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Guidance

固定資産（土地・家屋）の
評価額が確認できます
納税者の方は土地・家屋価格等
縦覧帳簿の縦覧や固定資産課税台
帳（名寄帳）の閲覧ができます（当該
年度分に限る）。
これは納税者の方が所有する土
地、家屋の価格（評価額）が適正で
あるか、ほかの土地・家屋との比較
を通じて判断するための制度です。
期間／４月１日（月）～５月３１日（金）
（土・日曜、祝日を除く）

※４月６日（土）・５月１１日（土）は土曜

開庁しています。
時間／午前８時３０分～午後５時１５
分（木曜は午後７時まで。５月１１日（土）
は午後０時３０分まで）
場所／税務課内
対象／納税者（富士見市に固定資産
税を納税している方）および同居の
親族、納税管理人、代理人（委任
状が必要）
持ち物／本人確認ができるもの
（運転免許証、健康保険証、納税通知

書など）
問合せ／税務課 �○内３５５

みどりの埼玉づくり県民提案事業
NPOや地域団体などによる公
園や学校への植栽活動、里山再生
事業、自然観察会など「みどりの
保全や創出」に取り組む事業提案
に対し、審査のうえ補助金を交付
し支援します。
対象事業／
緑の保全と創出を推進する事業
上限１５０万円（５０万円までは全額、５０
万円超１／２）
みどりの活動を始めようとする
団体が行う事業（きっかけ支援）
上限１０万円（全額）
自治会や商店街などが取り組む
比較的大規模な緑化事業
上限５００万円（３００万円までは全額、
３００万円超１／２）
申込み／申込用紙に必要事項を記
入し、４月３０日（火）（必着）までに
郵送または直接

（〒３３０―９３０１さいた

ま市浦和区高砂３―

１５―１埼玉県環境部

みどり再生課）
問合せ／埼玉県環境部みどり再生
課 �０４８―８３０―３１９０

無料相談の新設
次の相談が新設されました。秘
密は守られますので、気軽にご相
談ください。
外国籍市民生活相談
とき／毎週水曜午前９時～正午
場所・問合せ／
人権・市民相談課 �○内２７２
教育相談の電話相談
とき／毎週土曜午前９時～正午
場所・問合せ／
教育相談室
�０４９―２５３―５３１３

狂犬病は、発症すると死亡率がほ
ぼ１００％の恐ろしい病気です。集合
狂犬病予防注射（下表）または動物病
院で必ず接種しましょう。
※動物病院で接種する場合は、獣医師

が発行する「狂犬病予防注射済証」を健

康増進センターに持参し、狂犬病予防

注射済票の交付手続き（交付手数料５５０

円）をしてください。
注射の時期／
生後９１日以上の犬は、４月１日～
６月３０日の間
注射を受けていない犬を飼い始め
たときは、３０日以内

費用／３，３００円（注射料金２，７５０円、狂犬
病予防注射済票交付手数料５５０円）

※動物病院で接種した場合、料金が集

合注射と異なる場合があります。

※新規に犬の登録をする場合は、別途

登録手数料３，０００円が必要です。

お済みですか 犬の登録変更届など
飼い主や住所が変わったときは「犬
の登録事項変更届」を、飼い犬が死亡
したときは「犬の死亡届」を健康増進
センターに提出してください。

