
ご　

案　

内

募　
　
　

集

子　

育　

て

学　
　
　

ぶ

イ　
ベ　
ン　
ト

募　
　
　

集

ご　

案　

内

自衛官
募集種目・試験日／

募集種目 試験日
①予備自衛官補
（一般公募）
②予備自衛官補
（技能公募）

４月１２日（金）～１５日
（月）のうち指定する日

③幹部候補生
（一般・技術）

④幹部候補生
（院卒者試験）

⑤幹部候補生
（歯科・薬剤）

一
次

５月１１日（土）・１２
日（日）
（１２日は飛行要員）

二
次

６月１１日（火）～１４
日（金）のうち指定
する日

三
次

７月８日（月）～８
月８日（木）
（海上・航空自衛隊
の飛行要員のみ）

資格／
①…１８～３４歳未満の方
②…１８歳以上で保有する技術に応
じて５３～５５歳未満
③…２０～２６歳未満の方（２２歳未満は
大卒者（見込含む））
④…２０～２８歳未満の方で修士課程
を修了した方など
⑤…２０～３０歳未満の方（薬剤は２８歳
未満の方）で専門の大学を卒業（見
込含む）した方
（年齢：①②は平成２５年７月１日現在、

③④⑤は平成２６年４月１日現在）
受付期限／
予備自衛官補は４月３日（水）
幹部候補生は４月２６日（金）
問合せ／自衛隊入間地域事務所
�０４―２９２３―４６９１

ご 案 内
Guidance

NHK「ブラボー！オーケストラ」
放送予定のお知らせ
平成２４年１２月１１日にキラリふじ
みで行われた、NHK「ブラボー！
オーケストラ」公開録画の放送予
定をお知らせします。
とき／３月３１日（日）
午前６時～７時５５分
放送局／
NHK BSプレミアム
番組名／
特選オーケストラ・ライブ
問合せ／地域文化振興課 �○内２５１

求職者支援制度で
再就職を目指そう！
雇用保険を受給できない方など
を対象とした無料の職業訓練（パ
ソコン、事務、介護、IT 系など）を実施
しています（テキスト代などは自己
負担）。
申し込みには一定の要件がある
ため、事前の職業相談が必要です。
問合せ／
ハローワーク川越
�０４９―２４２―０１９７

夕焼け放送の
時刻と曲目が変わります♪
３月１日（金）～１０月３１日（木）の
放送時刻は午後５時、曲目は「夕
焼け小焼け」です。
問合せ／安心安全課 �○内４４６

“つきいち”のお知らせ
３月の市役所臨時農産物直売所
は、お休みします。次回開設日の
お越しをお待ちしています。
次回開設日／４月１６日（火）
午前１０時～午後１時
問合せ／
産業振興課 �○内２４３

さいたま市新クリーンセンター
整備事業（ごみ処理施設の建設）
環境影響評価事後調査書の縦覧
事業実施区域／さいたま市桜区新
開４丁目１番１号
縦覧期間／３月１１日（月）～４月１１
日（木）午前８時３０分～午後５時１５
分（土・日曜、祝日を除く）
縦覧場所／富士見市環境課
※意見を提出する方は、４月２５日（木）

までにさいたま市環境対策課へ郵送

・ファックス・電子メールまたは直

接提出してください。
問合せ／さいたま市環境局環境共
生部環境対策課 �０４８―８２９―１３３２
�０４８―８２９―１９９１
http://www.city.saitama.jp

ピースフェスティバル
実行委員募集

がつごう

３月号のテーマ
けんえいじゅうたく もう こ

「県営住宅」に申し込むには
ちゅうごく ご えい ご かんこく ご

中国語、英語、韓国語、ポルトガ
ご ご ご

ル語、スペイン語、タガログ語（フィ
げん ご に ほん ご こく ご

リピンの言語）、日本語の７か国語で
し

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
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

口徒歩２０分） http://www.ficec.jp

INFORMATION FUJIMINO
「インフォメーションふじみの」

平成２４年度の
実行委員のおもな活動内容
ピースフェスティバル
広島平和祈念式典市民派遣事業
戦争体験市民派遣事業
平和学習会「文明の質が問われる
時代」

平和の祭典「ピースフェスティ
バル」（７月９日～１４日予定）の企画
運営や、年間を通して平和学習の
企画推進に協力していただける方
を募集します。
申込み・問合せ／鶴瀬公民館
�０４９―２５１―１１４０

