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生活保護１１０番
司法書士による生活保護に関す
る電話相談会です。
とき／９月８日（日）正午～午後４時
相談電話番号／�０１２０―０５２―０８８
※開催時間内のみ通話可
問合せ／全国青年司法書士協議会
担当：高橋 �０４８―４８５―８４７２

埼玉県文化振興基金助成事業
県では、県民の皆さんが自主的、
自発的に行う文化活動を支援する
ため、「埼玉県文化振興基金」に
よる助成事業を実施しています。
詳しくは、お問い合わせください。

コバトン

※希望者には「埼玉県文化振興基金助

成事業申請の手引き」

を郵送します（富士見

市役所地域文化振興

課でも配布中）。

対象／
①活動成果発表等助成事業
１２月～平成２６年３月にアマチュア
文化団体が実施する活動成果の発
表など（音楽・演劇、美術展など）
②伝統・郷土芸能継承事業
１２月～平成２６年３月に国、県また
は市町村指定文化財の伝統・郷土
芸能団体が実施する伝統文化の継
承・保存など
助成金額／①対象経費の２分の１
以内（上限２５万円）
②対象経費の２０万円以内
申込方法／所定の事業計画書を９
月２日（月）～２４日（火）（消印有効）
までに県文化振興課（〒３３０―９３０１さ
いたま市浦和区高砂３―１５―１）へ郵送
※事業計画書は県ホームページまた

は同課（県庁内）にあります。
問合せ／
県文化振興課 �０４８―８３０―２８８７

９月１日～１０日は
屋外広告適正化旬間です
屋外広告物には、設置に関して
ルールがあることをご存知ですか。
広告板、立看板などの屋外広告
物は、さまざまな情報を提供し、
まちの活気やにぎわいを演出しま
す。その一方で、無秩序な設置に
より景観が損なわれたり、管理が
不十分なため、人に危害を及ぼす
ことがあります。
県屋外広告物条例では、良好な
景観の形成と公衆に対する危害防
止のため、屋外広告物設置に当た
っての許可基準を定めています。
屋外広告物を設置する方や設置
場所を提供する方は、適正な広告
物の設置にご協力をお願いします。
問合せ／建築指導課 �○内４１８

高齢者交通安全声かけ隊の
活動要請をお受けします
多発する高齢者の交通事故を防
ぐため東入間警察署では、富士見
市交通安全母の会と協力し「高齢
者交通安全声かけ隊」を結成しま
した。
声かけ隊は、街頭での声掛けや
高齢者の集まる集会施設などで交
通安全教育などの啓発
活動を行います。要請
があれば伺いますので
ぜひご相談ください。
申込み・問合せ／東入間警察署
交通課 �０４９―２６９―０１１０ ○内４１１

９月２１日～３０日
秋の全国交通安全運動
スローガン／
人も車も自転車も 安心・安全 埼玉県
重点目標／
子どもと高齢者の交通事故防止
飲酒運転の根絶
夕暮れ時と夜間の歩行中・自転
車乗用中の交通事故防止
全ての座席のシートベルトとチ
ャイルドシートの正しい着用の
徹底
自転車の安全利用の推進
問合せ／交通・管理課 �○内４３３

小中学校の体育施設（グラウン
ド・体育館など）を利用している
サークルや団体の活動のようすを
見学することができます。
スポーツ、レクリエーション活
動をしてみたい方などぜひこの機
会にお越しください。

公開日時など詳しくは市ホームペ
ージをご覧になるか生涯学習課へお
問い合わせください。また、各公共
施設にもチラシが置いてありますの
でご利用ください。
※学校行事や部活動な

どの利用が優先されま

すのでご了承ください。

１０月１日～３１日は
学校体育施設開放利用サークルの公開月間です

問合せ／生涯学習課 �○内６３４

種目

グラウンドゴ
ルフ

剣道

小学生バレー
ボール（女子）

ソフトボール

小学生バレー
ボール（女子）

公式ドッジボ
ール

少年野球
ペタンク

よさこい

少年野球

和太鼓（子ども）

施設名

グラウンド

体育館

体育館

グラウンド

体育館

グラウンド

体育館

グラウンド

体育館

学校名

鶴瀬小

水谷小

南畑小

関沢小

勝瀬小

水谷東小

みずほ台小

種目

小学生バレー
ボール（男子）

ペタンク
少年野球

バドミントン
ジュニアバド
ミントン
太極拳
剣道

ペタンク

インディアカ

バスケットボ
ール

硬式テニス

軟式野球

施設名

体育館

グラウンド

体育館

グラウンド

体育館

体育館

テニスコー
ト

グラウンド

学校名

針ケ谷小

ふじみ野小

つるせ台小

本郷中

東中

西中

水谷中
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自衛官
募集種目・１次試験日／
募集種目 １次試験日

