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　キラリふじみのイベント内容な
どは、HOTキラリ1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

募 集
Invitation

高齢者福祉課
非常勤職員募集
募集人数／１人
職種／ケアマネジャー
勤務内容／指定介護予防支援事業
所での介護予防サービス計画作成
にともなう業務など
資格／ケアマネジャー（介護支援専
門員）の有資格者で経験のある方
勤務場所／市役所高齢者福祉課内
勤務時間／日数、曜日、時間など
は応相談
賃金／日給１０，９６０円
（時間給の場合は１，４３０円）
応募方法／履歴書を郵送または直
接。後日面接を行います。
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

ご 案 内
Guidance

農業委員会委員
選挙人名簿登載の申請を
委員の選挙に必要な選挙人名簿
を作成するため、農業委員会を通
して平成２４年１２月に申請書を配布
しました。
農家の方で選挙権を有する方は、
申請をお願いします。
問合せ／選挙管理委員会
�○内２２１

水道水の水質検査結果
１１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

入間東部地区消防組合
入札参加資格審査申請受付
平成２５・２６年度の入札・見積り
に参加を希望する法人または個人
の資格審査申請の受付けを行いま
す。参加希望の方は、必ず入札参
加資格審査申請書を提出してくだ
さい。
対象業種／物品（物品販売、印刷、
リース）、一般業務（建築物維持管理）
申請方法／２月１日（金）～２８日（木）
平日午前９時～１１時３０分、午後１
時３０分～４時３０分に消防本部小会
議室または総務課へ直接（郵送不可）
※申請書は、１月上旬から消防組合

ホームページで掲載します。

http : //www.irumatohbu１１９．jp
問合せ／入間東部地区消防組合消
防本部総務課管理係
�０４９―２６１―６００４ ○内２２５

富士見都市計画公園の
変更案の縦覧
上沢３丁目地区に計画している
「上沢公園」に関する都市計画決
定の変更案の縦覧を行います。
縦覧期間／１月７日（月）～１月２１
日（月）午前８時３０分～午後５時１５
分 ※土・日曜、祝日を除く
縦覧場所／まちづくり推進課
※案について意見を提出する方は、

縦覧期間中にまちづくり推進課へ提

出してください。様式は、まちづく

り推進課、または市ホームページで

入手できます。
問合せ／まちづくり推進課
�○内４５４

入間東部障害者就職面接会
障がい者の採用を計画している
事業所と、就職を希望している障
がい者の方を対象に就職相談・面
接を行います。
とき／１月２５日（金）午後１時～４
時（受付：０時１５分～３時）
場所／ふじみ野市総合センター
「フクトピア」市民交流プラザ
（ふじみ野市福岡１―２―５）
費用／無料
持ち物／障害者手帳（原本とコピー）、
応募書類（履歴書、職務経歴書）、ハ
ローワークカード、筆記用具
共催／富士見市・ふじみ野市・三
芳町・ハローワーク
問合せ／ハローワーク川越
�０４９―２４２―０１９７（音声ガイダンスに
従い４６＃を押してください）

事業主の皆さんへ
労働保険料納付のお願い
該当事業所には、納期限のおお
むね１０日前に納付書を郵送します。
労働保険料（労災保険・雇用保険）の
第３期分の納期限／１月３１日（木）
※口座振替を利用している事業所に

は納付書は郵送されません。
問合せ／埼玉労働局総務部労働保
険徴収課 �０４８―６００―６２０３

がつごう

１月号のテーマ
ひ こ ちゅう い じ こう

「引っ越しのときの注意事項」
ちゅうごく ご えい ご かんこく ご ご ご ご

中国語、英語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語（フィリピン
げん ご に ほん ご こく ご し

の言語）、日本語の７か国語でお知らせしています。
に ほん ご わ ちか がいこくじん おし かた やく

日本語がよく分からない近くの外国人に教えてください。その方にとって役
だ ぼ こく ご せいかつじょうほう

立つ母国語による生活情報になっています。
といあわ ほうじん こくさいこうりゅう

問合せ／NPO法人ふじみの国際交流センター �０４９―２６９―６４５０
の し おお い の かいかん

〒３５６―００５３ ふじみ野市大井２―１５―１０ うれし野まちづくり会館２F
の えきにしぐち と ほ ぷん

（ふじみ野駅西口より徒歩２０分） http : //www.ficec.jp

INFORMATION FUJIMINO
「インフォメーションふじみの」

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する�
�
�

�
�
�

がいこくせき かた せいかつじょうほう し

外国籍の方のための生活情報誌
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Ｑ
小２の女子です。学校や外
では元気なのですが、家で

