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　キラリふじみのイベント内容な
どは、HOTキラリ1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

所沢航空発祥記念館に行こう！
実物の飛行機に触れ、操縦体験
をしよう！

とき／２月２日（日）
午前９時～午後４時
※みずほ台駅改札前集合・解散

（必ず保護者の方が送迎をお願いします）
場所／所沢航空発祥記念館
（所沢市並木１―１３）
対象／小学１年生～中学３年生
定員／２５人（申込順）
参加費／小学生７５０円、中学生
１，２５０円（交通費・入館料など）
持ち物／弁当、飲み物、レジャー
シート、タオル、雨具
主催／富士見市青少年相談員協議会
申込み／１月８日（水）～１４日（火）
午前９時から直接または電話で
（土・日曜、祝日を除く）
問合せ／子育て支援課 �○内２０４

募 集
Invitation

子どもたちとめいっぱい遊んじゃおう！
第２５期青少年相談員

コバトン

埼玉県知事の委嘱を
受け、スポーツやレク
リエーション、工作や
調理など、子どもが楽

しめるイベントを行っている青年
ボランティアです。地域の子どもた
ちと一緒に楽しく活動しませんか。

レクリエーションのようす

応募資格／市内在住、在勤、在学
の１８～３６歳の方（平成２６年４月１日
現在）

任期／２年間（平成２６年４月１日～
平成２８年３月３１日）
応募方法／子育て支援課にある申
込書に必要事項を記入し直接（要
写真２枚）

※申込書は県ホームページからも入手可
問合せ／子育て支援課 �○内２０４

ご 案 内
Guidance

第２回若者就職面接会
とき／２月５日（水）午後１時～４時
（受付：午前１１時４５分～午後３時３０分）
※面接会前に直前セミナーを開催し
ます（午後０時１５分～４５分）。
※無料、申込不要、入退場自由
場所／キラリふじみマルチホール
対象／正社員を希望する若年者
（平成２６年３月大学など卒業予定者を
含む）
参加企業／地域内の事業所など２５
社予定
持ち物／履歴書、ハローワークカ
ード（お持ちの方）
問合せ／ハローワーク川越
�０４９―２４２―０１９７（音声ガイダンスに
従い３１＃を押してください）

入間東部障害者就職面接会
障がい者の採用を計画している
事業所と就職を希望している障が
い者の方が参加する就職面接会を
行います。※無料、手話通訳あり
とき／１月２４日（金）午後１時～４
時（受付：午後０時１５分～３時）
場所／ふじみ野市総合センター
「フクトピア」市民交流プラザ
（ふじみ野市福岡１―２―５）
持ち物／障害者手帳（原本とコピー）、
履歴書（複数枚）、ハローワークカ
ード、筆記用具
※職務経歴書や自己PR書を作成し
ている方はお持ちください（複数枚）。
共催／富士見市・ふじみ野市・三
芳町・ハローワーク
問合せ／ハローワーク川越
�０４９―２４２―０１９７（音声ガイダンスに
従い４６＃を押してください）

求人企業合同面接会
とき／１月１７日（金）午後１時～４
時（受付：正午～３時３０分）
※無料、申込不要、入退場自由
場所／大宮ソニックシティビル４
階市民ホール
対象／平成２６年３月大学・短大・
専門学校卒業見込の方、既卒３年
以内の方
持ち物／履歴書（複数枚）
※参加企業など詳しくは、埼玉県雇用対
策協議会ホームページをご覧ください。
問合せ／埼玉県雇用対策協議会
�０４８―６４７―４１８５

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／２月１２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

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

１月号のテーマ
ひ がいしゃ し えん

DV被害者支援マップ
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―２６９―６４５０
http://www.ficec.jp
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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

 1月20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
 1月 8日㈬  ⑪12:50～13:40　③健康増進センター

