
　キラリふじみのイベント内容
などは、HOTキラリ7月号また
はキラリふじみホームページを
ご覧ください。
http://www.kirari-fujimi.com/
calendar/list

お知らせ

ご　

案　

内

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
現在、調査が実施されており、
７月１日（火）から調査員が事業所
や企業を訪問し、調査票の回収を
行います（オンライン回答済の場合
は、調査票提出の必要はありません）。
なお、オンラインによる回答期
限は７月７日（月）です。期限を過
ぎた場合は、調査票で回答いただ
きますようお願いします。
調査情報は市ホームページや総
務省統計局ホームページでお知ら
せしています。
※記入していただいた内容は、統計

を作成するためだけに使用されます。
問合せ／総務課 �○内２２５

平成２６年
全国消費実態調査が行われます
９～１１月の３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
ことを目的としています。
調査区域の世帯を事前に把握す
るため、７月から調査員が調査区
域にお住まいの全世帯を訪問し、
世帯主名などをお尋ねしますので
ご協力をお願いします。
なお、市ホームページや総務省
統計局でも調査情報を随時お知ら
せしています。
問合せ／総務課 �○内２２５

優良運転者の表彰
東入間交通安全協会では、同協
会に加入されている方で、過去
５年、１０年、１５年、２０年、２５年、
３０年、３５年、４０年、４５年間無事故
・無違反の優良運転者の表彰を行
います。表彰を希望される方は、
お申し込みください。
※申請書類、無事故・無違反証明申

請用紙は事務局で配布
申請期間／７月７日（月）～９月１２
日（金）（土・日曜、祝日を除く）
問合せ／東入間交通安全協会事務局
（東入間警察署内） �０４９―２６４―０９９１

労働相談・
働く人のメンタルヘルス相談
県労働相談センターでは、職場
でのトラブルの相談を受け付けて
います。
ぜひご利用ください（無料）。
労働相談（解雇や賃金不払いなどの
労使間トラブルに関する相談）
電話相談 �０４８―８３０―４５２２
とき／月～金曜午前９時～午後５
時（祝日を除く）
面接相談
とき／月～金曜午前９時～午後４
時（祝日を除く）
メンタルヘルス相談（職場環境や仕
事のストレスなどに関する相談）
とき／毎週水曜午後１時３０分～、
午後３時～（祝日を除く）
（前日の午前中までに要予約）
相談員／産業カウンセラー
場所・問合せ／県労働相談センター
（さいたま市浦和区高砂３―１５―１ 県

庁第２庁舎１階） �０４８―８３０―４５２２

ひきこもり専門相談
ひきこもり状態にある本人とそ
の家族を対象に、臨床心理士が対
応方法などのアドバイスを行って
います。気軽にご相談ください。
とき／毎月第２木曜午後
※無料、要予約
場所／朝霞保健所（朝霞市青葉台１
―１０―５）
申込み・問合せ／
朝霞保健所保健予防推進担当
�０４８―４６１―０４６８

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／８月１３日（水）
午前１０時～午後４時 ※申込不要
場所／市民福祉活動センターぱれ
っと
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

サマージャンボ宝くじ
発売期間／７月４日
（金）～２５日（金）
抽選日／８月５日（火）
賞金／＜１等＞ ４億円×２６本
＜前後賞＞ 各１億円×５２本

※この宝くじの収益金は、市町村の明

るく住みよいまちづくりに使われます。
問合せ／公益財団法人埼玉県市町
村振興協会 �０４８―８２２―５００４

富士見市・東武鉄道
自殺予防キャンペーン
市では、東武鉄道（株）と連携し、
事故防止キャンペーンと心の健康
キャンペーンを行います。
とき／７月７日（月）午後４時～６時
場所／ふじみ野駅コンコース
内容／啓発品の配布や非常停止ボ
タンの操作体験など
問合せ／障がい福祉課 �○内３２７

INFORMATION FUJIMINO
「インフォメーションふじみの」
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�
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�
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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

７月号のテーマ
ホームページがリニューアル！
あ こと ば ファイセック

合い言葉は“FICEC”
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
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募 集
Invitation