は話したがりません。親としては、
どうしてそうなのか分かりません。
どうしたらよいでしょうか。

Ａ
学校や近所の友達同士で遊
んでいるときは元気だとい

うことですから、心配しなくても
良いと思います。学校生活で不安
なことがあれば、学校や近所で友
達と元気に遊ぶことはできないは
ずです。
この年齢の子どもで友達と元気
に遊べているということは、あら
ゆることが順調にいっている何よ
りの証拠です。
子どもが学校に行くようになる
と、友達と遊ぶことがますます盛

んになり、大人から割り込まれた
くない自分たちだけの独自の領域
を持つことに喜びを感じるように
なるものです。
お子さんも、ちょうどそういう
年ごろになり、親と話したがらな
いのも、そういう気持ちの延長線
上のものかもしれません。
お子さんが遊びから帰ってきた
時は、根掘り葉掘り聞くのではな
く、おやつを食べさせながら、自
然に子どもの方から口を開くのを
待ちましょう。

問合せ／
教育相談室
�０４９―２５３―５３１３

子 育 て
Child-rearing

平成２５年度
小・中・特別支援学校入学説明会
今春、入学する児童・生徒の保
護者などを対象に次の日程で説明
会を行います。１月上旬に就学通
知書を郵送しますが、届かない方
はご連絡ください。なお、中学校
の就学通知書は小学校（６年生児
童）を通じ配布します。

就学通知書は住民票の世帯主
あてで送付されます。

学校名 実施日

小

学

校

鶴瀬小学校 ２月１日（金）
水谷小学校 ２月６日（水）
南畑小学校 ２月１日（金）
関沢小学校 ２月１日（金）
勝瀬小学校 ２月１日（金）
水谷東小学校 ２月５日（火）
諏訪小学校 ２月８日（金）
みずほ台小学校 ２月１８日（月）
針ケ谷小学校 ２月１日（金）
ふじみ野小学校 ２月５日（火）
つるせ台小学校 ２月１日（金）
大井小学校 ２月１２日（火）

中

学

校

富士見台中学校 ２月２２日（金）
本郷中学校 ２月８日（金）
東中学校 ２月２２日（金）
西中学校 ２月２１日（木）
勝瀬中学校 ２月２２日（金）
水谷中学校 ２月８日（金）
大井中学校 ２月１５日（金）

富士見特別支援学校
（小・中・高等部）

２月２８日（木）

※国・私立の小・中学校などへ入学する

方、転居・転出される方はご連絡ください。

問合せ／学校教育課 �○内６２６

子どもの見守り放送の時間が
変更になります
１月９日（水）から、放送時間が
午後３時から午後２時３０分に変更
となります。市民の皆さんのご協
力をお願いします。
※下校時間により、放送時間が変更

となることがあります。
問合せ／学校教育課 �○内６２２
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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

�������

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

 1月18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

 1月21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

 1月16日㈬  ⑪ 12:50～13:40　③健康増進センター
②平成24年8月生まれの子

携帯版乳幼児健診専用バス運行表
 1月28日㈪

 鶴瀬コース 水谷コース

12か月健診
 1月15日㈫

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

 1月30日㈬
 ⑪ 12:50～13:40　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

1歳6か月健診  1月22日㈫
 ⑪ 12:50～13:40　③健康増進センター
②平成23年4月1日～4月23日に生まれた子

3歳健診  1月 8日㈫
 ⑪ 12:50～13:40　③健康増進センター
②平成21年7月生まれの子

■①　乳児・母乳相談

 1月 9日㈬
10:00～11:30 ③ふじみ野交流センター ⑪ 9:40～10:00　②1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。 1月24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

 1月31日㈭
10:00～11:30

⑪9:45～10:00　② 1歳くらいまでのお子さんとお母さん　③みずほ台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
Child-rearing

諏訪児童館からのお知らせ
【みんな集まれお正月あそび大会】
とき／１月７日（月）・８日（火）
午後２時～４時３０分
内容／羽根突き、こま回し、かる
たとり、百人一首など
対象／小学生以上（幼児の方はご相
談ください）