�
�
�

�
�
�

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

ピースフェスティバルは、「富士見市
非核平和都市宣言」（１９８７年）の理念を市
民に広げようと毎年行われています。

＜富士見市非核平和都市宣言＞
私たちは、何よりも家庭の平和を願い、世界の平和を願っています。
しかし地球をおおっている核兵器は、世界の平和と安全を脅かしています。
私たちは、広島・長崎の過ちを再び繰り返させてはなりません。
私たちは、平和憲法を大切にし世界中の人びとと手をつなぎ
核をもつすべての国に「今すぐ核兵器を捨てよ」と訴えます。
この市民の声と願いを
非核平和都市富士見市の宣言とする。 （１９８７年７月１９日）
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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
■⑦…費用　■⑧…申込み　■⑩…主催　■⑨…そのほか　 …バス水谷コース　 …バス鶴瀬コース

■①　マタニティ
エクササイズ

 3月 1日㈮
10:00～11:30

⑪ 9:40～10:00　②妊婦および産後3か月くらいまでの方　③針ケ谷コミュニティセンター
④妊産婦体操　⑤母子健康手帳、バスタオル、運動しやすい服装

■①　もぐもぐパクパク
食事相談

 3月18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
いずれか都合のよい日

 3月 4日㈪  ⑪ 12:50～13:40　③健康増進センター
②平成24年10月生まれの子

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

 3月18日㈪

12か月健診  3月13日㈬
 ⑪ 12:50～13:40　③健康増進センター
②平成24年3月11日～3月31日に生まれた子

1歳6か月健診  3月12日㈫
 ⑪ 12:50～13:40　③健康増進センター
②平成23年6月9日～6月30日に生まれた子

3歳健診  3月19日㈫
 ⑪ 12:50～13:40　③健康増進センター
②平成21年9月生まれの子

■①　乳児・母乳相談

 3月 5日㈫
10:00～11:30 ③ふじみ野交流センター ⑪9:40～10:00　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。管理栄養士･助産師の相談もあります。 3月21日㈭

10:00～11:30 ③みずほ台コミュニティセンター

子 育 て
Child-rearing

はじめてのキャラクター弁当
子育て中の方に向けた料理講習
会です。子どもが喜ぶキャラ弁づ
くりに挑戦します。
とき／３月７日（木）
午前１０時～午後０時３０分
場所／ふじみ野交流センター
対象／市内在住・在勤の方
定員／１２人（申込順）
講師／PFCの会
参加費／７００円（材料代）
持ち物／エプロン、三角きん、弁
当箱（子ども用）
※保育あり（２歳以上、定員１２人、要
予約）
申込み／３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

市民総合体育館
スポーツ事業のお知らせ
【春休み卓球教室（全３回）】
小学生を対象に基礎から卓球に
親しみます。春休みに卓球を楽し
みながら身体を動かしましょう。
とき／３月２７日（水）～２９日（金）

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
場所／メインアリーナ
定員／各１５人（申込順）
参加費／１，５００円
申込み／３月１日（金）から午前８
時３０分～午後９時に直接または電
話で（１８日（月）休館日を除く）
問合せ／市民総合体育館
�０４９―２５１―５５５５

３歳から就学前までのおともだち
集まれ「春のお楽しみ会」
とき／３月１６日（土）
午前１１時～正午
場所／諏訪児童館
対象／３歳以上の未就学児と保護者
内容／文京学院大学の学生による
パネルシアターや楽しい遊び
定員／６０組
申込み／３月１日（金）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

募 集
Invitation

富士見市国民健康保険運営協
議会の委員
国民健康保険事業の運営に関す
る重要事項を審議する委員を募集
します。
募集人数／１人
応募資格／７３歳未満の富士見市国
民健康保険被保険者の方（住所地
特例の方は除く）で富士見市国民健
康保険税の滞納がない方
任期／４月１日～平成２７年３月３１日
会議／年３回程度（平日昼間を予定）
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・電話番号・職業を記入し、
郵送または直接
応募締切／３月１５日（金）（必着）
応募先／〒３５４―８５１１（住所不要）
富士見市役所保険年金課
問合せ／
保険年金課 �○内２７８

