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水道課からのお知らせ
毎年６月１日～７日は「水道週間」
です
今年のスローガン

「復興の 未来と生命（いのち）
照らす水」
「水道水は安全」その信頼にお
応えするため、市では定期的な水
質検査や老朽化した配水管の更新
事業などを行っています。これか
らも、安全で良質な水の安定的な
供給に努めてまいります。
水道水の水質検査結果
４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

学校体育施設の開放
（グラウンド・体育館など）
小中学校の体育施設を、市民の
スポーツ・レクリエーション活動
の場として開放しています。
利用には団体登録と運営協議会
への参加が必要です。
団体登録要件／
構成員は１０人以上とし、半数以
上が市内在住、在勤、在学者で
あること
営利目的の団体でないこと
１団体１学校での登録とし、複
数の学校での登録はできません。
中学生以下の夜間の利用は保護
者の同意が必要です。
運営協議会／登録校の運営協議会
（毎月２０日前後）に参加し、翌月分
の日程を調整します。
開放日／
体育館 平日の夜間、土・日曜、
祝日の昼間と夜間
グラウンド 土・日曜、祝日の昼間

※詳細は学校により異なります。部
活動などの利用が優先されます。
※本郷中学校のテニスコート、西中
学校の夜間照明のあるテニスコート
とグラウンドも利用できます。
※西中学校の夜間照明のあるテニス
コートとグラウンドは、勤労者以外の
団体も利用できるようになりました。
使用料／無料（ただし、西中学校の
夜間照明は、グラウンド：３，６００円（２

時間）、テニスコート：１，２００円（２時

間）が必要です）
問合せ／生涯学習課 �○内６３４

体育館利用のようす体育館利用のようす

市役所前商業施設
「（仮称）ららぽーと富士見」
に関する意見交換会を開催
とき／６月２０日（木）午後７時～
場所／キラリふじみ
内容／周辺地域の整備の取組み状
況、建築計画、今後のスケジュー
ルについての意見交換
※どなたでも参加できます。
問合せ／
まちづくり推進課 �○内４４１

緑の募金（家庭募金）にご協力を
この運動は、公益社団法人埼玉
県緑化推進委員会が行っている募
金活動です。
皆さんからの募金は、県内の学
校や公園などの身近な緑化事業に
充てられるほか、市内に残る貴重
な緑地保全に役立たせていただき
ます。
各町会の役員が伺いますので、
ご協力をお願いします。
募金期間／
６月１日（土）～
３０日（日）
問合せ／
まちづくり推進課 �○内４４３

日本赤十字社員増強運動に
ご協力を
日本赤十字社では、事業資金の
募集など「赤十字社員増強運動」
を展開しており、市でも６月にこ
の運動を進めます。
皆さんから寄せられた社資（社

費や寄付金）は、国際救援活動、国
内の災害救護活動、救急法など講
習事業、血液事業、医療事業など
に活用されます。
各町会の役員が伺いますので、
ご協力をお願いします。
問合せ／福祉課 �○内３３３

全国一斉「人権擁護委員の日」
特設相談所開設
６月１日は、「人権擁護委員の
日」です。人権擁護委員は、国民
の基本的人権を守り、正しい人権
思想を普及させるための活動をし
ています。
埼玉県人権擁護委員連合会川越
協議会は、「人権擁護委員の日」
にあわせて特設相談所を開設しま
す。秘密は守られますので気軽に
ご相談ください（無料）。
とき／６月６日（木）午前１０時～正
午、午後１時～３時
場所／市役所２階第３相談室
担当／人権擁護委員
問合せ／さいたま地方法務局川越
支局 �０４９―２４３―３８２４

既卒３年以内の方対象就職面接会
とき／６月１１日（火）午後１時～４
時（受付：午後０時１０分）
※無料、予約不要
場所／大宮ソニックシティ
対象／高校、大学（院）、短大、高
専、専門学校などを卒業後おおむ
ね３年以内の方
※内容、持ち物、参加企業など詳し

