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富士見市・三芳町登録
手話通訳者認定試験
とき／３月９日（日）午前９時
場所／市民福祉活動センターぱれっと
資格／次のすべての条件を満たす方
２０歳以上で、富士見市または三
芳町在住の方
富士見市・三芳町手話通訳者養
成講習会を修了している方、ま
たはそれと同等の通訳技術・資
格をお持ちの方
聴覚障がい者との関わりがおお
むね３年以上で、富士見市・三
芳町内の聴覚障がい者との関わ
りがおおむね１年以上ある方
申込み／申込書に必要事項を記入
し、２月２１日（金）（必着）までに郵送
または直接（〒３５４―８５１１（住所不要）
富士見市役所障がい福祉課）
※申込書は富士見市社会
福祉協議会、障がい福祉
課で配布
問合せ／障がい福祉課
�○内３２３

埼玉県文化振興基金助成事業
県民の皆さんが自主的、自発的
に行う文化活動を支援するため、
「埼玉県文化振興基金」による助
成事業を実施しています。詳しく
は下記へお問い合わせください。
対象／
①活動成果発表等助成事業
４～７月にアマチュア文化団体が実
施する活動成果の発表など（音楽・演
劇、美術展など）
②伝統・郷土芸能継承事業
４～７月に国、県または市町村指定
文化財の伝統・郷土芸能団体が実施
する伝統文化の継承・保存など
助成金額／①対象経費の２分の１
以内（上限２５万円）
②対象経費の２０万円以内
申込方法／所定の事業計画書を２
月３日（月）～２４日（月）（消印有効）
までに県文化振興課（〒３３０―９３０１
さいたま市浦和区高砂３―１５―１）へ郵送
※事業計画書は県ホームページまた
は同課（県庁内）にあります。
問合せ／
県文化振興課 �０４８―８３０―２８８７

交通遺児等に
就職進学支度金を支給
交通事故による遺児などで、今
春中学校または高等学校を卒業し、
就職や進学をされる方に就職進学
支度金を支給します。
受給資格／市内に１年以上居住し、
住民登録している方
支給金額／
中学校卒業後、就職または進学
する生徒 １人２万円
高等学校卒業後、就職または進
学する生徒 １人３万円
申込期限／２月２８日（金）
問合せ／福祉課 �○内３３４

水谷東公民館の和室利用料金変更
耐震補強とエレベーター設置工
事に伴い、和室２部屋を１部屋に
新装するため、４月１日（火）から
利用料金が変更になります。
料金／午前２００円、午後２００円、
夜間３００円
問合せ／水谷東公民館
�０４８―４７３―８７１７

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
がつごう

２月号のテーマ
はいぐうしゃ り こん し べつ あと

配偶者と離婚・死別した後のビザ
はどうなるの？

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。
に ほん ご わ ちか

日本語がよく分からない近くの
がいこくじん おし かた

外国人に教えてください。その方
やく だ ぼ こく ご せいかつ

にとって役立つ母国語による生活
じょうほう

情報になっています。
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 おお い

（〒３５６―００５３ ふじみ野市大井２―１５―
の かいかん

１０ うれし野まちづくり会館２F ふ
の えきにしぐち と ほ ぷん

じみ野駅西口より徒歩２０分）
http://www.ficec.jp

大学等卒業予定者就職面接会
とき／２月２７日（木）午後１時～４
時（受付：０時１０分～）
※無料、予約不要
場所／大宮ソニックシティ地下展示場
対象／平成２６年３月大学（院）、短
大、高専、専門学校など卒業予定の
方（既卒おおむね３年以内の方も可）
持ち物／履歴書、職務経歴書また
は自己PR書（複数枚）、ハローワ
ークカード（お持ちの方）
※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

職場でのトラブル
労働局が解決をお手伝いします
いじめ、解雇、労働条件の引き
下げなど、職場でのトラブルが増
加しています。無料で次の個別労
働紛争の解決援助サービスを提供
しています。ぜひご利用ください。
相談コーナーでの情報提供・相談
労働局長による助言
紛争調整委員会によるあっせん
（紛争当事者間の調整）
問合せ／埼玉労働局企画室
�０４８―６００―６２６２
川越総合労働相談コーナー（川越労
働基準監督署内） �０４９―２４２―０８９２

