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高齢者実態調査報告書を作成
第６期高齢者保健福祉計画（平

成２７～２９年度）を策定するため、平
成２５年１２月に高齢者のニーズ調査
を実施し、報告書を作成しました。
調査結果をもとに問題点や課題、
要望を分析し、第６期高齢者保健
福祉計画の策定に反映させていき
ます。アンケートへのご協力あり
がとうございました。
報告書は高齢者福祉課、中央図
書館、市ホームページなどで閲覧
できます。
問合せ／高齢者福祉課 �○内３９１

蔵書点検にともなう図書館の休館
休館中は、予約の受付や資料に
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１７日（火）～２０日（金）
鶴瀬西分館
６月１２日（木）・１３日（金）
ふじみ野分館
６月１０日（火）・１１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サービス
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

６月１日～７日は水道週間です
�������	
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「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。
���／
水道課 �○内５０６

女性のための
再就職支援セミナーとお仕事相談
再就職支援セミナー
「就職活動を計画的に進めよう」
効率的に就職活動を行うには具
体的な行動計画が必
要です。いつごろど
んな仕事に就くかを
考え、やるべきこと
を整理します。
とき／６月２４日（火）午前１０時～正午
定員／２０人（申込順） ※保育なし。
お子さん同伴での受講はできません。
お仕事相談
応募書類の書き方や面接の練習
など、再就職に関するさまざまな
相談をお受けします。
とき／６月２４日（火）午後１時１５分
～４時（１人４５分）
定員／３人（申込順）
※お子さん同伴で相談できます。

共通事項
場所／鶴瀬西交流センター
対象／再就職を希望する女性
講師／キャリアカウンセラー
（埼玉県女性キャリアセンター）
参加費／無料
持ち物／筆記用具
申込み・問合せ／６月２日（月）か
ら産業振興課（�○内３８３）へ電話で

全国一斉
「子どもの人権１１０番」強化週間
いじめ、不登校、虐待など子ど
もの人権問題について、子どもが
安心して気軽に相談できるよう専
用相談電話「子どもの人権１１０番」
を設置しています。
強化週間中は、通常時間を延長
して相談を受け付けます。
※秘密は守られます。
とき／６月２３日（月）～２９日（日）
午前８時３０分～午後７時
（土・日曜は午前１０時～午後５時）
電話番号／０１２０―００７―１１０
（全国共通・無料。IP 電話からは接続不可）
相談担当者／法務局職員、埼玉県
人権擁護委員連合会子ども人権委
員会委員
問合せ／さいたま地方法務局人権
擁護課 �０４８―８５９―３５０７

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

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（日）～
３０日（月）
問合せ／
まちづくり推進課 �○内４５４

県立所沢おおぞら特別支援学校
学校公開日
来年度本校に、就学・転学・入
学をお考えの保護者、関係職員の
方に、学習内容、学校生活などを
公開します（要申込）。
公開日／
と き 公開学部

７月３日（木）肢体不自由教育部門
（小学部・高等部）

知的障害教育部門（小
学部・中学部・高等部）９月１７日（水）

１０月３１日（金）両部門 高等部のみ

午前９時３０分～正午、各日８０人
申込み／ファックスまたは電話で
問合せ／県立所沢おおぞら特別支
援学校担当：松永・田中
�０４―２９５１―１１０２ �０４―２９５１―１１０５
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募 集
Invitation

平成２６年度税務職員採用試験
受験資格／
次のいずれかに該当する方
①平成２６年４月１日現在、高校、
中等教育学校を卒業した日の翌
日から起算して３年を経過して
いない方および平成２７年３月ま
でに高校、中等教育学校を卒業
見込みの方
②人事院が①と同等の資格がある
と認める方
試験の程度／高等学校卒業程度
申込み／
インターネット申込み（原則）
http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.
html
申込期間：６月２３日（月）午前９時
～７月２日（水）（受信有効）
インターネット申込みができない場合
郵送または直接
申込期間：６月２３日（月）～２６日（木）
（当日消印有効）
試験日／第１次試験９月７日（日）
問合せ／インターネット申込みに
関する問合せ：人事院人材局試験
課 �０３―３５８１―５３１１
上記以外の問合せ：関東信越国税
局人事第二課 �０４８―６００―３１１１

