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ふじみ青年学級 学級生募集
ふじみ青年学級は、障がいのあ
る方の生活の充実を目指し、学習
・スポーツ・文化活動支援と地域
交流を目的に年間を通して開催し
ています。
日常生活の幅を広げる活動（バ

ーベキュー、電車で外出、料理づく
り、合奏・合唱など）をみんなで話
し合って決めています。親睦を深
めながら楽しい休日を一緒に過ご
してみませんか。
※学級の活動を支援するボランティ
アの方も募集しています。詳しくは
お問い合わせください。
活動日／月１回日曜
午前９時～午後３時
対象／市内在住、在勤、在学の１５
歳以上の方
参加費／無料（食事・材料代などは
実費負担）
※送迎はありません。
申込み・問合せ／鶴瀬公民館
�０４９―２５１―１１４０

ワンナイトステイの受け入れ家庭
世界各国から日
本語を教えるため
に研修に来ている
外国人教師の週末
だけのホストファミリーになりま
せんか。
日本語で会話ができますので、
気軽に国際交流、国際理解を深め
ることができます。
受入家庭の条件／
①宿泊用に個室が用意できる家庭
②参加者の食事やペット、お祈り
などの習慣にご理解いただける方
③家族が２人以上いること
実施日／５月１７日（土）～平成２７年
２月２２日（日）
※この期間内に８回実施予定。詳し
くはお問い合わせください。
宿泊期間／１泊２日（土・日曜）
登録申込／３月３１日（月）までに登
録申込書を郵送または直接

（〒３５４―８５１１（住所不要）富士見市役所
人権・市民相談課）
※登録申込書は県・市ホームページ
で入手可。なお、年度ごとに更新手
続きが必要です。年度途中の新規登
録も受け付けます。
問合せ／人権・市民相談課
�○内２７３

埼玉県美術展覧会（県展）
作品募集
日本画、洋画、
彫刻、工芸、書、
写真の６部門があ
り、県内最大の公
募美術展です。
資格／県内在住、在勤、在学の１５
歳以上の方（中学生を除く）
出品点数・手数料／各部門３点まで
１点につき３，０００円
応募方法／搬入期間（５月８日（木）
～１１日（日）※詳細は開催要項を参照）
に県立近代美術館へ直接
※開催要項は、県生涯学習文化財課、
富士見市地域文化振興課・公民館・
図書館などで配布（県ホームページか
らも入手可）

県展会期／
５月２７日（火）～６月１８日（水）
午前１０時～午後５時３０分（月曜休館）
場所／県立近代美術館
（JR京浜東北線北浦和駅西口徒歩３分）

問合せ／県生涯学習文化財課
�０４８―８３０―６９２１

ご 案 内
Guidance

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／４月９日（水）
午前１０時～午後４時 ※申込不要
場所／針ケ谷コミュニティセンター
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

スポーツ安全保険のご案内
平成２６年度の受付が３月３日（月）

から始まります。
対象／スポーツ活動や文化活動な
どを行う５人以上の団体
保険期間／４月１日～平成２７年３
月３１日（４月１日以降の申込みは払
込日と加入依頼書を郵送した消印日

のいずれか遅い日の翌日から有効）
事故の範囲／団体管理下での活動
中（国内）の事故など
補償内容／傷害保険・賠償責任保
険・突然死葬祭費用保険（加入区
分により補償金額は異なります）
掛金／８００円～１１，０００円（活動内容
により異なります）
申込方法／市民総合体育館にある
加入依頼書に必要事項を記入し、
郵便局窓口で払い込み後、払込受
付証明書を貼付し下記へ郵送
※スポーツ安全協会ホームページか

らも加入できます。
問合せ／公益財団法人スポーツ安全
協会埼玉県支部 �０４８―７７９―９５８０
http://www.sportsanzen.org/

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

３月号のテーマ
しゅうろう へんこう

就労ビザの変更
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

夕焼け放送の
時刻と曲目が変わります
３月１日（土）～１０月３１日（金）の
放送時刻は午後５時、曲目は「夕
焼け小焼け」です。
問合せ／安心安全課 �○内４４６
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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