調停手続き相談会
調停制度の手続き・利用方法に
ついて、裁判所の調停委員が相談
に応じます（無料）。
とき／２月２１日（金）午前１０時３０分
～午後３時３０分（受付は３時まで）
場所／川越市生活情報センター・
コミュニティルームA
（川越駅東口アトレ６階）
内容／民事（交通事故、土地建物、
金銭、近隣など）、家事（夫婦・親子
関係、相続など）
問合せ／川越調停協会
�０８０―７７３６―７８３８
（月・水・金曜午前１０時～午後４時）
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募 集
Invitation

教育委員会の支援員など
【基礎学力定着支援員】（小学校）
学習指導の補助や学習が遅れが
ちな児童への個別対応、不登校傾
向の児童への支援などを行います。
募集人数／１人程度
応募条件／小学校または中学校の
教員免許をお持ちの方
時間／週５日（月～金曜）１日５時間
期間／原則１年間（年間２０７日）
賃金／時給９７０円

【すこやか支援員】
小・中・特別支援学校で、特別
な支援が必要な児童・生徒の日常
生活の介助や学習活動の支援など
を行います。
募集人数／６人程度
応募条件／児童・生徒の健全育成
に意欲的に取り組める方
時間／週５日（月～金曜）１日６時間
期間／原則１年間（小中学校年間２０
７日、特別支援学校年間２１３日）
賃金／時給８５０円

【ふれあい相談員】
中学校で、いじめや不登校など
について生徒や保護者との面接相
談や電話相談、家庭訪問を行いま
す。また、通学区の小学校での相
談にも応じます。
募集人数／１人程度
応募条件／児童生徒の良き相談相
手として活動できる方
時間／週５日（月～金曜）１日４時間
期間／原則１年間（年間２０７日）
賃金／時給８３０円

【読書推進支援員】
小・中・特別支援学校で、図書
の整理や貸し出し、また図書の紹
介、読み聞かせやブックトークな
ど読書の推進を行います。
募集人数／１人程度
応募条件／読書の推進、学校図書
館の業務に意欲的に取り組める方
時間／１日４時間（小学校週３日、
中学校・特別支援学校週２日）

期間／小学校年間１２０日、中学校
・特別支援学校年間８０日
賃金／時給８２０円

【一般事務員兼給食仕分け員】
小中学校で、事務の補助を行い、
給食実施日には給食の仕分けも行
います。
募集人数／１人程度
応募条件／意欲的に取り組める方
時間／週５日（月～金曜） 週２９時間
を超えない範囲
期間／原則１年間（年間２２６日）
賃金／一般事務 時給８２０円
給食仕分け 時給８５０円

共通事項
応募方法／学校教育課にある応
募用紙に必要事項を記入し、２
月３日（月）～１４日（金）に郵送ま
たは直接
（〒３５４―００２１鶴馬１８７３―１学校教育課）

※書類選考で選出された方は、面

接を行います。
問合せ／学校教育課 �○内６２２

富士見市から見る富士山写真
コンテスト
第１回冬季コンテスト

びん沼から見た富士山

富士山の世界文化遺産登録を祝
い、富士見市から見る富士山の写
真を春夏秋冬の４シーズンに分け
て撮影し、季節ごとにコンテスト
を開催します。各シーズン、展示
期間中に見学をされた方の投票に
より優秀作品を決定します（最優
秀作品賞１人、優秀作品賞２人）。
対象／富士見市と富士山を愛する
方ならどなたでも
応募方法／応募用紙に必要事項を
記入し、写真と一緒に直接
※詳しくは応募要領をご覧ください。

応募要領・応募用紙は市ホームペー

ジまたは各公民館・交流センター・

コミュニティセンターにあります。
第１回冬季コンテスト
撮影・募集期限／２月２８日（金）
展示・見学者投票期間／
３月１日（土）～２０日（木）
展示場所／鶴瀬西交流センター
優秀作品の表彰／３月下旬
※第２～４回コンテストは募集の時

期がきましたら、広報『ふじみ』、市

ホームページでお知らせします。
申込み・問合せ／鶴瀬西交流セン
ター �０４９―２５１―２７９１

予備自衛官補
資格／
一般公募 １８～３４歳未満の方
技能公募 １８歳以上で保有する技
術に応じて５３～５５歳未満の方
受付期限／４月２日（水）
試験日／４月１１日（金）～１５日（火）
のうちいずれか１日を指定
※詳しくはお問い合わせください。
問合せ／自衛隊入間地域事務所
�０４―２９２３―４６９１