問合せ／健康増進センター
�０４９―２５２―３７７１

集合狂犬病予防注射

がつごう

４月号のテーマ
ふ じ み し やくしょない せいかつそうだんまどぐち

富士見市役所内に生活相談窓口を
しんせつ

新設します
ちゅうごく ご えい ご かんこく ご

中国語、英語、韓国語、ポルトガル
ご ご ご

語、スペイン語、タガログ語（フィリ
げん ご に ほん ご こく ご

ピンの言語）、日本語の７か国語でお
し

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
の し おお い

（〒３５６―００５３ふじみ野市大井２―１５―１０う
の かいかん の えきにし

れし野まちづくり会館２F ふじみ野駅西
ぐち と ほ ぷん

口より徒歩２０分） http : //www.ficec.jp

INFORMATION FUJIMINO
「インフォメーションふじみの」

午後１時～２時３０分

水谷東公民館駐車場

針ケ谷コミュニティセンター
駐車場
勝瀬集会所駐車場
（榛名神社脇）
鶴瀬西第１公園
（鶴瀬駅西口整備事務所前）

午前９時３０分～
１１時３０分

みずほ東公園

唐沢公園

南畑公民館駐車場

鶴瀬公民館駐車場

時間
日程

４／１０（水）

４／１１（木）

４／１２（金）

４／１５（月）

飼い犬の登録と年１回の狂犬病予防注射
は、法律に定められた飼い主の義務です。

※会場が公園の場合、駐車場はありません。

集合狂犬病予防注射／

�
�
�

�
�
�

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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　キラリふじみのイベント内容な
どは、HOTキラリ4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

非常勤看護職員
募集人数／１人
勤務内容／高齢者宅への見守り訪問
資格／保健師または看護師の資格を
もち、市内へ訪問業務のできる方
勤務時間／月～金曜午後１時～４
時（週３日）
賃金／時間給１，４３０円
応募方法／履歴書を郵送。後日面
接します。
応募先／〒３５４―８５１１（住所不要）
富士見市役所高齢者福祉課
問合せ／高齢者福祉課 �○内３８５

審議会委員を募集します
①富士見市こども家庭福祉審議会
児童福祉および幼児教育に関す
る調査・審議などを行います。
募集人数／２人以内
応募資格／市内在住で児童福祉お
よび幼児教育に関心がある方
会議／年７回程度（昼間）
②富士見市青少年問題協議会
青少年にかかわる諸問題の研修
・調査・審議および関係機関相互
の情報交換を行います。
募集人数／１人
応募資格／市内在住で青少年問題
に関心がある方
会議／年２回程度（平日昼間）

①②共通事項
任期／委嘱日から２年間
報酬／市の条例に基づき支給
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・職業・電話番号
を記入し、郵送または直接
※市ホームページからも応募可
応募締切／４月３０日（火）（必着）
※選考結果は５月下旬までに応募
者全員に通知します。
応募先／〒３５４―８５１１（住所不要）
富士見市役所子育て支援課
問合せ／子育て支援課 �○内２０４

③富士見市社会教育委員会議
社会教育についての計画立案や
提言に関することを行います。
募集人数／１人
応募資格／市内在住で社会教育に
関心のある２０歳以上の方
会議／年８回程度（原則土曜）
④富士見市図書館協議会
図書館の運営・図書館奉仕につ
いての提言に関することを行いま
す。
募集人数／１人
応募資格／市内在住で図書館の運
営などに関心のある方
会議／年６回程度（原則土曜）

⑤富士見市スポーツ推進審議会
スポーツ推進についての提言に
関することを行います。
募集人数／１人
応募資格／市内在住でスポーツに
関心のある方
会議／年３回程度（原則平日）

③④⑤共通事項
任期／６月１日から２年間
報酬／市の条例に基づき支給
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・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
応募締切／４月１９日（金）（必着）
応募先／〒３５４―００２１鶴馬１８７３―１
富士見市教育委員会生涯学習課
�０４９―２５５―９６３５
問合せ／生涯学習課 �○内６３１

ご 案 内
Guidance

平成２６年
富士見市成人式典のお知らせ
とき／平成２６年１月１３日（祝）
午前１１時～正午
（受付：午前１０時３０分～）
場所／キラリふじみ
対象／平成５年４月２日～平成６
年４月１日生まれ
※対象者には１１月中旬以降に案内は
がきを郵送します。
※詳しくは、広報『ふ
じみ』１２月号でお知ら
せします。
問合せ／生涯学習課
�○内６３３

