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ヘチマの種を無料配布
市役所庁舎の壁面緑化で採れた
ヘチマの種を市民の皆さんに無料
で配布します。
地球温暖化の防止と夏の省エネ
・節電対策に、壁面緑化を始めて
みませんか。
配布開始日／
５月７日（水）～
配布場所／環境
課、西出張所、ふじみ野出張所、
各公民館・交流センター・コミュ
ニティセンター
※種がなくなり次第終了します。
問合せ／環境課 �○内２４２

小児慢性特定疾患医療給付
の継続申請の受付開始
受付期間／５月９日（金）～６月１３
日（金）（土・日曜は除く）
場所／朝霞保健所
対象／現在、受給者証をお持ちの
方で引き続き治療が必要な２０歳未
満の方
必要書類／申請書、医療意見書、生
計中心者の所得税関係証明書など
※申請に必要な書類は、朝霞保健所

から郵送されます。
問合せ／朝霞保健所
�０４８―４６１―０４６８

文化振興基金助成事業の受付

コバトン

県では、県民の皆さんの文化活
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、
お問い合わせください。

対象／
①８～１１月にアマチュア文化団体
が実施する芸術文化の振興など
（活動成果の発表など）
②８～１１月に伝統・郷土芸能団体
が実施する伝統・郷土芸能用具の
備品整備、後継者育成など
③７月～平成２７年３月に文化団体
やNPOなどが実施する、子ども
を対象とした文化芸術の体験教室
や文化芸術を担う若手人材の発掘
育成を目的としたワークショップ
など
助成金額／①対象経費の２分の１
以内（上限２５万円）
②③対象経費の２０万円以内
申込方法／所定の事業計画書を５
月１日（木）～２２日（木）（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
問合せ／
県文化振興課 �０４８―８３０―２８８７

平成２６年
経済センサス－基礎調査および
商業統計調査のお知らせ
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。
経済センサス－基礎調査は、我
が国における事業所および企業の
基本的構造を明らかにするために、
また、商業統計調査は、我が国に
おける商業の実態を明らかにする
ために実施するものです。
６月上旬から、調査員が伺いま
すので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

行政書士による無料相談会
相続・遺言・成年後見・離婚・
交通事故・各種許認可などについ
て相談できます。秘密は守られま
すので気軽にご相談ください。
とき／６月１１日（水）
午前１０時～午後４時 ※申込不要
場所／ふじみ野交流センター
問合せ／埼玉県行政書士会東入間
支部 前田行政書士事務所
�０４９―２５１―７３６１

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
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

５月号のテーマ
ふ ほう じ どう つ さ ぼう し

不法な児童連れ去りを防止する
じょうやく

「ハーグ条約」
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
http://www.ficec.jp

平成２６年度に募集予定の案件は、次のとおりです。詳しくは市ホー
ムページをご覧ください。

パブリックコメント募集予定 時期 担当課

富士見市文化芸術振興基本計画（案） ６月 地域文化振興課

富士見市交通安全計画（案） ７月 交通・管理課

富士見市地域福祉計画（改定版）（案） ８月 福祉課

富士見市立図書館サービス計画（案） ８月 生涯学習課

第２次富士見市美化推進計画（案） １２月 環境課

※パブリックコメントとは市の重要な施策に対し、市民の皆さんからさまざまなご意見
をいただく制度です。

審議会等委員公募予定
募集
人数

時期 担当課

富士見市環境審議会 ２人 ６月 環境課

富士見市男女共同参画社会確立協議会 ２人 ７月 人権・市民相談課

平成２６年度パブリックコメント（市民意見提出手続）募集予定および
審議会等委員公募予定のお知らせ

問合せ／協働推進課 �○内２５７
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子 育 て
Child-rearing