ご 案 内
Guidance

ハチなどの害虫駆除
暖かい季節になると、さまざま
な虫が活動を始めます。虫の中に
は、日常生活に悪影響を与える害
虫もいます。その種類や生態の違
いから駆除方法も異なります。
毎年ハチに関する相談が多くあ
りますが、市ではハチなどの害虫
駆除は行っていません。
専門業者などに直接お問
い合わせください。
問合せ／埼玉県ペストコントロー
ル協会 �０４８―８５４―２８９０

ジェイ・アラート

J-ALERTの
訓練放送を実施します
災害時に国から送られてくる、
全国瞬時警報システム（J-ALERT）
の緊急情報を、防災行政無線を使
用して市民の皆さんにお伝えする
情報伝達訓練を行います。
訓練放送ですの
で、慌てて避難な
どをしないようご
注意ください。
とき／
６月５日（木）午前１０時１５分ごろ
放送内容／市内５６か所の防災行政
無線から、次の内容で一斉に放送
されます。
「こちらは、ぼうさいふじみです」
「ただ今から訓練放送を行います」

おお じ しん

「緊急地震速報。大地震です。大地
震です。これは訓練放送です」
（３回繰り返し）
「こちらは、ぼうさいふじみです」
「これで訓練放送を終わります」
※社会情勢や天候状況により、延期

または中止になる場合があります。
問合せ／安心安全課 �○内４４５

平成２６年
経済センサス－基礎調査および
商業統計調査にご協力を
全国すべての事業所および企業
を対象に、平成２６年７月１日現在
で調査を実施します。調査情報は
市ホームページや総務省統計局で
お知らせしています。
調査へのご理解とご協力をお願
いします。
調査の方法／
支社などのない単独企業や新設
事業所などは、調査員が６月中
旬から調査票の配布に伺います。
支社など複数の事業所を有する
企業などには、本社あてに郵送
で調査票が送付されます。

※記入していただいた内容は、統計

法に基づき秘密が厳守されますので

正確なご記入をお願いします。
問合せ／総務課 �○内２２５

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／
構成員の半数以上が、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
者の同意が必要など
運営協議会／各登録校の運営協議
会（毎月２０日前後）に参加し、翌月
分の日程を調整します。
開放日と時間帯／
グラウンド（小中学校）
土・日曜、祝日の昼間
体育館（小中学校）
平日の夜間、土・日曜、祝日の昼
間と夜間
※詳細は学校により異なります。中学校
は部活動などの利用が優先されます。

今年度から次の施設も利用できます。
全中学校と特別支援学校の体育館
柔道場（富士見台・東・水谷中）
卓球場（本郷中）

問合せ／生涯学習課 �○内６３６

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、自由
人権思想の普及高揚に努めること
を使命にしており、市町村長から
推薦された委員を法務大臣が委嘱
します。
埼玉県人権擁護委員連合会川越
協議会では、「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５日（木）午前９時～正午
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

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
■■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14日㈯
 9:30～15:30

②初めての出産を
平成26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
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、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24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

 6月23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
 6月10日㈫  ⑪ 12:50～13:40　③健康増進センター

②平成26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23日㈪  ⑪ 12:50～13:40　③健康増進センター
②平成26年1月16日～1月31日に生まれた子

12か月健診  6月11日㈬  ⑪ 12:50～13:40　③健康増進センター
②平成25年6月9日～6月30日に生まれた子

1歳6か月健診
 6月 4日㈬  ⑪ 12:50～13:40　③健康増進センター

②平成24年8月16日～9月7日に生まれた子

 6月24日㈫  ⑪ 12:50～13:40　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

3歳健診  6月18日㈬  ⑪ 12:50～13:40　③健康増進センター
②平成22年12月生まれの子

■①　乳児・母乳相談  6月17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・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14日㈯
9:50～12:00

⑪ 9:40～9:50　②1歳までのお子さん（第一子）とお父さん
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 9日㈪
10:00～11:30

⑪ 9:45～10:00　② 1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。
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子 育 て
Child-rearing

小さな子どものためのコンサート
とき／７月８日（火）
午前１０時１５分開演（１０時開場）
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）
料金／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
申込み／６月４日（水）から平日午
前９時～午後４時３０分に料金を添
えて、次のいずれかに直接

子育て支援センター「ぴっぴ」
市内公私立保育所（園）
問合せ／子育て支援センター「ぴ
っぴ」 �０４９―２５１―３００５

募 集
Invitation

富士見市から見る富士山
第３回夏季写真コンテスト
富士見市と富士山を愛する方な
らどなたでも応募できます。詳し
くは応募要領をご覧ください。
撮影・募集期間／
６月１日（日）～８月３１日（日）
展示・見学者投票期間／
９月１日（月）～２０日（土）
展示場所／鶴瀬西交流センター