【たこを作ろう】
とき／１月１１日（金）～１８日（金）
午後３時～４時３０分（祝日を除く）
内容／ビニールのぐにゃぐにゃだこ、
和紙のダイヤだこ、こまだこなど
対象／小学生以上（幼児の方はご相
談ください）

【たこあげをしよう】
とき／１月１９日（土）
午後２時～４時
（雨天中止）
場所／
諏訪小学校校庭

【子育てボランティア養成講座
おもちゃドクターに挑戦…おもち
ゃ修理の方法と実践】
とき／１月２２日（火）
午後１時３０分～３時３０分
場所／市民福祉活動センター「ぱ
れっと」
定員／５０人程度

まさとき

講師／野口正時氏（おもちゃクリニ
ック所属）
申込み／１月４日（金）午前１０時か
ら電話で
※壊れたおもちゃのある方はお持ち

ください。
問合せ／諏訪児童館
�０４９―２５５―６６７１

青少年相談員と
日本科学未来館へ行こう！！
地球の今と未来をもっと知ろう！
とき／２月３日（日）
午前８時３０分～午後４時
※みずほ台駅改札前集合・解散

（必ず保護者の方が送迎をお願いしま

す）
場所／日本科学未来館
（東京都江東区）
対象／小学１年生～中学３年生
定員／２０人（申込順）
参加費／小学生８５０円、中学生
１，５４０円（交通費・入館料）
※おつりのないようにお願いします。
持ち物／お弁当、飲み物、タオル、
雨具
主催／富士見市青少年相談員協議
会
申込み／１月７日（月）～１５日（火）
平日午前９時から直接または電話
で
問合せ／子育て支援課 �○内２０４

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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Learning

ラジオ体操教室
ラジオ体操は、老若男女を問わ
ず誰でもできる体操で、体全体の
筋肉や関節をバランスよく動かす
ことができるエクササイズです。
正しい体操方法
を学び、楽しくエ
クササイズしませ
んか。
とき／１月２０日（日）
午前１０時～１１時３０分
場所／諏訪小学校体育館
指導／遠藤愛氏（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／室内の運動靴、タオル、
飲み物
※動きやすい服装でお越しください。
申込み／１月７日（月）～１６日（水）
平日午前９時～午後５時に電話で
予約し、参加費を添えて生涯学習
課へ直接
問合せ／生涯学習課 �○内６３６

今日から変わるCMの見方
～メディアが流す理想の女性
・理想の男性～
私たちが普段何気なく見ている
コマーシャル（CM）や広告の中に
隠されている女性像・男性像を、
身近な例をもとに振り返ります。
とき／１月２６日（土）
午後２時～４時（１時３０分開場）
場所／ふじみ野交流センター
定員／５０人（無料、申込順）
※保育あり（おおむね１歳～未就学児、

要予約）
講師／市川美知氏（産業能率大学講
師）
主催／市・富士見市男女共同参画
推進会議
申込み／１月７日（月）からFAXま
たは電話で
問合せ／人権・市民相談課
�○内２７３ �０４９―２５４―２０００

講演会「お酒との上手なつき
あい方」～こころと体の健康
とアルコール～
お酒は身近な存在ですが、依存
性のある薬物の一種でもあります。
お酒との上手なつきあい方につい
て、アルコール依存症専門医（精
神科医）が解説します。
とき／１月２８日（月）午前１０時～正午
場所／朝霞保健所２階大会議室
（朝霞市青葉台１―１０―５）
対象／家族、本人、関係者など
定員／７０人（無料、申込順）
講師／金杉和夫氏（金杉クリニック
院長）
問合せ／朝霞保健所保健予防推進
担当 �０４８―４６１―０４６８

行動分析学を活用した
強度行動障害者の支援
とき／２月９日（土）・１０日（日）
いずれも午前９時３０分～午後４時
場所／三芳町文化会館コピスみよし
定員／５０人
講師／長瀬慎一氏（西日本短期大学
非常勤講師、NPO法人さるく代表）
主催／社会福祉法人入間東部福祉会
申込み／１月３１日（木）までに電話で
問合せ／入間東部福祉会三芳太陽
の家（研修担当） �０４９―２５９―００５８

