
ご　

案　

内

コバトン

　キラリふじみのイベント内
容などは、HOTキラリ4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
Guidance

平成２７年富士見市成人式典
とき／平成２７年１月１２日（祝）
午前１１時～正午
（受付：１０時３０分～）
場所／キラリふじみ
対象／平成６年４月２日～平成７
年４月１日生まれ
※対象者には１１月中旬

以降に案内はがきを郵

送します。

※詳しくは、広報『ふ

じみ』１２月号でお知らせします。
問合せ／生涯学習課 �○内６３４

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

４月号のテーマ
ちゅうがっこう ぎ む きょういく

中学校も義務教育ですが、かかる
かね ふ

お金が増えます
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 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

水谷東公民館図書室
が開室します！
図書室がリニューアルします。
ぜひご来室ください。
開室日／４月２２日（火）～
開室時間／午後１時～５時
問合せ／中央図書館
�０４９―２５２―５８２５

４月６日（日）～１５日（火）
春の全国交通安全運動
交通事故防止の徹底を図るため、
「人も車も自転車も 安心・安全
埼玉県」をスローガンに、春の全
国交通安全運動を実施します。
重点目標／
子どもと高齢者の交通事故防止
飲酒運転の根絶
全ての座席のシートベルトとチ
ャイルドシートの正しい着用の
徹底
自転車の安全
利用の推進
高齢者の自転
車乗車中の交
通事故防止

出陣式
とき／４月４日（金）午前１０時～
場所／上福岡駅西口ココネ広場
内容／入間東部消防音楽隊演奏
ほか
主催／東入間地区交通安全対策
協議会

問合せ／交通・管理課 �○内４０８

目指せ！スキルアップ
県の職業訓練のご案内
県では、訓練終了後の就職を目
指した求職者を対象に職業訓練を
毎月実施しています。ハローワー
クに求職登録をした人なら、どな
たでも応募できます。
託児サービス付き講座もありま
すので、ぜひご活用ください。
※面接などの選考試験があります。

詳しくは、県ホームページをご覧く

ださい。
http://www. pref. saitama. lg. jp /
page/itaku-new.html
場所／県内の民間教育訓練機関な
ど（県が事業を委託）
費用／
無料（テキスト代などは別途）
申込み／住所地を管轄するハロー
ワークで、願書の記入内容の確認
を受け、郵送または直接
（〒３３１―０８２５ さいたま市北区櫛引町

２―４９９―１１ 県立職業能力開発センター）

※願書は県内ハローワークなどで入手可
問合せ／
県立職業能力開発センター
�０４８―６５１―３１２２
県産業人材育成課
�０４８―８３０―４６０１

おわびと訂正
広報『ふじみ』３月号に折込みで配布した「富士見市地域防災計画概要版」
について一部誤りがありましたのでおわびして訂正します。
〔訂正内容〕
４・５ページ掲載の避難所マップ
交番、出張所などの位置にズレがありました。
	市民総合体育館は、メインアリーナ屋根全面崩落事故が発生したため使用
中止となっていますので、避難所マップならびに避難所一覧から削除をお願
いします。
訂正後の「富士見市地域防災計画概要版」は、市ホームページ「くらしのガ
イド」の「防災情報」からダウンロードできますのでご利用ください。
問合せ／安心安全課 �○内４４５
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集

募 集
Invitation

警察官採用試験
平成２６年度第１回埼玉県警察官
採用試験を行います。
願書受付期間／
４月１日（火）～１４日（月）
試験日／５月１１日（日）
問合せ／東入間警察署
警務課
�０４９―２６９―０１１０

国税専門官採用試験
受験資格／昭和５９年４月２日～平
成５年４月１日生まれの方、また
は平成５年４月２日以降生まれの
方で次のいずれかに該当する方
①大学を卒業した方および平成２７
年３月までに大学を卒業見込み
の方
②人事院が①と同等の資格がある
と認める方

