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　キラリふじみのイベント内容
などは、HOTキラリ10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

１０月２１日～３０日
犬の正しい飼い方普及旬間
マナーを守り、犬を正しく飼い
ましょう。
犬の登録は生涯１回、犬への狂
犬病予防注射は年１回受けまし
ょう。
狂犬病予防注射を受けたら健康
増進センターに届出をしましょ
う。
鑑札と注射済票は犬に必ずつけ
ましょう。
散歩はつないで行い、フンは必
ず持ち帰りましょう。
異常に鳴きつづけるなど、近隣
に迷惑をかけないようにしまし
ょう。
飼育環境を整え、家族の一員と
して終生かわいがりましょう。
犬に関する相談／朝霞保健所
�０４８―４６１―０４６８
問合せ／
健康増進センター
�０４９―２５２―３７７１

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／１０月１８日（土）
午前１０時～午後４時 ※申込不要
場所／ココネ上福岡２階多目的ホ
ール（ふじみ野市霞ヶ丘１―２―７）
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

三芳町防災行政無線による
訓練放送のお知らせ
三芳町は、１０月１８日（土）午後１
時３０分から、三芳町地域連携避難
訓練を行います。
訓練開始の際に防災行政無線に
よる訓練放送を行います。三芳町
に近い地域では、放送が聞こえる
場合がありますので、ご理解のほ
どお願いします。
問合せ／三芳町役場自治安心課防
犯防災担当 �０４９―２５８―００１９

保育士合同就職面接会
個別面接会と最近の保育事情が
分かるセミナーを行います。
とき／１０月２８日（火）午後１時３０分
～４時（受付：０時３０分～）
※無料、申込不要
場所／大宮ソニックシティ地下第
１展示場
対象／保育士、保育補助として就
職を希望する方
参加企業／５０社（予定）
持ち物／履歴書、自己 PR書など
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。
問合せ／埼玉労働局職業安定課紹
介係 �０４８―６００―６２０８
県福祉部少子政策課保育運営・幼
保連携担当 �０４８―８３０―３３３０

埼玉（WEB）版家庭のエコ診断

コバトン

スマート
フォン、携
帯電話など
でいつでも
・どこでも
気軽に家庭
の省エネ診
断が受診できます。
光熱費、冷房稼働時間などのラ
イフスタイルなど必要事項を入力
することで、その家庭の CO２排出
状況のほか、省エネ対策のメニュ
ーを提案します。
また、省エネ対策のメニューの
中から取組項目を選択すると、改
善効果も確認でますので、ぜひご
利用ください。
利用登録サイト／
https://www.ecosaitama.jp/

問合せ／県温暖化対策課総務・エ
コライフ推進担当
�０４８―８３０―３０３３

労使トラブル話合いによる解決を
労働委員会がお手伝いします
「解雇・雇止め」「賃金の引下げ」

「パワハラ」「団体交渉拒否」など
職場で困ったことはありませんか。
労働委員会では、中立・公平な
立場であっせんや不当労働行為の
審査をして、労働者や労働組合と
会社とのトラブル解決をお手伝い
します。手続きは簡単・無料です。
ぜひご利用ください。
問合せ／県労働委員会事務局
�０４８―８３０―６４６５

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

�
�
�

こくさいこうりゅう かくげつ はっ

ふじみの国際交流センターが隔月で発
こう がいこくせき かた せいかつじょうほう し

行する外国籍の方のための生活情報誌
がつごう

１０月号のテーマ
か ぞくたいざい ちゅう い てん

家族滞在ビザの注意点
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 た げん ご せいかつ

にとって役立つ多言語による生活
じょうほう

情報です。
といあわ こくさいこうりゅう

問合せ／ふじみの国際交流センター
�０４９―２５６―４２９０

の し かみふくおか

（〒３５６―０００４ ふじみ野市上福岡５―４
―２５） http://www.ficec.jp

問合せ／
キラリふじみ �０４９―２６８―７７８８
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ご 案 内
Guidance

１０月１日～３１日
サークル活動公開月間
鶴瀬・南畑・水
谷公民館、針ケ谷
コミュニティセン
ターを利用して活
動しているサークル（市内登録団
体）の見学や体験をすることがで
きます。
地域での新たな仲間づくりや学
習や交流の場として、この機会に
ぜひお越しください。
詳しくは各公民館、針ケ谷コミ
ュニティセンターへお問い合わせ
ください。
※水谷東公民館は随時サークルのご
案内をしています。
問合せ／
鶴瀬公民館 �０４９―２５１―１１４０
南畑公民館 �０４９―２５１―５６６３
水谷公民館 �０４９―２５１―１１２９
水谷東公民館 �０４８―４７３―８７１７
針ケ谷コミュニティセンター
�０４９―２５１―８４７８

建築に関する法令等の説明会
県および県内市町村などでは、
違反建築を未然に防止し、安全で
良質な建築物の普及を図るため、
１０月１０日～２０日に「ルール守って
明るく住マイル『違反建築なくそ
う運動』」を行います。
その一環として、建築に関する
法令の説明会を開催します。
とき／１０月１６日（木）
午後２時～４時
場所／狭山市市民交流センター
（狭山市入間川１―３―１）
内容／住宅の耐震改修工事につい
て（埼玉建築士会）、定期報告制度
について（埼玉県建築安全協会）ほか
※木造住宅の無料耐震診断や無料建
築相談も行います。
問合せ／建築指導課 �○内４２２
川越建築安全センター
�０４９―２４３―２１０２