入間東部地区消防組合
平成２７年４月１日採用の職員を
募集します。
職種・採用人数／消防隊員・救急
隊員合わせて５人程度
受験資格／

消
防
隊
員

大 卒 昭和６３年４月２日以降に
生まれた方

短大卒 平成２年４月２日以降に
生まれた方

高 卒 平成４年４月２日以降に
生まれた方

救
急
隊
員

昭和６３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

受験要領の配布／７月１日（火）か
ら入間東部地区消防組合消防本部、
各署・分署で配布
試験日／９月２１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）
問合せ／入間東部地区消防組合消
防本部職員係 �０４９―２６１―６００４

平成２６年度「防火標語」
住宅防火に関することをテーマ
にした防火標語を募集します。
応募資格／富士見市・ふじみ野市
・三芳町に在住、在勤の方
応募方法／標語・郵便番号・住所
・氏名（ふりがな）・年齢・性別・
電話番号を記入し、郵送、ファッ
クス、メールまたは各消防署にあ
る応募箱へ直接
応募期間／７月１日（火）～８月３１
日（日）（必着）
応募先／〒３５６―００５８ ふじみ野市
大井中央１―１―１９ 入間東部地区
消防組合消防本部予防課
�０４９―２６１―４３９５
yobo-０１@irumatohbu１１９.jp

問合せ／入間東部地区
消防組合消防本部予防課
�０４９―２６１―６００７

ご 案 内
Guidance

図書館
利用者アンケートにご協力を
中央図書館・ふじみ野分館・鶴
瀬西分館では、ご利用いただいて
いる皆さんからのご意見をうかが
い、今後のサービスに役立てるた
めに利用者アンケートを実施しま
す。アンケート用紙と回収
箱は各図書館にあります。
ご協力をお願いします。
実施期間／８月１日（金）～１４日（木）
問合せ／中央図書館 �０４９―２５２―５８２５

『社会を明るくする運動』強調月間
７月は「社会を明るくする運動
～犯罪や非行を防止し立ち直りを
助ける地域のチカラ～」の強調月
間です。法務省が主唱するこの運
動は、すべての国民が、犯罪や非
行の防止と罪を犯した人たちの更
生について理解を深め、犯罪のな
い地域社会を築こうとする全国的
な運動です。
市では、市内３駅でのPR活動
や中学生を対象にした非行防止教
室を実施します。
安全で安心して暮らせるまち、
明るい地域、犯罪や非行のない明
るい社会の実現に向けご理解とご
協力をお願いします。
問合せ／福祉課地域
福祉係 �○内３３４

県教委メールマガジン
「教育さいたマガジン」配信中！

県教育委員会からのメッ
セージや家庭教育アドバイ
ス、各種イベント情報、高

校入試情報など、教育に関する最
新情報を毎月２回お届けします。
ぜひ、ご登録ください（無料）。
※県ホームページ（教育委員会）から登録

http://www.pref.saitama.lg.jp/page/

merumaga-touroku 201004.html
問合せ／県教育局総務課 報道・
広聴広報担当 �０４８―８３０―６７１４

事業者の皆さんへ
事業系ごみは自己処理が原則です
最近、事業系ごみが一般の家庭
ごみに混入して出されるケースが
見受けられます。
事業系ごみ（事務所、店舗などの

事業所から出たごみ）は、法律によ
り「事業者自らの責任において処
理すること」になっています。市
では、事業系と判断されるごみの
回収はしませんので、施設へ直接
搬入するか市の許可業者へ引取り
を依頼してください。ご協力をお
願いします。
問合せ／環境課 �○内２４７

農薬は適正に使用しましょう
農薬は、ラベルや袋に表示され
た使用方法や注意事項を守り、適
正な保管管理に努めましょう。
住宅地や学校などの公共施設に
近い場所では、できるだけ害虫を
直接捕る、被害を受けた枝葉を切
除するなど、農薬散布以外の方法
で防除しましょう。やむを得ず農
薬を散布するときは、事前に周知
し、風向きなどに注意して飛散防
止に努めてください。
問合せ／県農林部農産物安全課農
薬・植物防疫担当
�０４８―８３０―４０５３

７月１５日～２４日
夏の交通事故防止運動
スローガン
人も車も自転車も

安心・安全 埼玉県
広く交通安全思想の普及・浸透
を図り、交通ルールの遵守と正し
い交通マナーの実践を習慣付ける
ことにより、夏休み中の児童・生

コバトン

徒の交通事故、夏の
解放感などから起こ
る交通事故の防止を
目的に実施します。
重点目標／
子どもと高齢者の交通事故防止
自転車の安全利用の推進
飲酒運転の根絶
問合せ／交通・管理課 �○内４３３