試験の程度／大学卒業程度
申込み／
インターネット申込み（原則）
http://www.jinji -shiken.go. jp/ju
ken.html
申込期間：４月１日（火）～１４日（月）
（受信有効）
インターネット申込みができない場合
郵送または直接
申込期間：４月１日（火）・２日（水）
（当日消印有効）
試験日／
第１次試験６月８日（日）
第２次試験７月１５日（火）～２３日（水）
のうち指定する１日
試験会場／さいたま市ほか
問合せ／
インターネット申込みに関する問
合せ：人事院人材局試験課
�０３―３５８１―５３１１
上記以外の問合せ：関東信越国税
局人事第二課試験係
�０４８―６００―３１１１

公民館運営審議会委員
公民館の運営について審議し、
公民館長に対し答申や提言などを
行います。現在、１６人で構成され
ていますが、そのうち公募による
委員を募集します。
募集人数／４人（ただし、各公民館区
（鶴瀬・南畑・水谷・水谷東）で１人ず
つの予定）
応募資格／市内在住、在勤の成人の方
任期／７月１日から２年間
会議／年８回程度（平日の昼間・夜間）
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
※応募書類はお返ししません。
※市ホームページからも応募可
応募期間／
４月１日（火）～２４日（木）（必着）
応募先／〒３５４―００２１鶴馬１８７３―１
富士見市教育委員会生涯学習課
℻０４９―２５５―９６３５
問合せ／生涯学習課 �○内６３１

７月９日（水）～１３日（日）キラリふ
じみで開催します。皆さんのご応募
をお待ちしています。

平和作品展作品
ジャンル・テーマ・作品種類・サイ
ズは問いません。展示に必要な額装、
表装、パネル張りをしてください。
※申込み時に作品種類、氏名、連絡先
をお知らせください。
搬入日：７月６日（日）午後１時～３
時 鶴瀬公民館第１集会室
搬出日：７月１３日（日）午後４時～
キラリふじみ

写真展「この子たちの未来のために
２０１４」子どもの顔写真（小学生まで）
写真サイズ：２L～A４
※カラー、モノクロは問いません。

愛と平和のコンサート合唱・合奏な
どの出演団体
公演日：７月１２日（土）
場所：マルチホール
※応募者多数の場合は抽選

模擬店の出店者
開催日：７月１２日（土）・１３日（日）
※後日出店説明会があります。

市民構成劇 出演者・スタッフ
※未経験者大歓迎
公演日：７月１３日（日）
第１回練習日：５月１０日（土）
午後１時３０分～ 鶴瀬公民館

キッズ＆若者ライブダンスの出演団体
団体数：６組
※応募者多数の場合は抽選
公演日：７月１３日（日）
場所：メインホール
リハーサル：７月１２日（土）（予定）

申込み／４月３０日（水）までに直接
または電話で
※写真展の子どもの顔写真は６月１
日（日）～３０日（月）

ピースフェスティバル２０１４ 出品者・参加者・参加団体募集
問合せ／鶴瀬公民館 �０４９―２５１―１１４０

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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※健診専用のバス停は、設置していません。
※通過予定時刻前にバスが通過することはありません。
※帰りのバスは利用者がそろい次第、出発します。
※停車場所と時刻の一部が平成25年度と変更になっていますので
　ご注意ください。
（☆）はいずれも鶴瀬駅東側です。

乳 幼 児 健 診
専用バス運行表

１年間使用しますので
大切に保管してください。

鶴瀬駅東口（隈川写真館前） 12:40発
鶴瀬駅西口立体駐輪場前 12:43
東和銀行鶴瀬支店駐車場前 12:45
スーパーBig-A富士見鶴馬店前（☆） 12:50
しまむら鶴瀬店前（☆） 12:55
ふじみ野駅西口埼玉縣信用金庫前
（新駅西通り） 13:02

ドラッグエースふじみ野店前バス停 13:05
ふじみ野交流センター前 13:07
ウエルシア富士見渡戸店前
（観音堂バス停） 13:12

タイセマート（米店）前 13:15
中央図書館前 13:17
健康増進センター 13:20着

水谷東公民館前 12:45発
榎町公園前 12:49
針ケ谷コミュニティセンター前 12:53
唐沢公園正面入口 12:58
第四保育所前（駐車場付近） 13:00
みずほ台駅東口（パチンコ店前） 13:05
おぎそ小児科医院前 13:06
JAいるま野水谷支店前 13:08
水子貝塚公園入口 13:10
健康増進センター 13:15着