パブリックコメント募集予定 時期 担当課

富士見市中期基本計画（案） ９月 政策企画課

富士見市地域福祉計画改定（案）
平成２６年１月

福祉課

富士見市図書館サービス計画（案） 生涯学習課

※パブリックコメントとは市の重要な施策に対し、市民の皆さんからご意見をいただく
制度です。

審議会等委員公募予定
募集
人数

時期 担当課

富士見市市民参加及び協働推進市民懇談会 ３人

５月

協働推進課

富士見市生涯学習推進市民懇談会 ２人 地域文化振興課

富士見市都市計画審議会 ３人 まちづくり推進課

富士見市情報公開・個人情報保護審議会 ２人
６月

総務課

富士見市行財政改革市民会議 ２人 政策企画課

※詳しくは市ホームページをご覧ください。

平成２５年度パブリックコメント（市民意見提出手続）募集および審議
会等委員公募予定 問合せ／協働推進課 �○内２５７

i
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Invitation

埋蔵文化財発掘協力員の登録
遺跡の発掘調査で、現場作業に
携わる調査協力員（パート）の登録
者を募集します。
登録要件／満１８歳以上の健康な方
勤務地／市内の発掘現場（屋外）
勤務日／発掘調査の作業がある時
（平日）
雇用期間／平成２６年３月３１日まで
時給／８６０円
申込み／生涯学習課にある履歴書

ちょう ふ

に必要事項を記入し直接（写真貼付）
問合せ／生涯学習課 �○内６３７

警察官募集
平成２５年度第１回埼玉県警察官
採用試験を行います。
願書受付期間／
４月１日（月）～１５日（月）
試験日／５月１２日（日）
問合せ／東入間警察署 警務課
�０４９―２６９―０１１０

ピースフェスティバル２０１３
出品者・参加者・参加団体
７月９日（火）～１４日（日）キラリ
ふじみで開催します。
平和の祭典に参加し
ませんか。

平和作品展作品募集
ジャンル、テーマ、作品種類、
サイズは問いません。展示に必要
な額装、表装、パネル張りをして
ください。
※申込み時に作品の種類をお知らせ

ください。
搬入日：７月６日（土）
午後１時～３時
鶴瀬公民館第１集会室
搬出日：７月１４日（日）午後５時～
キラリふじみ

写真展「この子たちの未来のため
に２０１３」子どもの顔写真（小学生
まで）募集
写真サイズ：２L～A４
※カラー、モノクロは問いません。

市民構成劇出演者・スタッフ募集
※未経験者歓迎
公演日：７月１３日（土）
第１回練習日：５月１１日（土）
午後１時３０分～ 鶴瀬公民館

愛と平和のコンサート合唱・合奏
など出演団体募集
公演日：７月１３日（土）
場所：マルチホール
※応募多数の場合は抽選

キッズ�若者ライブダンスの出演
団体募集
募集団体数：６組
※応募多数の場合は抽選
公演日：７月１４日（日）
場所：メインホール
リハーサル：７月１３日（土）予定

模擬店出店者募集
開催日：７月１３日（土）・１４日（日）
※後日説明会を行います。
申込み・問合せ／４月３０日（火）ま
でに鶴瀬公民館（�０４９―２５１―１１４０）
に直接または電話で
※子どもの顔写真募集は６月１日（土）

～３０日（日）まで

青空児童館「あそびの学校」
公園で親子・友だち同士元気に遊
ぼう！
市内７か所の公園で、手遊びや
体操、集団遊び、季節の行事、工
作などを行うあそびの学校を開催
しています。気軽にご参加くださ
い（無料、申込不要）。
とき・対象／
午前１０時３０分～正午（通年）・乳幼
児と保護者
午後 ３時３０分～５時（１０月末まで）
・未就学児と保護者、小学生
※学校の長期休業期間は休み