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５２５

平成２７年４月１日から
パートタイム労働法が変わります
パートタイム労働者の公正な待
遇を確保し、納得して働くことが
できるようにするため、パートタ
イム労働法が改正されました（平
成２７年４月１日施行）。
〈改正の主なポイント〉
正社員と差別的取り扱いが禁止
されるパートタイム労働者の対
象範囲が拡大されました。
パートタイム労働者と正社員の
待遇を相違させる場合は、職務
の内容などを考慮して、不合理
と認められるものであってはな
らないとする「短時間労働者の
待遇の原則」が新設されました。
パートタイム労働者を雇い入れ
たときは、雇用管理の改善措置
の内容について、事業主に説明
義務が新設されました。
パートタイム労働法の実効性を
高めるための規定が新設されま
した。

※パートタイム労働法の対象となる
パートタイム労働者とは…
１週間の所定労働時間が、同一の事
業所に雇用される正社員の１週間の
所定労働時間に比べて短い労働者の
ことです。
問合せ／埼玉労働局雇用均等室
�０４８―６００―６２１０

行政相談週間（１０月２０日～２６日）
さいたま一日合同行政相談
国・県の職員、弁護士などが役
所の仕事に関する苦情・要望など
の相談に応じます。
秘密は守られますので気軽にご
相談ください。
とき／１０月１６日（木）
午前１０時３０分～午後４時
（受付：３時３０分まで）
場所／浦和コルソ７階ホール
（さいたま市浦和区高砂１―１２―１）
相談内容／登記（相続・譲渡）、国税
（相続税・所得税）、年金（国民・厚生）、
道路、保険（介護・国民健康）、郵便
など
問合せ／関東管区行政評価局
�０５７０―０９０１１０

そのほかの相談窓口もご利用
ください。
行政苦情１１０番
�０５７０―０９０１１０
（総務省関東管区行政評価局）
FAX相談 ０４８―６００―２３３６
インターネット相談
https://www.soumu.go.jp/
hyouka/gyousei-form.html

平成２７年版
埼玉県民手帳を販売します
サイズ（色）／１４×８．５㎝
（黒、グレイッシュブルー）
価格／５００円（税込）
販売場所・期間／
市役所
１０月２０日（月）～在庫終了
出張所
１０月２０日（月）～１２月１２日（金）
※そのほかの販売場所は、１０月１日
（水）以降に県ホームページをご覧く
ださい。
問合せ／総務課 �○内２２５

平成２７年版県民手帳

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

問合せ／健康増進センター 2049‒252‒3771 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。

子育て健康ガイド

■①　パパママ
準備教室

1日目
10月 4日㈯
 9:30～15:30

②初めての出産を
平成27年1･2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）

⑪9:20～9:30　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
11月13日㈭
 9:30～15:30

⑪9:20～9:30　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

10月27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
10月 7日㈫  ⑪12:50～13:40　③健康増進センター

②平成26年5月1日～5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

10月20日㈪  ⑪12:50～13:40　③健康増進センター
②平成26年5月16日～5月31日に生まれた子

12か月健診
10月 1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23日に生まれた子

10月28日㈫  ⑪12:50～13:40　③健康増進センター
②平成25年10月24日～11月15日に生まれた子

1歳6か月健診 10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

3歳健診 10月14日㈫  ⑪12:50～13:40　③健康増進センター
②平成23年4月生まれの子

■①　乳児・母乳相談 10月14日㈫
10:00～11:30

⑪9:40～10:00　② 1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）

10月 4日㈯
 9:50～12:00

⑪9:40～9:50　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

わくわく子育て
トーキング

10月 2日㈭
10:00～11:30

⑪9:45～10:00　② 1歳くらいまでのお子さんとお母さん　③水谷公民館
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

おでかけあそびの広場
手遊びや絵本、紙芝居などを一
緒に楽しみましょう（無料、申込不
要）。
とき・場所／
毎月第２月曜・コープ羽沢店２階
毎月第４月曜（予定）・上沢１丁目
集会所
※詳しい日程は、のびのび通信をご
覧ください。
時間／午前１０時～１１時３０分
対象／未就学児と保護者
問合せ／勝瀬こばと保育園子育て
支援センター「のびのび」
�０４９―２６３―８８００

おでかけぴっぴのひろば
子どもの遊び場に気軽にお越し
ください（無料、申込不要）。
とき・場所／
いずれも午前１０時～１１時３０分

鶴馬１丁目集
会所（第１保育
所２階）

水谷東公民館
（ふれあいサロン）

１０月 １４日（火） ２２日（水）
１１月 １１日（火） ２６日（水）
１２月 ９日（火） ２４日（水）
１月 １３日（火） ２８日（水）
２月 １０日（火） ２５日（水）
３月 １０日（火） ２５日（水）