②平成25年8月1日～8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

 1月20日㈪  ⑪12:50～13:40　③健康増進センター
②平成25年8月16日～8月31日に生まれた子

12か月健診
 1月15日㈬  ⑪12:50～13:40　③健康増進センター

②平成25年1月1日～1月23日に生まれた子

 1月28日㈫  ⑪12:50～13:40　③健康増進センター
②平成25年1月24日～2月15日に生まれた子

1歳6か月健診  1月14日㈫  ⑪12:50～13:40　③健康増進センター
②平成24年4月1日～4月23日に生まれた子

3歳健診  1月 7日㈫  ⑪12:50～13:40　③健康増進センター
②平成22年7月生まれの子

■①　乳児・母乳相談

 1月15日㈬
10:00～11:30 ③ふじみ野交流センター ⑪ 9:40～10:00　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。 1月28日㈫

10:00～11:30 ③みずほ台コミュニティセンター

わくわく子育て
トーキング

 1月30日㈭
10:00～11:30

⑪ 9:45～10:00　②1歳くらいまでのお子さんとお母さん　③みずほ台コミュニティセンター
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。

学 ぶ
Learning

普通救命講習
とき／１月２５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／１月１４日（火）～１７日（金）
午前８時３０分～午後５時に電話で
問合せ／入間東部地区消防組合消
防本部救急課 �０４９―２６１―６６７３

子育てボランティア養成講座
わらべうたとベビーマッサージ
を学びます。
とき／１月２４日（金）
午前１０時３０分～正午
場所／諏訪児童館
申込み／１月４日（土）午前１０時か
ら電話で
問合せ／諏訪児童館
�０４９―２５５―６６７１

子 育 て
Child-rearing

諏訪児童館からのお知らせ
問合せ �０４９―２５５―６６７１

みんな集まれお正月あそび大会
①とき／１月５日（日）
午後３時～４時３０分
内容／書初め
②とき／１月６日（月）
午前１０時～午後３時３０分
内容／こま回し、郷土ジャンボカ
ルタ、百人一首、羽根突きなど
③とき／１月７日（火）午後２時～
内容／お茶会、俳句
※いずれも小学生以上が対象です。

（幼児はご相談ください）

たこを作ろう
とき／１月１１日（土）～１７日（金）
午後３時～４時３０分（祝日を除く）
対象／小学生以上
（幼児はご相談ください）
内容／ビニールのぐにゃぐにゃだ
こ・和紙のダイヤだこ・こまだこ
など

たこあげをしよう
とき／１月１８日（土）
午後２時～４時
（雨天中止）
場所／
諏訪小学校校庭

冬のこども工作会
ア シ モ

ダンボールでASIMOを作ろう！
とき／２月１１日（祝）
午前１０時～１１時３０分
場所／中央図書館
対象／市内在住の小学３～６年生
定員／２０人
講師／本田技研工業（株）埼玉製作
所従業員ほか
申込み／１月７日（火）午前９時３０
分から直接または電話で
※本人、家族以外の方の申し込みは

ご遠慮ください。
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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こころと体の健康とアルコール
講演会
とき／１月２２日（水）
午後２時～４時
場所／鶴瀬西交流センター
対象／こころと体の健康に関心の
ある方および支援者、関係職員
テーマ／「その飲み方は大丈夫？」
～楽しく、末永くお酒とつき合う
ために～

かきぶちよういち

講師／垣渕洋一氏（東京アルコール
総合医療センター長）
申込み／１月２１日（火）までに直接、
FAXまたは電話で
問合せ／朝霞保健所
�０４８―４６１―０４６８
�０４８―４６０―２６９８

食物アレルギーの栄養指導と
実際の対応
とき／２月１０日（月）
午前１０時～１１時３０分
場所／朝霞保健所
対象／栄養士資格のある方
定員／３０人程度（無料、先着順）
講師／林典子氏（国立病院機構相模
原病院臨床研究センター管理栄養士）
申込み／氏名、電話番号（昼間連絡
がつく番号）を記入し、FAXで
問合せ／朝霞保健所
�０４８―４６１―０４６８
�０４８―４６０―２６９８