富士見市役所 �０４９―２５１―２７１１ �０４９―２５４―２０００�������	�
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■①　もぐもぐパクパク
食事相談

 7月28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
 7月 8日㈫  ⑪ 12:50～13:40　③健康増進センター

②平成26年2月1日～2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

 7月23日㈬  ⑪ 12:50～13:40　③健康増進センター
②平成26年2月16日～2月28日に生まれた子

12か月健診
 7月 1日㈫  ⑪ 12:50～13:40　③健康増進センター

②平成25年7月1日～7月23日に生まれた子

 7月28日㈪  ⑪ 12:50～13:40　③健康増進センター
②平成25年7月24日～8月15日に生まれた子

1歳6か月健診  7月16日㈬  ⑪ 12:50～13:40　③健康増進センター
②平成24年10月1日～10月23日に生まれた子

3歳健診  7月22日㈫  ⑪ 12:50～13:40　③健康増進センター
②平成23年1月生まれの子

■①　乳児・母乳相談

 7月 7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。 7月29日㈫

10:00～11:30 ③みずほ台コミュニティセンター

■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

募　
　
　

集

募 集
Invitation

審議会等委員
富士見市環境審議会委員
環境の保全などに関する基本的
事項について調査、審議を行います。
募集人数／若干名
応募資格／市内在住の方で、平日
の会議に出席できる方
任期／１０月１日から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
応募締切／７月２５日（金）（必着）
応募先／〒３５４―８５１１（住所不要）
富士見市役所環境課
�０４９―２５３―２７００
問合せ／環境課 �○内２９９

富士見市男女共同参画社会確立協
議会委員
男女共同参画の推進に関する調
査、審議を行います。
募集人数／２人
応募資格／市内在住の２０歳以上の方
任期／１０月１日から２年間
報酬／市の条例に基づき支給

応募締切／７月１８日（金）（当日消印
有効）
応募先／〒３５４―８５１１（住所不要）
富士見市役所人権・市民相談課
�０４９―２５４―２０００
問合せ／人権・市民相談課 �○内２７３

共通事項
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・性別・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

志木地区衛生組合職員
平成２７年４月１日採用の職員を
募集します。
採用人数／１人
職種／技術職（電気）
受験資格／昭和５４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（平成２７年３月卒業見込
含む）、かつ電気工事施工管理技士
（１級、２級のいずれか）または電気
主任技術者（第一種、第二種、第三
種のいずれか）の資格をお持ちの方
受験要領の配布／７月１日（火）か
ら志木地区衛生組合で配布

※志木地区衛生組合ホームページか

らも入手可
試験日／９月２１日（日）
試験会場／志木地区衛生組合
（勝瀬４８０ 富士見環境センター内）
申込期間／８月１日（金）～２２日（金）
問合せ／志木地区衛生組合総務課
�０４９―２５４―１１２５

打越市民農園の利用者追加募集
市民農園で野菜づくりをしませ
んか。
募集区画数／２７区画程度
（１区画３０㎡。１世帯１区画）
場所／鶴馬３丁目地内（山崎公園の
西側）
申込資格／市内在住の方で、適切
な管理ができる方
利用期間／平成２６年７月～平成２９
年１月末日
利用料／年６，０００円（契約月数により
変更）
申込み／７月７日（月）～１１日（金）
に電話で（申込順）
※農園に水道・駐車場などの設備は

ありません。
問合せ／産業振興課 �○内２４４
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子 育 て
Child-rearing

夏休み親子体験キャンプ
自然豊かな場所で野外炊事やキ
ャンプファイヤー、応急救護訓練
など、親子でさまざまな体験をし
てみませんか。

とき／８月２３日（土）・２４日（日）
※２３日午後１時市役所正面ロータリ

ー集合。貸切バスで往復します。

※テント泊ではありません。
場所／埼玉県立小川げんきプラザ
（小川町木呂子５６１）
対象／市内在住の小中学生の親子
２人１組
定員／２０組４０人
※申込み多数の場合抽選
参加費／１組５，０００円
（宿泊・食事代など）
主催／富士見市青少年育成市民会議
協力／富士見市青少年相談員協議
会、ボーイスカウト富士見団
申込み／７月１８日（金）（消印有効）
までに往復はがきで
説明会／８月１０日（日）予定
【はがきの記入方法】
往信の宛先：
〒３５４―８５１１（住所不要）富士見市役所
富士見市青少年育成市民会議事務
局（子育て支援課）
裏：参加者氏名、住所、年齢、学
校、電話番号
返信の宛先：自分の住所、氏名
裏：何も書かないでください。
問合せ／子育て支援課 �○内２０４