くは埼玉労働局ホームページをご覧

ください。

http://saitama-roudoukyoku.jsite.
mhlw.go.jp/
問合せ／埼玉新卒応援ハローワーク
�０４８―６５０―２２３４

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

入間東部地区消防組合職員
平成２６年４月１日採用の職員を
募集します。
試験日／９月２２日（日）
試験会場／入間東部地区消防組合
消防本部（ふじみ野市大井中央１―１―１９）
職種・採用人数／消防隊員・救急
隊員、合計１９人程度
受験資格／

消
防
隊
員

大 卒 昭和６２年４月２日以降に
生まれた方

短大卒 平成元年４月２日以降に
生まれた方

高 卒 平成３年４月２日以降に
生まれた方

救
急
隊
員

昭和６２年４月２日以降に生まれた
方で、高校卒業以上の学歴を有し、
かつ救急救命士有資格者または救
急救命士国家試験受験資格者

申込期間／７月１０日（水）～２６日（金）
午前９時～午後５時（土・日曜、祝日
を除く） ※願書は６月３日（月）から富

士見消防署で配布します。

申込み／富士見消防署（〒３５４―００２１
鶴馬１８５０―１） �０４９―２５５―４１１９
問合せ／入間東部地区消防組合消
防本部職員係 �０４９―２６１―６００４

富士見市下水道事業審議会委員
公共下水道の整備計画について
審議を行います。
募集人数／若干名
応募資格／市内に住所を有し、下
水道を使用している方で下水道事
業の運営に関心のある方
任期／２年間
会議／年２回程度（平日昼間）
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／６月１４日（金）（必着）
応募先／〒３５４―８５１１（住所不要）
富士見市役所下水道課
�０４９―２５４―０２１０
問合せ／下水道課 �○内４３１

ご 案 内
Guidance

蔵書点検にともなう図書館の休館
休館中は、予約の受付けや資料
に関する問い合わせもできません。
ご協力をお願いします。
休館日／
中央図書館
６月２５日（火）～２８日（金）
鶴瀬西分館
６月２０日（木）・２１日（金）
ふじみ野分館
６月１８日（火）・１９日（水）

休館中も利用できるサービス
水谷東公民館図書室
図書館ホームページ
市内各公民館・コミュニティ
センター・交流センターでの
予約資料の受取り
返却ポストの利用

問合せ／中央図書館
�０４９―２５２―５８２５

通級指導教室は、通常の学級に在籍しながら、一対一の個別学習を中心としてお子さんの課題に応じた指導
を行い、豊かな学校生活が送れるようにするための教室です。
富士見市には、発達障がい・情緒障がいのある子どもたちのための「まなびとこころの教室」と、難聴・言
語障がいのある子どもたちのための「きこえとことばの教室」があります。
※通級時は、出席扱いになります。
※通級時の登下校は、保護者の付き添いが原則です。

まなびとこころの教室

お子さんのこんなことで悩んでいませんか？
だいたいのことは普通にできるのに・・・
教科書を読む時にどの行を読んでいるのか分から
なくなる。
漢字をいくら書いても覚えられない。
いくら計算しても答えを間違える。
注意されても落ち着いて先生の話をきちんと聞け
ない。
片付けや集中することが苦手。
友だちと仲良くできない（うまく人間関係をつく
れない）。
このような子どもたち一人ひとりに、「学び方」
のトレーニングなどの支援をし、お子さんの成長を
目指します。

きこえとことばの教室

お子さんのこんなことで悩んでいませんか？
幼児音（おかあさん→おかあたん）が残っている。
なんとなくこもったような音や息の漏れるような音
があり、正しく発音できない。
話す時に音やことばを繰り返したり、引き伸ばした
り、つまったりする。
話し始めに表情をひきつらせたり、手足で拍子をと
ったりする。
正しく発音ができない音がある。
正しく聞きとれていなかったり、聞き返したりする。
補聴器や人工内耳をつけていて聞き取りにくい。
このような子どもたち一人ひとりに、「正しい発音」
や「ことば」のトレーニングなどの支援をし、お子さ
んの成長を目指します。

