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警察官採用試験
平成２６年度第２回埼玉県警察官
採用試験を行います。
願書受付期間／
８月７日（木）～２７日（水）
試験日／９月２１日（日）
問合せ／東入間警察署
警務課
�０４９―２６９―０１１０

ご 案 内
Guidance

敬老会が各地域で開催されます
毎年、各町会や各地区社会福祉
協議会で高齢者の皆さんの健康と
長寿をお祝いする敬老会を開催し
ています。
開催日などは、地域ごとに異な
りますので、お住まいの町会など
へお問い合わせください。
とき／９月中旬ごろから
対象／７５歳以上の方（昭和１４年９月
１５日までに生まれた方）
問合せ／高齢者福祉課 �○内３９５

事業主の方へ 退職金のこと
ちょっと考えてみませんか
中小企業退職金共済制度（中退

共）は中小企業で働く従業員のた
めの国の退職金制度です。この制
度を利用すれば、安全・確実・有
利で、しかも管理が簡単です。
中退共なら…
国の掛金助成を受けられます。
掛金は全額非課税です。
社外積立だから、管理がカンタン！

※パートタイマーのための特例掛金

月額もあります。
問合せ／（独）勤労者退職金共済機構
中小企業退職金共済事業本部
�０３―６９０７―１２３４

簡易耐震診断・耐震改修相談会
木造住宅の耐震化を推進するた
め、一級建築士による簡易耐震診
断と耐震改修の相談会を行います
（無料）。
とき／８月２日（土）
午前９時３０分～正午
場所／水谷東公民館
対象建築物／木造２階建以下の住

ツーバイフォー

宅（在来工法、２X４工法）
申込み／建築指導課、各出張所に
ある申込書に必要事項を記入し、
郵送または直接
※申込書は市ホームページからも入手可
問合せ／建築指導課 �○内４２１

平成２６年
全国消費実態調査にご協力を
９～１１月の３か月間（単身世帯は

１０・１１月の２か月間）にわたり、全
国消費実態調査を行います。
この調査は、家計の実態を所得
・消費・資産の側面から把握する
ため、家計簿など４種類の調査票
を用いて行います。
調査対象の世帯には、８月中（単

身世帯は９月中）に調査員が訪問し
ますので調査へのご理解とご協力
をお願いします。
なお、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。
※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

放送大学１０月生
放送大学はテレビなどの放送や
インターネットで授業を行う通信
制の大学で、心理学・福祉・経済
・歴史・文学・自然科学など、幅
広い分野を学べます。
資料を無料で差し上げています
のでお問い合わせください。
出願期限／８月３１日（日）
問合せ／放送大学埼玉学習センター
�０４８―６５０―２６１１

水の事故を防ぎましょう
楽しい水遊びなどには危険がい
っぱい潜んでいる
ことを忘れずに、
水の事故から尊い
命を守りましょう。
プールや川で泳ぐときは、お子
さんから目を離さないように注
意しましょう。
流れの急な川や増水した川、深
い川での遊泳は危険です。
お酒を飲んだ後の遊泳はしない
ようにしましょう。
問合せ／東入間警察署
�０４９―２６９―０１１０

平成２６年
経済センサス－基礎調査および
商業統計調査
７月１日を基準として実施しま
した、平成２６年経済センサス－基
礎調査および商業統計調
査にご協力いただき、あ
りがとうございました。
調査の結果は、総務省
統計局で平成２７年６月下旬から順
次公表が予定されています。また、
公表結果を基に統計ふじみの情報
更新も行っていきます。
問合せ／総務課 �○内２２５

INFORMATION FUJIMINO
「インフォメーションふじみの」
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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

８月号のテーマ
がつ にち か ファイセック かみ ふく おか えき

７月２２日（火）FICECは上福岡駅
ちか ひっ こ

近くに引越しをしました
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
ご ご ご

ガル語、スペイン語、タガログ語
げん ご に ほん ご

（フィリピンの言語）、日本語の７
こく ご し

か国語でお知らせしています。
といあわ ほうじん こくさい

問合せ／NPO法人ふじみの国際
こうりゅう

交流センター �０４９―２５６―４２９０
の し かみふくおか

（〒３５６―０００４ ふじみ野市上福岡５―

４―２５）
http://www.ficec.jp
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Invitation