夏休み親子下水道教室
とき／７月２２日（火）、２４日（木）
いずれも午前９時３０分～午後０時
１５分 ※現地集合
場所／新河岸川水循環センター
（和光市新倉６―１―１）
対象／小学生と保護者
定員／各２０組４０人（無料、申込順）
内容／施設見学と水質実験
申込み／７月１日（火）～１１日（金）
午前９時～午後４時に電話で
問合せ／県下水道公社・荒川右岸
支社親子下水道教室係
�０４８―４６６―２４００

親子サロン
家族同士や保健師との交流や相
談をします。
とき／７月１１日（金）
午前１０時～１１時３０分
（受付：９時４５分～１０時）
場所／ふじみ野交流センター
対象／出生体重が２，０００g未満、
養育医療や育成医療を利用、出生
後にさまざまな事情で定期的な医
療が必要なお子さんとその家族
持ち物／母子健康手帳
申込み・問合せ／健康増進センター
（�０４９―２５２―３７７１）に電話で

みんなあつまれ！
夏休みぱれっと子ども村（全４回）
とき・内容／

とき 内容

７月２８日（月）
午前１０時
～午後５時

・開村式
・昼食づくり
・昼食会
・木工作、織り染め工
作のいずれかを選択

７月２９日（火）
午前１０時３０分
～午後５時

・宝さがし
・昼食会
・かえっこバザール

７月３０日（水）
午前１０時３０分
～午後５時

・うどんづくり
・昼食会
・水鉄砲づくり
・水あそび

７月３１日（木）
午前１０時
～正午

・ジャンボカルタ大会
・閉村式

対象／小中学生
定員／３０人（申込順）
参加費／４００円（材料代など）
持ち物／お米１合、お弁当（２９日のみ）
申込み／７月６日（日）午前１０時から
直接または電話で
説明会／７月１７日（木）午後２時３０分
から諏訪児童館で行います。
※全日程参加が原則ですが、部分参加
はご相談ください。

夏まつり・おばけやしき
子ども実行委員募集
夏まつり（８月９日（土））、おばけや

しき（８月２４日（日）・２５日（月））のスタッ
フを募集します。
第１回委員会
とき／７月１８日（金）午後３時

場所／諏訪児童館
対象／小学３年生～中学３年生
申込み／７月１日（火）午前１０時か
ら直接または電
話で

ふたごちゃん集まれ
ふたごちゃんならではの育児に
ついて一緒に語り合いましょう
（申込不要）。
とき／毎月第３火曜（８月は除く）
午前１０時３０分～１１時３０分
場所／諏訪児童館
対象／ふたごちゃんの親子
（みつごちゃんも大歓迎）
内容／手遊び、ふれあい遊び、絵
本など

サークルわくわく体験交流会
～仲間っていいな。

サークルをのぞいちゃおう！～
子育てを頑張っているママたち
みんな集まれ。子育てサークルを
体験してみませんか（申込不要）。
とき／①７月８日（火）
②７月９日（水）
③７月１１日（金）
いずれも午前１０時４５分～１１時４５分
場所／①針ケ谷コミュニティセンター
②ふじみ野交流センター
③鶴瀬西交流センター
対象／未就学児とその保護者
内容／体操、大布あそび、パネル
シアターなど

諏訪児童館からのお知らせ
問合せ �０４９―２５５―６６７１

富士見市役所 �０４９―２５１―２７１１ �０４９―２５４―２０００�������	�
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普通救命講習
とき／７月２６日（土）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／７月７日（月）～１１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

竹とんぼ�糸巻きチョロQ作り
夏休みにじーじたちが昔楽しん
だ遊びを体験しよう！
とき／７月２３日（水）
午前９時３０分～正午

場所／針ケ谷コミ
ュニティセンター
対象／市内在住の
小学生（２年生以下
は父兄同伴で可）
定員／２０人（申込順）
講師／昔あそびサークルメンバー
※ナイフの使い方から指導します。
参加費／３００円（材料代）
申込み／７月８日（火）～１６日（水）
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