ご 案 内
Guidance

市民総合体育館個人開放デー
個人で利用する方を対象に開放
します。希望の方は当日体育館に
お越しください。
とき／２月１５日（土）
午前９時～午後５時
メインアリーナ１／３面で可能な種目／
卓球、バドミントン、バスケット
ボール、バレーボールなど
（フットサル、ハンドボールは不可）
料金／
市内 大人２００円、小中学生１００円
市外 大人４００円、小中学生２００円
※貸出用具は数に限りがあります（有
料）。必要な用具と室内用運動靴をご
持参ください。

ふわっぴー

※先着順のため、利用でき
ない場合があります。
問合せ／市民総合体育館
�０４９―２５１―５５５５

富士見市役所 �０４９―２５１―２７１１ ℻０４９―２５４―２０００市役所からのお知らせ
Fujimi City Information
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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
 2月22日㈯
 9:30～15:30

②初めての出産を
平成26年5･6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
 3月13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

 2月17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
 2月12日㈬  ⑪12:50～13:40　③健康増進センター

②平成25年9月1日～9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

 2月25日㈫  ⑪12:50～13:40　③健康増進センター
②平成25年9月16日～9月30日に生まれた子

12か月健診  2月17日㈪  ⑪12:50～13:40　③健康増進センター
②平成25年2月16日～3月10日に生まれた子

1歳6か月健診
 2月 5日㈬  ⑪12:50～13:40　③健康増進センター

②平成24年4月24日～5月16日に生まれた子

 2月18日㈫  ⑪12:50～13:40　③健康増進センター
②平成24年5月17日～6月8日に生まれた子

3歳健診  2月26日㈬  ⑪12:50～13:40　③健康増進センター
②平成22年8月生まれの子

■①　乳児・母乳相談  2月12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）

 2月22日㈯
9:50～12:00

⑪ 9:40～9:50　② 1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

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
Learning

中高年向け就職支援セミナー
応募書類３点セットの作成
～書類選考通過のためのヒント～

書類選考を通過する応募書類の
基本を理解し、自分の強みの書き
方や、読んでもらえる職務経歴書
の作成などについて学びます。
とき／３月３日（月）
午後２時～４時（受付：１時３０分～）
場所／鶴瀬駅西口サンライトホール
※駐車場・駐輪場はありませんので、

公共の交通機関をご利用ください。
対象／４０歳以上の方 ※保育なし
定員／３０人（無料、申込順）
講師／キャリアカウンセラー
持ち物／筆記用具
申込み／２月３日（月）から電話で
問合せ／産業振興課 �○内３８３

子 育 て
Child-rearing

関沢児童館からのお知らせ
問合せ �０４９―２５１―９７８６

第１３回せきざわ子どもまつり
子どもたちが主人公となる地域
ぐるみのおまつりです。
とき／２月２３日（日）
午前１０時～午後２時（雨天決行）
場所／関沢小学校校庭・体育館
内容／子どもたちや地域の人たち
による遊びのコーナー 昔あそび、
かえっこバザール（使わないおもち
ゃを持ってきてね。交換できるよ）、
ストラックアウトなど
模擬店 うどん、とん汁、被災地
支援物資販売（牛タン焼きそば、手
芸品）、射的、ジュース、やきと
り、バザーなど
主催／せきざわ子どもまつり実行
委員会

諏訪児童館からのお知らせ
問合せ �０４９―２５５―６６７１

みんな集まれ豆まき大会
とき／２月１日（土）
午後３時３０分
場所／諏訪児童館
対象／小学生以上
（幼児の方は、ご相

談ください）

子育てボランティア養成講座
身近にある材料で、楽しいおも
ちゃを作ります。
とき／２月２１日（金）
午前１０時３０分～正午
場所／市民福祉活動センターぱれ
っと
講師／岡美保氏（諏訪児童館ボラン
ティアサークル「まみぃぶぅ」）
申込み／２月１日（土）午前１０時か
ら直接または電話で
※保育あり（おおむね１歳以上）

i
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学 ぶ
Learning

ライフレビューブックを
作って学ぶ回想法講座（全２回）
～大切な人の人生をふりかえって～

とき／３月１１日（火）、１８日（火）
午後１時３０分～３時３０分
場所／鶴瀬西交流センター
内容／
回想法の基本～高齢者にとって
「よい聴き手」となるために
ライフレビューブック（高齢者
の語りの本）を作ってみましょう
定員／２０人（無料、先着順）