自衛官
募集種目・試験日／
募集種目 試験日

航空学生
（自衛隊パ
イロット）

１次 ９月２３日（祝）

２次
１０月１８日（土）～２３日
（木）の指定した日

３次
１１月１５日（土）～１２月
１８日（木）の指定した
日

一般曹
候補生

１次
９月１９日（金）・２０日
（土）

２次
１０月９日（木）～１５日
（水）の指定した日

自衛官
候補生

女子
９月２５日（木）～２９日
（月）の指定した日

男子
受付時にお知らせし
ます。

受験資格／
航空学生（自衛隊パイロット）：
高卒（見込み含む）で２１歳未満の方
一般曹候補生：１８～２７歳未満の方
自衛官候補生：１８～２７歳未満の方

※年齢は平成２７年４月１日現在
申込期間／
８月１日（金）～９月９日（火）
問合せ／自衛隊埼玉地方協力本部
入間地域事務所 �０４―２９２３―４６９１

つるせよさこい祭り
産業振興課 �○内２５３

鶴瀬西地域の活性化のため、地
域・商店会・町会が一体となり開
催します。熱気あふれるよさこい
をお楽しみください。

とき／１０月１９日（日）
午前１０時３０分～午後５時
場所／鶴瀬駅西通り線（鶴瀬駅西口）

模擬店募集
出店者説明会に直接お越しくだ
さい。
出店者説明会：８月１０日（日）
午後７時から
場所：鶴瀬西交流センター
参加費：（説明会当日集金）
テントあり１５，０００円
テントなし７，５００円
（道路使用料を含む）
※別途、腸内細菌検査費
問合せ：小杉工務店
�０４９―２５２―６３８６

ボランティア募集
一緒に祭りを盛り上げてくれる
方を募集しています。
問合せ：事務局・星野
�０４９―２５１―３３３６
info@hoshino-corp.com

排水設備工事責任技術者共通試験
排水設備に関して、一定水準以
上の技術と知識をもっていること
を認定するための試験で、県内で
統一して実施しています。
※市では、下水道指定工事店の登録
をする際に、排水設備工事責任技術
者がいることが登録要件となってい
ます。
受験資格／次のいずれかに該当す
る方
①高等学校の土木工学科またはこ
れに相当する課程を修了して卒業
した方
②高等学校を卒業した方で、排水
設備工事などの設計または施工に
関し、１年以上の実務経験のある
方
③排水設備工事などの設計または
施工に関し、２年以上の実務経験
のある方
④①～③に準ずる方
試験日／１１月９日（日）
試験会場／埼玉工業大学（深谷市）
受験料／１１，０００円
申込み／８月１８日（月）から下水道
課で配布する受験案内を参照し、
９月２６日（金）までに郵送
問合せ／下水道課 �○内４２７

展示発表
〔１１月１日（土）～３日（祝）〕
募集分野／華道、書道、茶道、絵
画、菊花、山野草、文芸、手工芸、
七宝、革製品、俳句、パンフラワ
ー、水墨画、押し花、将棋コーナ
ー、フランス刺しゅう、そろばん
交流、パソコン愛好会、陶芸など
申込期限／８月１９日（火）
連絡先／増岡 �０４９―２５３―３５９４
※販売だけを目的とした出品・展示
はできません。

民謡大会〔１１月２日（日）〕
飛び入り参加可能 先着１０人
当日（午前９時～１０時）受付
※１人１曲（２分以内）
連絡先／吉川 �０４９―２５１―０５４８

芸能発表〔１１月３日（祝）〕
募集分野／日舞、新舞、民舞、詩

は うた

吟、三味線、大正琴、端唄、沖縄
舞踊、ハワイアンダンスなど
申込期限／８月１９日（火）
連絡先／大橋 �０４９―２５２―００１８

市民美術展
〔１１月９日（日）～１６日（日）〕

ちょう そ

募集分野／絵画、写真、彫塑、書、
工芸
申込期限／１０月３０日（木）
搬入／１１月８日（土）午前９時～正
午・キラリふじみ（展示・会議室）
連絡先／
小倉 �０４９―２５３―００３７
内田 �０４９―２５４―５５８０