対象／未就学児と保護者
内容／身長・体重測定、自由遊び、
手遊び、紙芝居など
問合せ／子育て支援センター「ぴ
っぴ」 �０４９―２５１―３００５

ファミサポ・ステップアップ講座
～子育て・親育ち～
「自分が好き！」から始める子育て
「子育ては失敗の連続！それで
いい」と語る永瀬先生が教育学と
健康・病気に関する知識を踏まえ
ながら、おもしろい発想で子育て
を応援します（無料）。
とき／１０月２３日（木）
午前１０時～正午
場所／鶴瀬西交流センター
講師／永瀬春美氏
（JACC認定 臨床心理カウンセラー）
申込み／１０月１日（水）から直接ま
たは電話で（土・日曜、祝日を除く）
※保育あり（満１歳以上、申込順）
問合せ／ファミリー・サポート・
センター（保育課内）
�０４９―２５１―３３３７
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学　
　
　

ぶ

学 ぶ
Learning

２日でわかる！始める！血管元気生活
生活習慣病予防教室
①コレステロール・中性脂肪
少し高めから卒業しよう
とき・内容／
とき 内容

１１／４
（火）

脂質異常症ってどんな病
気？
脂質異常症予防のための
コツを知ろう①～日常生
活、食事・食べ方編～

１１／１８
（火）

脂質異常症予防のための
コツを知ろう②～効果的
な運動を体験しよう～

②血圧少し高めから卒業しよう
とき 内容

１１／１１
（火）

高血圧ってどんな病気？
高血圧予防のためのコツ
を知ろう①～日常生活、
食事・食べ方編～

１１／１８
（火）

高血圧予防のためのコツ
を知ろう②～効果的な運
動を体験しよう～

共通事項
時間／午前９時３０分～１１時３０分
（受付：９時１５分～）
場所／健康増進センター
対象／７４歳までのコレステロー
ル・中性脂肪・血圧が気になる
方（ご家族）
定員／３０人（申込順）
費用／３０円（保険代）
持ち物／健康診査または人間ド
ックなどの健診結果（お持ちの
方）、筆記用具 ※１１月１８日の教
室は①②合同で行います。
申込み・問合せ／健康増進セン
ター �０４９―２５２―３７７１

普通救命講習
とき／１０月２６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／１０月６日（月）～１０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

就業支援セミナー
自分らしいコミュニケーションを
学ぼう
自他両方を尊重し、適切かつ率
直に意見を伝える自分らしい自己
表現を学び、就職活動に役立てま
せんか。
とき／１１月６日（木）
午前１０時～正午
場所／鶴瀬駅西口サンライトホール
※公共交通機関をご利用ください。
対象／市内在住、在勤で就職活動
中の方
※保育なし
定員／２０人（無料、申込順）
講師／田中雅子氏
（特定非営利活動法人アサーティブジ
ャパン 認定講師）
持ち物／筆記用具
申込み／１０月１日（水）から電話で
問合せ／産業振興課 �○内３８３

埼玉県女性キャリアセンター
在宅ワークセミナー（入門編）
在宅ワーク
の心構えや、
仕事の探し方
などを学びま
す。
とき／１１月２１日（金）
午前１０時～正午
場所／和光市役所５階５０２会議室
（和光市広沢１―５）
対象／求職中で在宅ワークに興味
のある女性の方
定員／６０人（無料、申込順）

つつみ か なえ

講師／堤香苗氏（㈱キャリア・マム
代表取締役）ほか
※保育あり（１歳～未就学児、定員１０
人、要予約）
申込み／１０月１日（水）から FAX、
メールまたは電話で
（FAX、メールでの申込みは、氏名（ふ
りがな）・住所・電話番号・保育の有
無を記入）
問合せ／
和光市役所人権文化課人権担当
�０４８―４２４―９０８８
℻０４８―４６４―１２３４
a０４００＠city.wako.lg.jp

第４回
健康美人ヨガ講座（全２回）
いつまでもキラキラ輝く女性で
いるために、体の中から磨いてみ
ませんか。
とき・内容／
いずれも水曜午後１時３０分～３時
３０分（受付：１時１５分～）
とき 内容

１０／２２

講
義
内面から輝くカラダづくり
講師：管理栄養士

実
技
ヨガ
講師：ヨガインストラクター

１０／２９

講
義
キレイな歯を保つために
講師：歯科衛生士

実
技
ヨガ
講師：ヨガインストラクター

場所／健康増進センター
対象／市内在住、在勤の１８～６４歳
の女性の方で、医師から運動の制
限を受けていない方
定員／３０人（申込順）
費用／６０円（保険代）
持ち物／筆記用具、
タオル、飲み物、
運動しやすい服装
申込み／１０月１日（水）から電話で
問合せ／健康増進センター
�０４９―２５２―３７７１

子 育 て
Child-rearing

第１６回保育所展
保育所の活動や子どものようす、
子育て支援事業などを、ぜひご覧
ください。
とき／１０月２７日（月）～３１日（金）
午前９時～午後４時３０分（初日は午
前１０時から、最終日は午後３時まで）
場所／市役所１階ロビー
内容／写真展示（保育所の一年間の
行事などのようす、子育て支援セン
ターのようすなど）、手作りおもち
ゃ展示
問合せ／
第二保育所 �０４８―４７２―９１７４
第六保育所 �０４９―２５１―４７４１

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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つるせオータムコンサート
秋の一日を邦楽と洋楽のアンサ
ンブルでお楽しみください。
とき／１０月１９日（日）
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
出演／邦楽アンサンブル奏 SO、
むさしのコーラス、アンサンブル
いちざくら