問合せ／教育相談室 �０４９―２５３―５３１３
小学生のための「通級指導教室」について

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　パパママ
準備教室

1日目
 6月15日㈯
 9:30～15:30

②初めての出産を
平成25年9･10月
に迎えるご夫婦
③針ケ谷コミュニティセンター
⑥15組（申込順）

⑪ 9:20～9:30　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、パパの妊婦体験
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
 7月25日㈭
 9:30～15:30

⑪ 9:20～9:30　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

 6月24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
 6月11日㈫  ⑪12:50～13:40　③健康増進センター

②平成25年1月1日～1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

 6月24日㈪  ⑪12:50～13:40　③健康増進センター
②平成25年1月16日～1月31日に生まれた子

12か月健診  6月12日㈬  ⑪12:50～13:40　③健康増進センター
②平成24年6月9日～6月30日に生まれた子

1歳6か月健診
 6月 5日㈬  ⑪12:50～13:40　③健康増進センター

②平成23年8月16日～9月7日に生まれた子

 6月25日㈫  ⑪12:50～13:40　③健康増進センター
②平成23年9月8日～9月30日に生まれた子

3歳健診  6月19日㈬  ⑪12:50～13:40　③健康増進センター
②平成21年12月生まれの子

■①　乳児・母乳相談  6月18日㈫
10:00～11:30

⑪ 9:40～10:00　②1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･保健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）

 6月15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

わくわく子育て
トーキング

 6月10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ふじみ野交流センター
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。

学 ぶ
Learning

里親入門講座
児童虐待などさまざまな事情に

より、自分の家庭で暮らすことので
きない子どもがいます。こうした子
どもたちの家族となり、温かく成長
を見守る里親制度に関心のある方
は気軽にご参加ください（無料）。

とき 場所

① ７／１４（日）
午後２時～４時

ふじみ野交流セン
ター

② ９／１４（土）
午後２時～４時 川越児童相談所

対象／県内在住の方
内容／里親養育体験談、里親制度
説明、個別相談
定員／各３０人（申込順）

主催／埼玉県川越児童相談所
共催／富士見市
申込み／①６月１０日（月）から、
②８月１２日（月）から電話で
問合せ／川越児童相談所
�０４９―２２３―４１５２
http://www.pref.saitama.lg.jp/site/satooya/

子 育 て
Child-rearing

小さな子どものためのコンサート
とき／７月１０日（水）
午前１０時１５分開演（９時５０分開場）
場所／キラリふじみ
対象／未就学児と保護者
内容／子どものためのクラシック
曲ほか（東邦音楽大学生による演奏）

定員／４００人（申込順、全席自由）
参加費／大人３００円、子ども無料
※申込み後の返金はできません。
主催／「小さな子どものためのコ
ンサート」実行委員会・子育て支
援センター「ぴっぴ」
申込み／６月３日（月）から、下記
のいずれかに参加費を添えて直接
子育て支援センター「ぴっぴ」
市内公私立保育所（園）

※いずれも平日午前９時～午後４時
３０分
問合せ／子育て支援センター「ぴ
っぴ」 �０４９―２５１―３００５

富士見市役所 �０４９―２５１―２７１１ �０４９―２５４―２０００�������	�
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初心者のためのパッチワーク
パッチワークを基礎から学びます。

とき／６月２８日（金）
午前９時３０分～正午
場所／ふじみ野交流センター
定員／１５人（申込順）
講師／アジサイの会
参加費／５００円（材料代）
持ち物／裁縫セット
申込み／６月３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