防衛大学校
（一般・前期）

１１月９日（土）・１０日（日）

防衛大学校
（推薦）

９月２８日（土）・２９日（日）

防衛大学校
（総合選抜）

９月２８日（土）

防衛医科大学
校（医科）

１１月２日（土）・３日（祝）

防衛医科大学
校（看護学科）

１０月１９日（土）

受験資格／高卒（見込み含む）の方
で２１歳未満の方（推薦は、高等学校
長の推薦などが別途必要）
※年齢は平成２６年４月１日現在
申込期間／９月５日（木）～３０日（月）
（防衛大学校（推薦、総合選抜）は、９
月５日（木）～９日（月））
※２次試験の日程などはお問い合わ
せください。
問合せ／自衛隊埼玉地方協力本部
入間地域事務所 �０４―２９２３―４６９１

ご 案 内
Guidance

若年求職者向け支援セミナー
２日間の就職支援セミナーを開
催します。
とき／９月２５日（水）・２６日（木）
午後６時３０分～８時３０分
場所／鶴瀬駅西口サンライトホール
※公共の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、在学の４４歳までの求
職者で、２日間とも参加できる方
内容／１日目 自己分析、応募書
類の書き方など
２日目 面接対策
定員／３０人（無料、申込順）
講師／内田ひとみ氏（㈱パソナ
パソナキャリアカンパニー官公庁事業部）
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・問合せ／９月３日（火）か
ら産業振興課（�○内３８３）に電話で

若者就職面接会
とき／１０月１０日（木）午後１時～４時
（受付：正午～午後３時３０分）

※面接会前に直前セミナーを開催し

ます（午後０時１５分～４５分）。

※無料、予約不要、入退場自由
場所／川越プリンスホテル３階
対象／正社員を希望する若年者
（平成２６年３月大学など卒業予定者を

含む）
参加企業／地域内の事業所など約
３０社予定
持ち物／履歴書、ハローワークカ
ード（お持ちの方）
問合せ／ハローワーク川越
�０４９―２４２―０１９７

すてるな！するな！動物虐待！
９月２１日（土）～

３０日（月）は、「愛
護動物の遺棄等虐
待防止旬間」です。

適正飼養：動物の習性、年齢、大
きさなどに適した飼育環境や方法
で飼いましょう。
終生飼養：最後まで愛情と責任を
持って飼いましょう。
繁殖制限：生まれた子犬や子ねこ
を飼えない場合は、不妊・去勢手
術をしてください。
犬に関する相談／
朝霞保健所 �０４８―４６１―０４６８
ねこに関する相談／県動物指導セ
ンター南支所 �０４８―８５５―０４８４
問合せ／健康増進センター
�０４９―２５２―３７７１

司法書士無料法律相談
登記・供託・訴訟手続、簡裁訴
訟代理等関係業務、成年後見業務
などについて無料で相談できます。
とき／１０月３日（木）
午後１時３０分～３時３０分（申込不要）
場所／鶴瀬駅西口サンライトホール
相談担当者／埼玉司法書士会志木
支部の司法書士
主催／埼玉司法書士会
問合せ／埼玉司法書士会志木支部
担当：森本 �０４８―４７３―５６１１

全国一斉「高齢者・障害者の
人権あんしん相談」強化週間
高齢者や障害者をめぐるさまざ
まな人権問題について相談に応じ
ます。強化週間中は、電話相談時
間を延長しますので気軽にご利用
ください。
強化週間／９月９日（月）～１５日（日）
電話受付時間／
午前８時３０分～午後７時
※９月１４日（土）・１５日（日）は、午前１０

時～午後５時
相談電話番号／�０５７０―００３―１１０
相談担当者／
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