火 午前
山崎公園
羽沢１丁目多目的広場

水
午前

松の木公園
貝戸の森公園

午後 北通公園
木 午前 勝瀬原記念公園

金
午前

みずほ東公園
北通公園

午後 勝瀬原記念公園

問合せ／関沢児童館
�０４９―２５１―９７８６

Ｑ
うちは男３人兄弟で、いつ
も乱暴な遊びばかりしてい

ます。同性ばかりの兄弟は性格や
行動の偏りが生じやすいそうです
が、本当でしょうか。

Ａ
男ばかりの兄弟や女ばかり
の姉妹が、そのまま性格の

偏りにつながることはありません。
兄弟が多いと、親はどうしても「子
どもたち」というグループとして
見てしまい、一人ひとりと向き合
うことを怠ってしまったり、違い
を比較して足りない部分を指摘し
たりしてしまいます。

兄弟構成が問題ではなく、親が
一人ひとりを個性的にとらえるこ
とができなくなってしまうことが
問題なのです。一人ひとりの違い
や足りない面を指摘するような見
方ではなく、良い面を認めていく
見方をしていくことが大切です。
親に愛され、理解されていると感
じて育つことが子どもの成長には
何より大切です。

問合せ／
教育相談室
�０４９―２５３―５３１３

�������

富士見市役所 �０４９―２５１―２７１１ �０４９―２５４―２０００�������	�
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※健診専用のバス停は、設置していません。
※通過予定時刻前にバスが通過することはありません。
※帰りのバスは利用者がそろい次第、出発します。
※停車場所と時刻の一部が平成24年度と変更になっていますので
　ご注意ください。

乳 幼 児 健 診
専用バス運行表

１年間使用しますので
大切に保管してください。

鶴瀬駅東口（篠田中央クリニック前） 12:40発
鶴瀬駅西口立体駐輪場前 12:43
東和銀行鶴瀬支店駐車場前 12:45
スーパーBig-A富士見鶴馬店前 12:50
しまむら鶴瀬店前 12:55
ふじみ野駅西口埼玉縣信用金庫前
（新駅西通り） 13:02

ドラッグエースふじみ野店前バス停 13:05
ふじみ野交流センター前 13:07
ウエルシア富士見渡戸店前
（観音堂バス停） 13:12

天府前タイセマート（米店）前 13:15
中央図書館前 13:18
健康増進センター 13:20着

水谷東公民館前 12:45発
榎町公園前 12:49
針ケ谷コミュニティセンター前 12:53
唐沢公園前（西中前通り側） 12:58
第四保育所前（駐車場付近） 13:00
みずほ台駅東口（パチンコ店前） 13:05
おぎそ小児科医院前 13:07
JAいるま野水谷支店前 13:10
水子貝塚公園入口 13:12
健康増進センター 13:15着

4か月健診 4か月児

健康増進センター
水谷コース

鶴瀬コース

12か月健診 12か月児

1歳6か月健診 1歳8か月児

3歳健診 3歳6か月児

■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
（4月コース）

1日目
 4月20日㈯
 9:30～15:30

②初めての出産を
平成25年7･8月
に迎えるご夫婦
③針ケ谷コミュニティセンター
⑥ 15組（申込順）

⑪9:20～9:30　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
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
 5月16日㈭
 9:30～15:30

⑪9:20～9:30　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

 4月22日㈪
 9:00～15:00

② 5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
⑨ 1人30分程度

４か月健診
 4月 9日㈫  ⑪ 12:50～13:40　③健康増進センター

②平成24年11月1日～11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
 4月24日㈬  ⑪ 12:50～13:40　③健康増進センター

②平成24年11月16日～11月30日に生まれた子

12か月健診  4月16日㈫  ⑪ 12:50～13:40　③健康増進センター
②平成24年4月1日～4月23日に生まれた子

1歳6か月健診  4月23日㈫  ⑪ 12:50～13:40　③健康増進センター
②平成23年7月1日～7月23日に生まれた子

3歳健診  4月10日㈬  ⑪ 12:50～13:40　③健康増進センター
②平成21年10月生まれの子

■①　乳児・母乳相談  4月12日㈮
10:00～11:30

⑪ 9:40～10:00　② 1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）

 4月20日㈯
 9:50～12:00

⑪ 9:40～9:50　②生後5～12か月の乳児（第一子）と父親
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