将棋大会〔１１月９日（日）〕
申込期限／１１月９日（日）
連絡先／増岡 �０４９―２５３―３５９４

市民音楽祭〔１１月１６日（日）〕
募集分野／コーラス、吹奏楽、器
楽演奏（いずれもアンサンブルのみ）
申込期限／９月１日（月）
連絡先／加藤 �０４９―２５３―４４１３

共通事項
場所／キラリふじみ
（将棋大会は鶴瀬西交流センター）
主催／富士見市民文化祭実行委員会
共催／公益財団法人キラリ財団
後援／市、市教育委員会
※出品・出演は、参加費が必要と
なる場合があります。

第５１回富士見市民文化祭 募集項目、内容の問合せ／直接分野別の連絡先へ
会場の問合せ／キラリふじみ �０４９―２６８―７７８８

１１月１日（土）～１６日（日）に行われる富士見市民文化祭の出品・出演者を募集します。

富士見市役所 �０４９―２５１―２７１１ �０４９―２５４―２０００�������	�
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■①　パパママ
準備教室

1日目
 8月23日㈯
 9:30～15:30

②初めての出産を
平成26年11･12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
 9月11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

 8月25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
 8月 6日㈬  ⑪ 12:50～13:40　③健康増進センター

②平成26年3月1日～3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

 8月20日㈬  ⑪ 12:50～13:40　③健康増進センター
②平成26年3月16日～3月31日に生まれた子

12か月健診  8月19日㈫  ⑪ 12:50～13:40　③健康増進センター
②平成25年8月16日～9月7日に生まれた子

1歳6か月健診
 8月 5日㈫  ⑪ 12:50～13:40　③健康増進センター

②平成24年10月24日～11月15日に生まれた子

 8月27日㈬  ⑪ 12:50～13:40　③健康増進センター
②平成24年11月16日～12月8日に生まれた子

3歳健診  8月26日㈫  ⑪ 12:50～13:40　③健康増進センター
②平成23年2月生まれの子

■①　乳児・母乳相談  8月19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）

 8月23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

■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

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。

子　

育　

て

学　
　
　

ぶ

普通救命講習
とき／８月２４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／８月４日（月）～８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

子 育 て
Child-rearing

児童館の夏祭り
関沢児童館
とき／８月２４日（日）
午後４時～７時（雨天時は縮小開催）
内容／おばけやしき、射的、くじ

引き、カレー丼、わたあめ、フラ
ンクフルト、ポップコーン、ヨー
ヨーつりなど
問合せ／関沢児童館
�０４９―２５１―９７８６
※関沢児童館には駐車場がありませ

ん。駐輪は可能です。

諏訪児童館
とき・内容／
縁日８月９日（土）
午後１時３０分～４時
やきそば、フランクフルト、ポッ
プコーン、おもちゃ、ゲームなど
おばけ映画会
８月２２日（金）午後２時～３時３０分
おばけやしき８月２４日（日）・２５日
（月）午後２時～４時
問合せ／諏訪児童館
�０４９―２５５―６６７１

てんこく

夏休み小学生の『篆刻体験教室』
夏休みの課題作りとして自分だ
けのオリジナル印を作ろう。

とき／８月１２日（火）
午前１０時～正午（受付：９時３０分）
場所／針ケ谷コミュニティセンター
対象／市内在住の小学３～６年生
定員／２５人（申込順）

しんてんかい

講師／針篆会
参加費／３００円（材料代）
申込み／７月２２日（火）～８月４日
（月）午前９時～午後９時に直接ま
たは電話で
問合せ／針ケ谷コミュニティセンター
�０４９―２５１―８４７８
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学 ぶ
Learning