甲種新規および
乙種防火管理講習会
とき／
甲種新規：６月２７日（木）・２８日（金）
乙種：６月２７日（木）
いずれも午前９時～午後４時３０分
場所／消防本部大会議室
対象／富士見市、ふじみ野市、三
芳町に在住または在勤で管理監督
的な立場にある方
（各事業所２人以内）
定員／甲種新規、乙種合計７０人
（申込順）
テキスト代／３，５００円
（申込み時に納めてください）
申込み／６月１３日（木）午前８時３０
分～午後４時に消防本部予防課・
富士見消防署・上福岡消防署のい
ずれかに直接
※郵送での申込みはできません。
問合せ／入間東部地区消防組合消
防本部予防課 �０４９―２６１―６００７

ヨガ講座
とき／６月７日（金）
午後２時～３時
（受付：１時３０分～４５分）
対象／運動制限のない市内在住の
２０～６４歳の方
定員／３０人（申込順）
参加費／３０円（保険代）

コツコツ教室
（骨粗しょう症予防教室）

とき／６月２１日（金）
午前９時１５分～１１時４５分
（受付：９時～）

対象／市内在住の６５歳以上の方
内容／骨密度
・バランス測
定、食事や運
動など骨粗し
ょう症予防ミ
ニ講座
定員／３０人（申込順）
参加費／３０円（保険代）
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／６月５日（水）から電話で

今はじめよう！！血管元気生活
（生活習慣病予防教室）

①運動を始めよう
とき／６月１８日（火）
内容／自宅でできるストレッチと効
果的なウォーキング
定員／４０人（申込順）
講師／健康運動指導士
参加費／３０円（保険代）
②血圧から考えよう（全２回）
とき／６月１０日（月）、１７日（月）
③血糖値から考えよう（全２回）
とき／６月２５日（火）、７月２日（火）

①②③共通事項
時間／午前９時３０分～１１時３０分
対象／市内在住のおおむね７４歳ま
での方
②③共通事項
内容／高血圧、高血糖予防のための
今から始める食生活と運動について
定員／３０人（無料、申込順）
講師／保健師、管理栄養士、歯科
衛生士
持ち物／特定健康診査や人間ドッ
クなどの検診結果（お持ちの方）
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健康増進センターからのお知らせ
場所・申込み・問合せ／健康増進センター �０４９―２５２―３７７１
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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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完璧を目指さない片付け術
～無理のない片付け術でスッキリ
したお部屋に！～

とき／６月１５日（土）
午後２時～４時
場所／図書館鶴瀬西分館
定員／２０人（無料、申込順）

こ せき ゆ か マ ム

講師／小関祐加氏（かたづけmom
主宰）
持ち物／筆記用具
申込み／６月１日（土）午前９時３０
分から直接または電話で
問合せ／図書館鶴瀬西分館
�０４９―２５２―５９４５

体験型交通安全教室
シルバードライバードック
実際に車を運転し、自分の運転
能力を再認識するための交通安全
運転教室です。
とき／７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
定員／６０人（無料、申込順）
申込み・問合せ／６月３日（月）か
ら東入間警察署交通課へ電話で
�０４９―２６９―０１１０ ○内４１１

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／６月２９日（土）
午後１時３０分～４時３０分
場所／川越市東部地域ふれあいセ
ンター（川越市並木４５２―１）
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／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

難波田城資料館からのお知らせ
【ゆかた着付け教室】
着付けと帯結びを覚えます。
とき／６月２２日（土）
午前１０時～午後３時
※午前のみの参加も可
場所／資料館講座室
対象／中学生以上
定員／１５人（無料、申込順）
持ち物／

すそ

女性…ゆかた、半幅帯、裾よけ、
だ て

伊達じめ、腰ひも２本、肌じゅば
ん（タンクトップでも可）、タオル３
枚（お持ちの方は帯板、コーリンベル
ト）
男性…ゆかた、帯、ランニング
シャツ
指導／和道文化着装協会
申込み／直接または電話で
【竹かご教室】
「手付き花かご」を作ります。
とき／６月２９日（土）
午前９時３０分～午後４時
場所／旧金子家住宅
対象／中学生以上
定員／１０人（申込順、初参加の方優先）