はぎわらゆう こ

講師／萩原裕子氏（文教大学・埼玉
医科大学病院 臨床心理士）
申込み／２月６日（木）から直接ま
たは電話で
問合せ／鶴瀬西交流センター
�０４９―２５１―２７９１

認知症サポーター養成講座
認知症の正しい知識を身につけ、
声かけや見守りで認知症の方やそ
の家族を地域で支援していきまし
ょう。
とき／２月２１日（金）
午後１時３０分～３時
場所／市民福祉活動センターぱれっと
定員／３０人（無料、申込順）
講師／高齢者福祉課職員、地域包
括支援センター職員
問合せ／高齢者福祉課 �○内３４５

地球温暖化と異常気象
地球温暖化がもたらす近年の異
常気象について学び、日ごろのラ
イフスタイルを見直しませんか。
とき／３月１日（土）
午前９時３０分～１１時３０分
場所／鶴瀬西交流センター
定員／１００人程度（無料、申込順）

いいじまほまれ

講師／飯島希氏
（気象予報士・環境カウンセラー）
主催／市・富士見市環境施策推進
市民会議
申込み／２月２８日（金）までに電話で
問合せ／環境課 �○内２４２

スポーツ指導者養成講座
卓球女子ナショナルチームや淑
徳大学での指導経験から指導者の
心構えや、選手を伸ばす指導方法
などについて学びます。
とき／３月５日（水）
午後７時３０分開演（７時開場）
場所／市民総合体育館会議室
※無料、申込不要。直接お越しください。
テーマ／選手を伸ばす指導法
－卓球指導の経験から－

オ カンハン

講師／呉光憲氏（卓球日本ナショナ
ル女子チームコーチ・ジュニア女子
チーム監督・淑徳大学卓球部監督）
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
問合せ／生涯学習課 �○内６３４

埼玉県地震対策セミナー
とき／２月１４日（金）
午後１時３０分～３時４０分
（０時３０分開場）
場所／さいたま市文化センター
（さいたま市南区根岸１―７―１）
内容／
講演「大地震発生！その時テレビ
は…」

たにはらかずのり

講師／谷原和憲氏（日本テレビ放送網
（株）報道局マルチニュース制作部長）

講演「今後の埼玉県の地震災害」
こうけつかず き

講師／纐纈一起氏（東京大学地震研
究所教授）
定員／１，６００人
※無料、申込不要、先着順
問合せ／
県危機管理課
�０４８―８３０―８１４１

教育講演会
『気づくという朽ちない宝物』
～守るもの・断ち切るもの～
子どもから自分自身、そして親
へ。連鎖する関係の中から親子関
係を見つめます。講師自身の悩み
ぬいた体験からつかみ取った宝物
について語っていただきます（無料）。
とき／３月８日（土）
午後１時３０分～３時３０分
場所／水谷公民館
講師／鳥羽惠氏
（不登校・ひきこもりを考える埼玉県

連絡会事務局長）
主催／不登校・引きこもりを考え
る親の会「まわりみち」
問合せ／水谷公民館
�０４９―２５１―１１２９

日 時
８日（土）午後２時「テレパスクマーラ 宇宙の旅」
１５日（土）午後２時「一休さん」「カワウソ親子の冒険」
２日（日）午後２時「青春デンデケデケデケ」
１６日（日）午後２時「恋愛小説家」
５日（水）・１９日（水）午前１１時
１９日（水）午後４時・２２日（土）午後２時
１日（土）午後２時「くまのおいしゃさん」「ぎろろ
んやまと１０ぴきのかえる」
１２日（水）午前１１時
１２日（水）午後３時３０分
２２日（土）午後２時「白い馬 馬頭琴」「ジャックと
豆の木」
１４日（金）午前１１時
８日（土）午後２時

内 容

こども映画会

名作映画会

おはなしかい（乳幼児）
おはなしかい（幼児・小学生）

こども映画会

おはなしかい（乳幼児）
おはなしかい（幼児・小学生）

こども映画会

おはなしかい（乳幼児）
おはなしかい（幼児・小学生）

中 央
図 書 館

鶴 瀬 西
分 館

ふじみ野
分 館

※映画会の上映作品は予告なく変更する場合があります。

２月のおはなしかい＆映画会

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
（平成２６年３月まで休室）
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市役所からのお知らせ
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ぶ