女性人権擁護委員による
特設人権相談所を開設（無料）
家庭内のもめごと、結婚、離婚、
相続、夫・恋人からの暴力、スト
ーカー、女性特有の人権問題、近
隣関係などでお困りの方は気軽に
ご相談ください。
とき／９月２６日（木）
午前１１時～午後４時
場所／川越駅東口アトレビル６階
コミュニティルームA
問合せ／川越人権擁護委員協議会
事務局・さいたま地方法務局川越
支局 �０４９―２４３―３８２４

行政書士による無料相談会
相続・遺言・成年後見・離婚・
交通事故・各種許認可などについ
て相談できます。
とき／１０月６日（日）
午前１０時～午後４時（申込不要）
場所／みずほ台コミュニティセン
ター
主催／県行政書士会東入間支部
後援／富士見市・ふじみ野市・三
芳町
問合せ／県行政書士会東入間支部
前田行政書士事務所
�０４９―２５１―７３６１

富士見市役所 �０４９―２５１―２７１１ �０４９―２５４―２０００�������	�
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市営つるせ台住宅
補欠入居登録者募集
市営つるせ台住宅（UR賃貸住宅

コンフォール鶴瀬内）は、現在空室
はありませんが、今後空室が出た
とき速やかに入居できるよう１
DK（単身者用）と２DK（家族用）とも
に３世帯を補欠登録者として募集
します。
申込期間／９月６日（金）～１２日（木）
午前９時～午後５時（正午～午後１時
を除く。９月１２日（木）は午後７時まで）
（土・日曜を除く）
受付場所／建築指導課
※その場で簡易審査があります。
申込資格／（１）の共通申込資格の
ほか、（２）または（３）の申込資格を
満たす必要があります。
（１）共通申込資格（１DK・２DK）
①～⑤のすべてに該当すること
①市内在住で市税などの滞納がな
い方（入居予定者全員）
②入居予定者全員の合計所得が月
割で１５８，０００円以下の方
③現に住宅に困窮していることが
明らかな方（住宅などを所有してい
ない方）
④連帯保証人（申込者と同程度以上
の収入のある方）を１人（同居人以
外）付けること。ただし、２DK申
込者で同居人が申込者より所得が
多い場合は、その同居人も連帯保
証人となり、それ以外の連帯保証
人と合わせて２人以上が必要です。
⑤申込者および同居人が「暴力団
員による不当な行為の防止等に関
する法律」に規定する暴力団員で
ないこと
（２）１DK（単身者用）申込資格
①～③のいずれかに該当する方
①申込時に満６０歳以上の方
②身体障害者の方（１～４級）
③そのほか（補欠入居者募集案内パ
ンフレットで確認してください）
（３）２DK（家族用）申込資格
申込者に現に同居し、または同居

しようとする親族（①に該当する
者）がいる方
①その者の配偶者（婚約者または事
実上婚姻関係にある者を含む）また
は１親等の血族・姻族
申込書および添付書類／
市営住宅入居申込書・住宅困窮
度判定票
入居者全員の所得を証明する書
類（源泉徴収票の写しも可）、住民票、
現在お住まいの住宅の賃貸契約書
の写し、各種手帳の写しなど手続
きに必要な書類
※補欠入居者募集案内パンフレット

・市営住宅入居申込書・住宅困窮度

判定票は、建築指導課、各出張所で

配布しています。また、市ホームペ

ージからも入手できます。
審査／住宅困窮度判定票に従い順
位を決定します。審査の結果登録
されても、有効期限（平成２６年９月
３０日まで）に空室が出なかった場
合は登録が無効になります。また、
入居するときは、入居者負担金（家
賃）、共益費、敷金、火災保険の
加入などが必要です。
問合せ／建築指導課 �○内４１８

富士見市行財政改革市民懇談会
市では行財政改革の推進にあた
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／２人
応募資格／１８歳以上の市内在住、
在勤、在学の方
任期／平成２７年３月３１日
会議／年２～３回（平日夜間を予定）
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（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
※市ホームページからも応募可
応募締切／９月２４日（火）（当日消印
有効）
応募先／〒３５４―８５１１（住所不要）
富士見市役所政策企画課
�０４９―２５４―２０００
問合せ／政策企画課 �○内２３２