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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Child-rearing

保育所の「あそぼう会」
保育所では就学前のお子さんを
対象に毎月「あそぼう会」を行っ
ています。
気軽に遊びに来てください。楽
しい企画を用意してお待ちしてい
ます。
９月までの日程／
いずれも木曜、
午前１０時～１１時３０分

５月 １６日

６月 ２７日

７月 ４日・１８日

８月 １日

９月 ５日・１９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―４１８１
第四保育所 �０４９―２５１―９７８５
第五保育所 �０４９―２５１―９７８４
第六保育所 �０４９―２５１―４７４１
下記の各保育園は、日程が異な
る場合もあります。
ふじみ野保育園
�０４９―２５６―８８６２
こばと保育園
�０４９―２５１―８９６６
けやき保育園
�０４９―２５４―００２２
子どものそのBaby
�０４９―２６１―７０７７
※６月１３日（木）は鶴瀬公民館で「み

んなあつまれ！ジャンボあそぼう

会」があります。詳しくは広報『ふ

じみ』５月号をご覧ください。

おでかけぴっぴのひろば
子どものあそび場やお友達づく
りの場として気軽にご利用くださ
い。おもちゃなどを用意してお待
ちしています（無料、申込不要）。
時間／午前１０時～１１時４５分

鶴馬１丁目集会所
（いずれも火曜）

水谷東公民館
（いずれも水曜）

４月９日 ４月２４日
５月１４日 ５月２２日
６月１１日 ６月２６日
７月９日 ７月２４日
９月１０日 ９月２５日

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

未熟児養育医療の申請窓口が
変更になります
身体の発育が未熟なままで生ま
れ、医師が入院養育を必要と認め
た乳児に対して医療費が給付され
ます。
その申請窓口が平成２５年４月１
日入院治療分以降、朝霞保健所か
ら健康増進センターに変わります。
※現在、未熟児養育医療を受給中の

方で、平成２５年３月３１日を越えての

給付が認められる場合、４月１日以

降の養育医療券は富士見市から発券

されます。
問合せ／健康増進センター
�０４９―２５２―３７７１

BCGと日本脳炎の特例対象者の年齢が拡大されました

対象年齢

これまで 平成２５年４月１日以降

BCG 生後６か月未満
生後１歳未満
（標準的な接種期間として
生後５か月～８か月未満）

日本脳炎の特例対象者
（平成１７年度～平成２１年度に
かけて日本脳炎の定期予防接
種を受ける機会を逸した方）

平成７年６月１日～平
成１９年４月１日生まれ
の２０歳未満

平成７年４月２日～平
成１９年４月１日生まれ
の２０歳未満

※長期にわたり療養を必要とする疾病（白血病など）にかかったことにより、定期
予防接種の機会を逸した方は、特別な事情がなくなった日から２年を経過するま
での間接種できるようになりました。詳しくはお問い合わせください。

３種類の任意予防接種が定期予防接種になりました
ヒブワクチン
小児用肺炎球菌ワクチン

けい

子宮頸がん予防ワクチン
※対象年齢や予防接種実施医療機関など、詳しくは市ホー
ムページをご覧ください。
※対象年齢外・接種間隔外で接種する場合は、有料（自費）
となりますのでご注意ください。
問合せ／健康増進センター �０４９―２５２―３７７１

平成２５年４月１日から変更となる予防接種

富士見市役所 �０４９―２５１―２７１１ �０４９―２５４―２０００�������	�
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歴史探訪ウォーキング講座
（全６回）
市内の名所旧跡を歩き、体と脳
の活性化を実感してみませんか。
とき・内容／
いずれも火曜、午前１０時～正午