4か月健診 4か月児

健康増進センター
鶴瀬コース

水谷コース

12か月健診 12か月児

1歳6か月健診 1歳8か月児

3歳健診 3歳6か月児

■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　パパママ
準備教室
（4月コース）

1日目
 4月19日㈯
 9:30～15:30

②初めての出産を
平成26年7･8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
 5月15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

 4月21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
 4月 8日㈫  ⑪12:50～13:40　③健康増進センター

②平成25年11月1日～11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
 4月23日㈬  ⑪12:50～13:40　③健康増進センター

②平成25年11月16日～11月30日に生まれた子

12か月健診  4月14日㈪  ⑪12:50～13:40　③健康増進センター
②平成25年4月1日～4月23日に生まれた子

1歳6か月健診  4月22日㈫  ⑪12:50～13:40　③健康増進センター
②平成24年7月1日～7月23日に生まれた子

3歳健診  4月15日㈫  ⑪12:50～13:40　③健康増進センター
②平成22年10月生まれの子

■①　乳児・母乳相談  4月10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）

 4月19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

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
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子　

育　

て

子 育 て
Child-rearing

保育所の「あそぼう会」
保育所では就学前のお子さんを
対象に毎月「あそぼう会」を行っ
ています。
気軽にお越しください。楽しい
企画を用意してお待ちしています。
９月までの日程／いずれも木曜、
午前１０時～１１時３０分

５月 ２２日
６月 ２６日
７月 １０日・２４日
８月 ７日
９月 ４日・１８日

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
下記の保育園は、日程が異なる
ことがあります。（市外局番０４９）
ふじみ野保育園 �２５６―８８６２
こばと保育園 �２５１―８９６６
けやき保育園 �２５４―００２２
子どものそのBaby �２６１―７０７７
西みずほ台保育園 �２６８―５５５８
勝瀬こばと保育園 �２６３―８８００
けやきわかば保育園 �２５３―８８１１
富士見すくすく保育園�２５２―３４１４
富士見れんげ保育園 �２７５―０１３８
針ヶ谷保育園 �２７５―００７７
※６月１２日（木）は鶴瀬公民館で「み

んなあつまれ！ジャンボあそぼう

会」があります。詳しくは広報『ふ

じみ』５月号をご覧ください。

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。
気軽にお越しください（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
子どものあそび場やお友達づく
りの場として、気軽にお越しくだ
さい（無料、申込不要）。
時間／午前１０時～１１時３０分

鶴馬１丁目集会所
（いずれも火曜）

水谷東公民館
（いずれも水曜）

４月８日 ４月２３日
５月１３日 ５月２８日
６月１０日 ６月２５日
７月１５日 ７月２３日
９月９日 ９月２４日

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
※身長・体重測定をご希望の方は１１

時１５分までにお越しください。
問合せ／
子育て支援センター「ぴっぴ」
�０４９―２５１―３００５

日 時
１２日（土）午後２時「ともだちや」
「セロひきのゴーシュ」
２０日（日）午後２時「リトルツインズ フェアリーリ
ングの真ん中で」
「ムーミン スナフキンが帰ってきた」
６日（日）午後２時「まあだだよ」
２７日（日）午後２時「シラノ・ド・ベルジュラック」
２日（水）・１６日（水）午前１１時
５日（土）午後２時・２０日（日）午前１１時

５日（土）午後２時「忍たま乱太郎パートⅠ」
「忍たま乱太郎パートⅡ」

９日（水）午前１１時
９日（水）午後３時３０分
２６日（土）午後２時「ふらいぱんじいさん」
「にじいろのふしぎないし」
１１日（金）午前１１時
１２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

※映画会の上映作品は予告なく変更する場合があります。

４月のおはなしかい＆映画会

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２２日から開室）

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

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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音訳ボランティア入門講座
（全１０回）
視覚に障がいのある方へ声の広
報を届けるなど音訳ボランティア
を行うための初心者向け講座です。
関心のある方は、ぜひご参加くだ
さい。
とき／５月１３日～７月１５日の毎週
火曜、午前１０時～正午
（初回は９時３０分～）
場所／市民福祉活動センターぱれ
っと
対象／ボランティアとして活動で
き、視覚障がい者とともに歩む音
訳活動に関心のある方で、講座終
了後、一緒に活動ができる方
定員／２５人（申込順）
参加費／１，０００円（テキスト・資料代）
主催／富士見市社会福祉協議会・
音訳グループかたりべ
申込み／４月７日（月）～５月７日
（水）に直接または電話で
問合せ／富士見市社会福祉協議会
�０４９―２５４―０７４７