川を学ぼう！川であそぼう！
川を知ろう！かわはくに行こう！
とき／８月３日（日）
午前９時～午後４時３０分
※みずほ台駅改札前集合・解散
場所／川の博物館・荒川わくわく
ランド（寄居町小園３９）
対象／小中学生
定員／２５人（申込順）
参加費／小学生１，０３０円、中学生
１，７５０円（交通費・観覧料など）
持ち物／弁当、飲み物、レジャー
シート、着替え、タオル、雨具
主催／富士見市青少年相談員協議会
申込み／７月８日（火）～１５日（火）
午前９時から直接または電話で
（土・日曜を除く）

※必ず保護者の方が送迎をお願いし

ます。
問合せ／子育て支援課 �○内２０４

子育てパパ応援ひろば
くるりんぱ
パパの子育てを応援しています。
パパ同士のトークもあります。パ
パならではの遊びと話題を楽しみ
ましょう（申込不要）。
とき／毎月第３土曜
午前１０時４５分～１１時１５分
場所／関沢児童館
対象／乳幼児とパパ（ママ）
内容／手遊び、体を使った遊びなど
持ち物／着替え、飲み物など
問合せ／関沢児童館
�０４９―２５１―９７８６

◇図書館 夏休み小学生向けイベント◇

������� 	
�������������	�����

とき／７月３０日（水）・３１日（木）、８月２３日（土）
いずれも午前１０時～午後３時
場所／中央図書館 対象／小学４～６年生 定員／１０人
申込み／７月１日（火）午前９時３０分から中央図書館に直接または電話で

��� !" #�$%�&�'(!)*

とき／８月８日（金）①午前１０時～正午、②午後２時～４時
場所／中央図書館
対象／①小学１～３年生、②小学４～６年生 定員／各１０人
申込み／７月１９日（土）午前９時３０分から中央図書館に直接または電話で

��� !" +,+,-./�0123�4056078+9

とき／７月２５日（金）午後２時～４時 場所／ふじみ野交流センター
対象／小学３～６年生 定員／２０人
申込み／７月１日（火）午前９時３０分からふじみ野分館に直接

※本人、家族以外の方の申込みはご遠慮ください。
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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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市民総合体育館からのお知らせ
問合せ �０４９―２５１―５５５５

２月に発生した市民総合体育館
メインアリーナ屋根全面崩落事故
により、利用者の皆様には大変ご
迷惑をお掛けしています。
今年度予定していた事業は近隣
の公共施設などで開催しますので
ぜひご参加ください。
※スーパーボイス（健康増進呼吸・発

声法。８月３日（日）午後１時３０分～）、

親子リトミック、手ぬぐ

い体験など今後もさまざ

まな事業を行います。

南畑卓球教室
とき／７月２日（水）、１６日（水）
いずれも午後１時～２時３０分
場所／南畑公民館
定員／各１６人（申込順）
参加費／１回５００円
小学生夏休み卓球教室
とき／７月３０日（水）
小１～３：午前９時３０分～正午
小４～６：午後１時～３時３０分
場所／水谷公民館
定員／１６人（申込順）
参加費／５００円

共通事項
主催／公益財団法人キラリ財団
申込み／７月１日（火）から午前
９時～午後１０時に直接または電
話で（７月２２日（火）～２４（木）のキラ
リふじみ休館日を除く）

学 ぶ
Learning

シルバードライバードック
参加・体験型の講習を通じて自
分の運動能力について学ぶ安全運
転教室です。
とき／７月２０日（日）
午前８時３０分～正午
場所／セイコーモータースクール
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／
東入間警察署交通課（�０４９―２６９―０１１０
○内４１１）に電話で

夏休み古民家宿泊体験
昔の暮らしを体験しよう！
とき／８月２日（土）午後１時～３
日（日）午後１時
対象／市内在住の小学４～６年生

はし

内容／竹細工（コップや箸）、手打
ちうどん作り、ごえもん風呂、七
輪で焼き魚など
定員／１６人
参加費／１，５００円（材料・食事代）
申込み／７月１０日（木）（必着）まで
に往復はがきで ※申込み多数の
場合、初参加の方優先で抽選
［はがきの記入方法］
往信の宛先：
〒３５４―０００４ 富士見市下南畑５６８―１
難波田城資料館
裏：氏名（ふりがな）、性別、学校
・学年、住所、電話番号
返信の宛先：自分の住所、氏名
裏：何も書かないでください
結果／７月１２日（土）までに発送し
ます。