大学の開放授業講座
５５歳以上の方を対象に、１６の大
学がさまざまな分野の科目を開放
します。一般の学生と学んでみま
せんか。
とき／９月～平成２７年２月
場所／県内１５大学、都内１大学
科目／経済政策、政治学、社会福
祉、語学など
参加費／各科目１０，０００円程度
申込み／県ホームページ（http://
www. pref. saitama. lg. jp / page /４―

rikarento.html）の募集内容を確認し、
８月１日（金）から各大学へ直接
問合せ／県高齢介護課
�０４８―８３０―３２６３

水子貝塚資料館と難波田城資料館
で活動するボランティア（市民学芸
員）の第６期市民学芸員養成講座（基
礎講座）の受講生を募集します。基
礎講座は全８回で、６回以上の出席
で修了です。基礎講座修了者は専門
講座（４回程度）を受講し、修了され
た後に市民学芸員として登録され、

平成２７年４月から活動を開始しま
す（任期３年、登録は希望制）。
郷土の歴史や文化に興味のある
方はぜひご参加ください。
※博物館法で定める学芸員資格を取

得できるものではありません。
募集定員／５０人
受講料／無料

と き 内 容

１ ８月３０日（土）

富士見市のむかし

①旧石器・縄文

２ ９月１３日（土） ②弥生・古墳・奈良・平安

３ １０月４日（土） ③鎌倉・室町・戦国

４ １０月１８日（土） ④江戸

５ １１月１日（土） ⑤明治・大正・昭和

６ １１月１５日（土） ⑥市内の文化遺産

７ １１月２９日（土）
体験事業の実践

①水子貝塚資料館編

８ １２月１３日（土） ②難波田城資料館編

時間／いずれも午後１時３０分～３時３０分
場所／難波田城資料館（１１月２９日のみ水子貝塚資料館）

DVDの貸し出しを始めます
中央図書館では、現在CD、ビ
デオテープ、カセットテープの貸
し出しをしていますが、８月１日
（金）から新たにDVDの貸し出し
を開始します。
いずれかの組み合わせで３点ま
で、１５日間貸し出しできます。ぜ
ひご利用ください。

図書館を使った
調べる学習コンクール
テーマは自由です。図書館や学
校図書館を使って調べ、まとめた
作品を募集します。
応募資格／小学１年生以上
作品形態の目安／
サ イ ズ：小学生B４サイズまで

中学生以上A４サイズまで
ページ数：５０ページ以内
応募方法／１０月３１日（金）までに中
央図書館、鶴瀬西分館、ふじみ野
分館のいずれかへ直接
※詳しくは中央図書館へお問い合わ
せください。
夏休みの宿題を手直しした作品も可。

こわーいおはなしかい
とき／８月２０日（水）
場所／中央図書館
第１部 ちいさいおともだちに
時間／午後２時３０分～３時
対象／５歳～小学２年生くらい

第２部 少し長いおはなしの時間
時間／午後３時３０分～４時
対象／小学３年生以上
※申込不要。直接お越しください。
協力／おはなしボランティアすぷ
んふる

富士見市の歴史を学ぼう－第６期市民学芸員養成講座（全８回）－
問合せ／水子貝塚資料館 �０４９―２５１―９６８６、難波田城資料館 �０４９―２５３―４６６４

� �

������	
���������������
���������
 !�����	
��"#$%&"'( )*+ $%
&,-./�0123�

4�����	
��56789:;<�
 =�����	
��>?@A�BC�

!��D��E  �


4�����	
�


�����E  ��FG�HI��J�K?>(�

 4��D��E  �

 4��D��	4�4LM


4�����	
��NO>(�PQ��ROS��
�T>UV#S2WXY�

������	
�

7 Z

Y[@\]^

_*\]^

���2>��`ab�

Y[@���2>�

Y[@\]^

���2>��`ab�

���2>��abcdef�

Y[@\]^

���2>��abcdef�

� �
� � �

� � 	

 �

���

 �

��������	
���������������

�������	
���

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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商店街の夏まつり
産業振興課 �○内２５３