水曜学級作品展
水曜学級（高齢者学級）１４サーク
ルの活動成果を発表します。ぜひ
お越しください。

とき／
２月２１日（金）午後１時～５時
２２日（土）午前１０時～午後５時
２３日（日）午前１０時～午後３時
場所／鶴瀬西交流センター
内容／パソコン、料理、俳句、レ
クダンス、文章、手芸、気功、折
り紙、コーラス、ちぎり絵、絵画、
書道・硬筆、生花、編み物
問合せ／鶴瀬西交流センター
�０４９―２５１―２７９１

バレンタインコンサート
障がいのある方の文化活動支援
と地域交流を目指すコンサートで
す（無料）。
とき／２月９日（日）
午後１時開演（０時３０分開場）
場所／鶴瀬コミュニティセンター
出演／ふじみ青年学級、ゆいの里、
どんどこ、ソングスクエア・M
主催／ゆいの里、どんどこ、鶴瀬
公民館
後援／富士見市社会福祉協議会
問合せ／鶴瀬公民館
�０４９―２５１―１１４０

第３３回ファミリーコンサート
とき／２月１１日（祝）
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
曲目／情熱大陸、花は咲く、ジブ
リメドレー

ラ ビ ー ト

出演／打楽器アンサンブル LA Beat

参加券／一般１，０００円、中高校生
５００円、小学生以下・障がいのあ
る方無料
※鶴瀬公民館で取り扱っています。
主催／富士見市音楽連盟
問合せ／鶴瀬公民館
�０４９―２５１―１１４０

寒仕込み手作りみそ
こうじ

大豆と麹を使って自家製のみそ
を作ります。
とき／２月１９日（水）
午前９時～午後１時
場所／ふじみ野交流センター
対象／市内在住・在勤の方
定員／１０人
（申込順。初参加の方優先）
講師／PFCの会
参加費／２，０００円（昼食、材料代）
持ち物／エプロン、三角きん
申込み／２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

学 ぶ
Learning

紙芝居講座
紙芝居を楽しむ・演じる（全３回）
とき／２月５日、１２日、１９日
いずれも水曜、午後１時３０分～３
時３０分
場所／鶴瀬西交流センター
対象／紙芝居に興味・関心のある
方、読み聞かせボランティアをや
ってみたい方
内容／①２月５日
講義「紙芝居の魅力と演じ方」
②１２日 紙芝居実技指導１
③１９日 紙芝居実技指導２
（③の講座終了後、希望者のみ交流会）
定員／２０人（無料、申込順） ※保育
あり（１歳以上、定員４人、要予約）

なかひらより こ

講師／中平順子氏（子ども文化研究
家・紙芝居グループ「紙ふうせん」
代表）
申込み／直接または電話で
問合せ／鶴瀬西交流センター
�０４９―２５１―２７９１

とき／３月１日（土）・２日（日）
作品展示・模擬店／午前１０時～午
後５時（２日は午後４時まで）

てんこく

作品展示 書、絵画、絵手紙、篆刻、
押し花、陶芸、フラワーアレンジメ
ント、リフォーム作品、民具など
模擬店 赤飯、とん汁、焼団子、
クッキー、飲み物など
舞台発表／
１日午後１時３０分～２時３０分

２日正午～午後３時２０分
合唱、民謡、詩吟、カラオケ、ダン
ス、リコーダー、かっぽれ踊りなど
介護・福祉の相談会／午前１０時～午
後５時（２日は午後４時まで）
ケアマネージャー、保健師などによ
る高齢者の介護・福祉・健康に関す
る総合相談、握力測定
主催／第１２回ふじみ野文化祭実行委
員会・ふじみ野交流センター

第１２回ふじみ野文化祭～来て見て楽しい交流の輪～
場所・問合せ／ふじみ野交流センター �０４９―２６１―５３７１

※車での来場はご遠慮ください。

参加費
１００円

５００円

５００円

５００円

１００円

無料
無料

①１，３００円
②１，０００円
③ ５００円

と き
午前１１時～午後２時

午前１１時～午後３時

午前１０時～午後４時
（２日は午後３時まで）
午前１０時～午後５時
（２日は午後３時３０分まで）

１日：午前１１時～正午
午後２時～３時

２日：午前１０時～正午
正午～午後１時
午後１時～３時

午後１時３０分～４時
（２日は午後３時３０分まで）

内 容
絵手紙を描いてみよう
鉛筆画・水彩画（子ども対象）
似顔絵

篆刻印の作成

樹脂画を作る

指編み（毛糸）

バルーンアート
折り紙
花と遊ぼう
（プリザーブドフラワーアレンジ）
３種類あり ※②③は子ども可

体験コーナー

※材料がなくなり次第終了。作成見本をセンター内に展示しています。
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ゆずります