富士見市民文化祭第５０回記念
市民コンサート合唱団団員募集！
富士見市民文化祭第５０回記念式
典で合唱する団員を募集します。

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

募集人数／女声（ソプラノ、アルト）
４５人、男声（テノール、バス）３５人
曲目／ベートーヴェン作曲「交響
曲第９番 op．１２５より（第４楽章）」

い こまふみあき

指揮／生駒文昭氏
ピアノ／柴田久美子氏
エレクトーン／小倉優子氏
参加費／２，０００円
練習日／
とき 時間 場所

１０／５（土）
午後２時～

キラリふじみ
１０／２０（日） 鶴瀬コミュニ

ティセンター１０／３１（木） 午後７時～

申込み・問合せ／富士見市民文化
祭実行委員会：音楽連盟
加藤 �０８０―１８９９―７８８８
水野 �０９０―７２４１―９９５１

東日本大震災被災地復興支援
市民ボランティア
震災以来、市ではさまざまな支
援活動を多くの市民ボランティア
の皆さんと行っています。
被災地の復興にはまだまだ時間
がかかります。今後も継続的な支援
を行うためご協力をお願いします。
活動の例／被災地でのボランティ
ア活動、市内での避難者への支援
活動、被災地特産品販売活動
募集期間／９月９日（月）～２０日（金）
（土・日曜、祝日を除く）
説明会／９月２８日（土）
※説明会に参加していただいた後、

登録手続きを行います。
申込み・問合せ／
安心安全課 �○内４４６

被災地支援「子どもたちに笑顔を」のようす

i
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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

 9月30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
 9月11日㈬

 ⑪12:50～13:40　③健康増進センター
②平成25年4月1日～4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
 9月24日㈫

 ⑪12:50～13:40　③健康増進センター
②平成25年4月16日～4月30日に生まれた子

12か月健診  9月10日㈫
 ⑪12:50～13:40　③健康増進センター
②平成24年9月8日～9月30日に生まれた子

1歳6か月健診  9月17日㈫
 ⑪12:50～13:40　③健康増進センター
②平成23年12月9日～12月31日に生まれた子

3歳健診  9月18日㈬
 ⑪12:50～13:40　③健康増進センター
②平成22年3月生まれの子

■①　乳児・母乳相談

 9月 9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。 9月25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

 9月 5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南畑公民館
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。

子 育 て
Child-rearing

子育てコーチング講座（全２回）
りょく

～コーチングでママ力アップ～

子どもとの会話が一方通行にな
っていませんか。コーチングのス
キルを学んで「伝える」コツを身
につけましょう。
とき／９月１９日（木）、２６日（木）
いずれも午前１０時～正午
場所／鶴瀬公民館
対象／２回とも参加できる幼児か
ら小学生までのお子さんのいる保
護者
定員／３０人（無料、申込順）
※保育あり（定員１５人、申込順）
講師／斉藤智子氏（㈱コンフィダン
トジャパン代表取締役）
申込み／９月２日（月）から午前９
時～午後５時に直接または電話で
（土・日曜、祝日を除く）
問合せ／鶴瀬公民館
�０４９―２５１―１１４０

お父さんとデイキャンプ
とき／１０月６日（日）午前１０時開始
場所／びん沼自然公園
（現地集合・解散）
対象／小学生とお父さん
内容／お父さんとつくる昼ごはん、
野外遊び
定員／１５組
参加費／１組５００円
持ち物／飲み物、タオル、軍手
申込み／９月９日（月）午前１０時か
ら電話で
問合せ／関沢児童館
�０４９―２５１―９７８６

キャンドルづくり
とき／９月２９日（日）
午後１時３０分～３時３０分
場所／諏訪児童館
対象／小学生以上
定員／４０人
指導／入間東部福祉会みよしの里
キャンドル班
参加費／２００円（材料代）
申込み／９月１０日（火）午前１０時か
ら直接または電話で
問合せ／諏訪児童館
�０４９―２５５―６６７１

公開講座 子どもの野あそび教室
富士見江川で魚とり、柳瀬川沿
いで昆虫とりなど自然の遊びを体
験しましょう。
川に入って魚とり
とき／９月１５日（日）
集合／山崎公園・午前９時
持ち物／帽子、着替え、飲み物、
筆記用具
※水に濡れてもよい履物・服装でお
越しください（サンダル不可）
川原・田んぼで昆虫とり
とき／９月２９日（日）
集合／富士見橋・午前９時
持ち物／飲み物、筆記用具、虫取
り網
※長袖、長ズボン、運動靴でお越し
ください。

