 ⑪12:50～13:40　③健康増進センター
②平成24年7月1日～7月23日に生まれた子

 7月29日㈪
 ⑪12:50～13:40　③健康増進センター
②平成24年7月24日～8月15日に生まれた子

1歳6か月健診  7月17日㈬
 ⑪12:50～13:40　③健康増進センター
②平成23年10月1日～10月23日に生まれた子

3歳健診  7月23日㈫
 ⑪12:50～13:40　③健康増進センター
②平成22年1月生まれの子

■①　乳児・母乳相談

 7月 8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。 7月30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

 7月 1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針ケ谷コミュニティセンター
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。

子 育 て
Child-rearing

暑い夏はスケートだ！
友だちやお兄さん、お姉さんた
ちと楽しく滑ろう。
とき／７月２１日（日）
午前１０時３０分～午後５時
※みずほ台駅改札前集合
場所／川越スケートセンター
対象／小学３年生～中学３年生
定員／２０人（申込順）
参加費／小学生１，２４０円、中学生
１，４８０円（交通費・スケート代など）
持ち物／お弁当、飲み物、ニット
帽（必ず着用）、厚手の手袋・靴下、
着替え（長袖・長ズボン）、タオル、
雨具
主催／富士見市青少年相談員協議会
申込み／７月５日（金）～１０日（水）
平日午前９時から直接または電話
で
※必ず保護者が送迎をお願いします。
問合せ／子育て支援課 �○内２０４

みんなあつまれ！夏休みぱ
れっと子ども村（全４回）
諏訪児童館で『夏休みぱれっと
子ども村』を開催します。

とき 内容

７月２６日（金）
午前１０時～
午後５時

・開村式
・昼食づくり
・昼食会
・木工作、織り染め
工作のいずれかを
選択

７月２７日（土）
午前１０時３０分
～午後５時

・昼食づくり
・昼食会
・かえっこバザール

７月２８日（日）
午前１０時３０分
～午後５時

・宝さがし
・昼食会
・ひょうたん工作

７月２９日（月）
午前１０時～
正午

・自然観察
・ハイキング
（雨天時室内ゲーム）
・閉村式

対象／小学１年生～中学３年生
定員／３０人
参加費／４００円（材料代など）
持ち物／お米２合、お弁当（２８日
のみ）

申込み／７月８日（月）午前１０時か
ら電話で
説明会／７月１８日（木）午後２時３０
分から諏訪児童館で行います。
※全日程参加が原則ですが、部分参

加は相談して

ください。
問合せ／
諏訪児童館
�０４９―２５５―６６７１

夏休み親子計量教室
ペットボトルではかりを作ろう
はかることの楽しさを体験しよ
う！
とき／７月２３日（火）
午後１時～４時
場所／市民総合体育館
対象／小学生と保護者
定員／１０組（無料、申込順）
持ち物／ペットボトル５００ml２本
（同じ形でキャップ付き）
主催／県計量検定所
申込み／７月１日（月）から電話で
問合せ／産業振興課 �○内３８３

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

ひと ひと

男と女のトラブル解決法

大渕愛子

家事や育児、DV
やセクハラ問題な
ど、男女間トラブ
ルの解決方法を学
びます。
とき／７月２７日（土）
午後２時～３時３０分
（１時３０分開場）
場所／針ケ谷コミュニティセンター
定員／１５０人（無料、申込順）
※手話通訳あり
※保育あり（１歳～未就学児、要予約）

おおぶちあい こ

講師／大渕愛子氏
※行列のできる法律相談所に出演中！！
主催／市、富士見市男女共同参画
推進会議
申込み／７月８日（月）から午前９
時～午後５時に電話で
問合せ／人権・市民相談課
�○内２７３

ふじみ野じゅく公開講座
薬と食べ物の関係
薬の不適切な飲み合わせや食べ
合わせについて学ぼう。
とき／７月１９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（申込順）
講師／平野道夫氏（富士見市・三芳
町薬剤師会 学術部理事）
申込み／７月１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

普通救命講習
とき／７月２７日（土）
午前９時～正午
場所／消防本部大会議室
対象／市内在住、在勤、在学の方
定員／３０人
申込み／７月８日（月）～１２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

夏休み古民家宿泊体験
難波田城公園の古民家に泊まっ
て、昔の暮らしを体験しよう！
とき／８月３日（土）午後１時～
４日（日）午後２時
対象／市内在住の小学４～６年生