 3月24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
 3月 5日㈬  ⑪12:50～13:40　③健康増進センター

②平成25年10月1日～10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
 3月17日㈪  ⑪12:50～13:40　③健康増進センター

②平成25年10月16日～10月31日に生まれた子

12か月健診  3月11日㈫  ⑪12:50～13:40　③健康増進センター
②平成25年3月11日～3月31日に生まれた子

1歳6か月健診  3月12日㈬  ⑪12:50～13:40　③健康増進センター
②平成24年6月9日～6月30日に生まれた子

3歳健診  3月18日㈫  ⑪12:50～13:40　③健康増進センター
②平成22年9月生まれの子

■①　乳児・母乳相談

 3月 4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。 3月19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 育 て
Child-rearing

小学生春休み卓球教室（全３回）
基礎から卓球に親しみます。初
めての方でも丁寧にわかりやすく
指導します。卓球を楽しみながら
身体を動かしましょう。
とき／４月２日（水）・３日（木）、
５日（土）
小学１～３年生
午前９時～１０時３０分
小学４～６年生
午前１０時４５分～午後０時１５分
場所／市民総合体育館
定員／各１５人（申込順）
参加費／１，５００円
主催／（公財）キラリ財団
申込み／３月１日（土）から午前８
時３０分～午後９時に直接または電
話で（１７日（月）休館日を除く）
問合せ／市民総合体育館
�０４９―２５１―５５５５

３歳から５歳までのお友達集まれ
「春のお楽しみ会」
とき／３月１５日（土）
午前１１時～正午
場所／諏訪児童館
対象／未就学児と保護者
（兄弟の参加もできます）
定員／６０組
出演／人形劇「あゆ」
申込み／３月１日（土）午前１０時か
ら直接または電話で
問合せ／諏訪児童館
�０４９―２５５―６６７１

春のこども工作会 ストーンペ
インティングをやってみよう！
とき／４月５日（土）
午前１０時～正午
場所／中央図書館
対象／市内在住の
小学生
定員／２５人
講師／本田技研工業（株）埼玉製作
所従業員ほか
申込み／３月８日（土）午前９時３０
分から直接または電話で
※本人、家族以外の方の申込みはで

きません。

※汚れても良い服でお越しください。
問合せ／中央図書館
�０４９―２５２―５８２５

図書館ツアー
～図書館を楽しく知ろう～
図書館員と一緒に図書館を見学
し、本を並べる体験などをします。
とき／３月１６日（日）午後３時～４時
場所／図書館鶴瀬西分館
対象／小学生
※保護者の方も一緒に参加できます。
定員／１０人
※無料、申込不要。直接お越しください。
（受付：２時３０分～）
持ち物／筆記用具、図書館利用カ
ード（お持ちの方）
問合せ／図書館鶴瀬西分館
�０４９―２５２―５９４５

募 集
Invitation

富士見市から見る富士山
第２回春季写真コンテスト
撮影・募集期間／
３月１日（土）～５月３１日（土）
展示・見学者投票期間／
６月１日（日）～２０日（金）
展示場所／鶴瀬西交流センター
優秀作品の表彰／６月下旬
※詳しくは、市ホームページまたは広
報『ふじみ』２月号をご覧ください。
申込み・問合せ／鶴瀬西交流セン
ター �０４９―２５１―２７９１

富士見市役所 �０４９―２５１―２７１１ �０４９―２５４―２０００�������	�
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ゲートキーパー養成講座（全４回）
だれでもゲートキーパー

ゲートキーパーとは、悩んでい
る人に気づき、声をかけ、話を聞
いて、必要な支援につなげ、見守
る人のことです。
①ゲートキーパーとは何か？
～その役割について～
とき／３月１０日（月）
午後２時～３時３０分