暮らしとこころの総合相談会
in 富士見
多重債務・失業など生活面の問
題や、心身の健康について専門家
が相談をお受けします。
とき／２月４日（火）
午前１１時～午後３時
（受付：１０時３０分～）
場所／鶴瀬西交流センター
申込み／２月３日（月）までに「暮
らしとこころの相談会事務局」
（�０４８―７８２―４６７５）へ電話で
問合せ／障がい福祉課 �○内３３５
※この事業は、県が「夜明けの会」（ク

レジット・サラ金被害者の会）へ委託

しています。毎週木曜午後３時～７

時に JACK大宮でも行っています。

犬の飼い方・しつけ方教室
最近、飼い主のモラ
ル低下や犬の習性など
の理解不足によるトラ
ブルが大変多くなって

います。人と犬が共に幸せな家族
として暮らしていくには、「しつ
け」が必要です。しつけの方法が
わからない、これから飼い始めよ
うと思っている方を対象に、模範
犬を使って学ぶ教室です。
※当日、飼い犬の同伴はできません。
とき／１月１８日（土）
午後１時３０分～３時３０分
場所／健康増進センター体育館
定員／８０人（無料、申込順）
講師／ジャパンケネルクラブ公認
訓練士
主催／朝霞保健所管内ふじみ野地
区狂犬病予防協会
申込み／１月１７日（金）までに電話で
問合せ／健康増進センター
�０４９―２５２―３７７１

これで安心�
スムーズな職場復帰
職場で居場所をなくさずに育休
を取りたい方必見です！
育休に必要な準備や効率的な仕
事と育児の両立など、悩みや疑問
を解消しましょう。
とき／２月１日（土）
午後２時～４時（１時３０分開場）
場所／水谷公民館
定員／５０人（無料、申込順）

やまぐち り え

講師／山口理栄氏
（育休後コンサルタント）
主催／市・男女共同参画推進会議
申込み／１月１４日（火）からFAXま
たは電話で
※保育あり（要予約、未就学児）
問合せ／人権・市民相談課
�○内２７３ �０４９―２５４―２０００

☆男性も女性もいきいきできる社会へ☆

中央図書館の貸出冊数変更
２月１日（土）から図書・雑誌・
紙芝居の貸出冊数を２０冊まで増や
します。ぜひご利用ください。
（１月３１日まで１０冊以内）

※貸出期間は１５日以内で変更あり

ません。

※視聴覚資料（ビデオ・CD・カセット

テープ）の貸出点数（２点以内）と貸

出期間（８日以内）は変更ありません。
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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
（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
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イベント
Event

市民総合体育館からのお知らせ
問合せ �０４９―２５１―５５５５

バスケットボール交流大会
優勝チームには賞品あり！
とき／２月１日（土）
午前９時～午後４時
対象／高校生以上のチーム
定員／（申込順）
男性３チーム
女性３チーム
男女混合３チーム
参加費／１チーム５，０００円
※応募数により試合形式が変更にな

る場合があります。
ズ ン バ

ZUMBA（全６回）
ラテン系の音楽とダンスを融合
させた創作ダンスフィットネスエ
クササイズです。筋肉を鍛えるこ
とができ、ダイエット効果もあり
ます。
とき／２月６日～３月１３日
毎週木曜午後２時～３時１５分
対象／一般
定員／３０人（申込順）
参加費／３，０００円（保険代など）

共通事項
申込み／１月６日（月）から午前
８時３０分～午後９時に直接また
は電話で（１月２０日（月）の休館日
を除く）
主催／公益財団法人キラリ財団

土曜おもしろミューズランド
古代の組みひもでミサンガをつ
くろう。
とき／１月１８日（土）
午前１０時、午後２時の２回
場所／水子貝塚資料館体験学習室
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）
※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

社協ふれあいバザー開催
とき／２月１日（土）
午前１０時～午後０時３０分
※雨天決行
場所／市民福祉活動センターぱれ
っと
内容／衣類、食品、日用雑貨、子
ども用品、模擬店など
問合せ／富士見市社会福祉協議会
�０４９―２５４―０７４７