はし

内容／竹細工（コップや箸）、手打
ちうどん作り、ごえもん風呂、七
輪で焼き魚など
定員／１６人
参加費／１，５００円（材料・食事代）
申込み／７月１０日（水）（必着）まで
に往復はがきで
※申込み多数の場合、初参加の方優
先で抽選
［はがきの記入方法］
往信の宛先：
〒３５４―０００４富士見市下南畑５６８―１
難波田城資料館
裏：氏名（ふりがな）、性別、学校・
学年、住所、電話番号
返信の宛先：自分の住所、名前
裏：何も書かないでください。
結果／７月１２日（金）までに発送し
ます。
問合せ／
難波田城資料館
�０４９―２５３―４６６４

夏休み親子下水道教室 私たちの
住む街にある「下水道」ってな～に？

下水道のしくみや下水処理場の
見学・水質実験など、夏休みの自
由研究に役立てよう。
とき／７月２３日（火）・２４日（水）
いずれも午後１時～４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）
対象／小学生と保護者
定員／各２０組４０人（無料、申込順）
申込み／７月１日（月）～１２日（金）
午前９時～午後４時に電話で
問合せ／県下水道公社・荒川右岸
支社親子下水道教室係
�０４８―４６６―２４００

親子体験キャンプ
災害時に対応できるよう、テン
トに泊まって親子でさまざまな体
験をしてみませんか。
とき／８月２４日（土）・２５日（日）
※２４日午後１時現地集合
場所／びん沼自然公園
対象／市内在住の小中学生の親子
２人１組 ※未就学児不可
定員／２０組４０人
※申込み多数の場合、抽選
参加費／大人１，５００円、小中学生
１，０００円
主催／富士見市青少年育成市民会議
協力／ボーイスカウト富士見団
申込み／７月１９日（金）（消印有効）
までに往復はがきで
［はがきの記入方法］
往信の宛先：
〒３５４―８５１１（住所不要）富士見市役所
富士見市青少年育成市民会議事務
局（子育て支援課）
裏：参加者全員の氏名、住所、年
齢、学校、電話番号
返信の宛先：自分の住所、名前
裏：何も書かないでください。
説明会／８月４日（日）予定
※説明会以降のキャンセルは返金で
きません。
問合せ／子育て支援課 �○内２０４

市民総合体育館
スポーツ事業のお知らせ

【小学生夏休み卓球教室（全３回）】
とき／７月３０日（火）・３１日（水）、
８月１日（木）
小学１～３年生：
午前９時～１０時３０分
小学４～６年生：
午前１０時４５分～午後０時１５分
定員／各１５人（申込順）
参加費／１，５００円
主催／公益財団法人キラリ財団
申込み／７月１日（月）から午前８
時３０分～午後９時に直接または電
話で
※７月１６日（火）の休館日を除く。
問合せ／市民総合体育館
�０４９―２５１―５５５５
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イベント
Event

やなせ川いかだラリー
手作りいかだで柳瀬川下りに挑
戦しませんか。

とき／７月２８日（日）
午前１１時～午後３時 ※雨天中止
場所／柳瀬川志木大橋周辺
参加費／１人５００円（昼食代など）
主催／やなせ川いかだラリー実行
委員会・水谷東公民館
申込み／７月１０日（水）までに直接
または電話で
説明会／７月１２日（金）午後７時か
ら水谷東公民館で行います。
問合せ／水谷東公民館
�０４８―４７３―８７１７

市民演劇のつどい
市内で活動する劇団などが新作

を用意して一堂に集まります（無料）。
とき／８月４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

ぎ ぞ く

内容／「GIZOKU（義賊）」（水谷東極
楽とんぼ）、朗読「なめとこ山の熊」
（もくよう会）、「声を届けに」（ピー
スフェスティバル２０１３市民構成劇）
主催／市民演劇のつどい実行委員会
問合せ／鶴瀬公民館
�０４９―２５１―１１４０

埼玉県障害者スポーツ大会
障害者スポーツの振興を図るこ
とを目的に開催される大会の参加
者を募集します。詳しい内容、申
込み方法などは市ホームページを
ご覧ください。
とき／９月２９日（日）
場所／熊谷スポーツ文化公園
申込み／７月１６日（火）まで
問合せ／福祉課 �○内３３４

土曜おもしろミューズランド
ハンカチの草木染め
とき／７月６日（土）
参加費／１５０円（材料代）
ウッドクラフト
とき／７月２０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／水子貝塚公園学習広場
（雨天時は資料館体験学習室）
対象／小学生以上
（幼児は保護者同伴で可）
定員／各５０人（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

富士見市青少年健全育成市民大会
「のぼうの城」上映会
青少年が心豊かに成長すること
を願い、健全育成活動を盛り上げ
ていく場として開催します。
行田市を舞台とした「のぼうの
城」は、埼玉の歴史を身近に感じ
させてくれる作品です。
とき／７月２０日（土）
午後１時３０分開会（１時開場）