あい なま ば

ふるさと体験「藍の生葉染め」
藍の葉で絹のストールを染めます。
とき／７月２６日（土）
午前９時３０分～正午
※雨天時は２７日（日）

場所／旧金子家住宅
定員／１０人（申込順、初参加の方優先）

こう の えつ こ

指導／河野悦子氏（染色愛好家）
参加費／２，０００円（材料代）
持ち物／エプロン、ゴム手袋、濡れ
てもよい履物、時計またはタイマー
申込み／７月１日（火）～６日（日）
午前９時～午後５時に直接または
電話で
※８日（火）に結果を連絡します。参加
者は２０日（日）までに参加費をお持ちく
ださい。

はす

早朝の蓮を見に来ませんか
７月に見ごろを迎え、朝早く開
いて昼に閉じる蓮の花をご覧くだ
さい。
とき／７月の土・日曜、祝日
午前６時開園
※資料館や古民家は午前９時開館
場所／公園内蓮池

ちょっ蔵市「流しそうめん」
とき／７月２７日（日）
午前１１時～午後１時ごろ
（売切れ次第終了）
場所／旧金子家住宅
参加費／１人２００円
主催／難波田城公園活用推進協議会

さいほう きんちゃくぶくろ

子ども裁縫教室～巾着袋をぬおう～
とき／８月６日（水）
午前１０時～午後２時
場所／講座室
対象／小中学生
（小学２年生以下は保護者同伴で可）
定員／１５人（申込順）
参加費／２００円（材料代）
持ち物／昼食、飲み物
※裁縫道具は用意します。

み らく

指導／美楽の会
申込み／直接または電話で

７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、申込不要）。
とき・内容／午後１時～３時
５日（土） 七夕かざり
６日（日） 七夕かざり
１２日（土） はたおり
１３日（日） シュロの葉バッタ
１９日（土） いろりの日

２０日（日） 手作りうちわ
（材料代１００円）

２１日（祝） 水でっぽう作り
２６日（土） はたおり
２７日（日） トントン相撲

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�������	�
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ピースフェスティバル2014

未来へつなげ永久の平和
～私たちは忘れないヒロシマ・ナガサキ～

わと

�������	
������������������������
� !"#$�%&�'()*+),-./�01�2345�678
9�:;<�=>?�@A234

とき―――７月９日（水）～１３日（日）
場所―――キラリふじみ
主催―――ピースフェスティバル実行委員会、市、市教育委員会
問合せ――鶴瀬公民館 �０４９―２５１―１１４０

��
７月９日（水）～１３日（日）
午前９時３０分～午後５時
（最終日は４時まで）
市民平和作品展
市内戦時下の生活資料展
（難波田城資料館資料）
「この子たちの未来のために」
写真展
ピースカードの展示
市内小学６年生の
ピースメッセージ

平和団体による展示
（１２日（土）・１３日（日））
中国上陽希望小学
校友の会、新日本
婦人の会、九条の
会、救う会埼玉、
平和委員会

�����	�
���
１２日（土）・１３日（日）
午前１０時～午後４時
うどん、パン、コーヒー、焼きそ
ば、マドレーヌ、花、パステル画、

てんこく

篆刻、中国民芸品、手芸小物など
※子ども用小物づくりもあります
（１２日（土）午前１１時～午後２時）

�������
市内の小中学生や市民の皆さん
が作った折り鶴で、県立富士見高
等学校美術部が巨大タペストリー
を制作し展示します。
フェスティバル終了後は市内公
共施設で巡回展示をします。

１２日（土）舞台
愛と平和のコンサート
時間／午後１時～２時５０分
場所／マルチホール
出演／本郷中学校吹奏楽部、コーラス歌音、
コーラスこれから、キラリ☆かげき団、ミュ
ージカル・ソー、ぶるべり☆ちっぷす
※みんなで歌おうコーナーもあります。

１３日（日）舞台
市民構成劇「めぐれめぐれ瓦版」
時間／午後１時～２時
場所／マルチホール

書道パフォーマンス
時間／午後２時～
場所／マルチホール
出演／富士見高等学校書道部

市民平和祈念のつどい・キッズ�若者ライブ
時間／１部 午前１０時３０分～午後０時１０分、

２部 午後２時～３時１０分
場所／メインホール
��／MISA KID☆S、Tumboo５５、LOVE KIDS、VIOLET、
HIP HOP パラダイス、アロアロ ケイ キフラ