手話奉仕員養成講習会
基礎課程（全３０回）
市民福祉活動センターぱれっと
とき：４月２３日～７月３０日
三芳町立藤久保公民館など
とき：８月６日～１１月１９日
（８月１３日を除く）
時間／毎週水曜、午後７時～９時
対象／高校生以上の富士見市およ
び三芳町在住・在勤の方で、過去
に奉仕員養成講習会入門課程を修
了またはそれと同等の技術を持っ
ている方
定員／２０人（応募多数の場合は抽選）
参加費／２，５００円（テキスト・保険代）
※保育あり（お子さん１人につき保険

代６５０円）
申込み／４月１１日（金）までに、富
士見市社会福祉協議会または障が
い福祉課にある申込書に必要事項
を記入し、下記へ郵送・FAXま
たは直接
問合せ／富士見市社会福祉協議会
〒３５４―００２１ 大字鶴馬１９３２―７
市民福祉活動センターぱれっと内
�０４９―２５４―０７４７℻０４９―２５２―０１１１

普通救命講習
とき／４月２０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／４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

青空児童館「あそびの学校」
公園で親子・友達同士元気に遊
ぼう！集団遊びや体操、季節の行
事、工作などさまざまなあそびの
学校を開催しています。気軽にご
参加ください（申込不要）。

とき・対象／
午前１０時３０分～１１時４５分（通年）
・未就園児と保護者
午後３時３０分～５時（１０月末まで）
・幼稚園児と保護者、小学生
※学校の長期休業期間は休み

火
午前

みずほ東公園
羽沢１丁目多目的広場

午後 つるせ台公園

水
午前

松の木公園
つるせ台公園

午後 北通り公園
木 午前 勝瀬原記念公園

金
午前

山崎公園
北通り公園

午後 勝瀬原記念公園

問合せ／関沢児童館
�０４９―２５１―９７８６

無肥料無農薬育ちの生命力あふ
れる野菜を作ってみませんか。自
然栽培の体験を通して「食と農」
について学び、自然豊かなライフ
スタイルを一緒に考えましょう。
自分たちで栽培した大豆を使っ
て、豆腐づくりも体験できます。
開講期間／５月１７日～平成２７年２
月２１日の土曜（一部日曜）
※日時・場所など詳しくはお問い合
わせください。
対象／市内在住、在勤の方
定員／１５人（応募多数の場合は抽選）
内容／肥料・農薬を使わない野菜
づくり、自然栽培の農場見学、講
演会、伝統食品づくり（こんにゃく
・豆腐）
参加費／３，８００円
（運営費・材料費・保険代など）

申込み／往復はがきに郵便番号・
住所・氏名・電話番号・これまで
の受講回数（年）を記入
（返信用にも郵便番号・住所・氏名を
記入） ※４月１５日（火）必着
〒３５４―００３３ 羽沢３―２３―１０
市民大学事務局（鶴瀬公民館内）
※抽選は、４月１７日（木）午後２時か
ら公開で行い、結果は返信用はがき
で通知します。
※当選された方は、４月２４日（木）午
前中までに受講申込書を記入し、提
出してください。

平成２６年度富士見市民大学ふじみ市民学コース 受講生募集
ふじみ自然塾 自然のライフスタイルを探して（全１６回）

問合せ／市民大学事務局（鶴瀬公民館内） �０４９―２５１―１１４０
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イベント
Event

むさしの作業所春まつり
とき・場所／
５月１０日（土）・東久保中央公園
（イオン大井店横）

もり

１７日（土）・文化の杜公園
いずれも午前１０時～午後２時３０分
内容／季節の花販売、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：４月１４日（月）～５月７
日（水）に電話または電子メールで
問合せ／入間東部むさしの作業所
�０４９―２５２―５２７０
http://www４．ocn.ne.jp/̃musaku/