育児講座「みんなあつまれ！
ジャンボあそぼう会」
年齢別（０歳、１歳、２歳～）に分
かれて、親子のふれあい遊びや体
操などをして遊びましょう。
小さいお子さんをお持ちの皆さ
ん、気軽に参加してください（無
料、申込不要）。
とき／６月１２日（木）
午前１０時～正午
場所／鶴瀬公民館
問合せ／
第一保育所 �０４９―２５１―６５５３
第二保育所 �０４８―４７２―９１７４
第三保育所 �０４９―２５２―４８１１
第四保育所 �０４９―２５１―９７８５
第五保育所 �０４９―２５１―９７８４
第六保育所 �０４９―２５１―４７４１
子育て支援センター「ぴっぴ」
�０４９―２５１―３００５

募 集
Invitation

富士見市健康づくり審議会委員
健康づくりに関する施策につい
て調査・審議する委員を募集しま
す。
募集人数／２人以内
応募資格／市内在住の方
任期／委嘱日から２年間
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／
５月１日（木）～２１日（水）（必着）
応募先／〒３５４―００２１鶴馬３３５１―２
富士見市立健康増進センター
�０４９―２５５―３３２１
問合せ／健康増進センター
�０４９―２５２―３７７１

ご 案 内
Guidance

納税通知書を発送します
平成２６年度の固定資産税・都市
計画税、軽自動車税の納税通知書
を５月１日（木）に発送します。
固定資産税・都市計画税は平成

２６年１月１日現在の所有者に、軽
自動車税は、平成２６年４月１日現
在の所有者に、それぞれ課税され
ます。納税通知書が届かないとき
は、お問い合わせください。
問合せ／
固定資産税・都市計画税に関すること
税務課土地係 �○内３５４

家屋係 �○内３５６
軽自動車税に関すること
税務課諸税係 �○内３４８

マンションなどの
貯水槽所有者・管理者へのお願い
ビル・マンションなどは、市の
水道管からの水を貯水槽（受水槽
や高架水槽の総称）にため、各住戸
などに供給しています。そのため、
所有者などは一定の基準に従い、
その水を管理する義務があります。
基準とは、貯水槽の清掃や点検、
水質検査を１年以内ごとに１回、
定期に行うことです。安全で衛生
的な水を供給するため、所有者な
どは適正な管理をお願いします。
問合せ／水道課 �○内５２６

埋蔵文化財照会・相談窓口の変更
土地の掘削や現状変更を行うと
きの「周知の埋蔵文化財包蔵地（遺
跡）」の照会および相談窓口が下記
のとおり変更となります。
変更時期／６月２日（月）～
照会・相談時間／月～金曜
午前８時３０分～午後５時１５分
変更後の相談窓口／生涯学習課（中
央図書館２階）

※５月３０日（金）

までは水子貝塚資料館事務室（�０４９―
２５６―７０２３）で行っています。
問合せ／生涯学習課 �○内６３７

富士見市
スポーツ大会出場選手等激励金
市を代表して関東大会以上のス
ポーツ大会に出場する選手への支
援として、激励金を交付していま
す（１人年度内１回の交付）。
対象者／市内在住または在学の方で
活動の本拠地が市内であることなど
対象大会／国、都道府県、日本体
育協会および日本レクリエーショ
ン協会、またはその加盟団体が主
催する各種スポーツの予選大会・
選考会を経て出場する関東大会以
上の大会
交付額／関東大会５，０００円
全国大会１０，０００円など
※団体競技は１団体につき５人まで

の額を限度とします。

※全国大会が関東地方で行われる場

合は、関東大会に定める金額の交付

となります。
申込み／大会開催日の２週間前ま
でに申請書、大会出場までの経緯、
大会出場者登録名簿を提出してく
ださい。
問合せ／生涯学習課 �○内６３６

図書館からのご案内
図書館を便利に活用しませんか。
ジャパンナレッジ
約４０種類の辞事典
を搭載したインター
ネット辞書・辞典検索サイトで、
調べものをするときは大変便利で
す。中央図書館の利用者用パソコ
ンで検索することができます。
ナクソス・ミュージック・ライブ
ラリー
世界中で利用されているオンラ
イン音楽図書館です。クラシック
を中心にCD７万枚が視聴可能で
す。各図書館で発行する貸出用パ
スワードで自宅のパソコンからログ
イン後、２週間利用できます（無料）。
問合せ／中央図書館 �０４９―２５２―５８２５