壱櫻、大沢愛・大沢里沙によるピ
アノ演奏
※入場無料（整理券は各公民館、交流
センターで配布中）
主催／つるせオータムコンサート
実行委員会
問合せ／鶴瀬公民館
�０４９―２５１―１１４０

学 ぶ
Learning

男の料理教室（全４回）
大切な方へ手料理を作りません
か。初心者大歓迎‼
とき・内容／
いずれも午前１０時～午後２時
とき 内容

１０／２２
（水）

「おいしいだしの取り方・
調味料の計り方」
豚肉の生姜焼きほか

１０／３０
（木）

「献立表の見方・立て方」
ドライカレーほか

１１／１９
（水）

応用編「いろいろな切り方」
筑前煮ほか

１１／２７
（木）

応用編「バランス献立」
鮭と野菜のから揚げ・みぞ
れあえほか

場所／針ケ谷コミュニティセンター
対象／市内在住の全日程参加でき
る方
定員／１２人（申込順）
講師／健康増進センター管理栄養士
参加費／２，０００円（材料代）
持ち物／エプロン、三角きん、食
器用ふきん、手ふき用タオル
申込み／１０月７日（火）～１７日（金）
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

甲種新規および
乙種防火管理講習会
とき／
甲種新規：１０月２３日（木）・２４日（金）
乙種：１０月２３日（木）
いずれも午前９時～午後４時３０分
場所／消防本部大講堂
対象／富士見市、ふじみ野市、三芳
町に在住または在勤で管理監督的
な立場にある方（各事業所２人以内）
定員／甲種新規、乙種合計９０人
（申込順）
費用／４，０００円（テキスト代含む）
申込み／１０月８日（水）午前８時３０
分～午後４時に消防本部予防課ま
たは東消防署に直接
※郵送での申込みはできません。
問合せ／消防本部予防課
�０４９―２６１―６００７

不登校からの立ち直りを考え
るシンポジウム
とき／１１月１５日（土）
午後２時～４時
（入場無料、手話通訳あり）
場所／鶴瀬コミュニティセンター
内容／
第１部
矢部美穂氏（女優）
による講演会
第２部
矢部美穂氏と適
応指導教室「あ
すなろ」の卒室生３人による対談
『それぞれの立ち直るきっかけに
ついて』
主催／NPO法人富士見市民大学、
市教育委員会
問合せ／富士見市民大学事務局
（鶴瀬公民館内） �０４９―２５１―１１４０

●図書館利用者懇談会●
よりよいサービスを目指し、市民の皆さんから広く意見・要望など
を募るため、懇談会を開催します。
とき／１１月１日（土）午前１０時～１１時３０分 場所／中央図書館集会室
テーマ／私たちの地域にふさわしい「図書館像」とは
※直接お越しください。
問合せ／中央図書館 �０４９―２５２―５８２５

日 時

１１日（土）午後２時「ディズニーの三びきのこぶた」
「ぼくがおじいちゃんでおじいちゃんがぼく」
１８日（土）午後２時「ドナルドダックと魔法使い」「ね
ずみくんのチョッキ」
５日（日）午後２時「嵐を呼ぶ男」
１９日（日）午後２時「スティング」
１日（水）・１５日（水）午前１１時
４日（土）・２５日（土）午後２時
４日（土）午後２時「アンパンマンとばいきんまん」
「アンパンマンまじょのくにへ」
８日（水）午前１１時
８日（水）午後３時３０分
２５日（土）午後２時「シートン動物記 森を守る小
さな赤リス」「アリとキリギリス」
１０日（金）午前１１時
１１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

館
図
書 【開館時間】火～日曜 午前９時３０分～午後７時

※映画会の上映作品は予告なく変更する場合があります。

�
�
�
�

�
�
�
�

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

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

１０月のおはなしかい＆映画会

i
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イベント
Event

鶴瀬西交流センター
フェスティバル

とき／１０月４日（土）・５日（日）
場所／鶴瀬西交流センター
※駐車場はありません。
内容／
４日（土）午前１０時～午後４時３０分
開会式（午前１０時）
つるせ台小学校合唱部による
合唱、富士見高校吹奏楽部に
よる演奏
キッズバンド・ハッピーバン
ドによる演奏（午後１時３０分～３
時）
あそびのひろば（午後１時～３時）
妖怪ウォッチスタンプラリー、
囲碁
展示
絵画、俳句、手芸品、写真、
書、七宝焼、陶芸、ステンド

たこ てんこく

グラス、飾り凧絵、篆刻
模擬店
飲食物、草花、手作りかご
５日（日）午前１０時～午後４時
展示
舞台発表
コーラス、詩吟、現代尺八演
奏、オカリナ演奏、ピアノ演
奏、ギター演奏、空手演武、
太極拳、フラダンス、ラウン
ドダンス、舞踊、パワーアッ
プ体操、キッズダンス、マジ
ック
模擬店
飲食物、草花、手作りかご、
フリーマーケット
閉会式（午後４時）

主催／第９回鶴瀬西交流センター
フェスティバル実行委員会
問合せ／鶴瀬西交流センター
�０４９―２５１―２７９１

ガイド付き自転車ツアー
さわやかな
秋の一日「ガ
イド付き自転
車ツアー」に
参加しませんか。
とき／１１月１６日（日）（小雨決行。荒
天時は１１月２３日（祝）に延期）
対象／小学生以上
（小中学生は保護者同伴。１３歳未満の
方はヘルメット着用）
コース／２０㎞
※自転車で発着地集合
【朝霞駅発着】
Ａ：朝霞市・和光市方面
午前１０時～午後３時 ※昼食持参
Ｂ：朝霞市・志木市・新座市方面
午前９時～正午
【鶴瀬駅発着】
Ｃ：富士見市・ふじみ野市・三芳
町方面 午前９時～正午