針ケ谷コミセン寄席
とき／１月１２日（日）
午後２時開演
場所／針ケ谷コミ
ュニティセンター
※入場無料
演目／古典落語、
新作落語、漫才など
出演／立教大学落語研究会
問合せ／針ケ谷コミュニティセン
ター �０４９―２５１―８４７８

学 ぶ
Learning

富士見市民大学公開講演会
『平穏死』のすすめ
～穏やかに死ぬという選択～

あなたやあなた
の大切な人が人生
の終末期を迎えた
時、あなたならど
うしますか。
治療を続けるか、
医療的措置をせず
に自然な死を受け入れるか。患者
の生命と向き合ってきた体験を語
っていただきます。
とき／２月１日（土）
午後２時～４時
場所／鶴瀬コミュニティセンター

いしとびこうぞう

講師／石飛幸三氏（特別養護老人ホ
ろ か

ーム・芦花ホーム常勤配置医）
料金／５００円
※チケットは鶴瀬公民館で発売中です。
問合せ／鶴瀬公民館
�０４９―２５１―１１４０

地域・自治シンポジウム
点検！富士見市の大災害に備える
～あなたの地域の弱点は�～
今までの地域や家庭の防災常識
を見直して、我がまち、我が家に
合った対策を考えましょう（無料）。
プレシンポジウム
とき／１月１９日（日）午後１時～３時
場所／鶴瀬公民館
内容／子どもの視点で作った地域
の安全マップ、新しい富士見市地
域防災計画の向こう側に見える地
域・家庭の課題
全体会シンポジウム
とき／２月９日（日）
午後１時～３時３０分
場所／ふじみ野交流センター

テーマ／見直そう！
わが家の防災と地域
の共助

たま き たかし

講師／玉木貴氏
（市民防災ラボ代表）

問合せ／鶴瀬公民館
�０４９―２５１―１１４０

男の厨房『TSURUSE』
ちゅうぼう

男子厨房に入らず
はもう古い！できる
男は料理もうまい�
※１回だけの受講可。

誰でもできる簡単家庭料理
とき／１月２６日（日）
午前１０時～午後１時
メニュー／梅干しとしょうがの炊
き込みご飯、サケとキャベツのク
リームいためほか
家でもできる男の本格手打ちうどん
とき／２月１６日（日）
午前１０時～午後１時

共通事項
場所／鶴瀬公民館
対象／市内在住、在勤の５０歳以
上の男性
定員／各１２人 参加費／５００円
申込み／１月８日（水）から直接
または電話で（土・日曜、祝日を
除く）
問合せ／鶴瀬公民館
�０４９―２５１―１１４０
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埼玉ブロンコス
富士見市民応援デー開催
埼玉県全土をホームタウンとす
る日本プロバスケットボールリー
グ（bj リーグ）所属の「埼玉ブロン
コス」をみんなで応援しませんか。
とき／２月８日（土）午後６時試合
開始（４時１５分開場）・９日（日）午後
２時試合開始（０時１５分開場）
場所／さいたま市記念総合体育館
（さいたま市桜区道場４―３―１）
対戦／埼玉ブロンコスVS島根ス
サノオマジック
応援デー料金／大人１，２００円
小中高生５００円
※当日販売のみ（試合開始２時間半前

から販売開始。１人４枚まで購入可）

市内在住、在勤、在学のいずれかが

分かるものを提示
問合せ／（株）埼玉ブロンコス
�０４―２９２３―５１００

埼玉伝統芸能フェスティバル
ほ ど さん

～宝登山の春～
長瀞に古くから
受け継がれてきた
神楽と獅子舞をお
楽しみください
（無料、申込順）。
とき／１月１９日（日）
午後１時開演（０時３０分開場）
場所／埼玉会館
（さいたま市浦和区高砂３―１―４）
出演／宝登山神社神楽団（長瀞町）、
金崎・国神獅子舞団（皆野町）
主催／県・（公財）埼玉県芸術文化
振興財団
申込方法／はがき、Eメール、FAX
または電話で（郵便番号・住所・氏
名（ふりがな）・電話番号・観覧者氏名