みなみさち え

講師／南幸恵氏（精神保健福祉士、
メンタルレスキュー協会、シニア産

業カウンセラーほか）
②ゲートキーパーの実践
～基本的な対応～
とき／３月１３日（木）
午後２時～３時３０分
講師／南幸恵氏
③ゲートキーパーの実践
～状況に応じた対応～
とき／３月２０日（木）
午後２時～３時３０分
講師／南幸恵氏
④医療現場からみた自殺予防
～知っておいてもらいたいこと～
とき／３月２７日（木）
午後１時３０分～３時

あつし

講師／里村淳氏（精神科医師、富士
見メンタルクリニック院長）

共通事項
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）
申込み・問合せ／障がい福祉課
（�○内３３５）に直接または電話で

書道教室
初心者の方も大歓迎！
毛筆できれいに名前を書きたい
方や書道に興味のある方、一緒に
楽しく学びませんか。
とき／第２・４月曜
午後１時３０分～３時３０分
場所／シルバー人材センター
費用／１０，５００円（半年分）
申込み・問合せ／
シルバー人材センター
�０４９―２５３―６６８６

普通救命講習
とき／３月２３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／３月１０日（月）～１４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

抱っこでハッピー ベビーダンス
初めてでも安心して無理なくで
きる、ママ（パパ）が赤ちゃんを抱
っこして踊ります。
親子が温もりや呼吸を感じ合い、
心地よい抱っこで赤ちゃんの寝か
しつけにも効果的です。
とき／３月２０日（木）
午前１０時３０分～１１時３０分
場所／鶴瀬公民館
対象／首のすわった３か月～２歳
の抱っこができる子どもと保護者

定員／１５組
講師／橋本のり子氏（日本ベビーダ
ンス協会認定インストラクター）
申込み／３月６日（木）午前９時か
ら電話で
問合せ／
鶴瀬公民館
�０４９―２５１―１１４０

春休み親子人形劇場
とき／３月２６日（水）
午後２時開演
場所／水谷公民館
※車での来場はご遠慮ください。
対象／未就学児と保護者、小学校
低学年
内容／人形劇「雪の女王」（４０分）・
「おこすなキケン」（１０分）
出演／劇団小さいお城
定員／８０人（無料、申込順）
申込み／直接または電話で
問合せ／水谷公民館
�０４９―２５１―１１２９
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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
（４月２１日まで休室）

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

第８回大人のおはなし会
「おはなしひなあられ」
とき／３月３日（月）
午後２時～４時
場所／鶴瀬西交流センター
対象／中学生以上
定員／５０人
主催／おはなしボランティア「す
ぷんふる」・中央図書館
※申込不要。直接お越しください。
※「すぷんふる」は昔話などを語る
ストーリーテリングの会です。
問合せ／中央図書館
�０４９―２５２―５８２５

第４回東入間防災フェア
とき／３月９日（日）
午前９時～午後４時（小雨決行）
場所／ふじみ野市福岡中央公園
内容／防災啓発、東北物産展、２
市１町名店街、ライブステージ、
B級グルメ大会
主催／（社）東入間青年会議所
問合せ／（社）東入間青年会議所
�０４９―２６１―２２８３

学 ぶ
Learning

はじめてのキャラクター弁当
子育て中の方に向けた料理講習
会です。カロリーや栄養に配慮し
たキャラ弁づくりに挑戦します。
とき／３月１３日（木）
午前１０時～午後０時３０分
場所／ふじみ野交流センター
対象／市内在住、在勤の方
定員／１２人（申込順）
講師／PFCの会
参加費／７００円（材料代）
持ち物／エプロン、三角きん、弁
当箱（子ども用）
※保育あり（２歳以上、定員１０人、要

予約）
申込み／３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

第８期
富士見市コミュニティ大学
高齢者のさらなる生きがいを追
求する生涯学習と、親睦交流を深
める富士見市コミュニティ大学で
は、第８期の受講生を募集します。
春・秋ウォ―キング大会や修学
旅行、作品展示会などもあります。
開校期間／４月１８日～平成２７年２
月１５日の第１・３金曜（全１７回）
場所／老人福祉センター「びん沼
荘」（送迎バスあり）
対象／市内在住で満６０歳以上の方
内容／午前一般教養講座（健康・
福祉や安心・安全など、日々の暮ら