参加費／１，０００円
持ち物／雑きん、前掛け（エプロン）、
昼食
指導／資料館友の会竹かご部会
申込み／
６月１日（土）～
７日（金）の午前
９時～午後５時
に直接または電
話で
問合せ／
難波田城資料館
�０４９―２５３―４６６４

普通救命講習
とき／６月２３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／６月１０日（月）～１４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

バトテニス巡回教室
基本とルールを学びます（無料）。

とき
（午前１０時～正午）

場所
（いずれも体育館）

６月８日（土） 勝瀬小学校

６月１５日（土） 鶴瀬小学校

６月２２日（土） 関沢小学校

持ち物／動きやすい服装、室内運
動靴、飲み物、タオル
申込み／
直接また
は電話で
（当日参加

も可）

第４回バトテニス大会
参加賞と上位入賞者には賞品があ
ります。初心者でも参加できます。
とき／７月６日（土）
午前９時～正午
場所／市民総合体育館
定員／２４チーム（１チーム２人。小学
生以上、うちどちらかは中学生以上で

構成。男女混合可）

参加費／１００円（保険・賞品代）
持ち物／動きやすい服装、室内運動
靴、飲み物、タオル
申込み／６月３日（月）～２１日（金）に
電話予約し、参加費を添えて直接
※１人で参加希望の方はご相談ください。

富士見市発祥のニュースポーツ『バトテニス』
問合せ／生涯学習課 �○内６３４

主催／富士見市スポーツ推進委員連絡協議会

バドミントンのコートでラケットテニスのラケットとボールを使い、２
人対２人で行います。やわらかいスポンジボールを使うので、大人から子
どもまで気軽に楽しめます。

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

Fujimi City Information

広報 ふじみ 平成２５年６月号17



イ　
ベ　
ン　
ト

出会い交流事業
日帰りバスツアー参加者募集

羽生水郷公園で水族館の見学、
お昼は地ビールを堪能しながら親
睦を深めて、新たな出会いを見つ
けませんか。

富士見市社協マス
コットキャラクタ
ー「うさみん」

とき／７月２１日（日）
午前８時３０分～
午後６時（予定）
※雨天決行
場所／
羽生水郷公園、
キヤッセ羽生
対象／２０～４５歳の独身の方
※男性のみ市内在住、在勤の方
定員／男女各２０人（申込順）
参加費／４，０００円
申込み／６月３日（月）～２１日（金）
に電話予約し、参加費・身分証明
書（写し）を添えて郵送または直接
問合せ／富士見市社会福祉協議会
業務係 �０４９―２５４―０７４７

市民総合体育館
スポーツ事業のお知らせ

【ボディポテンシャルトレーニン
グ（全６回）】
骨盤を意識しながらカラダを動
かしていきます。カラダが本来持
っている能力（可能性）を引き出し、
自然治癒力を高め、体の機能回復
や改善を図ることを目的とした健
康法です。
とき／６月２０日～７月２５日
毎週木曜、午後２時～３時２０分
場所／柔道場
定員／３０人（申込順）
参加費／３，０００円（保険代を含む）
主催／公益財団法人キラリ財団
申込み／６月１日（土）から午前８
時３０分～午後９時に直接または電
話で
問合せ／市民総合体育館
�０４９―２５１―５５５５