場所／キラリふじみ
※入場無料（入場整理券が必要です。
整理券は各公民館・交流センター・
コミュニティセンター、キラリふじ
み、子育て支援課で配布中）
内容／大会宣言、表彰、上映会
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

学 ぶ
Learning

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／８月３日（土）
午後１時３０分～４時３０分
場所／鶴ヶ島市役所
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／７月３日（水）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

はす

早朝の蓮を見に来ませんか
蓮の花が７月に見ごろを迎えま
す。朝早く開いて昼に閉じる蓮の
花をぜひご覧ください。
とき／７月１３日（土）～１５日（祝）
午前６時開園
※資料館や古民家は
午前９時開館
場所／公園内蓮池

ちょっ蔵市「流しそうめん」
とき／７月２１日（日）
午前１１時～午後１時ごろ
（売切れ次第終了）
場所／旧金子家住宅
費用／１人２００円
主催／難波田城公園活用推進協議会
※直接お越しください。

あい なま ば

ふるさと体験「藍の生葉染め」
藍の葉で絹のストールを染めます。
とき／７月２７日（土）
午前９時３０分～正午
※雨天時は２８日（日）
場所／旧金子家住宅
定員／８人（申込順、初参加の方優先）

こう の

指導／河野悦子氏（染色愛好家）
参加費／２，０００円（材料代）
持ち物／エプロン、ゴム手袋、長靴
などぬれてもよい履物、時計または
タイマー、筆記用具
申込み／７月２日（火）～７日（日）午
前９時～午後５時に直接または電話
で
※９日（火）に結果を連絡します。参加
者は２１日（日）までに参加費をお持ちく
ださい。

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

富士見市役所 �０４９―２５１―２７１１ �０４９―２５４―２０００�������	�
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ピースフェスティバル2013
今こそとどけ平和の

～ヒロシマ・ナガサキ・そしてフクシマ～
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とき――――７月８日（月）～１４日（日）
場所――――キラリふじみ
主催――――ピースフェスティバル実行委員会・市・市教育委員会
問合せ―――鶴瀬公民館 �０４９―２５１―１１４０

�������	
��
７月８日（月）～１４日（日）
午前９時３０分～午後５時
（初日は午後１時から）

市民平和作品展
平和をイメージした絵画・書・
水墨画・写真など
ベトナム枯葉剤写真展

（中村梧郎氏）
市内の戦時下の生活資料展

（難波田城資料館資料）
「この子たちの未来のために」写真展

ピースカードの展示
平成２４年度の市内小学６年生の
ピースメッセージ
平和団体による展示

（１３日（土）・１４日（日））
中国上陽希望小学校友の会、新
日本婦人の会、富士見九条の会、
救う会埼玉富士見支部

������������
１３日（土）・１４日（日）
午前１０時～午後４時

市民団体の皆さんがうどん、パ
ン、コーヒー、焼きそば、マドレ
ーヌ、花などのお店を出します。

���������
市内の小中学生や市民の皆さん
が作った折り鶴で、県立富士見高
等学校漫画研究部が巨大タペスト
リーを制作し展示します。
フェスティバル終了後は市内公
共施設で巡回展示をします。

１３日（土）の舞台
愛と平和のコンサート
時間／午前１１時３０分～
午後１時
出演：
富士見台中学校吹奏楽部
コーラスこれから
ミュージカル・ソー
キラリ☆かげき団
ヘルマンハープあい
コーラス歌音
※みんなで歌おうコーナー
もあります。

市民構成劇「声を届けに」
時間／午後２時３０分～３時３０分

１４日（日）の舞台
市民平和祈念のつどい
時間／午前１０時３０分～
１１時

キッズ�若者ライブ
��／午前１１時～正午、
午後１時～２時
出演：HIPHOPパラダイス、
Tumboo５５、mama'co family、
Y.KID'S、MISA KID☆S、
VIOLET

クロス雅子コンサート
「Peace World」
時間／午後２時～３時３０分

協賛券について
マークがついているイベントは下記協賛券が必要です(当日でも購入可)。
協賛券Ａ ５００円…クロス雅子コンサート、愛と平和のコンサート、キッズ�若者ライブ、市民構成劇
協賛券Ｂ ２００円…愛と平和のコンサート、キッズ�若者ライブ、市民構成劇
※中学生以下は無料です。協賛券は鶴瀬公民館へお問い合わせください。
※この収益は、ピースフェスティバル運営費、広島市平和祈念式典市民派遣事業などに充てられます。