スポーツ指導者養成講座
子どもから高齢者まで誰もが楽
しく参加できるスポーツ活動につ
いて一緒に考えてみませんか。
とき／２月１日（金）
午後７時３０分開演（７時開場）
場所／市民総合体育館会議室
テーマ／誰もが参加できる地域ス
ポーツ活動のマネジメント～スポ
ーツ基本法の具体化に向けて～
講師／大久保春美氏（富士見市教育
委員会教育委員）
参加費／無料
主催／市教育委員会・市体育協会
・市スポーツ推進委員連絡協議会
※申込不要。直接会場へお越しくだ

さい。
問合せ／生涯学習課 �○内６３６

普通救命講習会
とき／１月２６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／１月１５日（火）～１８（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

午前１１時１５分から
防災マップづくり点検活動発表
（勝瀬小学校・みずほ台小学校児童）
午後１時から
講演会「あの時、避難所は‥
“おだがいさま”が支えた１６９日間」
講師：天野和彦氏（福島大学うつくしま
ふくしま未来支援センター特任准教授）
午後３時から
遠藤恵里「心のコンサート」�みほの
太鼓の会
模擬店／飲食（焼きそばなど）、手芸品、
衣料品、生花、東松島市支援など
主催／第２１回ふじみ福祉フォーラム２１
実行委員会・富士見市社会福祉協議会
問合せ／福祉課 �○内３３４ 富士見市
社会福祉協議会 �０４９―２５４―０７４７

とき／１月１９日（土）
午前９時３０分～午後４時
（入場無料、手話通訳あり）
場所／キラリふじみ

主な内容／
午前９時３０分から
社会福祉功労者表彰、介護者表
彰、「福祉の日」事業作品表彰

市制施行４０周年記念事業
第２１回ふじみ福祉フォーラム２１ 第３１回富士見市社会福祉大会
安心して暮らせる街をめざして！ ～自助・公助・助けあいは近所から～
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大好き！富士見
市産。作物を作ってく
れた方や市の自然に感
謝して、おいしく食べ
よう！
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～地産地消の推進と食育～

　　・　　 学校給食学校給食センター
の取組み

おいしい安心　安全安心　安全

学校給食センターでは、毎日小学校（１１校）約６，１５０
食・中学校（６校）約２，９５０食分の給食を作っています。
給食には、市内産の食材を多く取り入れるよう、献
立を工夫しています。主にコシヒカリとキヌヒカリを
ブレンドしたお米、ほうれん草、かぶ、小松菜、人参、
枝豆、きゅうり、ブロッコリーや梨などです。
今年度も、９月に南畑地区で採れた梨をデザートに
取り入れ好評でした。また、「梨ゼリー」には、梨と
市制４０周年のＰＲとして市マスコットキャラクターふ
わっぴーのシールをはり、小中学校に提供しました。

さらに３学期には、市内産の「コシヒカリ」や「彩
のかがやき」の新米を粉にして、タルトやクレープ、
ムースなどにして提供します。

「地産地消」を進めることにより、児童・生徒が郷
土への関心や理解を深めてもらうとともに、これから
も安心で安全なおいしい給食を提供していきます。

１０の「こしょく」とは、現在の食生活の問題点を表し
ています。下の漢字は、すべて「こしょく」と読みます。
それぞれどんな意味
があるのでしょうか。
ちょっと考えてみま
せんか。

知っていますか？１０の「こしょく」

問合せ／学校給食センター �０４９―２５２―２８８１

学校給食週間 １月２４日（木）～３０日（水）
学校給食の役割について子どもや保護者などの理解
と関心を高めることが目的です。給食センターでは栄
養士と調理員が学校を訪問し、学校給食センターの役
割を説明しながら栄養指導を行います。
また、食材や献立表は、市ホームページで紹介して
います。