市民健康増進スポーツ大会
予定表（６～９月）

参加希望の方はお問い合わせく
ださい。

種目 日程

ソフトテニス 一 般：９／１５（日）
中学生：６／１（土）

バウンドテニス ６／２（日）
社交ダンス ６／９（日）
軟式野球 ６／９（日）～８／２５（日）
軟式少年野球 ６／２２（土）～７／２１（日）

バレーボール 一 般：６／２３（日）
中学生：９／１（日）

サッカー ６／２３（日）～
インディアカ ６／３０（日）

ソフトボール
一 般：８／４（日）～

９／１５（日）
中学生：６／１（土）～

卓球 ７／１４（日）または
２１（日）

硬式少年野球 ７／１５（祝）
弓道 ７／２１（日）
ソフトバレーボール ９／８（日）
健康体操 ９／２７（金）

問合せ／富士見市体育協会
�・�０４９―２５４―９５１０

利用期間／７月１３日（土）～９月１日（日）の午前９時～午後５時
（入場は午後４時まで）

※７月１６日（火）～１９日（金）の午後１時までは市内保育所（園）などによる
専用利用のため、一般の方は利用できません。
入場料金／

プ
ー
ル

区分 利用料
駐
車
場

区分 利用料
一般 ５００円 普通車 ３００円
中学生 ３００円 中型バス １，０００円
小学生 １００円 二輪車 無料

備
考

未就学児は無料ですが保護者がいないと入場できません。
保護者１人につき未就学児２人まで利用できます。

※おむつが必要な方は、場内規則で水に入ることはできません。
※駐車場は台数に限りがあります。

◆社会科見学会（バックヤードツアー）参加者募集 参加記念品付
オープン前の普段見られないガーデンビーチを見てみませんか。
とき／７月７日（日）午前１０時～正午
対象／市内小学４～６年生（３年生以下は保護者同伴で可）
内容／プール内各施設見学（スタッフによる説明付）、スタッフによ
る救命、救急法デモンストレーション見学、救命・救急法体験
定員／２０人程度（申込順）
申込み／６月１５日（土）から電話で

◆プールサイドパフォーマー募集のお知らせ

真夏のプールサイドを皆さんのパフォーマ
ンスで盛り上げませんか。市民サークルまた
は学校サークル（部活動）の皆さんに、活動成
果発表の場として提供します。
詳しくは６月１５日（土）以降にお問い合わせ
ください。

ガーデンビーチ耳より情報
今年はプールサイドをリニューアルし、よ
り鮮やかに生まれ変わりました。
各種水泳教室、来場者抽選会、ニジマスつ
かみ取り大会など多数のイベントを計画して
います。
今年もぜひお越しください。

富士見ガーデンビーチ便り第１号 問合せ／富士見ガーデンビーチ �０４９―２５４―４３４９
今年のガーデンビーチは７月１３日（土）オープン！ （６月３日（月）から）

i

18広報 ふじみ 平成２５年６月号

�������	
nformation station



イ　
ベ　
ン　
ト

イベント
Event

げんもりかん映画会
「最強のふたり」
とき／６月１５日（土）
吹き替え 午前１０時、午後２時
字幕 午後６時
（いずれも３０分前
開場）
場所／鶴瀬コミ
ュニティセンター
チケット／
全席自由
前売り８００円（当日１，０００円）
※鶴瀬公民館窓口で好評発売中！
主催／げんもりかん、鶴瀬公民館
問合せ／鶴瀬公民館
�０４９―２５１―１１４０

針ケ谷コミセン寄席
演目は当日のお楽しみ！

（入場無料）
とき／６月１６日（日）
午後２時開演
場所／針ケ谷コミュ
ニティセンター
出演／早稲田大学落語研究会
らく し ていらっ ぽ ぶんやのきょうのすけ

（楽枝亭楽破、文屋京助ほか２人）
問合せ／針ケ谷コミュニティセン
ター �０４９―２５１―８４７８

リフレッシュ食事会参加者募集
在宅高齢者の介護をしている方、
食事会に参加して日ごろの疲れを
癒やしませんか。
とき／６月２６日（水）
午前１０時３０分～午後３時
※鶴瀬駅西口集合
場所／ゆとりの郷にいざ温泉
（新座市）
参加費／５００円（バス・入浴・昼食代）
定員／２７人（申込順）
対象／市内在住で、在宅高齢者（６５
歳以上）の介護をしている方
申込み／５月２９日（水）～６月１０日
（月）に直接または電話で
主催・問合せ／富士見市社会福祉協
議会在宅福祉係 �０４９―２５４―０７４７