ロフトベッド／パイプハンガー／姿見／座イス／ソファー
（3人用）／藤製ラブチェア／パーテーション（間仕切り）／
マッサージチェア／自転車用幼児イス（前用・後ろ用）／
ポータブルトイレ／スキー靴（女性用S）／ガールスカウト
半袖制服（4号）／ベビー服（つなぎ60㎝）／ベビーチェア
（テーブル固定式）

ゆずってください

8ミリビデオデッキ／幼児用イス付自転車／すわ幼稚園夏･冬用制服･体操
着･バッグ（男児用110～120㎝）／きたはら幼稚園制服･体操着（男児用
100～130㎝）／水谷小長袖･半袖体操着（140～150㎝）／富士見台中夏
･冬用制服（男子用160㎝以上）／勝瀬中冬用制服（男子用170㎝以上）／
西中夏･冬用制服（女子用160㎝）／学ラン（3L、175㎝）／子ども服（男児
用110～120㎝、女児用90～100㎝）

問合せ／環境課　2 246
・••１月８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

2月23日㈰13:00～16:00／鶴瀬西交流セン
ター／参加費1,000円（おやつ･飲み物付）／
抽選会もあります／星野　2049-251-1008

3月9日㈰14:00開演（13:30開場）／キラリふ
じみ／青葉城恋唄、百万本のバラ、この街
で、ふるさとほか／料金800円（全席自由）
／小川　2049-269-2848

募　集

第2･4水曜12:00～13:30／キラリふじみ／
成人女性／やさしいフラダンスを初歩から楽
しみます／月会費2,500円／初心者歓迎／
真
ま

砂
さご

　2090-2905-1102

掲載方法の問合せ／秘書広報課　2 240

掲載方法／
　市内で活動している団体･サークルの
催し物案内や会員募集を1年に1回掲載
することができます（4月号～翌年3月号）。
　掲載は受付順です。申込書は秘書広
報課にあります。原則として掲載月の前々
月の25日（25日が土･日曜、祝日の場合は
その前日）までにお申し込みください。
　なお、紙面に限りがありますので希望月
に掲載できないことがあります。詳しくは
お問い合わせください。

く
ら
し
の
リ
ユ
ー
ス

市
民
伝
言
板

イベント
Event

土曜おもしろミューズランド
アンギンのコースターづくり
とき／２月１日（土）
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）

ミニ土器づくり
とき／２月１５日（土）
定員／各３０人（先着順）
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
場所／資料館体験学習室
※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

講演会 青い目の人形と埼玉
穀蔵テーマ展示「むかしのあそ
び」（８月上旬まで）の関連企画です。
昭和初期に日米親善を願って「青
い目の人形」が送られてきました。
市内２校を含め県内に配られた
１７８体のその後の運命は…？
とき／２月１５日（土）
午後１時３０分～３時
場所／資料館講座室
定員／３０人（申込順）
講師／山口勇（水子貝塚資料館）

なんばった

ふるさと体験
古民家で手作りみそ
手作業のみそづくりを体験し、
自作のみそ（２kg分）を
持ち帰ります。
とき／３月１日（土）
午後１時３０分～３時３０分
場所／旧金子家住宅
定員／１５組（申込順）

参加費／１，５００円（材料代）
持ち物／エプロン、三角きん、持ち
帰り用の容器（容量３リットル以上）
申込み／２月１日（土）午前９時か
ら直接または電話で

２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）。
とき・内容／
いずれも午後１時～３時
※時間内に資料館へお越しください。

１日（土） 鬼のお面づくり

２日（日） 鬼のお面づくり

８日（土） ジュズダマの腕輪づくり

９日（日） 牛乳パックのメンコ

１１日（祝） 木の実であそぼう

１５日（土） いろりの日

１６日（日） わたくり

２２日（土） はたおり

２３日（日） おひなさまづくり

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）

富士見市役所 �０４９―２５１―２７１１ ℻０４９―２５４―２０００市役所からのお知らせ
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