キッズ＆若者ライブ

今年のタペストリー

愛と平和のコンサート

i
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ゆずります

キッチンワゴン／漬物たる／洋服タンス／整理タンス／学習机
／パソコン台／テレビ台／スチール棚／物干し竿用ハンガー／
エレクトーン／ミシン／洋式便座（上乗せ式）／健康器具（レック
マジック・エアロバイク）／ゴルフクラブハーフセット（女性用）／
吸入器／スチームクリーナー／犬小屋（大型犬用）／西中制服
（男子用上下L）／学ラン（L）／礼服（男性用スーツYA体）／婦
人服（トレーナー ･ブラウス2L）／セーター（女性用L）／サッカー
シューズ（24～26㎝）

ゆずってください

スポーツ吹矢用具一式／二段ベッド／幼児用イス付自転
車／富士見みずほ幼稚園制服・体操着（女児用100～
110㎝）／べビーカー（A型･B型）／犬用ベビーカー

　広報『ふじみ』6月号P20に掲載の「くらしのリユー
ス」の電話番号に誤りがありました。正しくは、
2049-252-7100です。お詫びして訂正します。

問合せ／環境課　2 246
・••６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

7月3日㈬19:00開演（18:30開場）／キラリふ
じみ／諏訪コーラス、水野晃（フルート）、シュ
ウミン（二胡）、滝口泰子（ヴァイオリン）／入
場無料（整理券はキラリふじみ、鶴瀬公民
館で配布中）／水野　2049-253-6863

7月21日㈰18:00～20:00／キラリふじみ／水
辺のデッキで気楽な音楽会（コーラス、器楽、
吹奏楽演奏）／主催富士見市音楽連盟／
入場無料／武川　2049-255-0037

夏休みジュニアゴルフ教室…7月29日㈪13:00
～／ノーザンＣＣ錦ケ原ゴルフ場／市内小中
学生／参加費500円
ゴルフ富士見オープン兼市民健康増進ス
ポーツ大会…10月24日㈭／ノーザンＣＣ錦ケ
原ゴルフ場／市内在住･在勤者／参加費
5,000円（プレー代別途）／受付期間9月18
日㈬～30日㈪／共催市／
加治　2049-252-6430（9:00～17:00）

7月23日㈫～27日㈯10:00～12:00（25日㈭
を除く）／市民福祉活動センターぱれっと／
小学生／楽しく茶道を学び、最終日にお茶
会をします／1回300円／主催瑞

ずい

順
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庵
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／要
予約。1回のみの参加も可／
田中　2049-253-5210

第31回定期演奏会…9月1日㈰13:00～16:00
／キラリふじみ／パイレーツ･オブ･カリビアン、
君をのせて、西部警察パートⅡ、大草原の
歌／入場無料／佐藤　2080-1157-8342
会員募集…毎週水曜19:00～22:00／鶴瀬
コミュニティセンター／高校生または16歳以
上の楽器経験者／年1回の定期演奏会と
依頼演奏を中心とした活動／入会金2,000
円／月会費一般3,000円、学生2,000円／
江口　2090-7903-3179

第2･4火曜①13:30～15:30②18:00～20:00
／ふじみ野交流センター／いろいろなジャン

ルの歌をピアノの生伴奏で歌って楽しむ会
／1回500円／吉田　2090-3524-0812

①毎週土曜9:00～12:00②毎週木曜17:00
～20:00／①市民総合体育館②勝瀬集会
所／幼稚園～中学生の男女／空手練習、
大会出場／入会金1,850円（保険代含む）
／月会費2,500円／体験2回まで無料／
鈴木　2049-255-6533

月4回木曜20:00～21:00／市民総合体育
館／経

けい

絡
らく

、ツボを押しながら血液循環をよく
して健康になりましょう／入会金1,000円／
月会費3,000円／西澤　2049-254-5745

毎週水曜19:00～21:00／水谷公民館／プ
ロの講師が1

テン

0ダンスを楽しく熱心に指導／
入会金1,000円／月会費3,000円／見学･
体験あり／神谷　2090-9208-4795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

夏期巡回ラジオ体操会プレ企画
ラジオ体操教室
８月２５日（日）に夏期巡回ラジオ
体操会を諏訪小学校で開催し、
NHKラジオで全国放送されます。
これに先駆けて、正しい体操方
法を学び、楽しくエクササイズし
ませんか。

※詳しくは、広報『ふじみ』８月号
でお知らせします。
とき／７月２０日（土）
午前１０時～１１時３０分
場所／諏訪小学校体育館
指導／遠藤愛さん（元NHKテレビ
体操インストラクター）
参加費／３０円（保険代）
持ち物／室内運動靴、タオル、飲
み物
※動きやすい服装でお越しください。
※水分など暑さ対策をお願いします。

申込み／７月１日（月）～１２日（金）
平日午前９時～午後５時に電話予
約し、参加費を添えて直接
問合せ／生涯学習課 �○内６３４

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