協賛券２００円（中学生以下無料）：２日間共通、１枚で下記のイベントすべてをご覧いただけます。
協賛券が必要なイベント／愛と平和のコンサート、キッズ�若者ライブ、市民構成劇
※協賛券は鶴瀬公民館で販売しています（当日でも購入可）。
※この収益は、ピースフェスティバル運営費、広島市平和祈念式典市民派遣事業などに充てられます。

書道パフォーマンス

今年のタペストリー（原画）

愛と平和のコンサート

i

20広報 ふじみ 平成２６年７月号

�������	
nformation station



イ　
ベ　
ン　
ト

イベント
Event

土曜おもしろミューズランド
ハンカチの草木染め
とき／７月５日（土）
参加費／１５０円（材料代）
ウッドクラフト

とき／７月１９日（土） ※無料

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
（雨天時は資料館体験学習室）
対象／小学生以上
（未就学児は保護者同伴で可）
定員／各３０人（先着順）
※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

埼玉県障害者スポーツ大会
障がい者スポーツの振興を図る
ことを目的に開催される大会の参
加者を募集します。詳しい内容、
申込み方法などは市ホームページ
をご覧ください。
とき／９月２８日（日）
場所／熊谷スポーツ文化公園
申込み／７月７日（月）まで
問合せ／障がい福祉課 �○内３７１

市民演劇のつどい
とき／７月２０日（日） ※無料
午後１時３０分開演（１時開場）
場所／鶴瀬コミュニティセンター
内容／「おばあちゃんのともだ
ち」（こどもげきだんおばあちゃんっ
こ）、「めぐれめぐれ瓦版」（ピー
スフェスティバル市民構成劇）、寸
劇「ちょっと待っておじいちゃ
ん」（南畑お月見一座）、朗読「富嶽
百景」（もくよう会）
主催／市民演劇のつどい実行委員会
問合せ／鶴瀬公民館
�０４９―２５１―１１４０

やなせ川いかだラリー
手作りいかだで柳瀬川下りに挑
戦しませんか。
とき／７月２０日（日）
午前１１時～午後３時 ※雨天中止
場所／柳瀬川志木大橋周辺
参加費／１人５００円（昼食代など）
主催／やなせ川いかだラリー実行
委員会、水谷東公民館
申込み／７月１１日（金）までに直接
または電話で
説明会／７月１４日（月）午後７時か
ら水谷東公民館で行います。
問合せ／水谷東公民館
�０４８―４７３―８７１７

�１４富士見ふるさと祭り開催決定
とき／１０月２５日（土）午前９時～
場所／富士見市役所周辺
※詳しくは広報『ふじみ』１０月号

でお知らせします。
問合せ／�１４富士見ふるさと祭り
実行委員会事務局
（協働推進課）
�○内２５６

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）
の専用利用のため、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。

※駐車場に限りがあるため、公共交通機関をご利用ください。

売店抽選会でプレゼントを当てよう！
７月３１日（木）に売店抽選会を実施します。当日、場内売
店利用を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、抽選会に１回に参加できます。）

プールサイドパフォーマー募集
学校サークル（部活動）や市内で活動しているサークル
の皆さん、日ごろの活動成果を真夏のプールサイドで披
露しませんか。詳しくはお問い合わせください。

小学生向け水泳教室参加者募集
水泳の苦手な小学４～６年生を対象に水泳教室を開
催します。この機会に、泳ぎの楽しさを覚えませんか。
とき／いずれも午前１０時３０分～正午
第１回 ７月２２日（火）・２３日（水）・２４日（木）

（予備日：２５日（金）・２８日（月））
第２回 ８月４日（月）・５日（火）・６日（水）

（予備日：７日（木）・８日（金））
定員／各２０人（申込順） 参加費／５００円（保険代含む）
申込み／７月１日（火）から電話で
※第１回、２回とも同じ内容です。１人で２回参加できます。
※参加者は、参加費のみで終日プールを利用できます。
※天候により、日程が変更になる場合があります。

富士見ガーデンビーチ便り 第２号
シーズン到来！オープン初日は先着２００人に粗品進呈！ 問合せ／富士見ガーデンビーチ �０４９―２５４―４３４９

月～土曜午前９時～９時
５０分は、５０mプールに完
泳専用コースを設置しま
す（お盆期間は除く）。

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

ワゴン／ダブルベッド／応接セット
（テーブル・ソファー）／ひな人形
（7段飾り）／水槽／小動物用ケー
ジ／高枝切りばさみ／歴史まんが 
そーなんだ！（全巻）／七五三用着
物（3歳用）／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