答え
①一人で食べる ②個々に異なった食事をする

③外食 ④宅配の食事

⑤食が細い ⑥グミやゼリー

⑦食べ過ぎ・飲み過ぎ ⑧コンビニ食

⑨小麦粉からできているパン・パスタなど

⑩味が濃い

１日１回は、家族そろって食事をしましょう。

①孤食 ②個食 ③戸食

④呼食 ⑤小食 ⑥糊食

⑦超食 ⑧コ食 ⑨粉食

⑩濃食

i
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イベント
Event

新春太鼓まつり
和太鼓グループが集まり新年を
祝います。勇壮な響きをお楽しみ
ください（入場無料）。
とき／１月１３日（日）
午後１時開演（１２時３０分開場）
場所／鶴瀬コミュニティセンター
出演／富士見太鼓の会、ふじよし
太鼓、かじ兵衛太鼓、舞鼓、どん
どこ、みずほ子ども和太鼓クラブ
主催／新春太鼓まつり実行委員会
問合せ／鶴瀬公民館
�０４９―２５１―１１４０

特別支援学校職業教育フェア
とき／１月１８日（金）正午～午後５
時・１９日（土）午前１０時～午後３時
４５分
場所／浦和コルソ７階ホール（JR
浦和駅西口）
内容／特別支援学校の生徒が作成
した製品の展示と配布、盲学校の
生徒によるあんま・マッサージ実
演体験
主催／特別支援学校職業教育フェ
ア実行委員会
問合せ／県立特別支援学校さいた
ま桜高等学園（担当：澤木）
�０４８―８５８―８８１５

土曜おもしろミューズランド
石のアクセサリーを作ろう。
とき／１月１９日（土）
午前１０時、午後２時の２回
場所／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３０人（先着順）
参加費／１５０円
問合せ／水子貝塚資料館
�０４９―２５１―９６８６

市民総合体育館
スポーツ事業のお知らせ
【フットサル大会】
優勝チームには賞品あり！
とき／２月１６日（土）
午前９時～午後５時
場所／メインアリーナ
対象／高校生以上のチーム
定員／男性８チーム（申込順）
参加費／１チーム８，０００円
（保険代など）

※参加チーム数によって試合形式が

変更になる場合があります。
ズ ン バ

【ZUMBA（全６回）】
ラテン系の音楽とダンスを融合
させた創作ダンスです。脂肪燃焼
効果も期待でき、筋肉トレーニン
グにもなります。
とき／２月７日～３月１４日
毎週木曜午後２時～３時２０分
場所／剣道場
対象／一般
定員／３０人（申込順）
参加費／３，０００円（保険代など）

共通事項
申込み／１月６日（日）から午前
８時３０分～午後９時に直接また
は電話で（１月２１日（月）休館日を
除く）
主催／（財）富士見市施設管理公社
問合せ／富士見市立市民総合体
育館 �０４９―２５１―５５５５

富士見グリーン・ツーリズムⅡ
富士見市産農産物の生産地と直
売所をめぐる地産地消バスツアー
です。
とき／１月２２日（火）
午前９時３０分～午後４時
※市役所集合
対象／市内在住・在勤の方
定員／２０人（申込順）
参加費／１人１，２００円（昼食、保険代
など）
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

学 ぶ
Learning

犬の飼い方・しつけ方教室
人と犬が共に暮らしていくため
には、飼い主が犬についてよく知
り、正しい知識を身につけること
が大切です。
愛犬の困った行動に悩んでいる
方、子犬を飼い始めた方、これか
ら飼い始めようと思っている方を
対象に、模範犬を使って飼い方や
しつけ方を学びます。
※当日、飼い犬の同伴はできません。
とき／１月２６日（土）
午後１時３０分～３時３０分
場所／三芳町立竹間沢公民館ホー
ル（三芳町大字竹間沢５５５―１）
※駐車場に限りがありますので、でき

るだけ乗り合わせてお越しください。
定員／８０人（無料、申込順）
講師／ジャパンケネルクラブ公認
訓練士
主催／朝霞保健所管内ふじみ野地
区狂犬病予防協会
申込み／１月７日（月）～２１日（月）
平日午前８時３０分～午後５時に電
話で
問合せ／健康増進センター
�０４９―２５２―３７７１

特別支援学級・特別支援学校
児童生徒合同作品展
児童生徒が一生懸命に取り組ん
だ絵画や造形などの作品を展示し
ます。
とき／１月２９日（火）～２月５日（火）
午前９時３０分～午後５時（初日は午
後４時から、最終日は午後３時まで）

※２月４日（月）の休館日を除く
場所／中央図書館展示ホール
主催／富士見市教育研究会（特別
支援学級経営研究班）
問合せ／勝瀬中学校（担当：久保木）
�０４９―２６６―２５０３
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