Ｄ：富士見市・ふじみ野市方面
午前１０時～午後３時 ※昼食持参
参加費／無料（拝観料などは別途）
申込み／１０月３１日（金）までにFAX、
メールまたは電話で
（申込者多数の場合は抽選）
問合せ／県南西部地域振興センター
�０４８―４５１―１１１０、℻０４８―４５１―１１１３
j５１１１１０＠pref.saitama.lg.jp

人権を考える集い
とき／１０月３１日（金）
午後２時～４時３０分（１時３０分開場）
場所／針ケ谷コミュニティセンター
内容／平成２５年度全国中学生人権
作文コンテスト埼玉県大会優秀賞
作品の紹介、西山さつき氏による
講演「DV及びデートDVについ
ての現状や課題について」
問合せ／
人権・市民相談課 �○内２７３

ZUMBA
ラテン系の音楽とダンスを融合
させて創作されたダンスフィット
ネスエクササイズです。心肺機能
の向上と、脂肪燃焼に効果が期待
できます。
とき／１１月６日・１３日・２０日・２７
日、１２月１１日・１８日
いずれも木曜午後２時～３時１５分
場所／南畑公民館
定員／２０人（申込順）
参加費／１回５００円

ハタヨガ
ハタヨガで心身のバランス、自
律神経(交感神経と副交感神経)の
バランスを整え、健康に過ごしま
しょう。
とき／１１月４日・１１日・１８日・２５
日、１２月９日・１６日
いずれも火曜午後１時３０分～３時
場所／南畑公民館
定員／２０人（申込順）
参加費／１回５００円

カラダが若返る体操
カラダに痛みや違和感のある方に、
思いのままにカラダを動かすための
体操を行います。
とき／１１月６日（木）
午前１０時３０分～１１時３０分
場所／キラリふじみ
定員／３０人（申込順）
参加費／５００円

手ぬぐい体操
手ぬぐいを使った体操やそのほか
の軽体操を行います。
また、食生活や生活習慣病予防を
学びます。
とき／１１月７日・２１日、１２月５日
いずれも金曜午前１０時３０分～１１時３０分
場所／ふじみ野交流センター
定員／２０人（申込順）
参加費／１回５５０円

市民総合体育館からのお知らせ 問合せ �０４９―２５１―５５５５
(仮事務所キラリふじみ)休館日：１０月１５日（水）・１６日（木）・２４日（金）・２５日（土）

共通事項
主催／（公財）キラリ財団
申込み／１０月２日（木）から午前９
時～午後１０時に直接または電話で
（休館日を除く）

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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埼玉伝統芸能フェスティバル
～受け継がれる人形芝居～
とき／１２月７日（日）
午後１時開演（０時３０分開場）
場所／彩の国さいたま芸術劇場
（さいたま市中央区上峰３―１５―１）

しろ く じゅう

出演／白久串人形座（秩父市）、出
し

牛人形浄瑠璃保存会（皆野町）、錦
太鼓会（川口市）
申込み／１０月１日（水）～２９日（水）
（必着）にはがき、メールまたは FAX
で（郵便番号・住所・氏名（ふりがな）・
電話番号・観覧者氏名（ふりがな・４
人まで・年齢を記入））
※無料、申込多数の場合は抽選
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

むさしの作業所秋まつり
とき・場所／１１月８日（土）・文化
の杜公園、１５日（土）・東久保中央
公園（イオン大井店横）
いずれも午前１０時～午後２時３０分
内容／花の販売、縁日コーナーなど
フリーマーケット参加者募集！
募集区画：５０区画（申込順）
出 店 料：１，０００円
募集期間：１０月１４日（火）～１１月５
日（水）に電話またはホームページで
問合せ／入間東部むさしの作業所
�０４９―２５２―５２７０
http://www4.ocn.ne.jp/̃musaku/

地区体育祭に参加しよう！
とき・場所／
※雨天時は各小学校体育館

１０月１２日（日）
８：３０ 南畑小

９：００
水谷小、関沢小、勝瀬小、
水谷東小、諏訪小、
みずほ台小、針ケ谷小、
つるせ台小

９：３０ 鶴瀬小

問合せ／生涯学習課 �○内６３６

シルバーフェスティバル２０１４
～地域・なかま・未来～
楽しい企画が盛りだくさん！お
楽しみ抽選会もあります。
とき／１０月４日（土）
午前１０時～午後４時
場所／鶴瀬コミュニティセンター
内容／舞台応援団「かじ兵衛太鼓」
地域応援団「鶴瀬小学校合唱部」
舞台、展示、模擬店、軽食喫茶など
主催・問合せ／シルバー人材セン
ター �０４９―２５３―６６８６

あか

第３回夢灯り大市
夕刻から、店舗前や路上に置い
とうろう

た灯籠に灯りをともします。幻想
的な雰囲気をお楽しみください。
とき／１１月１日（土）
午後３時～９時
場所／鶴瀬駅前通り商店会隣接店舗
内容／各店舗にて当日限定のサー