共通事項
対象／小学生（低学年のお子さん
は保護者同伴で可）
参加費／２００円（全２回）
主催／NPO法人富士見市民大
学・市教育委員会
申込み／９月１２日（木）までに直
接または電話で（当日参加も可）
問合せ／富士見市民大学事務局
（鶴瀬公民館内）�０４９―２５１―１１４０

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

土器づくり教室（全４回）
市内の遺跡から出土した縄文土
器をモデルに、本格的な土器づく
りに挑戦します。
とき・内容／
９月２９日（日）粘土こね
１０月２７日（日）成形
１１月３日（祝）みがき
１２月７日（土）焼成
定員／２０人
参加費／５００円
協力／富士見市資料館友の会土器
づくり部会
申込み／直接または電話で
問合せ／水子貝塚資料館
�０４９―２５１―９６８６

子 育 て
Child-rearing

ふじみジュニア考古学クラブ（全８回）
考古学は、どんな研究でどんな
ことをしているか一緒に学ぼう。
とき／いずれも土曜

とき 内容

① １０／１２ 講義「旧石器時代」
実習「石器の実測」

② １０／２６ 講義「縄文時代」
実習「市内の遺跡めぐり」

③ １１／９ 講義「縄文式土器」
実習「土器の拓本」

④ １１／３０ 県立歴史と民俗の博物館
さきたま史跡の博物館見学

⑤ １２／１４ 講義「弥生時代」
実習「土器の実測」

⑥ １／１１ 遺跡の発掘調査
⑦ １／２５ 講義「古墳時代」

⑧ ２／８ 講義「奈良・平安時代」
まとめ

※６回以上受講すると修了証交付
時間／午前９時～正午
※④⑥は午前９時～午後４時３０分
対象／小学４～６年生 定員／１５人
参加費／無料
申込み／直接または電話で
問合せ／水子貝塚資料館
�０４９―２５１―９６８６

お月見だんごづくり
お月見団子を作り、試食します。
とき／９月１６日（祝）
午前１０時～正午
場所／旧金子家住宅
定員／１０組（申込順）
指導／市民学芸員
参加費／１組５００円（材料代）
持ち物／エプロン、三角きん
申込み／９月１日（日）～１０（火）午前
９時～午後５時に直接または電話で

はたおり教室（全５回）
はたおりの工程を学び、布を織り
ます（３４×６０㎝）。
とき／
①９月１９日（木）午前１０時～午後３時
②９月２６日（木）午前１０時～午後３時
③１０月３日（木）午前１０時～正午
④下記日程のうちいずれか２時間
（初日に日程を調整します）
１０月３日（木）午後
４日（金）・５日（土）・６日（日）・８日
（火）・９日（水）※いずれも午前・午後
１０日（木）午前
⑤１０月１７日（木）午前１０時～正午
場所／旧大澤家住宅
対象／全日程参加できる方（応相談）

定員／１０人（申込順）
参加費／１，１００円（材料代）
持ち物／筆記用具、昼食
申込み／直接または電話で
指導／資料館友の会木綿部会

思い出の布で小物入れづくり
古い布を再利用し、小物入れを
作ります（布は支給します）。
とき／１０月２日（水）
午前１０時～午後３時
場所／講座室
定員／１５人（申込順）
作品／ファスナー付きポーチ
（１６×２２㎝）
参加費／３００円（材料代）
持ち物／縫い針１本、待ち針１０本、
糸切りバサミ、昼食

み らく

指導／美楽の会
申込み／直接または電話で
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難波田城資料館からのお知らせ
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

�
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�
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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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第２１回ふるさと探訪
難波田城と並んで、江戸と川越

あかつかじょう

をつなぐ城だった赤塚城（板橋区）
とその周辺を巡ります。
とき／１０月６日（日） ※小雨決行
集合／東上線下赤塚駅北口
午前９時２０分

かいだん ち ぶさ

主な見学地／水車公園→怪談乳房
えのき

榎の碑→松月院→赤塚植物園→不
動の滝→板橋区立美術館→赤塚城
本丸跡→板橋区立郷土資料館
（午後３時解散。行程約５㎞）
定員／４０人（申込順）
参加費／５００円
（保険代など。当日集金）
持ち物／昼食、飲み物、雨具、敷
物など
主催／資料館友の会ふるさと探訪
部会・難波田城資料館
申込み／９月１日（日）～１０月３日
（木）午前９時～午後５時に電話で
問合せ／難波田城資料館
�０４９―２５３―４６６４