（４人まで）を記入）
問合せ／県文化振興課「伝統芸能
フェスティバル」係
�０４８―８３０―２８７９
（〒３３０―９３０１

さいたま市浦和区高砂３―１５―１）
a２８７５―０１＠pref.saitama.lg.jp

�０４８―８３０―４７５２

富士見市市民人材バンクモデル事業
ペタンクに挑戦！
子どもから大人
まで一緒に楽しめ
るスポーツを皆さ
んも体験してみま
せんか。
優勝チームには賞品あり！
とき／２月２３日（日）
午前１０時～正午
場所／鶴瀬小学校校庭
（雨天時は鶴瀬小学校体育館）
対象／小学５年生以上
内容／ペタンクのルールを学んだ
後、チームを組んで対戦します。
定員／３０人（無料、申込順）
指導／富士見市ペタンク連盟
申込み／１月２２日（水）午前９時か
ら電話で
主催／富士見市市民人材バンク推
進員の会
問合せ／生涯学習課 �○内６３１

第２２回ふじみ福祉フォーラム２１
安心して暮らせる街をめざして！
～助け合い 勇気を出して 声かけて～

とき／１月１８日（土）
午後１時３０分～４時１０分
（入場無料、手話通訳あり）
場所／キラリふじみ
主な内容／
午後１時３０分から
まち歩き防災点検活動発表
（鶴瀬小学校・関沢小学校児童）
午後２時１０分から
こころを伝える歌声
（鶴瀬小学校合唱部）
午後２時４０分から
東日本大震災ドキ
ュメンタリー映画
「Pray for Japan
～心を一つに～」
模擬店／飲食、手芸品、衣料品、
生花、東松島市支援など
主催／第２２回ふじみ福祉フォーラ
ム２１実行委員会
問合せ／福祉課 �○内３３４

古文書入門講座（全３回）
市内に残された江戸時代の古文
書を解読しながら、当時の歴史や
文化を学びます。
とき／１月１８日（土）・２５日（土）、
２月１日（土）
いずれも午後２時～４時
場所／講座室
定員／２０人（無料、申込順）
講師／山野健一（当館職員）
申込み／直接または電話で

古民家消防訓練のお知らせ
古民家から出火したという想定
で、消防訓練を実施します。
来園者の方には避難訓練にご協
力くださるようお願いします。訓練
後には、消火器の体験もできます。
※非常ベルが鳴りますが、火災とお
間違いにならないよう、ご注意くだ
さい。
とき／１月１８日（土）
午後１時～１時３０分
場所／旧金子家住宅

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
※時間内に資料館へお越しください。

４日（土） お正月あそび

５日（日） お正月あそび

１１日（土） たこあげ

１２日（日） 紋切り

１３日（祝） ミニたこ作り

１８日（土） いろりの日

１９日（日） ミニほうき作り

２５日（土） わたくり

２６日（日） トントン紙相撲

「マユ玉ダンゴ」実演・販売
ようさん

小正月に農作物やマユ（養蚕の
まゆ

繭）の豊作を願って飾る「マユ玉
ダンゴ」を作り、販売します。
とき／１月２６日（日）
午前１１時～午後１時ころ
（売切れ次第終了）
場所／旧金子家住宅
主催／難波田城公園活用推進協議会

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）、年末年始（１２月２９日～１月３日）
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ゆずります

姿見／ライティングデスク／こたつ／座イ
ス／ソファー（3人用）／パーテーション
（間仕切り）／ビデオデッキ／水槽一式／
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）／ひな
人形（ケース入り）／チャイルドシート／ベ
ビーカー／ベビーベッド