市内商店会が参
加する夏祭りが行
われます。ぜひお
立ち寄りください。
第２２回東みずほ台まつり
とき／８月２３日（土）
（雨天時は２４日（日））
午後１時～８時３０分
場所／みずほ台中央公園

だ し

内容／子どもみこし、子ども山車、
盆踊りなど
問合せ／東みずほ台１丁目町会
�０４９―２５２―０３０７

第３３回みずほ台まつり
とき／８月３０日（土）
午後１時３０分～８時３０分
（雨天決行）
場所／みずほ台駅西口ロータリー
内容／子どもみこし、太鼓ショー、
歌謡ショー、西中吹奏楽演奏、ダ
ンスチームの演技など
問合せ／西みずほ台商店会
�０４９―２５１―２０００

勝瀬の七夕まつり
勝瀬地域に伝わる七夕の風習を
再現した「まこも馬」を作ります
（無料・要申込）。
とき／８月４日（月）
午後１時３０分～３時３０分
場所／ふじみ野交流センター

せきしょう

指導／勝瀬昔承会
ささ

※笹飾りと「まこも馬」を７日（木）ま

で１階展示ギャラリーに展示します。
申込み・問合せ／
ふじみ野交流センター
�０４９―２６１―５３７１

刈り取った「まこも」で馬を編み上げます

学 ぶ
Learning

野菜類の環境にやさしい病害虫
防除 ～天敵利用で農薬半減～

農薬だけに頼らない総合的病害
虫・雑草管理（IPM）システムで環
境にやさしく安全な農産物の作り
方を学びます。
とき／８月１０日（日）
午後１時３０分～３時
場所／中央図書館視聴覚ホール
定員／５０人
講師／根本久氏
（保全生物的防除研究事務所代表、園

芸病害虫防除技術研究家・農学博士）
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）へ電話で

歯っと！コツコツ教室
（歯と骨の健康づくり教室）

骨量は２０～３０歳代をピークに、
加齢とともに減少していきます。
健康で丈夫な歯と骨づくりをする
ために、日常生活でできることを
見つけてみませんか。
とき／９月１日（月）
午後１時３０分～４時
（受付：１時１５分～）
場所／健康増進センター
対象／市内在住の６５歳以上の方
（７月の講座に参加していない方）
内容／骨密度・バランス測定、健
康な歯と骨づくりのための講座
定員／３０人（無料、申込順）
申込み／８月１日（金）から電話で
※参加するご本人がお申し込みください。
問合せ／健康増進センター
�０４９―２５２―３７７１

６４歳以下の方を対象とした「歯
っと！コツコツ教室」は、１１月
に行います。詳しくは、広報『ふ
じみ』１１月号をご覧ください。

糸つむぎ体験
ワタから糸ができる“不思議”を
体験してみませんか。
とき／７月３１日、８月７日・２１日
いずれも木曜
午前１０時～正午、午後１時～３時
（体験時間は５～１０分程度）
場所／旧大澤家住宅
対象／子ども～大人
内容／糸車で綿花から木綿糸をつむ
ぐ体験
指導／資料館友の会木綿部会
参加費／無料
※申込不要。時間内に直接お越しくだ
さい。

穀蔵テーマ展示 はかる道具
長さ・重さ・体積など、いろい
ろな物や事を「はかる」道具を展
示します。
とき／８月９日（土）から約１年間
場所／穀蔵展示室

８月のちょこっと体験
子どもから大人まで気軽にでき
る昔体験です（無料、申込不要）。

紋切り紋切り

とき・内容／午後１時～３時
９日（土） はたおり
１０日（日） 牛乳パック紙すき
１６日（土） 牛乳パックの船
１７日（日） 水でっぽう作り
２３日（土） はたおり・いろりの日
２４日（日） 麦わらあそび
３０日（土） ささ舟
３１日（日） 紋切り

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
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イベント
Event

出会い交流事業
出会いの秋 in 埼玉スポーツセンター
～あなたのハートにストライク～

富士見市社協マス
コットキャラクター
「うさみん」

恋のボウリングにストライクを
決めませんか。
とき／９月２７日（土）
午前１０時３０分～
午後４時
場所／
埼玉スポーツセンター
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
参加費／
男性４，５００円、女性４，０００円
申込み／８月１日（金）～２２日（金）
に電話で
※定員を超えた場合は抽選。結果は