新体力テスト
自分自身の体力年齢を知り、こ
れからの運動計画の参考にしませ
んか。
とき／９月２９日（日）
午前９時～正午
場所／市民総合体育館
対象／２０～７９歳
内容／握力、上体おこし、長座体
前屈、反復横とび、立ち幅とび、
急歩、開眼片足立ち、１０m障害物
歩行、６秒間歩行
（年齢によって種目が異なります）
定員／４０人（申込順）
参加費／４００円（保険代など）
主催／公益財団法人キラリ財団
申込み／９月１日（日）から直接ま
たは電話で
問合せ／市民総合体育館
�０４９―２５１―５５５５

学 ぶ
Learning

普通救命講習
とき／９月２８日（土）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／９月９日（月）～１３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

ぼうこう

オストメイト（人工肛門・人工膀胱
造設者）のための医療講習会
とき／９月２３日（祝）午後１時～４時
場所／川越市民会館
（川越市郭町１―１８―７）
対象／オストメイトの方（ご家族）
内容／介護保険制度のしくみ、ス
トーマケアと体型変形の対処法
定員／１００人 参加費／無料
問合せ／（公社）日本オストミー協
会埼玉県支部 �０４８―８３５―５２２６
（火・木・土曜午前１０時～午後３時）

聴こえとコミュニケーショ
ンに関する講演会（無料）
身近な「聴こえ」に関する講演
会です。コミュニケーションの障
がいについて考えます（手話通訳・
要約筆記・磁気ループ有り）。
とき／９月２５日（水）
午後１時３０分～４時（１時開場）
場所／鶴瀬西交流センター
※公共の交通機関をご利用ください。
内容／
第１部
「聴こえない世界とコミュニケー
ション」
講師：永井紀世彦氏
（社会福祉法人埼玉聴覚障害者福祉会

理事長）
第２部
「聴覚障害について」
講師：柳田美佐氏
（埼玉県社会福祉事業団そうか光生園

言語聴覚士）
定員／１００人（先着順、申込不要）
問合せ／障がい福祉課 �○内３２３

市の文化や自然、歴史などについ
て出題される郷土富士見検定に挑戦
しませんか。
とき／１１月１０日（日）
子どもコース（小学３年生以上）：
午前９時３０分～１０時１０分
一般コース（中学生以上）：
午前１１時～正午
場所／鶴瀬公民館、水谷公民館、難
波田城資料館
※いずれも車での来場はご遠慮くだ
さい。
検定形式／
子どもコース：四者択一２１問（４０分）
一般コース：四者択一８０問（６０分）
検定料／無料
申込期間／
９月１１日（水）～１０月２０日（日）
申込方法／申込書（問題集に挿入）に必
要事項を記入し、各公民館・交流セ
ンター・コミュニティセンターへ直

接または富士見検定事務局に FAX
で
主催／NPO法人富士見市民大学

一般コースは、「郷土富士見検
定問題集」および「郷土富士見検
定問題集第二集」から約８０％出題
され、子どもコースは、主に小学
校の社会科・副読本『ふじみ』か
ら出題されます。

郷土富士見検定問題集第二集
親から子へ伝えたい先人の知恵、
富士見市に住むことが楽しくなる知
識、富士見の魅力を自然・歴史・文
化・暮らしなどの分野に分けて問題
集にしました。
※９月１１日（水）から、各公民館・交流
センター・コミュニティセンターで無
料配布します。発行部数に限りがあ
ります。

第２回郷土富士見検定のお知らせ
問合せ／郷土富士見検定事務局（鶴瀬公民館内）

�０４９―２５１―１１４０ �０４９―２５１―１１５６
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市民健康増進スポーツ大会
（１０月～平成２６年３月）

参加希望の方はお問い合わせく
ださい。

種目 日程
柔道 １０月６日（日）
空手道 １０月２０日（日）
ゴルフ １０月２４日（木）
ボウリング １０月２７日（日）
少林寺拳法 １１月３日（祝）
グラウンドゴルフ １１月３日（祝）
ペタンク １１月１０日（日）
ゲートボール １１月１０日（日）
小学生バレーボール １２月１４日（土）
陸上競技 １月１９日（日）