はやし

ビス品販売、太鼓、お囃子など
問合せ／鶴瀬駅前通り商店会
長根 �０４９―２５１―０８５７

秋季企画展「新収蔵資料展」
市民や学校などから寄贈された
民具や歴史資料（大正から昭和の学
校日誌など）を展示します。
とき／１０月１８日（土）～１２月２８日（日）
場所／資料館特別展示室

拓本体験教室
古代中国から伝わった複写技法
の拓本を体験します。石碑の文字
を和紙に写し、色紙の作品に仕上
げます。
とき／１０月１９日（日）
午前１０時～午後３時
場所／資料館講座室
定員／８人（申込順）
指導／資料館友の
会拓本部会
参加費／５００円（材料代）
持ち物／昼食
申込み／直接または電話で

さつまいも掘り（試食あり）
とき／１０月２６日（日）
午前１０時～正午（小雨決行。悪天候
の場合翌週に延期）
集合場所／旧金子家住宅前
定員／３０組（申込順）
※１人で参加の方はほかの方と組ん
でいただく場合があります。
参加費／１組１，０００円
持ち物／持ち帰り用の袋、シャベル
申込み／１０月１日（水）午前９時か
ら直接または電話で
共催／難波田城公園活用推進協議会

古民家コンサート
古民家に響く歌声をお楽しみください。
とき／１０月２６日（日）
午後１時３０分～２時
場所／旧大澤家住宅
定員／１００人程度（無料、先着順）
演目／なつかしのメロディーなど

たくみ

出演者／新・音楽集団「匠」
（尚美学園大学）
共催／難波田城公園活用推進協議会

ふるさと体験 わらぞうり作り
とき／１１月２日（日）
午前９時３０分～午後３時
場所／資料館講座室
対象・定員／中学生以上・１０人（申込順）
指導／いなほの会
参加費／３００円（材料代）
持ち物／ハサミ、鼻緒用の古布２本
（仕上り寸法が幅２．３㎝×長さ６０㎝の筒
状に縫ったもの）、軍手、昼食
申込み／直接または電話で

１０月ちょこっと体験
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／午後１時～３時
４日（土） めんこづくり
５日（日） てんびんおけ
１１日（土） はたおり
１２日（日） かざぐるまづくり
１３日（祝） ススキのミミズク
１８日（土） いろりの日
１９日（日） わたくり
２５日（土） はたおり

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）
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イベント
Event

富士見市ラジオ体操・
みんなの体操会
ラジオ体操をとおして市民の交
流と健康づくりを図る場として開
催します。
ラジオ体操の基本的な動き方も
学べます（無料、申込不要）。
とき／１０月１１日（土）
午前８時２０分～１０時
場所／
諏訪小学校校庭
（雨天時は諏訪小学校体育館）

た ご はじめ

指導／多胡肇氏
（NHKテレビ体操・ラジオ体操指導者）
持ち物／タオル、飲み物
※動きやすい服装でお越しください。
主催／市教育委員会
問合せ／生涯学習課 �○内６３６

水子貝塚資料館からのお知らせ
問合せ �０４９―２５１―９６８６

ふじみジュニア考古学クラブ（全８回）
考古学はどんな研究をしている
か一緒に学ぼう。
とき／いずれも土曜

とき 内容

① １０／１１ 講義「旧石器時代」
実習「石器の実測」

② １０／２５ 講義「縄文時代」
実習「市内の遺跡めぐり」

③ １１／８ 遺跡の発掘調査

④ １１／２９ 講義「縄文土器」
実習「土器の拓本」

⑤ １２／１３ 県立歴史と民俗の博物館、
川越市立博物館など見学

⑥ １／１０ 講義「弥生時代」
実習「土器の実測」

⑦ １／３１ 講義「古墳時代」

⑧ ２／１４ 講義「奈良・平安時代」
まとめ

※６回以上受講すると修了証交付
時間／午前９時～正午
※③⑤は午前９時～午後４時３０分
対象／小学４～６年生

定員／１５人 参加費／５００円
申込み／直接または電話で

土曜おもしろミューズランド
まが玉づくり
とき／１０月４日（土）
午前１０時、午後２時の２回
場所／公園内学習広場
対象／小学生以上
（未就学児は保護者同伴で可）
定員／各５０人（申込不要、先着順）
参加費／１５０円（材料代）
縄文クッキーづくり
とき／１０月１８日（土）
午前１０時、午後２時の２回
場所／資料館体験学習室
定員／各親子１０組（申込順）
参加費／１組１００円（材料代）
持ち物／エプロン、三角きん
申込み／直接または電話で

■展示発表
とき／１１月１日（土）～３日（祝）
午前１０時～午後５時（最終日は午後３時まで）
場所／キラリふじみ
内容／華道、書道、茶道、絵画、
菊花、山野草、文芸、手工芸、
七宝、革製品、俳句、短歌、パ
ンフラワー、水墨画、押し花、