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。

健康まもるくん

富士見市役所 �０４９―２５１―２７１１ �０４９―２５４―２０００�������	�
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介護なんでも井戸端談議
「支える人を支える」
～介護する人を応援するために～
とき／３月１２日（火）
午後１時３０分～４時
場所／水谷公民館
講師／堀越栄子氏（日本女子大学教
授・ケアラー連盟共同世話人）、高
齢者福祉課
主催／ふじみ介護保険サポーター
ズ「すまいる」・富士見市ボラン
ティア連絡会・水谷公民館
問合せ／水谷公民館
�０４９―２５１―１１２９

図書館からのお知らせ
【歴史講演会
平成の大合併にみる地名の変遷】
とき／３月２０日（祝）
午後２時～３時３０分
場所／中央図書館
定員／３０人
講師／大西順三氏（日本地名研究所
会員）
【春休み科学教室

かがく絵本で楽しもう！】
とき／３月２３日（土）
午前１１時～午後０時３０分
場所／中央図書館
対象／市内在住・在学の小学３～
６年生
定員／１０人 ※持ち物などは申し込
み時にご案内します。

共通事項
申込み／３月１日（金）午前９時
３０分から直接または電話で
問合せ／中央図書館
�０４９―２５２―５８２５

普通救命講習会
とき／３月２３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／３月４日（月）～３月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

地域・自治シンポジウム全体会
防災対策はじめの一歩は
「地域と家庭で十人十色」
とき／３月１０日（日）
午後１時１５分～３時３０分
（１時受付開始）
場所／鶴瀬西交流センター

たま き たかし

講師／玉木貴氏（市民防災ラボ代表）
主催／第２７回富士見市地域・自治
シンポジウム実行委員会・市・市
教育委員会
問合せ／鶴瀬公民館
�０４９―２５１―１１４０

体験型交通安全教室
シルバードライバードック
とき／４月２１日（日）
午前８時３０分～正午
場所／セイコーモータースクール
（上沢３―７―３７）
対象／東入間警察署管内に居住す
る６５歳以上の方
内容／自分の運転能力について学
ぶ体験型の安全運転教室
定員／６０人（無料、申込順）
問合せ／東入間警察署交通課
�０４９―２６９―０１１０ ○内４１３

難波田城資料館からのお知らせ
【春季企画展

ベッドタウンの制服史】
日本社会の近・現代化と制服の
関わりを見ながら、地域の歴史を
ふりかえります（無料）。
とき／３月１６日（土）～５月１２日（日）
場所／資料館特別展示室
主な展示資料／市役所で使ってい
た事務服、市内中学校・幼稚園な
どの制服や写真など
【企画展関連講演会

学校制服の文化史】
制服は、学校が「着せたい服」
と、生徒の「着たい服」のせめぎ
あいから変遷を遂げてきました。
最新の研究を踏まえて、学校制服
の歴史をお話ししていただきます。
とき／３月２３日（土）
午後２時～４時
場所／資料館講座室
定員／３０人（無料、申込順）

なん ば とも こ

講師／難波知子氏（お茶の水女子大
学助教。『学校制服の文化史』著者）
申込み／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

土曜おもしろミューズランド
【アンギン編みのコースターづくり】
とき／３月２日（土）
【どんぐりでつくろう】
とき／３月１６日（土）

共通事項
時間／いずれも午前１０時、午後
２時の２回
場所／水子貝塚資料館体験学習室
対象／小学４年生以上
（３年生以下は保護者同伴で可）
定員／各１５人（無料、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

むさしの作業所春まつり
とき・場所／４月２０日（土）・東久
保中央公園（イオン大井店横）、２７

もり

日（土）・文化の杜公園
いずれも午前１０時～午後２時３０分
内容／季節の花販売、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
申込み／３月２５日（月）～４月１７日
（水）に電話または電子メールで
問合せ／入間東部むさしの作業所
�０４９―２５２―５２７０
http://www４．ocn.ne.jp/�musaku/

３．１１を忘れないコンサート
とき／３月１０日（日）
午後２時開演（１時３０分開場）
場所／鶴瀬コミュニティセンター
参加費／無料
１部 太田真季、草間満、女声合唱