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　もぐもぐパクパク
食事相談

 5月19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
 5月14日㈬  ⑪ 12:50～13:40　③健康増進センター

②平成25年12月1日～12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

 5月26日㈪  ⑪ 12:50～13:40　③健康増進センター
②平成25年12月16日～12月31日に生まれた子

12か月健診
 5月 7日㈬  ⑪ 12:50～13:40　③健康増進センター

②平成25年4月24日～5月16日に生まれた子

 5月20日㈫  ⑪ 12:50～13:40　③健康増進センター
②平成25年5月17日～6月8日に生まれた子

1歳6か月健診  5月13日㈫  ⑪ 12:50～13:40　③健康増進センター
②平成24年7月24日～8月15日に生まれた子

3歳健診  5月21日㈬  ⑪ 12:50～13:40　③健康増進センター
②平成22年11月生まれの子

■①　乳児・母乳相談

 5月 8日㈭
10:00～11:30 ③ふじみ野交流センター ⑪9:40～10:00　② 1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。助産師･管理栄養士･保健師の相談もあります。 5月28日㈬

10:00～11:30 ③みずほ台コミュニティセンター

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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子ども大学は学校では教わらな
いようなテーマを、大学や地域の
専門家がわかりやすく教えてくれ
ます。
開催日／６月１４日～９月１３日
※土・日曜と夏休みに開催

場所／淑徳大学、立教大学など
対象／市内在住、在学の小学４～６年生
内容／
ららぽーと富士見 工事現場へ潜入！
挑戦！ カメラを使って番組制作
東ヨーロッパの踊りと衣装の魅力 など
定員／６０人（応募多数の場合は抽選）
参加費／１，０００円（保険代含む）
主催／子ども大学ふじみ実行委員会（淑徳大学・立教大
学・富士見市青少年育成市民会議・NPO法人富士見市民大
学・富士見市市民人材バンク推進員の会・富士見市商工会）
協力／三井不動産（株）、（株）安藤ハザマ、全国牛乳容
器環境協議会、（株）ジュピターテレコム（J : COM）、
丸康園
申込み／５月１日
（木）～１５日（木）（必着）
※詳しくは小学校を通
じてお知らせします。
問合せ／
生涯学習課 �○内６３２

���
��������	
������

学校ではあまり体験できないス
ポーツをいろいろなスポーツの分
野で活躍する選手に学びます。一
緒にスポーツの楽しさを味わお
う！

開催日／６月１４日～９月１３日
※土・日曜と夏休みに開催
場所／淑徳大学、立教大学など
対象／市内在住、在学の小学４～６年生
内容／レスリング・乗馬・ハンドボールなど
定員／３０人（応募多数の場合は抽選）
参加費／１，０００円（保険代含む）
主催／子ども大学ふじみ実行委員会（淑徳大学・立教大
学・富士見市スポーツ推進員連絡協議会・富士見市体育協
会）
申込み／５月１日（木）～１５日（木）（必着）
※詳しくは小学校を通じてお知らせします。
問合せ／生涯学習課 �○内６３４
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学 ぶ
Learning

筋力、バランス力アップ教室
（全８回）

とき／５月１３日～７月１日
毎週火曜、午前１０時～正午
場所／針ケ谷コミュニティセンター
対象／心疾患や整形外科疾患など
で医師による運動制限がなく、な
るべくすべてに参加できる方
内容／
実技 筋力やバランス力などの運
動機能を維持・向上するために効
果的で親しみやすい「ふじみパワ
ーアップ体操」
講義 介護予防の基礎知識
定員／１５人
参加費／２４０円（保険代）
申込み／直接または電話で
問合せ／健康増進センター
�０４９―２５２―３７７１