バスケットボール
一般：３月９日（日）
・１６日（日）
中学：１月下旬

スキー ２月８日（土）
バドミントン ２月９日（日）

平成２６年度市民健康増進スポー
ツ大会開催種目を募集
大会開催を希望する団体など
は、１０月１０日（木）までに、申請
書を提出してください。
申請書の配布・提出先／
富士見市体育協会

問合せ／富士見市体育協会
�・�０４９―２５４―９５１０

ミニ鉄道クラブによる
ミニ鉄道運転会（９～１２月）
運転日／いずれも日曜（雨天中止）
午前１０時～正午、午後１時～２時
９月 ８・２２日 １１月 １０・２４日
１０月 １３日 １２月 ８日

場所／むさし野緑地公園
※自転車は指定の場所（公園内）に駐

輪してください。車での来場はご遠

慮ください。未就学児は、保護者の

付き添いをお願いします。

富士見市ミニ鉄道クラブ会員募集
興味のある方は、運転会当日
クラブ会員にお申し出ください。
問合せ／協働推進課 �○内２５６

吹奏楽の集い♪♪
皆さんの知っている曲の演奏も
ありますので、一緒に楽しいひと
ときを過ごしませんか（無料）。
とき／９月２８日（土）
午後２時開演（１時３０分開場）
場所／針ケ谷コミュニティセンター
出演／西中学校吹奏楽部
曲目／アメイジング・グレイス、
銀河鉄道９９９、NHK連続テレビ小
説「あまちゃん」オープニングテー
マ、手紙（アンジェラ・アキ）など
主催・問合せ／針ケ谷コミュニテ
ィセンター �０４９―２５１―８４７８

第１５回勝瀬 de縁日
～笑顔をみんなに～

とき／９月７日（土）午後２時～６時
場所／勝瀬原記念公園
（天候不良時はふじみ野交流センター）
内容／◆遊び ヨーヨーつり、バル
ーンアート、わりばし鉄砲、パネ
ルシアター、昔遊び（竹とんぼなど）
◆模擬店 焼きそば、かけうどん、
焼き鳥、焼だんご、わたあめ、駄
菓子、アイス、クッキー、手作り
小物など
◆催し物

だ し は や し

２時 寄せ太鼓、子ども山車、お囃子
３時 ふじみ野小学校「歌声リー
ダー」、勝瀬中学校吹奏楽、大学
生によるダンスなど
５時 盆踊り
※東松島市物産販売、介護・福祉・

健康相談会を行います。

※車での来場はご遠慮ください。
主催／第１５回勝瀬 de縁日実行委
員会
問合せ／ふじみ野交流センター
�０４９―２６１―５３７１

申込み／９月１日（日）から電話または直接 主催／公益財団法人キラリ財団
後期コース １０月～平成２６年３月 合同開講式／１０月５日（土）午前１０時（フットサル教室は除く）

講座名 日 時 対象 内 容 定員 参加費

健康体操教室
（全１１回）

１０／７・２８、１１／１１、１２／２・９、
１／２７、２／３・２４、３／３・２４（月曜）
午後１時３０分～２時４５分

一般
体に負担のかかりにくい体操、気功、スト
レッチなどを行う教室です。健康づくりに
お役立てください。

５０人

５，０００円

ジャズダンス
（全１１回）

１０／７・２８、１１／１１、１２／２・９、
１／２７、２／３・２４、３／３・２４（月曜）
午後３時１５分～４時３０分

一般 基本ステップなどから、ていねいにレッス
ンします。未経験者も経験者も楽しめます。３０人

楽しい卓球
（全１１回）

１０／９・２３、１１／２０・２７、１２／４・１１、
１／２２、２／５・１９、３／５（水曜）
午前１０時～１１時３０分

一般 基礎から卓球の楽しさ、スポーツの楽しさ
を学びます。 ４０人

フットサル教室
（全１０回）

１０／７・２８、１１／１１・２５、１２／２・９、
１／２７、２／３・１０・２４（月曜）
午後７時３０分～９時１５分

高校生
以上

パス練習からゲームまで豊富な内容です。
初心者の方も安心してご参加ください。 ３０人

親と子のためのコース
親子リトミック
（全６回）

１０／４・１１・１８、１１／１・８・２２（金曜）
午前１０時～１１時３０分

２歳児
と親 音楽を使い楽しく体を動かします。 ２５組 ２，５００円

キラリ☆スポーツカレッジ（後期コース）
場所・問合せ／市民総合体育館 �０４９―２５１―５５５５
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ゆずります