４／２３
講義：脳活性化における
ウォーキングの効能

４／３０
実技：まず、歩いてみまし
ょう（自分の歩き方を知る）

５／７
実技：脳活性化に効果的
な正しいウォーキング

５／１４
実技：先輩ウォーカーと
一緒に歴史探訪ウォーキ
ング体験

５／２１
実技：ウォーキングコー
スづくり

５／２８
実技：歴史探訪ウォーキ
ング実践

場所／健康増進センター
対象／おおむね６５歳以上で、運動
制限の無い方
定員／３０人（申込順）
参加費／２００円（保険代）
申込み／直接または電話で
問合せ／健康増進センター
�０４９―２５２―３７７１

書道教室
芳名帳などに毛筆でさらさらと
名前を書きたい、大きな字を思い
っきり書きたいなど書道に興味の
ある方、一緒に楽しく学びませんか。
とき／第１・３月曜
午後１時３０分～３時３０分
場所／シルバー人材センター
講習費／１０，５００円（半年分）
申込み・問合せ／シルバー人材セ
ンター �０４９―２５３―６６８６

普通救命講習
とき／４月２１日（日）
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／４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

無肥料無農薬育ちの生命力あふれる野菜を作ってみませんか。自然栽培の体験を通して「食と農」について学び、
自然豊かなライフスタイルを築けるよう一緒に考えましょう。豆腐づくりも体験できます。
開講期間／５月１８日～平成２６年２月２２日の土曜（一部日曜）
※日時・場所など詳しくはお問い合わせください。
対象／市内在住在勤の方 定員／１５人（申込み多数の場合は抽選）
内容／肥料・農薬を使わない野菜づくり、講演会、自然栽培の農場見学、伝統食品づくり（こんにゃく・豆腐）
参加費／３，８００円（市民大学運営費８００円（通信費・保険代など）＋教材費３，０００円（種・材
料代など））
申込み／往復はがきに郵便番号・住所・氏名・電話番号・これまでの受講回数
（年）を記入（返信用にも郵便番号・住所・氏名を記入） ※４月１６日（火）必着
〒３５４―００３３ 富士見市羽沢３―２３―１０ 市民大学事務局（鶴瀬公民館内）
※抽選は４月１８日（木）午後２時から公開で行い、結果は返信用はがきで通知します。

※当選された方は、４月２５日（木）午前中までに受講申込書を記入し、提出してください。
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平成２５年度富士見市民大学ふじみ市民学コース 受講生募集
ふじみ自然塾 自然のライフスタイルを探して（全１５回）

問合せ／市民大学事務局（鶴瀬公民館内）
�０４９―２５１―１１４０

rghi�sgktluvawxyz]{|}~&�z�

�������	
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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

第１０回熟年バンド LIVE
歌謡曲、ポップス、ハワイアン
など昭和の歌をお楽しみください
（無料、申込不要）。
とき／４月２９日（祝）
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
ホール
出演／ブルーハワイアンズ、ハー
フトーンズ、ポップスふじみ野、
ミュージックフレンズ
主催／熟年バンド LIVE 実行委員会
問合せ／鶴瀬公民館
�０４９―２５１―１１４０

埼玉県第２ブロック
消防救助技術指導会
入間東部地区消防組合と近隣消
防本部が参加し、救助技術の正確
さ・迅速さを競います。気軽に見
学にお越しください。
とき／５月１５日（水）午前９時～
場所／富士見消防署消防訓練場
※臨時駐車場（キラリふじみ）。駐車

場に限りがありますので、車での来

場はなるべくご遠慮ください。
問合せ／消防本部総務課
�０４９―２６１―６００４

７消防本部の救助隊員が技術を競います

土曜おもしろミューズランド
【まが玉づくり】
とき／４月２０日（土）
午前１０時、午後２時の２回
場所／水子貝塚公園学習広場
対象／小学生以上（未就学児は保護
者同伴で可）
定員／各５０人（先着順）
※申込不要。直接お越しください。
参加費／１５０円（材料代）
問合せ／水子貝塚資料館
�０４９―２５１―９６８６