ステップアップ講座
心肺蘇生法
～AEDの使い方も学べます～
救急時に備えて、心臓マッサー
ジや人工呼吸など応急処置のポイ
ントを学んでみませんか。当日は
動きやすい服装でお越しください。
とき／６月３日（火）
午前１０時～正午
場所／鶴瀬西交流センター
定員／３０人（無料、申込順）
講師／入間東部地区消防組合救急
救命士
申込み／５月２日（金）～２３日（金）
午前９時～午後５時（土・日曜、祝
日を除く）に直接または電話で
※保育あり（満１歳以上。要予約、定

員あり）
問合せ／富士見市ファミリー・サ
ポート・センター（保育課内）
�０４９―２５１―３３３７

上級救命講習
とき／５月２４日（土）
午前９時～午後６時
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／５月７日（水）～１４日（水）
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

子育て支援センターまつり
ひろばであそぼ！
たくさんの遊びを用意していま
すので、ぜひ遊びに来てください
（無料、申込不要）。
とき／５月２０日（火）
午前１０時～１１時３０分
場所／ふじみ野交流センター
対象／未就学児と保護者
内容／
【第１部】午前１０時～１１時
赤ちゃんコーナー、手形・魚つり
・工作コーナーなど
【第２部】午前１１時～１１時３０分
布芝居、人形劇、エプロンシアター
主催／市内の子育て支援センター
協力／こばと保育園・けやきわか
ば保育園
問合せ／子育て支援センター「ぴ
っぴ」 �０４９―２５１―３００５
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すぷんふる（図書館おはなしボランティア）会員募集
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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

�
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�
�

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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場所／鶴瀬公民館、みずほ台コミュニティ
センターなど
対象／市内在住、在勤の方
受講料／無料（通信費・保険代などとして１人
８００円が必要）
申込み／５月７日（水）～２１日（水）に各公民
館・交流センター・コミュニティセンター
にある入学願書で直接（申込順）