優秀作品の表彰／９月下旬
※応募要領などは、市ホームページ、

各公民館・交流センター・コミュニ

ティセンターにあります。
申込み・問合せ／鶴瀬西交流セン
ター �０４９―２５１―２７９１

ヒロシマ平和体験学習参加者募集
広島市原爆死没者慰霊式と平和
祈念式に参加しませんか。
とき／８月５日（火）～６日（水）
場所／広島平和記念公園など
募集人数／２人（宿泊・交通費は実
行委員会負担）
応募方法／６月９日（月）までに応
募動機（４００字程度・様式自由）・住所・
氏名・年齢・電話番号を記入し、直接
問合せ／鶴瀬公民館
�０４９―２５１―１１４０
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Learning

甲種新規および
乙種防火管理講習会
とき／
甲種新規：６月２６日（木）・２７日（金）
乙種：６月２６日（木）
いずれも午前９時～午後４時３０分
場所／消防本部大講堂
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９０人（申込順）
テキスト代／４，０００円
申込み／６月１２日（木）午前８時３０
分～午後４時に消防本部予防課・
東消防署のいずれかに直接
問合せ／
消防本部予防課 �０４９―２６１―６００７
東消防署消防課 �０４９―２５５―４１１９

手話通訳者養成講習会
手話通訳Ⅰ課程（全３６回）
とき／６月２７日～平成２７年３月２０
日の毎週金曜、午前１０時～正午
（８月１５日、１２月２６日、平成２７年１月

２日を除く）

※次年度に手話通訳Ⅱ課程・実践課

程を引き続き行います。
場所／市民福祉活動センターぱれ
っと、三芳町総合体育館など
対象／次のすべての条件を満たす方
高校生以上の富士見市または三
芳町在住、在勤の方
手話奉仕員養成講
習会を修了してい
る方、またはそれ
と同等の技術をお
持ちの方
地域の聴覚障がい者とおおむね
１年以上関わりをお持ちの方
６月２０日（金）の受講審査を受け
ることができる方
定員／１０人
参加費／６，０００円（テキスト・保険代）

※保育あり（１歳～未就学児。お子さ

ん１人につき保険代１，０００円）
申込み／６月１３日（金）までに、富
士見市社会福祉協議会または障が
い福祉課にある申込書に必要事項
を記入し、郵送・FAXまたは直接
※申込書は、富士見市社会福祉協議会

のホームページからも入手できます。
問合せ／富士見市社会福祉協議会
〒３５４―００２１ 大字鶴馬１９３２―７
市民福祉活動センターぱれっと内
�０４９―２５４―０７４７ �０４９―２５２―０１１１

普通救命講習
とき／６月２２日（日）
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／６月９日（月）～１３日（金）
午前８時３０分～午後５時に電話で
問合せ／消防本部救急課
�０４９―２６１―６６７３

①講座「文字なし絵本の世界」
文字のない絵本の魅力を解説します。
とき／６月２１日（土）
午後２時～３時３０分

いい だ ゆ み

講師／飯田有美氏
（元絵本専門店店長）
対象／１５歳以上
定員／２０人（申込順）
申込み／６月１日（日）午前９時３０分から
図書館鶴瀬西分館に直接または電話で

②語り聞かせ
「声と言葉のモノガタリ」
すばなし（本を使わずに、物語を語り

聞かせること）の公演です。
とき／６月２８日（土）
午後２時～２時３０分 ※申込不要
語り／おはなしボランティア「すぷん
ふる」

共通事項
場所・問合せ／図書館鶴瀬西分館
�０４９―２５２―５９４５
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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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水子貝塚資料館からのお知らせ
問合せ �０４９―２５１―９６８６

土曜おもしろミューズランド
竹のガリガリとんぼづくり
とき／６月７日（土）
場所／水子貝塚公園学習広場
参加費／無料
縄文ポシェットづくり
とき／６月２１日（土）
場所／水子貝塚資料館
体験学習室
参加費／１００円（材料代）

共通事項
時間／
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）
定員／２０人
※申込不要。直接お越しください。