田んぼ体験隊（全７回）
種まきからもちつきまで、年間
を通して活動します。
日程／いずれも土曜

内 容 と き

説明、耕起、
種まき

５／１１
午後２時～４時

代かき、
田植え

６／１５
午後２時～４時

草取り
（１回以上参加）

６／２２～７／１３
毎週土曜
午前１０時～１１時

かかし、
流しそうめん

７／２７
午前１０時～正午

稲刈り、
矢来かけ

１０／５
午後２時～４時

脱穀
１０／１９
午後２時～４時

もちつき、
わら細工

１２／２１
午前１０時～正午

場所／難波田城公園内の田んぼ
対象／市内在住・在学・在勤の方
を含む家族または友人
定員／１５組（１組４人以内。申込順）
農業指導／柳下春良氏（地元農家）
参加費／１組年間１，０００円（通信費
・材料代）
持ち物／汚れてもよい服装・田ん
ぼに入るときの履物
申込み／４月２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

こうえん

ふじみ野じゅく公開口演
かん だ おり ね

神田織音講談会
ふじみ野じゅくは、
生きがいづくりや仲
間づくりを目的とし
て、毎月１回さまざ
まな講座やイベント
を開催しています。
今年も恒例の講談会で幕開けし
ます（申込不要）。
とき／４月１９日（金）
午前１０時～正午
場所／ふじみ野交流センター

く じゅう く りょう

演目／「九十九両」ほか一席
参加費／５００円
問合せ／ふじみ野交流センター
�０４９―２６１―５３７１

学 ぶ
Learning

コツコツ教室
（骨粗しょう症予防教室）
今の骨の状態を知り、より健康
で丈夫な骨づくりをしましょう。
とき／４月２３日（火）
午前９時１５分～１１時４５分
（受付：９時～）
場所／健康増進センター
対象／市内在住の１８～６４歳の方
内容／骨密度・バランス測定、骨
粗しょう症予防ミニ講座
定員／３０人（無料、申込順）
持ち物／筆記用具、タオル、飲み物
※動きやすい服装でお越しください。
申込み／４月２日（火）から電話で
問合せ／健康増進センター
�０４９―２５２―３７７１

６５歳からを対象としたコツコツ教
室を６月に行います。
詳しくは広報『ふじみ』６月号を
ご覧ください。

水子貝塚公園・難波田城公園
開園時間変更のお知らせ
４月１日（月）～９月３０日（月）、開
園時間は午前９時～午後６時です。

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

中央図書館
おはなし会

グラウンド
内駐輪禁止

からくり時計塔
(パレード出発場所)

文化の杜公園

フワフワ

駐車場

ごみ収集所

トイレ

至鶴瀬駅

消防署

共販センター

駐車禁止

昔あそび１

※駐車場に限りがありますので、車での来場はご遠慮ください。
※ペットをお連れの際は、マナーを守り、人にかみつくことのないよう十分ご配慮ください。

子フェスの主役は　ぼくたちだ！子フェスの主役は　ぼくたちだ！

第40回 富士見市子どもフェスティバル第40回 富士見市子どもフェスティバル

とき／4月21日(日)　午前10時～午後3時とき／4月21日(日)　午前10時～午後3時
場所／文化の杜公園および周辺
　　　（雨天時は市民総合体育館）
場所／文化の杜公園および周辺
　　　（雨天時は市民総合体育館）
主催／富士見市子ども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
主催／富士見市子ども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
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今年も
ふわっぴーと
記念撮影が
できるよ！！

鯉のぼりプレゼント　パレード前（時計塔付近）と午後１時から（本部付近）の２回 ※数に限りがあります。※午後は大崎電気ハンドボール部選手が配ります。
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