しと生活・地域社会に密着した内容

や文芸・歴史・政治・環境などの学

習）
午後クラブ活動（民謡・
俳句・社交ダンス・美術・

書道・ゲートボール・歌

謡教室・心身太極健康・

健康ウォーキング・折紙教室）
定員／原則１３０人
参加費／受講運営協力金２，５００円、
自治会費５００円
申込み／３月２１日（祝）までに、老
人福祉センター、各公民館・交流
センター・コミュニティセンター、
高齢者福祉課（土・日曜、祝日を除く）
にある申込書に記入し直接
問合せ／富士見市コミュニティ大
学運営委員会
角谷�０９０―４３７３―９２５３
白井�０９０―１７１９―４２６１

平和学習会
どうなっているの！？今のメディア
～「現場」からの報告～
メディアとどう向き合えばいい
のか一緒に考えましょう。
とき／３月１５日（土）
午後１時３０分開演（１時開場）
場所／鶴瀬公民館
講師／北村肇氏
（「週刊金曜日」発行人）
主催／ピースフェスティバル実行
委員会・市教育委員会
問合せ／鶴瀬公民館
�０４９―２５１―１１４０

とき／３月８日（土）・９日（日）
午前１０時～午後５時
（９日は午後４時まで）
主な内容／
※ は体験、 は販売もしています。
作品展示（両日）

てんこく

書、水墨 、絵、七宝 、篆刻 、
連句、俳句、和服、リメイク 、手
芸 、押花 、フラワーアレンジ
メント 、パソコン作品、写真、和
小物 、昔あそび

喫茶コーナー
（両日 午前１０時～午後４時）
コーヒー、パン、健康スープ、山菜おこ

もち

わ、お餅など（餅つきも体験できます）

活動発表
（８日（土）午後２時～２時４０分）
出演：パワーアップ針ケ谷

西中吹奏楽部の演奏
（８日（土）午前１０時１５分～１０時４５分）

ぐ れん

山の音楽家、紅蓮の弓矢、RPG、
J-pop stage 嵐メドレー

体験コーナー
（８日（土）午後１時～１時４０分）
内容／気功・太極拳体験
定員／２０人（無料、申込順）
持ち物／動きやすい服装と底の低い靴

ようめい じ

協力／楊名時気功太極拳椿会
申込み／３月６日（木）まで

舞台発表
（９日（日）午前１０時４５分～午後３時
４０分）
楽器演奏、コーラス、舞踊、詩吟、
ダンス、朗読、南京玉すだれ

第９回針ケ谷・みずほ台コミュニティセンター合同文化祭
場所・問合せ／針ケ谷コミュニティセンター �０４９―２５１―８４７８
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水子貝塚資料館からのお知らせ
問合せ �０４９―２５１―９６８６

企画展 旅するモノたち－物流か
ら探る原始・古代の人々の動き－
市内の遺跡からは遠方から運ば
れてきた土器や石器などが出土し
ています。そうした物から旧石器
時代から平安時代までの富士見市
と周辺地域との交流のあり方を探
ります（無料）。
展示期間／３月３０日（日）まで
場所／資料館展示室

ふじみ考古学教室
とうさんどう む さしみち

①古代の物流と東山道武蔵路
とき／３月９日（日）

やすし

講師／根本靖氏（所沢市教育委員会）
②旧石器人と黒曜石
とき／３月２９日（土）

じゅん

講師／大久保淳氏
（三芳町立歴史民俗資料館）

共通事項
時間／午後１時３０分～３時３０分
場所／資料館体験学習室
定員／各３０人（無料、申込順）
申込み／直接または電話で

土曜おもしろミューズランド
①どんぐりクラフト
とき／３月１日（土）
対象／小学生以上
（未就学児は保護者同伴で可）

②アンギンのコースターづくり
とき／３月１５日（土）
対象／小学４年生以上
（３年生以下は保護者同伴で可）

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
定員／各１５人（先着順）
※無料、申込不要。直接お越しく
ださい。