し しゅう

将棋コーナー、フランス刺繍、
そろばん交流、パソコン愛好会、
陶芸ほか

■民謡大会 ※お楽しみ抽選会あり
とき／１１月２日（日）午前９時３０分～
場所／キラリふじみ
※当日飛び入り参加先着１０人（受付：午前９時～１０時）

■芸能発表
とき／１１月３日（祝）午前１０時～
場所／キラリふじみ

は うた

内容／日舞、新舞、民舞、詩吟、三味線、大正琴、端唄、
沖縄舞踊、ハワイアンダンスほか

■市民美術展
とき／１１月９日（日）～１６日（日）
午前１０時～午後６時
（初日は正午から、
最終日は午後５時まで）
場所／キラリふじみ

ちょう そ

内容／絵画、写真、書、彫塑、
工芸

■将棋大会 ※当日受付可
とき／１１月９日（日）午前９時～午後５時ごろ
場所／鶴瀬西交流センター
参加費／市民および会員１，０００円（昼食付）、市民以外
１，３００円（昼食付）、小学生５００円（昼食なし）

■市民音楽祭
とき／１１月１６日（日）午後１時～４時３０分
場所／キラリふじみ
内容／コーラス、吹奏楽
または器楽演奏

第５１回富士見市民文化祭 主催／富士見市民文化祭実行委員会
とき／１１月１日（土）～１６日（日） 共催／（公財）キラリ財団

問合せ／地域文化振興課 �○内２５２

水子貝塚公園・難波田城公園
開園時間変更のお知らせ
１０月１日（水）～平成２７年３月

３１日（火）、開園時間は午前９時
～午後５時となります。

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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!!

お楽しみ
抽選会あり

第１０回 ぱれっとまつり
～知ろう・学ぼう・楽しもう
ふくしって身近にあったんだ～

富士見市社協マスコット
キャラクター「うさみん」

舞台アトラク
ション、福祉体
験、模擬店など
盛りだくさん。
気軽にお越しく
ださい。
とき／１０月１８日（土）
午前１０時～午後３時
場所／市民福祉活動センターぱれ
っと
問合せ／富士見市社会福祉協議会
�０４９―２５４―０７４７

なんばた青空市場
とき／１１月３日（祝）
午前１０時～午後２時
※小雨時は縮小開催
場所／南畑幼稚園周辺の田んぼ
【イベント】かかしコンテスト、
農耕機試乗体験、さんだら飛ばし、
焼きいもコーナーなど
【模擬店】新米おにぎり、農産物
フリーマーケット、模擬店など
【展示】昔の農機具、やらい、米
俵など
※駐車スペースに限りがありますの
で、車での来場はご遠慮ください。
主催／なんばた青空市場実行委員会
問合せ／南畑公民館
�０４９―２５１―５６６３

高齢者サロン＆親子劇場
赤ちゃんから、じぃじ・ばぁば
まで、みんな集まれ！人形劇☆
とき／
１０月１６日（木）
午前１０時３０分開演
（１０時開場）
場所／水谷公民館
内容／ぐりとぐらのえんそく、赤
ずきんほか
出演／人形劇あゆ（東風）
主催／わいわいサロンダベリッ歩、
水谷公民館
※未就園児の親子は事前申込みが必
要です。
問合せ／水谷公民館
�０４９―２５１―１１２９

とき／１０月２６日（日）午前１０時～午後２時 ※雨天決行
無料 健診・相談コーナー
■歯科健診・はみがき指導
■フッ素塗布・洗口
■医師による健康相談
■痛みに関する相談
■薬に関する相談
食べて実感・学ぶコーナー
■大豆 de アンチエイジング！
～新・日本型食生活を見直そう～
（大豆を使ったアンチエイジングレシピの試食・紹介）
■高野豆腐の健康スープの試食
■薬草茶・薬膳しるこの試食
■模擬店コーナー
カラダを使って体験・チャレンジコーナー
■健康大使ふわっぴーと写真撮影（特定健診 PR）
■体を使って遊ぼう
■健康チェック（体脂肪測定など）
■脳ヂカラチャレンジ
■ふじみパワーアップ体操・
骨盤底筋体操・太極拳体験
■ツボ・ハリ体験と相談
■応急手当指導
■歯科材料で遊ぼう
■包帯固定の体験

ハイハイよちよち競走に参加しませんか
対象／ハイハイよちよち歩きの乳幼児
内容／①よちよち競走 ②ハイハイ競走
申込み／１０月１日（水）から電話で

第２５回健康まつり～あなたが主役の健康づくり～
場所・問合せ／健康増進センター �０４９―２５２―３７７１

１１：００
１１：１０
１１：１５
１１：２０
１１：３０

１１：００
１１：１０
１１：１５
１１：２０
１１：２５
１１：３５

９：３０
９：４０
９：４５
９：５０
１０：００

９：３０
９：４０
９：４５
９：５０
９：５５
１０：０５

健康増進センター発
水谷東公民館
針ケ谷コミュニティセンター
みずほ台駅東口（埼玉りそな銀行前）
健康増進センター着

健康増進センター発
ふじみ野駅西口（埼玉縣信用金庫前）
雷隣堂脇
鶴瀬駅東口（隈川写真館前）
安楽亭富士見鶴瀬店前
健康増進センター着

１

号

車

２

号

車

※帰りのバスは１号車、２号車とも午後２時５分に出発します。
駐車場がありませんので自転車・バスなどをご利用ください。

健康まつり無料送迎バス時刻表
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ゆずります

冷蔵庫／洋服タンス／マッサージチェア／回転いす（ひじ付）／
布団乾燥機／健康器具（開脚運動器、ルームランナー）／女性
用スキーセット（板160㎝・ストック・靴23㎝）／マンドリン／ギ
ター／ひな人形（ケース入り）／剣道の防具一式／竹刀／空手
用グローブ（低学年用）／自転車（女児用24㌅）／三輪車／子
ども用ハイチェア／チャイルドシート／抱っこひも／おんぶひも
／哺乳ビン消毒ケース