後日お知らせします。
問合せ／富士見市社会福祉協議会
�０４９―２５４―０７４７

南西部地域「ジモト物産フェア」
～我が街の名産品を再確認しませ
んか～

朝霞市・志木市・和光市・新座
市・富士見市・ふじみ野市・三芳
町の商工会が合同で、地元の名産
品をPRします。
とき／８月３０日（土）
午前１０時～午後４時
場所／ぺあもーる商店街中央広場
（東武東上線柳瀬川駅西口）
内容／
南西部地域の「ジモトの名産品」
（約３０店から出品）の展示即売会
南西部地域のご当地キャラクタ
ーグッズ販売
コバトンと南西部地域のご当地
キャラクターが集合
問合せ／志木市商工会
�０４８―４７１―００４９
県南西部地域
振興センター
�０４８―４５１―１１１０

人権啓発フェスティバル
ヒューマンフェスタ２０１４
さいたま
とき／８月２２日（金）
午前１０時～午後３時３０分
場所／大宮ソニックシティ
（入場無料、申込不要、先着順）
内容／
林家たい平さん
（落語家）による
人権講演会
県立大宮高校吹
奏楽部による演
奏
県立上尾南高校
演劇部による公演
人権作文表彰・発表、人権メッ
セージほか
問合せ／県人権推進課
�０４８―８３０―２２５５

楽しい卓球
基礎から始める初心者コースと
経験者コースに分けて開催します。
とき／８月２７日、９月３日・１７日、
１０月１日・１５日・２９日
いずれも水曜
初心者午後１時～２時３０分
経験者午後２時３０分～４時
場所／水谷公民館
定員／１６人（申込順）
参加費／１回５００円

体脂肪を燃やそう！ベリーダンス！
無理せずに学べ、健康的なダイ
エット効果が期待できます。
とき／８月２８日（無料体験）、９月
１１日・２５日、１０月９日・２３日、１１
月６日・２０日
いずれも木曜
午後６時４５分～７時４５分
場所／キラリふじみ
定員／１５人（申込順）
参加費／１回５００円

親子リトミックおすわりコース
ベビーマッサージや月齢に応じ
たエクササイズなどを行います。
とき／８月２２日・２９日、９月５日
・１９日・２６日
いずれも金曜、午前１０時～１１時３０分
場所／ふじみ野交流センター
対象／おすわりができるくらいの
赤ちゃんとその保護者
定員／１０組（申込順）
参加費／１回５００円

スーパーボイス
腹式呼吸による「発声」のトレ
ーニングを行います。ゆったりと
した長い呼吸で効率よく酸素を取
り入れ血液の流れを良くし、新陳
代謝を高めます。
とき／８月３日（日）
午後１時３０分～３時
場所／キラリふじみ
定員／３０人（申込順）
参加費／５００円

手ぬぐい体操
手ぬぐいを使った体操やそのほ
かの軽体操を行います。
また、栄養面に気をつけた食生
活について学び、生活習慣病予防
も学びます。
とき／８月１日・２９日、９月１２日
いずれも金曜
午前１０時３０分～１１時３０分
場所／キラリふじみ
定員／２０人（申込順）
参加費／１回５５０円

市民総合体育館スポーツ事業のお知らせ
問合せ／市民総合体育館 �０４９―２５１―５５５５

共通事項
主催／公益財団法人キラリ財団
申込み／７月２５日（金）から午前
９時～午後１０時に直接または電
話で（８月１１日（月）～１５日（金）の
キラリふじみ休館日を除く）

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

ダブルベッド／応接セット（テーブル･ソ
ファー）／マッサージチェア／回転いす（ひじ
付き）／布団乾燥機／子ども用自転車（女
児用24㌅）／ひな人形（7段飾り、ケース入
り）／水槽／小動物用ケージ／剣道の防具
一式／竹刀／観葉植物（オーガスタ）／歩
行器（乳幼児用）／抱っこひも／新生児対
応チャイルドシート