第１３回埼玉県障害者スポーツ大会
彩の国ふれあいピック
障がい者スポーツの振興を図る
ことを目的に、５月に開催される
大会の参加者を募集します。第１４
回全国障害者スポーツ大会代表選
手選考会も兼ねます。詳しい日程
などはお問い合わせください。
申込み／３月６日（木）までに直接
問合せ／福祉課地域福祉係
�○内３３４

３．１１を忘れないコンサート
とき／３月２日（日）
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
参加費／無料
１部 音楽ボランティアしゃぼん
玉、邦楽アンサンブル奏SO、コ

か のん

ーラス歌音、ゆうなの会によるコ
ンサート
２部 太田真季と歌おう「うた声
広場」
主催／３．１１を忘れないコンサート
実行委員会
問合せ／鶴瀬公民館
�０４９―２５１―１１４０

第２８回南畑ふるさとまつり
とき／３月８日（土）午後１時～５時
９日（日）午前９時～午後３時３０分
場所／南畑公民館
内容／舞台発表、作品展示、模擬
店、子どもみこし、お楽しみ抽選
会など
主催／南畑公民館利用者の会
問合せ／南畑公民館
�０４９―２５１―５６６３

春季企画展
いまむかし

田んぼ今昔－耕地改良のあゆみ－
富士見市は都心から最も近くに
水田地帯を残すまちの一つです。

しつでん かんでん

水はけの悪い湿田を乾田にして作
業しやすい水田にするため、農家
はさまざまな耕地改良を行ってき
ました。明治時代から近年までの
取組みを紹介します（無料）。
とき／３月８日（土）～６月８日（日）
場所／資料館特別展示室
主な展示／水谷村耕地整理の絵図
・写真、南畑村耕地整理基本調査
絵図、農地交換分合啓発ポスター、
農具（ミズグルマ、スイコ）など

企画展関連イベント
新作紙芝居『作べえ堀』上演会
江戸時代、下南畑村の作べえさ
んが伊佐沼（川越市）から用水堀を
つくったときの話です（無料）。
とき／３月２９日（土）
午前１１時～１１時３０分
※直接会場へお越しください。
場所／
旧金子家住宅
協力／わんだー
民話らんど

企画展関連講演会
いまむかし

田んぼ今昔、そして未来へ
大都市に近い土地での農業のあ
り方を、現役の稲作農家の方に語
っていただきます。
とき／３月１５日（土）
午後１時３０分～３時
場所／資料館講座室
定員／３０人（無料、申込順）

やぎしたはるよし

講師／柳下春良氏（地元農家）

３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
※時間内に資料館へお越しください。

１日（土） わたくり

２日（日） ひなまつりカード

８日（土） はたおり

９日（日） 布きれで遊ぼう

１５日（土） いろりの日

１６日（日） 縄ない機実演と縄ない

２１日（祝） わたくり

２２日（土） はたおり

２３日（日） トントン紙相撲

２９日（土） 昔の着物を着てみよう★

３０日（日） 昔の着物を着てみよう★

★受付終了：午後２時３０分

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）
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ゆずります

ロフトベッド／シングルベッド（マットレスなし）／パイプハン
ガー／学習机（上置き付）／ソファー（2人用・3人用）／籐

と う

製
せ い

のラブチェア／マッサージチェア／マッサージ座イス／全自
動マージャン卓／ポータブルトイレ／コンクリートブロック
（62個）／ランドセルラック／ベビー服（つなぎ60㎝）／ベ
ビーチェア（テーブル固定式）／ベビーバス／ベビーラック

ゆずってください

8ミリビデオデッキ／車いす／グラウンドゴルフセット／子ども用自転車
（男女児用16～18㌅）／谷津幼稚園制服・体操着一式（男児用130～
140㎝）／すわ幼稚園夏・冬用制服（男児用120～130㎝）／水谷東小長
袖･半袖体操服（140～150㎝）／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用、175㎝用）／勝瀬
中雨がっぱ（女子用M･160㎝）／子ども服（男児用80～90㎝）