ゆずってください

二段ベッド／ダブルベッド／応接セット／CDラジカセ／卓
上ミシン／ポールハンガー／茶道具（水さし、棚）／書道道
具／自転車（大人用）／きたはら幼稚園制服･体操着・カバン
（男児用120㎝、女児用100～120㎝）／すわ幼稚園制服
･体操着（男児用110㎝）／勝中夏･冬用制服･体操着（女子
用165㎝）／子ども服（男児用95～100㎝、女児用90㎝）
／ベビーカー（双子用）

問合せ／環境課　2 246
・••９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

ラウンドダンス A
ア ス ナ ロ

SUNARO鶴瀬
初心者講習会
10月2日～12月25日毎週木曜13:00～15:00
／鶴瀬公民館／成人女性／音楽に合わせ
て踊って、脳の活性化をしましょう／参加
費2,000円（1か月）、5,000円（3か月）／
横山　2049-251-2583

公開 社交ダンスパーティー すみれ
10月19日㈰13:10～16:00／ふじみ野交流
センター／当日受付。愛好者歓迎／参加
者500円／主催社交ダンスサークル すみれ
（常時会員募集中）／
我
わ

彦
びこ

　2049-252-5272

カフェみずほ
写経の会…10月18日㈯13:00～15:00／カ
フェみずほ（大應寺隣り）／定員10人（要予
約）／参加費1,200円（手本･半紙代、お茶
付き）／持ち物 小筆、筆ペン／未経験者
歓迎
介護に関する相談など…10月25日㈯11:00
～15:00／カフェみずほ／介護に関する悩
みなどを気軽に語り合いましょう／参加費
300円（お茶･お菓子付き）／福祉NPOグ
ループみずほ　白石　2049-268-5333

富士見市ソフトテニス連盟
ソフトテニス教室（全4回）…11月2日㈰･9
日㈰･16日㈰･30日㈰9:30～12:00／本郷中
テニスコート／1回100円（保険代ほか）／
日程の途中からの参加も可／
市体育協会　2049-254-9510
会員募集…毎週土･日曜、祝日13:00～17:00
／本郷中テニスコート／入会金3,000円／
年会費6,000円／
山川　2049-254-3349

第8回勝瀬こばと保育園バザー・保育園まつり
11月16日㈰10:00～14:00／勝瀬こばと保育
園／バザー、模擬店など楽しい企画を用
意しています／バザー提供品を募集中／
勝瀬こばと保育園　2049-263-8800

募　集
呼吸ヨガの会
毎週日曜10:00～11:30／ふじみ野交流セン
ター／ネパール人講師から呼吸ヨガを学
ぶ／1回1,000円／見学･体験自由／
丸山　2090-2526-3009

太極拳でリラックス（楊
よう

名
めい

時
じ

健康太極拳）
第1･3･4土曜14:00～15:30／みずほ台コミュ
ニティセンター／気軽にできる健康法で、

心身ともにリラックスしましょう／月会費
2,000円／初心者歓迎／
狩
か の う

野　2049-253-1308（17:00～20:00）

アップル･フォークダンス
第1～3水曜13:30～15:00／鶴瀬公民館／
来て！見て！イキイキと踊りましょう／入
会金500円／月会費1,000円／無料体験あ
り／田

た

子
ご

　2049-251-2682

みずほ一
いっ

水
すい

空
くう

気功サークル
第2･4金曜10:00～11:30／針ケ谷コミュニ
ティセンター／女性／深い呼吸で体にや
さしい動きです／入会金1,000円／月会
費1,000円／無料体験あり／
重田　2090-7813-8328

小筆＆ペン字の会
第1･3火曜10:00～12:00／ふじみ野交流セ
ンター／小筆とペン字の練習／入会金
1,000円／月会費2,000円／初心者歓迎／
佐藤　2049-252-5895（19:00～21:00）

富士見日本語サークル
毎週火曜10:00～12:00、毎週金曜13:30～
15:30、毎週土曜14:00～16:00／鶴瀬西交
流センター／都合の良い活動日に日本語
学習支援のボランティアをしませんか／年
会費1,200円／若月　2049-254-8104

このコーナーは市民の方から寄せられた情報を掲載しています。参加する時は、内容の確認を。
掲載方法の問合せ／秘書広報課　2 240

イベント
Event

入間郡市人権フェスティバル
誰もが自分らしく
いきいきと暮らせる
社会を実現するため、
広く地域住民の人権
問題への理解と関心

を深めることをめざします。
とき／１１月１２日（水）
正午～午後４時
場所／飯能市市民会館大ホール
内容／
佐久間レイ氏（タレント、声優）
による講演
「絆の大切さ ～いのちはひとつ
につながっている～ お話と歌
と朗読劇で心のストレッチ」

よさこい飯能乱舞による演舞
人権作文の朗読
はやし

囃子保存会による演奏
※人権パネルなどの展示、物産販売
などもあります。
定員／１,１０２人
申込み／当日先着順に受付
※手話通訳、保育あり（要予約）
問合せ／人権・市民相談課
�○内２７３
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