学 ぶ
Learning

保護者のための「わが子」の
自立支援セミナー
講義やグループワークを通して、
子どもへの接し方や自立について
の手立てを考えます。
とき／４月２６日（土）
午後１時３０分～４時３０分
場所／鶴瀬西交流センター
※公共交通機関をご利用ください。
対象／子どもの将来に不安を抱え
る保護者
定員／２０人（無料、申込順）
申込み／３月２６日（水）から午後１
～７時に電話で
問合せ／若者自立支援センター埼玉
�０４８―２５５―８６８０

代謝アップ！スマートウォ
ーキング教室（全５回）
脂肪を蓄えにく
く、生活習慣病に
なりにくい身体づ
くりを目指した正
しいウォーキング方法を身に付け
ます。
希望者は教室終了後、グループ
で継続的に楽しくウォーキングを
していきます。
とき・内容／いずれも水曜、
午前９時３０分～１１時４５分
（受付：９時１５分～）

４／２３
講義：ウォーキングの効果
運動：自分の歩き方を知ろう

５／７
講義：ウォーキングと食事
運動：屋外を歩いてみよう！

５／１４
講義：ウォーキングの方法
運動：スマートウォーキング

実践

５／２１
運動：屋外を歩いてみよう！

～志木市役所コース～

５／２８ 運動：屋外を歩いてみよう！

場所／健康増進センター
対象／３０～６４歳の方で運動制限の
ない方
定員／３０人（申込順）
講師／スポーツプログラマー、保
健師、管理栄養士
参加費／１５０円（保険代）
申込み・問合せ／
健康増進センター
�０４９―２５２―３７７１

高齢者体験型交通安全教室
シルバードライバードック
参加・体験型の講習を通じて、
自分の運転能力について学ぶ体験
型の安全運転教室です。
とき／４月２０日（日）
午前９時～正午（受付：８時３０分～）
場所／セイコーモータースクール
（上沢３―７―３７）
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／東入間警察署交通課
�０４９―２６９―０１１０ ○内４１１

田んぼ体験隊（全７回）
種まきからもちつきまで年間を
通して活動します。
日程／いずれも土曜

とき 内容
５／１７
午後２時～４時

説明、耕起、
種まき

６／１４
午後２時～４時 代かき、田植え

６／２１～７／１２
毎週土曜
午前１０時～１１時

草取り
（１回以上参加）

８／９
午前１０時～正午

かかし、
流しそうめん

１０／１１
午後２時～４時

稲刈り、
矢来かけ

１０／２５
午後２時～４時 脱穀

１２／２０
午前１０時～正午

もちつき、
わら細工

場所／難波田城公園内田んぼ
定員／１５組（１組４人以内。申込順）
対象／市内在住、在
学、在勤の方を含む
家族または友人
参加費／
１組年間１，０００円
（通信費・材料代）

持ち物／汚れてもよい服装・田ん
ぼに入るときの履物
申込み／４月１日（火）午前９時か
ら直接または電話で

やぎしたはるよし

農業指導／柳下春良氏（地元農家）

４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。
５日（土） わたくり

６日（日） あねさま人形

１２日（土） はたおり

１３日（日） わたくり

１９日（土） いろりの日

２０日（日） 紙飛行機

２６日（土） はたおり

２７日（日） わりばし鉄砲

２９日（祝） 紙のかぶと
（材料代１５０円）

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）

水子貝塚公園・難波田城公園
開園時間変更のお知らせ
４月１日（火）～９月３０日（火）、開
園時間は午前９時～午後６時です。

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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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）／二段ベッド
／低反発マットレス／パイプハンガー／学習机（上置き
付）／賞状用額／ソファー（2人用）／籐製のラブチェア／
回転いす／マッサージチェア／マッサージ座イス／電子ピ
アノ／ランドセルラック／スキーセット（子ども用110･120
㎝）／市立川越高校夏・冬用制服・セーター（女子用L）／
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

ゆずってください

8ミリビデオデッキ／CDラジカセ／テレビ／小型冷蔵庫／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）／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・体操着（男児用120～140
㎝）／きたはら幼稚園制服・体操着（男児用100㎝）／水谷東小長袖･半袖体
操服（140～150㎝）／勝瀬中雨がっぱ（女子用M･160㎝）／東中ジャージ
（M～2L）／スクールセーター（M～2L）／子ども服（男児用80～90㎝）／ベ
ビーチェア