定員

３５人

６０人

４０人

４０人

２０人

３０人

５０人

１５人

２０人

２５人

１５家族

主な内容

作家・向田邦子のエッセイ集『父の詫び状』を通
して、文章表現力の向上を目指します。

お釈迦様や動物の登場する説話、秦の始皇帝や唐
の楊貴妃などの震旦の説話、東大寺はどのように
して建立されたかなどを読んでいきます。

黒人解放運動と６０年代のアメリカ、リーマン・シ
ョックからの回復、アメリカの太平洋経済戦略、
ロック音楽から見る６０年代・７０年代アメリカなど

「村」の明治維新、鉄道を引こう！、文明開化と
灯り、子孫に美田を残す、「富士見」誕生など

富士見市の未来を聞く、市議会を傍聴してみよう、
わがまちの震災・防災対策は？、知っておこう！
成年後見制度など

健康保険（医療保険）のしくみと受けられる給付を
学習し、幼児医療から後期高齢者医療まで、自助
・公助・共助について、考えます。

市内在住、在勤の隠れた特技を持った講師から知
識と技能を学びます。

無肥料・無農薬育ちの生命力あふれる野菜を作り
ます。体験を通して「食と農」について学びます。

樹木の知識を広め、竹や木工品の製作を通して、
地域に活かすことを学びます。

富士見の自然、地理、歴史、文化、くらしなど第
３回郷土富士見検定に向けて、問題集の解説を行
います。

富士見江川で魚とり、富士見橋近くの河原や田ん
ぼで昆虫とりなど

日程・場所

６／８（日）～７／１３（日）
いずれも日曜、午前１０時～正午
鶴瀬公民館

９／１３（土）～１０／１８（土）
いずれも土曜、午前１０時～正午
みずほ台コミュニティセンター

１０／２５（土）～１２／６（土）
いずれも土曜、午前１０時～正午
鶴瀬公民館

６／１４（土）～７／１２（土）
いずれも土曜、午前１０時～正午
鶴瀬公民館

９／６（土）～９／２７（土）
いずれも土曜、午前１０時～正午
鶴瀬公民館ほか

１／１７（土）～２／２１（土）
いずれも土曜、午前１０時～正午
鶴瀬公民館

６／９（月）～１１／１０（月）
いずれも月曜、午後１時３０分～３時３０分
鶴瀬公民館

５／１７（土）～２／２１（土）
渋谷農園ほか

６／８（日）～２／１５（日）
鶴瀬公民館ほか

６／２０（金）～７／１１（金）
いずれも金曜、午後１時３０分～３時３０分
鶴瀬公民館ほか

９／２０（土）山崎公園
９／２８（日）富士見橋（柳瀬川駅東口）
いずれも午前９時集合

講座名

文章表現
「エッセイ講座」
（全５回）

文学講座「古典講読
人間ドラマ『今昔物語』を
読み解く」（全６回）

国際社会学「現代アメリカ
の諸相 Part Ⅱ」
（全６回）

富士見の歴史講座「明治維
新から「富士見」誕生までの
近代と現代」（全５回）

行財政入門講座「富士見市
の将来の都市像とわたした
ちの暮らし」（全５回）

社会福祉学「知って得する、
健康保険・介護保険のしく
みと給付」（全６回）

市民講師によるサロン塾
（全１０回）

ふじみ自然塾（全１６回）

木と私たち（全９回）

郷土富士見検定・問題解説
講座（全４回）

親子で野遊び教室
（全２回）

開講式・公開講演会
とき／６月７日（土）
午後１時３０分～午後３時１０分
場所／鶴瀬公民館
講演内容／「今こそ原因づくり」
講師／齊藤久也（富士見市教育委員）

第３回郷土富士見検定を１１月９日（日）に開催決定�詳しくは、広報『ふじみ』９月号でお知らせします。

富士見市民大学・年間講座のご案内 ※お早めにお申し込みください。

昨年の開講式のようす

第３７期富士見市民大学受講生募集第３７期富士見市民大学受講生募集
問合せ／富士見市民大学事務局（鶴瀬公民館内）
�０４９―２５１―１１４０ �０４９―２５１―１１５６
http://fujimi-shimindaigaku.org/
主催／NPO法人富士見市民大学・市教育委員会

市民の市民による市民のための協働立市民大学

i
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イベント
Event

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
ミニ土器づくり
とき／５月３日（祝）
参加費／１００円（材料代）
まが玉づくり

まが玉とき／５月１７日（土）
参加費／１５０円（材料代）

共通事項
時間／午前１０時、午後２時の２回
場所／水子貝塚公園学習広場
対象／小学生以上
（未就学児は保護者同伴で可）
定員／各５０人（先着順）
※申込不要。直接お越しください

※ゴールデンウイーク中（３日（祝）以
外）は「体験！いつでもファイブ」を
開催しています。

ピアノコンサート
～歌の調べとともに～

実力派ピアニストが、親しみや
すい名曲を奏でます。生演奏をお
楽しみください（無料、申込不要）。
とき／５月１８日（日）
午後２時～３時（１時３０分開場）
場所／針ケ谷コミュニティセンター
内容／ピアノの名曲（英雄ポロネー
ズ、子犬のワルツ、愛の夢ほか）
ソプラノによる歌唱
定員／１００人（先着順）
出演者／岩田恵美氏（ソプラノ）
前田勝則氏（ピアノ）
※未就学児の入場はご遠慮ください。
問合せ／針ケ谷コミュニティセン
ター �０４９―２５１―８４７８