夏休み縄文体験（全３日間）
水子貝塚公園のたて穴住居に泊

まって、縄文人の生活を体験しよう。

①土器づくり
とき／７月７日（日）
午前１０時～午後４時
②たて穴住居宿泊
とき／７月２７日（土）午前１０時～２８
日（日）正午
場所／水子貝塚公園
対象／小学４～６年生

しょうせい

内容／土器の焼成、石器で木材切
り、貝の腕輪づくり、縄文食づく
り、昆虫採集、まが玉づくりなど
定員／１５人（申込順）
参加費／２，０００円（材料・食事・保険
代など）
申込み／６月１２日（水）午前９時か
ら直接または電話で
問合せ／水子貝塚資料館
�０４９―２５１―９６８６

土曜おもしろミューズランド
【竹とんぼづくり】
とき／６月１日（土）
場所／水子貝塚公園学習広場
定員／各４０人
参加費／無料
【縄文ポシェットづくり】
とき／６月１５日（土）
場所／水子貝塚資料
館体験学習室
定員／各２０人
参加費／１００円
（材料代）

共通事項
時間／いずれも午前１０時、午後
２時の２回
対象／小学３年生以上（２年生
以下は保護者同伴で可）
※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

難波田城公園まつり

とき／６月２日（日）
午前１０時～午後４時
※雨天時は内容を一部変更して実施
場所／難波田城公園
内容／武者行列（午後１時に南畑八
幡神社を出発）、火縄銃演武（午後２
時～）、芸能（和太鼓、鼓笛隊、よさ
こいなど）、昔あそび（射的、ベーゴ
マ、竹とんぼなど）、体験・実演（は
たおり、お茶席、竹細工、紙芝居な

ど）、模擬店（だんご、まんじゅう、
やきそばなど）、人力車（有料）
※当日１，０００人目の入館者には記念品

を贈呈

※車での来場はご遠慮ください。
主催／難波田城公園活用推進協議
会・難波田城資料館
問合せ／難波田城資料館
�０４９―２５３―４６６４

じゃがいも掘り

とき／６月２３日（日）
午前１０時～正午
集合場所／旧金子家住宅前
（畑は公園の隣）
定員／３０組（申込順）
参加費／１組１，０００円
持ち物／持ち帰り用の袋、シャベ
ル、汚れてもよい服装・靴
主催／難波田城公園活用推進協議会
申込み／６月１日（土）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
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6月2日㈰13:30～15:30／ふじみ野市立勤労
福祉センター／家族の絆、テーマ「おかあさ
ん」／入場料1,000円／
押田　2049-251-0506

6月8日㈯10:00～17:00･9日㈰9:00～16:00
／キラリふじみ／入場無料／
山
やま

賀
が

　2049-251-4481

6月9日㈰10:00～14:30／市内10か所（集
会所など）で無料住宅相談会、包丁研ぎ･
まな板削り･網戸の張り替え（有料）を行いま
す／埼玉土建　2049-251-2540

6月10日㈪～16日㈰10:00～18:00／キラリふ
じみ／主催第6次姉妹都市シャバツ市訪問
写真展実行委員会／入場無料／
宮地　2049-251-4717

第19回演奏会…6月23日㈰14:00～16:00
／キラリふじみ／合唱発表（時代、明日に架け
る橋、花、城ケ島の雨ほか）／入場料1,000円
／加藤　2049-253-4413
会員募集…毎週土曜19:30～21:30／鶴瀬
公民館／合唱練習／入会金1,000円／
月会費4,000円／高田　2049-251-6649

月3回木曜13:00～15:00／ふじみ野交流セ
ンター／社交ダンス。ベーシックのステップを
中心に楽しく踊りましょう／入会金1,000円／
月会費3,000円／初心者歓迎／
大
おお