問合せ／環境課　2 246
・••３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）。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

ち
ん
ど
ん
屋
が

く
る
よ
！

イベント
Event

こうえん

ふじみ野じゅく公開口演
かん だ おり ね

神田織音講談会
ふじみ野じゅく
は、生きがいづく
りや仲間づくりを
目的として、毎月
１回さまざまな講
座やイベントを開
催しています。
今年も恒例の講談会で幕開けし
ます（申込不要）。
とき／４月１８日（金）午前１０時～正午
場所／ふじみ野交流センター
演目／「鉢の木」ほか一席
参加費／５００円
問合せ／ふじみ野交流センター
�０４９―２６１―５３７１

土曜おもしろミューズランド
まが玉を作ってみよう。
とき／４月１９日（土）
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）
参加費／１５０円（材料代）
※申込不要。直接お越しください。
問合せ／
水子貝塚資料館

まが玉

�０４９―２５１―９６８６

ミニ鉄道クラブによる
ミニ鉄道運転会（４～７月）
運転日／いずれも日曜（雨天中止）
午前１０時～正午、午後１時～２時
４月 １３・２７日 ６月 ８・２２日
５月 １１・２５日 ７月 １３日

場所／むさし野緑地公園
※自転車は指定の場所（公園内）に駐

車してください。車での来場はご遠

慮ください。未就

学児は、保護者の

付き添いをお願い

します。

※９～１２月の運転会は、広報『ふじ

み』９月号でお知らせします。

富士見市ミニ鉄道クラブ会員募集
クラブ会員は、ミニ鉄道の管
理や運転、来場者の整理などを
ボランティアで行っています。
興味のある方は、運転会当日に
お申し出ください。

問合せ／協働推進課 �○内２５６

第１１回熟年バンド LIVE
歌謡曲、ポップス、ハワイアン
など昭和の歌をお楽しみください
（無料、申込不要）。
とき／４月２９日（祝）
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
出演／ブルーハワイアンズ、ハー
フトーンズ、ポップスふじみ野、
ミュージックフレンズ
主催／熟年バンド LIVE 実行委員会
問合せ／鶴瀬公民館
�０４９―２５１―１１４０

東大久保菜の花フェスタ２０１４
菜の花畑に大型熱気球が飛ぶ！

とき／４月６日（日）
午前９時～午後２時
場所／東大久保地区の田んぼ
（東大久保浄水場周辺）
内容／（販売）東大久保産の菜の花
米・農産物・大鍋とん汁、模擬店
多数出店
大型熱気球係留フライト体験
料金：大人８００円・小人５００円
※気象条件により飛べない場合があ

りますので、当日南畑公民館（�０４９―
２５１―５６６３）へお問い合わせください。
菜の花摘み（無料）
とき：３月２３日（日）～４月６日（日）
場所：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
主催／東大久保菜の花まつり実行
委員会
後援／南畑第１町会、東大久保・
農地・水・環境保全協議会、市
問合せ／産業振興課 �○内２４３
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4月5日㈯･6日㈰10:00～17:00（6日は16:00
まで）／キラリふじみ／華道展／主催富士見
市華道連盟／入場無料／
𠮷田　2049-251-3259

第29回チャリティー歌謡祭…4月6日㈰10:00
～17:00／鶴瀬コミュニティセンター／カラオ
ケ、舞踊など／入場無料
会員募集…第1･3水曜19:00～22:00／南畑
公民館、勝瀬集会所／カラオケ／入会金
3,000円／月会費500円／
髙田　2049-254-6803

4月13日㈰10:00～14:00（雨天時：つるせ台
小学校体育館）／なかよし公園（上沢3丁
目）／あそびコーナー、模擬店、キッズダンス、
バルーンアート、フリーマーケット（1区画500
円･出店者募集）／主催ちゃんとちゃんと公
園をつくる会／長

ちょうなん

南　2049-251-5656

4月26日㈯･27日㈰10:30～18:00（27日は
17:00まで）／キラリふじみ／生け花展／入
場無料／神藤　2090-7904-7005

4月29日㈷10:00～15:00／鶴瀬西交流セン
ター／茶席3席（表千家、宗徧流、裏千家）
／茶券（3席）1,500円／
佐々木　2049-251-1170

5月11日㈰鶴瀬駅西口6:00出発／岩峰連な
る絶景を楽しみながら歩きましょう（初心者向
きコース）／参加費5,000円（バス･保険代含
む）／説明会5月6日（振）18:00鶴瀬コミュニティ
センター／主催富士見市峠山の会／
石塚　2049-253-4643