うたごえ喫茶 in みずたに
思い出の懐かしい歌をみんなで
歌いましょう！
とき／５月２４日（土）
午後２時～４時１５分
場所／水谷公民館
定員／１００人（先着順）
料金／５００円（飲み物付）
※水谷公民館で販売中！
主催／うたごえ喫茶 in みずたに
実行委員会・水谷公民館
申込み・問合せ／水谷公民館
�０４９―２５１―１１２９

なつかしの自転車紙芝居
とき／５月３日（祝）
午前１１時、午後１時、午後２時
（無料、各３０分程度）
場所／旧金子家住宅
内容／昔話の紙芝居、手遊び
協力／わんだー民話らんど

第２２回ふるさと探訪
～川越街道と富士見江川（約６．５㎞）～
街並みに潜んだ文化財をめぐり
ます。
とき／５月１０日（土） ※小雨決行
集合／鶴瀬駅西口駅前 午前９時
３０分

せんげん ふ じ づ か

主な見学地／浅間神社（富士塚跡）、
きょう わ こうしんとう

享和の庚申塔、丸池跡など（午後３
時解散）
定員／３０人（申込順）
参加費／５００円（保険・資料代など）
持ち物／昼食、飲み物、雨具
申込み／５月１日（木）～８日（木）
午前９時～午後５時に電話で

よろいを着てみよう
とき／５月１０日（土）
午前１０時～正午、午後１時～３時
場所／旧金子家住宅
対象／５歳以上
定員／各２０人（無料、先着順）
協力／川越藩火縄銃鉄砲隊保存会

企画展関連イベント
いまむかし

「田んぼ今昔」を歩こう（約８㎞）
企画展「田んぼ今昔～耕地改良
のあゆみ～」（６月８日（日）まで）に
伴い、南畑地区の関連史跡を歩き
ます。
とき／５月２４日（土） ※小雨決行
集合／難波田城資料館 午前１０時
主な見学地／作兵衛堀跡、レンガ

ひ もん

造りの樋門など（午後３時解散）
定員／３０人（申込順）
資料代／５００円（展示図録を含む）
持ち物／昼食、飲み物、雨具
申込み／５月１日（木）午前９時か
ら直接または電話で

さきおり教室（全３回）
布を裂いて織る「さきおり」で布

（３５×５０㎝）を作ります。
とき／
①６月７日（土）午前１０時～正午
②６月８日（日）、１０日（火）、１１日
（水）、１３日（金）のいずれか、２時
間程度の個別学習
③６月１４日（土）午前１０時～正午
場所／旧大澤家住宅
定員／１２人（申込順）
材料費／５００円
持ち物／布、はさみ、筆記用具
申込み／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）

巡回写真展 鶴瀬駅の１００年

５月１日に東武東上線が開業１００
周年を迎え、鶴瀬駅も開設１００年
となります。これを記念し、昔の
鶴瀬駅やその周辺の写真を通して、
地域の移り変わりを振り返る巡回
写真展を開催します。
展示期間・場所／
５月１日（木）～１８日（日）
鶴瀬西交流センター
５月２０日（火）～６月１５日（日）
鶴瀬公民館
６月２０日（金）～２４日（火）
鶴瀬駅西口サンライトホール
６月２６日（木）～８月１７日（日）
難波田城資料館
主催／難波田城資料館・鶴瀬公民
館・鶴瀬西交流センター
問合せ／難波田城資料館
�０４９―２５３―４６６４

難波田城公園まつりは６月１日（日）に開催！詳しくは広報『ふじみ』６月号を
ご覧ください。

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

学習机／ワゴン／低反発マットレス／ソ
ファー（2人掛け）／回転いす（ひじ付き）／
マッサージ座いす／賞状用額／ランドセル
ラック／スキーセット（子ども用110･120
㎝）／雑誌「週刊そーなんだ！歴史編」（全
10冊）／谷津幼稚園制服・体操着ほか一式
（女児用110～130㎝）／ベビーカー