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６日（日）
午前１０時～午後４時
②たて穴住居宿泊
とき／７月２６日（土）午前１０時～
２７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／１０人（申込順）
参加費／２，０００円
（材料・食事・保険代など）
申込み／６月１８日（水）午前９時か
ら直接または電話で

げんもりかん映画会
「そして父になる」
とき／６月１４日（土）
午前１０時、午後２時、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）

※鶴瀬公民館で好評発売中！

主演：福山雅治、
尾野真千子ほか

主催／
げんもりかん、
鶴瀬公民館
問合せ／
鶴瀬公民館
�０４９―２５１―１１４０

学 ぶ
Learning

働くあなたに贈る２５の言葉
あきら

－仕事も家庭も諦めない－

うつ病の妻、自
閉症の息子を含む
３人の子どもを守
り抜き、東レ経営
研究所の特別顧問
となった講師から、
家事や育児と仕事の両立に必要な
効率の良い仕事のノウハウについ
て学びます。
とき／７月６日（日）
午後２時～４時（１時３０分開場）
場所／鶴瀬コミュニティセンター
定員／２５０人（無料、申込順）
※手話通訳あり

※保育あり（１歳～未就学児、要予約）
講師／佐々木常夫氏
（（株）東レ経営研究所特別顧問）
主催／市、富士見市男女共同参画
推進会議
申込み／６月２日（月）から午前９
時～午後５時に FAXまたは電話で
問合せ／人権・市民相談課
�○内２７３ �０４９―２５４―２０００

ゆかた着付け教室
着付けと帯結びを覚えます。
とき／６月２８日（土）午前１０時～正午
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 だ て

女性 ゆかた、半幅帯、裾よけ、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

６月のちょこっと体験
子どもから大人まで手軽にでき
る昔体験です（無料、予約不要）。
とき・内容／午後１時～３時

７日（土） ざりがに釣り

８日（日） かざぐるまづくり

１４日（土） わたくり

１５日（日） てるてる坊主

２１日（土） いろりの日

２２日（日） 紙ひこうき

２８日（土） はたおり

２９日（日） ささ舟

じゃがいも掘り
とき／６月２２日（日）午前１０時～正午
集合場所／旧金子家住宅前
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３日（火）午前９時か
ら電話で

竹かご教室
「六ツ目かご」を作ります。
とき／６月２２日（日）
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３日（火）～１０日（火）
の午前９時～午
後５時に直接ま
たは電話で

難波田城資料館からのお知らせ 問合せ �０４９―２５３―４６６４
休館日：月曜（祝日の場合は翌日）

i

14広報 ふじみ 平成２６年６月号

�������	
nformation station



イ　
ベ　
ン　
ト

イベント
Event

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。
場所／運動公園、三芳町総合体育
館ほか

種目 日程
サッカー ６／１（日）～

ソフトテニス 中学生：６／７（土）
一 般：９／２１（日）

軟式野球 ６／８（日）～
軟式少年野球 ６／１５（日）～
卓球 ７／２０（日）
弓道 ７／２０（日）
硬式少年野球 ７／２１（祝）
インディアカ ８／３（日）
ソフトボール ８／３（日）～
小学生バレーボール ９／１３（土）
ゲートボール ９／１８（木）
健康体操 ９／１９（金）
バレーボール ９／２１（日）
ソフトバレーボール ９／２３（祝）
バウンドテニス ９／２７（土）

問合せ／富士見市体育協会
�・�０４９―２５４―９５１０

針ケ谷コミセン名画上映会
「おくりびと」
第３２回日本アカデミー賞最優秀
作品賞を受賞した映画「おくりび
と」（出演：本木雅弘、広末涼子ほか）
を上映します。
お友達やご家族そろってぜひお
越しください（無料、申込不要）。
とき／６月２９日（日）
午後２時（１時３０分開場）
場所／針ケ谷コミュニティセンター
定員／１００人（先着順）
問合せ／針ケ谷コミュニティセン
ター �０４９―２５１―８４７８

針ケ谷コミセン寄席
子どもからお年
寄りまで楽しめる
演目をお届けしま
す（無料、申込不要）。
とき／６月２２日（日）
午後２時～４時（１時３０分開場）
場所／針ケ谷コミュニティセンター
講師／早稲田大学落語研究会
問合せ／針ケ谷コミュニティセン
ター �０４９―２５１―８４７８