ゆずってください

折りたたみベッド（高さ約70㎝）／ダイニングテーブルセット（1人用）／二段ベッド／ビ
デオデッキ／電子ピアノ／CDラジカセ／卓上ミシン／芝刈り機／碁石･碁盤／ポール
ハンガー／茶道具（水さし、棚）／みずほ幼稚園制服･体操着ほか一式（男児用100～
110㎝）／谷津幼稚園制服･体操着ほか一式（男児用130㎝、女児用120㎝以上）／き
たはら幼稚園制服･体操着（男児用120㎝、女児用100㎝）／すわ幼稚園制服・体操着
（男児用110㎝）／東中夏･冬用制服（男子用165㎝以上、女子用160㎝以上）／子ど
も服（女児用90㎝）／こどもチャレンジ教材（しまじろうのDVD）／ベビーカー（B型、
双子用）

問合せ／環境課　2 246
・••７月９日現在••・

イベント

8月2日㈯、16日㈯、30日㈯①10:00～11:00
②11:00～12:00／キラリふじみ／①3～5歳
②小学生／ディズニー、アイドルなどの曲
で楽しく踊りましょう／先着20人／1回500
円／主催L

ラ ブ

OVE K
キ ッ ズ

ID’S／
YUMIKO　2090-5879-8305

第32回定期演奏会…9月14日㈰13:00～
16:00／キラリふじみ／オーメンズ･オブ･ラブ、
ひこうき雲、時のかけらほか／入場無料
会員募集…毎週水曜19:00～22:00／鶴瀬コ
ミュニティセンター／高校生または16歳以

上の楽器経験者／年1回の定期演奏会と
依頼演奏を中心とした活動／入会金
2,000円／月会費一般3,000円、学生2,000
円／佐藤　2050-7118-6357

8月31日㈰～9月7日㈰10:00～17:00（初日は
正午から）／キラリふじみ／風景、花、祭
りなど約130点を展示／入場無料／
田中　2090-5999-1068

募　集

8月9日㈯～平成27年1月24日㈯10:00～
12:00（全20回）／鶴瀬公民館／将棋のルー

ルが分かる小1～中3／20人／将棋を指し
ながら仲間の輪を広げましょう／保険代
800円／主催富士見市将棋連盟／
渡邉　2049-254-4433

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／
池田　2049-264-5915

①毎週木曜19:00～20:30②毎週金曜10:30
～12:00／鶴瀬西交流センター／呼吸法で
「気」を体験してみませんか／月会費3,000
円／高橋　2090-5320-6219

掲載方法の問合せ／秘書広報課　2 240

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）。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

利用時間 午前９時～午後５時（入場は午後４時まで）
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。

※駐車場に限りがあるため、公共交通機関をご利用ください。

オフシーズン恒例、来場者謝恩企画
ニジマスつかみ取り大会９月６日（土）に開催�
毎年好評のニジマスつかみ取り大会を今年も開催しま
す！
対象／小学生
参加費／１，０００円（お弁当・保険代など）
※詳しくは、８月中旬以降の場内案内をご覧ください。

ウォーターボーイズショー
一糸乱れぬ水中演技と７人の個性がぶつかり合う、
カッコよくて楽しいショーをお楽しみください。
とき／９月７日（日）午前１１時～
定員／５００人（先着順）
チケット／※未就学児は無料
前売り中学生以上１，２００円、

小学生５００円
当 日中学生以上１，５００円、

小学生８００円
申込み／８月１日（金）から

売店抽選会（８月７日（木）・２８日（木））
当日、場内売店を利用された方の入場半券裏に１００円に
つき１個スタンプします。スタンプ６個で１回抽選でき、
その場で記念品をプレゼント。
入場券番号抽選会（８月２０日（水））
当日の入場券番号で記念品プレゼント。空クジなし�

富士見ガーデンビーチ便り 第３号
８月３１日（日）までオープン� 問合せ／富士見ガーデンビーチ �０４９―２５４―４３４９
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