あ じ さ い か の ん

団「紫陽花」、コーラス歌音、邦楽ア
ンサンブル奏SOによるコンサート
２部 みんなで歌おう「うた声広場」
主催／第２回３．１１を忘れないコン
サート実行委員会
問合せ／鶴瀬公民館
�０４９―２５１―１１４０

ちょこっと体験
昔の着物を着てみよう
野良着や羽織などを着て、ちょ
っと昔の気分を味わってみません
か。子ども用もあります。
とき／３月３０日（土）・３１日（日）
いずれも午後１時～３時
場所／難波田城資料館講座室
※無料・申込不要
協力／和道文化着装協会
問合せ／難波田城資料館
�０４９―２５３―４６６４

第１２回埼玉県障害者スポーツ大会
彩の国ふれあいピック
障がい者スポーツの振興を図る
ことを目的に、５月に開催される
大会の参加者を募集します。第１３
回全国障害者スポーツ大会代表選
手選考会も兼ねます。詳しい日程
などはお問い合せください。
申込み／３月７日（木）までに直接
問合せ／福祉課地域福祉係
�○内３３３

学 ぶ
Learning

ゲートキーパー養成講座（全３回）
～だれでもゲートキーパー～
ゲートキーパーとは、悩んでい
る人に気づき、声をかけ、話を聞
いて、必要な支援につなげ、見守
る人のことです。
①【ゲートキーパーとは何か？

その役割について】
とき／３月６日（水）
午後１時３０分～３時

みなみさち え

講師／南幸恵氏（M's ライフデザイ
ン代表、精神保健福祉士、シニア産
業カウンセラー）
②【ゲートキーパーの心得

～ある事例を参考に～】
とき／３月９日（土）
午後３時３０分～５時
講師／南幸恵氏
③【医療現場から見た自殺予防
こころの病のある方との接し方】
とき／３月９日（土）
午後５時～６時３０分

あつし

講師／里村淳氏（富士見メンタルク
リニック院長、精神科医師）
申込み／直接または電話で

共通事項
場所／市民福祉活動センターぱれっと
対象／民生委員など地域活動や
相談支援などに関わり、幅広く
人と接する機会が多い方
定員／３０人（無料、申込順）
問合せ／障がい福祉課 �○内３３５

３月は自殺予防月間です。内閣
府を中心にさまざまな普及啓発
などが行われます。

第７期
富士見市コミュニティ大学
高齢者のさらなる生きがいを追
求する生涯学習と、親睦交流を深
めます。ウォーキング大会や修学
旅行、作品展示会などもあります。
開校期間／４月１９日～平成２６年２
月２１日の第１・３金曜（全１７回）
※夏休み、正月休みあり
場所／老人福祉センター「びん沼
荘」（送迎バスあり）
対象／市内在住で満６０歳以上の方
内容／午前一般教養講座（健康や
安心・安全など、日々の暮らしと生

活・地域社会に密着した内容や、文

芸・歴史・政治・環境などの学習）
午後クラブ活動（民謡・俳句・社交
ダンス・美術・書道・ゲートボール

・歌謡教室・心身太極健康・健康ウ

ォーキング・折り紙教室）
定員／原則１３０人
参加費／年間３，０００円（受講運営協
力金２，５００円＋自治会費５００円）
申込み／３月２１日（木）までに高齢
者福祉課（土・日曜、祝日を除く）、
老人福祉センター、各公民館・交
流センター・コミュニティセンタ
ーにある専用申込書に記入し提出
問合せ／富士見市コミュニティ大学

かく や

運営委員会 角谷 �０４９―２５２―０５４１
稲村 �０４９―２５１―１５７２
山崎 �０４８―４７３―０１３７

富士見市役所 �０４９―２５１―２７１１ �０４９―２５４―２０００�������	�
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ふじみ野交流センターからの
お知らせ
【イキイキ健康体操】
運動を始めたい方に最適なスト

レッチやヨガを取り入れた体操です。
とき／３月１２日、２６日
いずれも火曜、午前１０時～正午
講師／黒川由美子氏（スポーツプロ
グラマー）
定員／２０人（無料、申込順）
申込み／３月１日（金）午前９時か
ら直接または電話で
【ふじみ野じゅく公開公演】
市民劇団「水谷東極楽とんぼ」
による演劇をお楽しみください
（無料、申込不要）。
とき／３月１５日（金）
午前１０時～１１時３０分