第５回バトテニス大会
バドミントン、バレーボール、
テニスを組み合わせた富士見市発
祥のスポーツです。
※参加賞と上位入賞者には賞品あり！

とき／７月１２日（土）
午前１０時～午後３時
場所／
ふじみ野市立大井総合体育館
定員／２０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２日（月）～２７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。
主催／富士見市スポーツ推進委員
連絡協議会
問合せ／生涯学習課 �○内６３６

今年も暑い季節がやってきます。ガーデンビーチでは、
水泳教室・来場者抽選会・ニジマスつかみ取り大会など
たくさんのイベントを予定しています。詳細が決まり次
第、広報『ふじみ』でお知らせしますので、お楽しみに！
利用期間／７月１２日（土）～８月３１日（日）
午前９時～午後５時（入場は午後４時まで）
※７月１４日（月）～１８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
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。※参加記念品付！
とき／７月６日（日）午後２時～４時
対象／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（申込順） 申込み／６月１６日（月）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１６日（月）以

降にお問い合わせください。

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
ガーデンビーチは７月１２日（土）オープン！ （６月１６日（月）から）

富士見市役所 �０４９―２５１―２７１１ �０４９―２５４―２０００�������	�
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ゆずります

ワゴン／低反発マットレス／布団用マッ
トレス／回転いす（ひじ付き）／座いす
／冷風除湿機／賞状用額／水槽／ス
キーセット（子ども用110・120㎝）／雑
誌「週刊そーなんだ!歴史編」（10冊）
／ベビーカー（B型）／歩行器（乳幼児
用）／抱っこひも

ゆずってください

CDラジカセ／テレビ／ビデオデッキ／小型冷蔵庫（2ドア）／圧力鍋／電気温風ヒーター
／折りたたみテーブル／低反発マットレス／2口ガスコンロ（LPガス用）／ミシン／芝刈り
機／コンパクトシルバーカー／大人用歩行器（室内用）／すわ幼稚園夏・冬用制服・体操着
（男児用120㎝）／すわ幼稚園体操着（130㎝）／きたはら幼稚園制服一式・体操着（男
児用100㎝）／みずほ幼稚園制服・体操着ほか一式（男女児用100～110㎝）／東中制服
（男子用170㎝以上）／子ども服（女児用80～90㎝）／こどもチャレンジ教材（しまじろ
うのDVD）／ベビーチェア／ベビーカー（B型）／新生児対応チャイルドシート

問合せ／環境課　2 246
・••５月９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

イベント

6月7日㈯10:00～17:00・8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10日㈫～15日㈰10:00～18:00（最終日
17:00まで）／キラリふじみ／日常で使う器の
展示／後援無の会／入場無料／
野村　2049-252-9446

6月21日㈯14:00開演（13:30開場）／鶴瀬コ
ミュニティセンター／大人も子どもも楽しめる歌
も入った愉快で楽しいお芝居です／主催
はっ♥ぴれた塾／入場無料／
福田　2049-235-5822（20:00～）

募　集

第1～3土曜10:00～12:00／鶴瀬西交流セ
ンター／小筆を使って日常書道（実用的）。
百人一首を楷・行・かなで書いています／
募集人数5人／入会金1,000円／月会費
2,000円／萩原　2049-251-2677

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42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

第2・4土曜13:30～15:30／つるせ台小学校
／女性／年2～3回大会あり／入会金
1,000円／月会費500円／初めての方・初心
者歓迎／北島　2049-251-1867

毎週日曜10:00～12:00／鶴瀬小学校／18
～63歳／楽しくソフトボールをしませんか。運
動不足を解消しましょう／月会費1,000円
（保険代別途）／塩野　2049-251-2026

毎週金曜19:30～21:00／キラリふじみ／20
～60歳代の方／エアロビクス、ストレッチ／
入会金1,000円／月会費3,000円／
赤瀬　2090-1451-3358

毎週火曜18:15～19:30／鶴瀬公民館／5歳
以上の老若男女／空手の練習とレクリエー
ション／入会金2,500円／月会費3,500円／
秋元　2080-6898-5752

月4回水曜10:00～12:00／鶴瀬西交流セン
ター／ネイティブの先生と楽しく英語を学んで
います／入会金1,000円／月会費3,000円
／塚本　2049-268-1380

掲載方法の問合せ／秘書広報課　2 240

イベント
Event

難波田城公園まつり
とき／６月１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

なんばった

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

火縄銃演武

i

16広報 ふじみ 平成２６年６月号

�������	
nformation station