ゆずってください

CDラジカセ／テレビ／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／2口ガスコンロ（LPガス用）／ミシン／グラウンドゴルフセット／
コンパクトシルバーカー／大人用歩行器（室内用）／谷津幼稚園制服･体操着一式
（男児用130～140㎝）／すわ幼稚園夏･冬制服･体操着（男児用120～140㎝）
／きたはら幼稚園制服一式･体操着（男児用100㎝）／水谷東小長袖･半袖体操着
（140～150㎝）／勝瀬中雨がっぱ（女子用M･160㎝）／東中制服（男子用170
㎝以上）／子ども服（女児用80～90㎝）／ベビーチェア／ベビーカー（B型）

問合せ／環境課　2 246
・••４月１０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

5月2日㈮～8日㈭9:30～17:00（8日は16:30
まで）／キラリふじみ／主催年金者組合富士
見支部写真クラブきらめき／入場無料／
小倉　2049-253-0037

5月18日㈰13:00開演（12:30開場）／キラリ
ふじみ／むさしの和太鼓連盟7団体による和
太鼓公演福祉チャリティー／前売券1,000
円、当日券1,200円（キラリふじみで販売）／
主催むさしの和太鼓連盟、富士見太鼓の
会／小川　2090-1701-9461

募　集

毎週水曜10:00～13:00／キラリふじみ、鶴
瀬公民館／ゴスペルを歌ってみませんか／
入会金1,000円／月会費4,000円／初心者
歓迎／狩

かり

野
の

　2080-6523-9702

月4回水曜13:30～15:00／みずほ台コミュ
ニティセンター／誰にでもできる健康のための
太極拳／月会費2,000円／初心者･見学歓
迎／無料体験5月28日㈬10:30～12:00みず
ほ台コミュニティセンター（申込不要）／
宇井　2049-252-4336

月3回月曜（第3月曜除く）／10:00～11:30／
よちよち歩き～未就園児のお子さんと親／
入会金1,000円／月会費800円／
相澤　2090-1539-5024

第4木曜／鶴瀬西交流センター／読書好き
な方／近･現代の小説を中心に読んでいま
す。読後の感想を語り合いませんか／年会
費1,000円／横水　2090-3339-2715

月3回月曜（第3月曜除く）／16:00～17:00／
幼稚園児～小学校低学年／体操／入会
金1,000円／月会費1,000円／
相澤　2090-1539-5024

掲載方法の問合せ／秘書広報課　2 240

イベント
Event

ふじみヘルシーウォーク大会
南畑方面を中心に歩きます。全
員に参加賞をプレゼント。歩数当
てクイズ・お楽しみ抽選会もあり
ます。
とき／５月１８日（日）
※荒天の場合、開催の可否は当日午

前６時３０分以降に市役所へお問い合

わせください。
受付／諏訪小学校グラウンド

午前７時３０分
開会式／午前８時１０分
スタート／午前８時３０分
コース／健脚コース（約１０㎞）

ファミリーコース（約５㎞）
※雨天の場合はファミリーコースを

歩きます。
持ち物／飲み物
※歩きやすい服装・靴でご参加くだ

さい。
参加資格／完歩できる方（市外の
方の参加も可）

※小学生以下は保護者同伴で可
参加費／大人３００円（当日申込みは
５００円）、中学生以下１００円
申込方法／
事前申込み５月１３日（火）までに参
加費を添えて下記へ
≪平日午後５時１５分まで受付≫
生涯学習課（中央図書館２階）、各
公民館・交流センター
≪毎日午後９時まで受付≫

市民総合体育館仮事務所（キラリ
ふじみ内）

※なるべく事前申込みをお願いします。
当日申込み 参加費を添えて直接
主催／富士見市スポーツ推進委員
連絡協議会、市教育委員会
協力／富士見市体育協会、富士見
市交通指導員
問合せ／生涯学習課 �○内６３６
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