ゆずってください

洋裁用人体／オイルヒーター／8ミリビデオデッキ／自転車後ろ用幼児イス／幼児用イス
付自転車／バレーボールシューズ（23.5㎝）／谷津幼稚園制服･体操着（男児用サイズ不
問）／富士見台幼稚園夏･冬用制服･体操着（男女児用110㎝以上）／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
・••１２月１１日現在••・

平成２５年

1月21日㈫～26日㈰10:00～16:00（最終日
は15:00まで）／中央図書館／絵画･書道･
俳句･水墨画･写真･絵手紙･折り紙など／
渡邉　2049-254-3362

1月26㈰15:00開演（14:30開場）／キラリふ
じみ／第1部：荒馬踊り、中山太鼓など
第2部：虎舞、竿

かん　とう

灯、秩父屋台囃
ばや

子
し

など／
大人2,500円、小人･障がい者2,000円（い
ずれも自由席）／
ふじみ野保育園　2049-256-8862

第1～3土曜10:00～12:00／鶴瀬西交流セ
ンター／千

せん

字
じ

文
もん

、百人一首をもとに楷･行･
かなの勉強をしています／入会金1,000円
／月会費2,000円／見学随時／
萩原　2049-251-2677

①毎週日曜13:30～16:30②毎週月曜18:30
～21:30／ふじみ野小体育館または富士見
高剣道場／小1以上の男女／剣道の練習
／入会金1,000円／年会費5,000円（保険
代含む）／関谷　2090-8842-6105

月3回水曜①10:00～10:40②10:50～11:30
／鶴瀬西交流センター／未就園児と親／幼
児リトミック／月会費3,000円／無料体験あり
／栗田　2080-4080-7295

月4～8回水曜（土･日曜）19:00～21:00／
富士見台中体育館、鶴瀬西交流センターな
ど／よさこい鳴子踊り。鳴子両手に熱い思
い出をつくりませんか／入会金3,000円／年
会費10,000円／2月初旬に体験説明会予定
／福岡　2090-1614-6239

月2回日曜（祝日）／幼稚園年長～小5／異
年齢の仲間と野外での活動を中心に楽しく
学び体験する／入団金3,000円／月会費
1,000円／〒354-0026鶴瀬西2-11-35　
氏家治子（はがきで資料請求してください）

月3回土･日曜10:00～12:00／鶴瀬公民館、
鶴瀬西交流センターなど／園児～中学生／
礼節を重んじ、集中力を高める／半年会費
9,000円（教本･教材費含む）／
宮川　2080-6658-0568

募　集イベント

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

イベント
Event

第５回子供～高齢者
「そろばんに挑戦」
そろばん大会に参加しませんか。
とき／２月２２日（土）
午前９時３０分～午後３時
場所／鶴瀬西交流センター
内容／年齢別部門個人総合競技、
種目別競技（自由参加）
定員／１００人程度 参加費／５００円
申込み／１月１５日（水）までに参加
費を添えて直接
問合せ／富士見市商工会
�０４９―２５１―７８０１

新春太鼓まつり
和太鼓グループが
集まり新年を祝いま
す。和太鼓の勇壮な
響きをお楽しみくだ
さい（無料）。
とき／１月１２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／かじ兵衛太鼓、みずほ子ど
も和太鼓クラブ、どんどこ、ふじ
よし太鼓、富士見太鼓の会、タヒ
チアンダンス「アイタペアペア」
主催／新春太鼓まつり実行委員会
問合せ／鶴瀬公民館
�０４９―２５１―１１４０

特別支援学級・特別支援学校
児童生徒合同作品展

ちょう そ

絵画・造形・彫塑など、子ども
たちの作品をご覧ください。

とき／１月２９日（水）～２月４日（火）
午前９時３０分～午後７時（最終日は
午後３時まで） ※月曜休館日を除く
場所／中央図書館展示ホール
主催／富士見市教育研究会
特別支援学級経営研究班
問合せ／ふじみ野小学校（松木）
�０４９―２６７―２３１２
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