食器棚／パソコン台／テレビ台／吸入器
／植木鉢･プランター（プラスチック製）／
猫用ケージ（65×50×88㎝）／サッカー
シューズ（24～26㎝）／シルバーカー

ゆずってください

テレビ／洗濯機／ウォシュレット／ミシン（電動足踏式）／樹木粉砕機／幼児
用イス付自転車／子ども用自転車（男女児用18～22㌅）／富士見みずほ幼稚
園制服･体操着（男女児用100～120㎝）／ベビーカー（A型・B型）／ベビー
ベッド／ベビーチェア／チャイルドシート／ベビー用おもちゃ／犬用ベビーカー

問合せ／環境課　2 246
・••８月７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

9月21日㈯13:30～16:30／キラリふじみ／文
化行事（コンサート）、講演など／入場無料
／小倉　2049-253-0037

作品展示…9月30日㈪～10月6日㈰9:30～
17:00／芸能発表…9月30日㈪13:00～／キ
ラリふじみ／主催年金者組合富士見支部／
入場無料／小倉　2049-253-0037

10月13日㈰ふじみ野駅西口6:30集合／紅
葉に染まる田尻尾根から天神平へ／定員
30人（申込順）／参加費6,000円（保険代含
む）／締切9月13日㈮／主催埜

や ほ ほ

歩歩富士見
山の会／
池田　2049-264-9463（7:00～12:00）

第1木曜報告会19:30～21:30／みずほ台コ
ミュニティセンター／今年で創立41周年。関
東地方とその周辺の山（夏期はアルプス
まで）へ月2回の山行／入会金1,000円／
年会費4,000円／加藤　2049-251-8299

月4回主に木曜9:30～10:40／みずほ台コ
ミュニティセンター／未就園児とお母さん／ヨ
ガ／入会金1,000円／月会費2,000円／
野際　2049-254-6260

月4回土曜10:00～11:40／みずほ台コミュ
ニティセンター／英語圏の外国人を招き、国
内外問題を自由に話す／月会費2,000円／
見学あり（500円、要予約）／
浜田　2049-268-1302

第1･3木曜10:30～12:30／針ケ谷コミュニ
ティセンター／ゴスペル･コーラスの練習。アメ
リカ人と日本人の先生が楽しく教えてくれます
／月会費3,000円／初回無料体験あり／
森内　2049-252-3184

毎週火曜11:00～13:00／鶴瀬公民館／音
楽に合わせて楽しく身体を動かしませんか／
入会金1,000円／月会費2,000円／運動が
苦手な方も大歓迎／
山下　2049-255-1277

募　集イベント

掲載方法の問合せ／秘書広報課　2 240
く
ら
し
の
リ
ユ
ー
ス
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水子貝塚星空シアター２０１３
とき／９月７日（土）
午後３時～８時１５分
※雨天時は９月８日（日）
内容／
ステージ（午後３時～６時１５分）
富士見太鼓の会、ぶるべり☆ちっ
ぷす、埼玉戦士さいたぁマン、お
みこし、御柱行列、園児の歌とお
遊戯など
縄文体験（午後３時～５時）
まが玉づくり（１００円）、石臼ひき
・火起こし・弓矢体験・やり投げ
体験、つると麻ひもの
壁飾りづくりなど
模擬店
（午後３時～８時１５分）

映画『シュガー・ラッシュ』
（午後６時３５分～８時１５分）

※ペットを連

れての入場は

ご遠慮くださ

い。

※映画鑑賞に

は敷物をご用

意ください。

※駐車場は水

谷小学校校庭

をご利用ください。
主催／水子貝塚星空シアター実行
委員会・水子貝塚資料館
協力／富士見市消防団第７・８分
団、水谷公民館
問合せ／水子貝塚資料館
�０４９―２５１―９６８６

イベント
Event

土曜おもしろミューズランド
とき／９月２１日（土）
午前１０時と午後２時の２回
場所／水子貝塚公園学習広場
（雨天の場合は体験学習室）
対象／小学生以上
（未就学児は保護者同伴で可）
内容／ミニチュア土器づくり
定員／各３０人
参加費／１００円（材料代）
※申込不要・先着順
問合せ／
水子貝塚資料館
�０４９―２５１―９６８６ まが玉

ムサビー

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