ビデオデッキ／電子ピアノ／ミシン／卓上ミシン／自転車（大人用）／芝刈り機
／コンパクトシルバーカー／大人用歩行器（室内用）／碁石・碁盤／すわ幼稚園
体操着（130㎝）／きたはら幼稚園制服・体操着（男児用120㎝）／みずほ幼稚園
制服・体操着ほか一式（男女児用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）／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80～90㎝）／こどもチャレンジ教材
（しまじろうのDVD）／ベビーカー（B型）／新生児対応チャイルドシート

問合せ／環境課　2 246
・••６月１１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

7月2日㈬19:00開演（18:30開場）／キラリふ
じみ／諏訪コーラス、水野晃（フルート）、シュ
ウミン（二胡）／入場無料（整理券はキラリふ
じみ、鶴瀬公民館で配布）／
水野　2049-253-6863

7月7日㈪10:30開演（10:00開場）／ふじみ
野交流センター／未就園児と親／定員140
人／ヴァイオリンコンサート（愛のあいさつな
ど）／200円（中学生以上）／主催ムジカベ
ベ 0歳からのコンサートをつくる会／
杉本　2090-5055-4980

7月13日㈰15:30開演（15:00開場）／鶴瀬コ
ミュニティセンター／子ども達のかわいいバレ
エと大人の迫力あるバレエをご覧ください／
入場無料／石井　2049-253-6885

7月17日㈭10:00～11:00／キラリふじみ／10
人（要予約）／健康呼吸法・気功／主催一
水空 気功サークル／
塚本　2090-8312-3577

7月20日㈰18:00～20:00／キラリふじみ／水
辺のデッキで気楽な音楽会（コーラス、器楽、
吹奏楽演奏）／主催富士見市音楽連盟／
入場無料／塚本　2049-268-1380

7月22日㈫～24日㈭、26日㈯10:00～12:00
／市民福祉活動センターぱれっと／小学生
以上／みんなで茶道を学び、最終日にミニ
茶会をします／1回300円／主催瑞

ずい

順
じゅん

庵
あん

／
田中　2049-253-5210

夏休みジュニアゴルフ教室…7月28日㈪
13:00～／ノーザンCC錦ケ原ゴルフ場／市
内小中学生／参加費500円
ゴルフ富士見オープン兼市民健康増進ス
ポーツ大会…10月22日㈬／ノーザンCC錦ケ
原ゴルフ場／市内在住、在勤の方／参加
費5,000円（プレー代別途）／受付期間9月
18日㈭～30日㈫／
加治　2049-252-6430

募　集

月4回水曜10:00～12:00／水谷公民館／
成人女性／健康体操（第1・3水曜）、ヨガ（第
2水曜）、気功（第4水曜）／入会金1,000
円／月会費1,000円／
柴田　2049-252-1907

月3回日曜13:00～17:00／鶴瀬西交流セン
ター／みんなで楽しく歌っています／月会費
1,000円／河内　2049-255-1215

毎週水曜14:00～16:00／キラリふじみ／元
気に楽しくエアロビクスをしています／入会
金1,500円／月会費2,000円／体験あり／
神谷　2049-254-4884

毎週金曜13:00～16:00／みずほ台コミュニ
ティセンター／水彩画習得。季節により風景
画を描きに出かけます／月会費3,700円／
鈴木　2049-254-1522

毎週水曜19:00～21:00／水谷公民館／プ
ロの講師が1

テン

0ダンスを楽しく熱心に指導／
入会金1,000円／月会費3,000円／見学・
体験あり／神谷　2090-9208-4795

第2・4金曜13:00～17:00／針ケ谷コミュニ
ティセンター／小学生以上／入会金1,000円
／年会費2,000円（中学生以下無料）／初
めての方・初心者歓迎／ご不用の碁石・碁
盤を譲ってください／
矢
や

作
はぎ

　2090-5219-3078

第2・4水曜14:30～16:30／鶴瀬公民館／
女声／コーラス。主に抒

じょ

情
じょう

歌
か

を歌っていま
す／月会費3,000円／
長島　2049-252-4345

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。
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