5月17日㈯9:00集合（雨天時：5月18日）／ふ
じみ野小学校／65歳以上の方／定員72人
（申込順）／参加費300円（保険代）／4月25
日㈮までに往復はがきで（住所･氏名･生年
月日･電話番号を記入。グループ申込みは
最大4人とし一括記入。別枠で1チームに小
学生2人が加わります）／
〒354-0024　鶴瀬東2-14-3MSビル5階
富士見ライオンズクラブ　2049-253-4501

募　集

第1･2･4月曜14:00～16:00／鶴瀬西交流セ
ンターほか／成人／社交ダンス（基礎から上
級まで　講師:戸谷裕子氏）／入会金1,000
円／月会費3,500円／無料体験あり／
柴田　2049-251-4918

第3土曜10:00～12:00／鶴瀬西交流センター
／年長児～中学生／年会費2,500円（花代
1回1,080円）／見学･体験･初めてのお子さ
ん歓迎／赤田　2080-5680-1187

第1～4木曜18:00～19:30／みずほ台コミュ
ニティセンター／55歳以上の女性／和やか
でゆったりとしたレッスンです／月会費3,000
円／斉藤　2049-251-1422

①毎週日曜10:00～12:00②毎週木曜19:00
～21:00／水谷小学校体育館／小学生～
一般／剣道の練習･作法／入会金1,000円
／月会費750円（保険代別途）／
髙橋　2049-252-3475

月4回火曜13:00～15:00／キラリふじみ／老
若男女／太極拳を初歩から練習します／
月会費3,000円／体験は3回まで無料／
小平　2049-266-0714

＆
月3回月曜16:00～19:00／キラリふじみ／幼
児～小学生／フラダンス･タヒチアンダンス／
月会費2,000円／
平塚　2080-5061-5464

月3回火曜①15:10～15:50②16:00～16:40
／鶴瀬西交流センター／①2歳～年少くらい
のお子さんと親②年中～小学1年生くらいの
お子さんと親／外国の講師やリトミックの講師
と英語リトミックで遊ぶ／入会金1,000円／
月会費3,000円（教材費含む）／
嶋本　2090-2448-8744（15:00～）

毎週日曜9:30～11:00／鶴瀬公民館／月会
費500円／簀

す

戸
ど

　2049-253-2064

第2・4土曜13:30～14:30／みずほ台コミュ
ニティセンター／50歳以上の方／童謡･唱歌
などの練習（コーラスではありません）／入会
金1,000円／月会費2,000円／
黒田　2049-254-0699

第2・4土曜13:00～16:00／鶴瀬公民館／
水彩画。季節により外へ写生に出掛けます
／月会費1,000円／初心者歓迎／
大関　2049-251-6955

月3回金曜①13:30～14:20②15:10～15:50
③16:00～16:40／ふじみ野交流センター／
①1～2歳のお子さんと親②2歳～年中のお
子さんと親③年長～小学2年生くらいのお子
さんと親／①日本語リトミック②③ネイティブの
先生と英語リトミック／月会費3,000円／
髙山　2090-3598-5337

月4回日曜9:00～12:00（自由参加）／大沼
農園／休耕地を利用（活性化）し、四季に
応じた野菜の育成を学ぶ／年会費3,000円
／岩田　2049-253-4156

第3日曜午前中（5月～収穫祭）／水谷前耕
地／大人2,000円（一緒に参加の子どもは
無料）／ファックスで（住所･氏名･電話番
号またはメールアドレスを記入）／説明会
5月11日㈰10:00ふれあいTAP事務所（針ケ
谷1-45-2）／主催NPO法人ふれあいTAP
／鈴木　FAX049-251-2300

第2･4土曜19:30～21:30／鶴瀬西交流セン
ター／上手な話し方、魅力ある話し方、人
間関係が良くなる話し方を学びます／入会
金1,000円／月会費600円（半年分まとめて
集金）／見学自由／
佐藤　2090-3249-9012

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。

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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