問合せ／環境課　2 246
・••２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

3月24日㈪～30日㈰9:00～22:00／鶴瀬西
交流センター／事故後の写真と両国の子ど
もたちが描いた絵の展示／主催ふじみーる
／小林　2049-252-9125

3月30日㈰9:30～15:00／みずほ台駅東口
駅前9:30集合／水子貝塚や難波田城をは
じめ市内の湧水･サクラ･緑地を巡ります／
参加費100円（保険･資料代など）／持ち物
弁当、飲み物／3月20日㈭までに電話で／
主催ふれあい街道みちしるべ、NPO法人
富士見市民大学／動きやすい服装でお越し
ください／鶴瀬公民館　2049-251-1140

募　集

月3回火曜10:00～12:00／諏訪集会所／ゆっ
たりと楽しくやっています／入会金1,000円／
月会費2,500円／浜田　2049-268-1302

鶴瀬西交流センター第2･4金曜10:00～12:00
水谷公民館　　 第1･3土曜10:00～12:00
ふじみ野交流センター第2･4土曜10:00～12:00
針ケ谷コミュニティセンター第2･4月曜10:00～12:00
／篆刻印の製作／いずれも月会費700円／
中島　2049-251-5604

会員募集…月2回土曜13:00～17:00／鶴
瀬公民館または鶴瀬西交流センター／自由
対局／入会金1,000円／年会費2,000円
月例会（将棋大会）…月1回日曜10:00～17:00
／鶴瀬公民館･鶴瀬西交流センター／棋力
別に対局を行う。各クラス3位まで賞品あり
／参加費1,000円（昼食･参加賞付き）／
宮川　2080-6658-0568

第2水曜13:15～15:15／ふじみ野交流セン
ターほか／成人女性（独身の方歓迎）／柔
軟体操でリンパを流して美しい声を出しましょ
う／500円／月会費1,000円／
後藤　2049-269-4280

毎週火曜13:00～16:00／鶴瀬公民館／指
導者のもと新曲の練習をしています。大声
を出してストレスを発散しましょう／月会費
1,300円／見学自由／
加藤　2049-254-2363

毎週土曜10:00～11:40／みずほ台コミュニ
ティセンター／高校生以上／欧米人と日本
人講師による入門から上級まで／月会費
2,000円／見学あり（500円）／
浜田　2049-268-1302

中国文化交流講座…月3回火曜①14:00～
17:00②19:00～21:00／鶴瀬西口サンライト
ホール／初級中国語、中国文化などの学
習／講師侯

こう

紅
こう

葉
よう

／入会金2,500円／月会
費4,000円／田口　2090-2327-4760
太極拳教室…毎週金曜19:00～21:00／鶴
瀬西交流センター／月会費2,000円／
中島　2049-251-5604

掲載方法の問合せ／秘書広報課　2 240

イベント
Event

菜の花まつり
～消費者と生産者の交流会～
とき／３月２３日（日）
午前１０時～午後２時（雨天決行）
場所／南畑直売センター周辺
（難波田城公園東側）
内容／無料 かまど炊きご飯・け
んちん汁の試食、お茶・お花の体
験（なくなり次第終了）、リラクゼ

ーション体験
イベント 軽音楽コーナー、あひ
るのミニレース、富士見太鼓の会
販売 地元野菜、お米、しんこ餅
など
※雨天の場合は内容を変更します。
主催／富士見有機生産者集団
後援／富士見市農業研究団体連絡
協議会・難波田城公園地域環境保
全協議会
※菜の花は、環境にやさしい米作り

の肥料にするために栽培しています。

※菜の花摘み（無料）は、３月２３日（日）

～４月６日（日）の期間、難波田城公

園周辺と東大久保地区の菜の花の咲

いている田んぼでできます。
問合せ／産業振興課 �○内２４３
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