ばなし

演目／笑い噺「悪妻と暮らす方法」
問合せ／ふじみ野交流センター
�０４９―２６１―５３７１

広報『ふじみ』２月号P１５でお
知らせしたふじみ野文化祭体験
コーナーの茶道体験は、都合に
より中止となりました。

春の菜の花まつり～地産地消推
進・消費者と生産者の交流会～

とき／３月２４日（日）
午前１０時～午後２時 ※小雨決行
場所／南畑直売センター周辺
（難波田城公園東側）
内容／無料菜の花摘み、お茶・
お花体験、かまど炊きご飯の試食
※なくなり次第終了します。
演舞富士見太鼓の会
販売地元野菜、お米など
主催／富士見有機生産者集団
後援／富士見市農業研究団体連絡
協議会・難波田城公園地域環境保
全協議会
※環境にやさしい米作りの肥料にす

るために、菜の花を栽培しています。

※菜の花摘み（無料）は、３月２４日（日）

～４月７日（日）の期間、難波田城公

園周辺と東大久保地区の菜の花の咲

いている田んぼでできます。
問合せ／産業振興課 �○内２４３

第３回東入間防災フェア
とき／３月１０日（日）
午前１０時～午後３時
場所／ふじみ野市福岡中央公園
内容／防災啓発、被災地パネル展
示、東北物産展、２市１町名店街、
ライブステージ

参加費／無料
主催／社団法人東入間青年会議所
問合せ／社団法人東入間青年会議
所 �０４９―２６１―２２８３

うたごえ喫茶 in 針ケ谷
思い出の懐かしい歌をみんなで
歌いましょう！
とき／３月１７日（日）
午後２時～４時
場所／針ケ谷コミュニティセンター
定員／１００人（申込順）
参加費／５００円（飲み物付）
※事前に参加券をお求めください。
主催／うたごえ喫茶 in 針ケ谷実
行委員会・水谷公民館
申込み／３月１日（金）から直接
問合せ／水谷公民館
�０４９―２５１―１１２９

第２７回南畑ふるさとまつり
とき／３月９日（土）午後１時～５
時・１０日（日）午前９時～午後３時
３０分
場所／南畑公民館
内容／舞台発表・作品展示・模擬
店・お楽しみ抽選会など
主催／南畑公民館利用者の会
問合せ／南畑公民館
�０４９―２５１―５６６３

第７回針ケ谷・みずほ台コミュニティセンター合同文化祭

問合せ／針ケ谷コミュニティセンター �０４９―２５１―８４７８

とき／３月９日（土）・１０日（日） 午前１０時～午後５時（１０日は午後４時まで）
場所／針ケ谷コミュニティセンター
主な内容／ ※ は体験、 は販売もしています

てんこく

作品展示（両日）書、絵、連句、俳句、和服、七宝 、小物 、リメイク 、編物 、水墨 、篆刻
押花 、フラワーアレンジメント
舞台発表（１０日（日）午前１１時～午後３時３０分）
楽器演奏、コーラス、舞踊、詩吟、ダンス、朗読、銭太鼓、南京玉すだれ
西中吹奏楽部の演奏（９日（土）午前１０時１５分～４５分） 残酷な天使のテーゼ、エンターテインメント・マーチなど
喫茶コーナー（両日 午前１０時～午後３時）

もち

コーヒー、パン、健康スープ、山菜おこわ、お餅など（餅つきも体験できます）
体験コーナー ※申込みはいずれも３月７日（木）まで

協力団体

フラワーサークルアルル

パワーアップ針ケ谷
パワーアップみずほ台
ようめい じ

楊名時気功太極拳椿会

持ち物

花バサミ

動きやすい服装
と底の低い靴

動きやすい服装
と底の低い靴

参加費

１，０００円

無料

無料

定員

両日とも各１０人
（当日受付若干あり）

４０人

２０人

とき

午前１１時～終日

９日（土）
午後１時～１時４０分

９日（土）
午後２時～２時４０分

体験内容

プリザーブドフラワーア
レンジ
さっそう

颯爽と歩くための筋力ア
ップ体操

気功・太極拳

i
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