元
もと

　2049-264-6008

毎週火曜13:30～17:00、毎週木曜9:00～
12:00／市民総合体育館／女性／バドミント
ン練習／入会金1,000円／月会費1,500円
／初心者歓迎／佐藤　2049-254-4895

第2･4木曜9:30～11:00／鶴瀬公民館／音
楽に合わせて楽しく踊りましょう／月会費
1,000円／初心者歓迎／
中田　2049-251-6505

月2回金曜10:00～11:30／市民総合体育
館／60歳以上／シニアのための3B体操／
入会金1,000円／月会費1,000円／
竹内　2049-251-3940

第1･2･4月曜13:30～17:00／鶴瀬西交流セ
ンター／成人／ソシアルダンス／入会金
1,000円／月会費3,000円／無料体験あり
／柴田　2049-251-4918

月4回木曜10:00～11:30／市民総合体育
館／成人／3B体操／入会金1,000円／
月会費2,000円／三上　2049-254-8072

月3回月曜（第3月曜除く）19:00～22:00／水
谷公民館／入会金1,000円／月会費2,000円
／初心者・見学歓迎／
三上　2049-251-4624

毎週水曜19:00～21:30／南畑ふれあいプ
ラザ／小1～中3（中学卒業後継続可）／大
会、交流会、合宿あり／月会費2,000円／
後藤　2090-2468-7101

月4回水曜13:30～15:00／みずほ台コミュ
ニティセンター／誰にでも出来る健康のため
の太極拳です／月会費2,000円／初心者･
見学歓迎／平井　2049-259-1395

月4回金曜11:00～12:00／キラリふじみ／小
さいお子さんのいる30～40歳代の女性／ヨ
ガ／入会金1,000円／月会費2,500円／保
育1回400円／横山　2049-264-9030

第1･3木曜13:00～16:00／鶴瀬西交流セン
ター／毎月新曲を学びます／月会費2,000
円／初心者歓迎／
大塚　2049-255-1922

募　集イベント

掲載方法の問合せ／秘書広報課　2 240

・••４月３０日現在••・

ゆずります

ダイニングテーブルセット（2人用
･4人用）／キッチンワゴン／漬物た
る／洋服タンス／整理タンス／学習
机（イス付）／座卓／座いす／物干し
竿用ハンガー／果実酒用ビン／エレ
クトーン／洋式便座（上乗せ式）／大
人用紙おむつ（M～ L）／ローラー
ブレード（25㎝）／犬小屋（大型犬
用）／水槽（60×30×36㎝）／西中
制服（男子用上下L）／学ラン（L）／

礼服（男性用スーツYA体）／礼服（女
性用上着付ワンピース13号）／婦人
服（トレーナー ･ブラウス2L・セー
ター L）

ゆずってください

ゴルフクラブセット（女性用）／ス
ポーツ吹矢用具一式／ノートパソコ
ン台／ビデオデッキ／電子ピアノ／
二段ベッド／洋裁用人体／きたはら
幼稚園制服･体操着（女児用120㎝以
上）／みふじ幼稚園制服･体操着一式
（女児用100～120㎝）／ふじみ野小
体操着一式（140～160㎝）／勝瀬中
ジャージ（赤色M～L）／べビーカー
（A･B型）／ベビーベッド／犬用ベ
ビーカー

　このコーナーは、リユース（再利
用）で資源を大切にし、ごみを減ら
していくことを目的に、不用になっ
た品物を有効利用する方の橋渡し
をする場です。広報『ふじみ』への
登録は3か月です。
掲載要領／「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、
市民の方同士で交渉していただき
ます。交渉結果はご連絡ください。
　無料の品物のみ受け付けます。
無料でも、自動車、古本など中古
市場で値がはるもの、パソコンなど
個人情報の悪用の恐れなどがある
もの、食料品などは受け付けませ
ん。詳しくはお問い合わせください。

ご利用ガイド

問合せ／環境課
2049-252-7100

市
民
ふ
れ
あ
い
情
報
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