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交通遺児等に
就職進学支度金を支給
交通事故による遺児などで、今
春中学校または高等学校を卒業し、
就職や進学をされる方に就職進学
支度金を支給します。
受給資格／市内に１年以上居住し、
住民登録をしている方
支給金額／
中学校卒業後、就職または進学
する生徒 １人２万円
高等学校卒業後、就職または進
学する生徒 １人３万円
申込期限／２月２７日（金）
問合せ／福祉課 �○内３３３

大卒等就職面接会
とき／２月２４日（火）午後１時～４
時（受付：０時１０分～）
※無料、申込不要
場所／大宮ソニックシティ地下展示場
対象／平成２７年３月大学（院）、短
大、高専、専門学校など卒業予定
の方、既卒おおむね３年以内の方
内容／企業人事担当者との個別面
談 ※女性対象の就活メイク講座あ
り（要予約）
持ち物／履歴書（複数枚）、ハロー
ワークカード（お持ちの方）
※履歴書がなくても参加可
※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。
http://saitama-roudoukyoku.jsite.
mhlw.go.jp/
問合せ／埼玉新卒応援ハローワー
ク �０４８―６５０―２２３４

介護就職相談会
とき／２月６日（金）
午後１時３０分～３時３０分
（受付：１時～３時）
※無料、申込不要
場所／ハローワーク川越４階会議室
対象／介護の仕事を希望している方
参加企業／地域内の事業所６社
持ち物／履歴書（複数枚）、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（４３＃）

中央図書館・図書館ふじみ野
分館の指定管理者が決定
公の施設の指定管理者候補者審
査委員会の審査・選定の後、平成
２６年１２月市議会の議決を経て、指
定管理者を決定しました。
施設名／中央図書館・図書館ふじ
み野分館
指定管理者名／紀伊國屋書店・ア
クティオ管理運営共同企業体
指定期間／平成２７年４月１日～平
成３２年３月３１日
問合せ／生涯学習課 �○内６３１

つきいち～臨時農産物直売所～
市役所臨時農産物直売所は毎月
第３火曜に開設します。富士見市
産の米・新鮮野菜・味噌などを販
売します。※レジ袋削減のため、買
い物袋をお持ちください。
とき／２月１７日（火）
午前１０時～午後０時３０分
場所／市役所１階ロビー
販売者／富士見市農業研究団体連
絡協議会
問合せ／産業振興課 �○内２４３

イチゴの販売も
あるよ！

２０１５年農林業センサスにご協力を
現在、農林業の国勢調査といわ
れる「２０１５年農林業センサス」が
実施されており、調査員が調査票
の回収をしています。
農林業センサスは、農林業の実
態を明らかにし、国や都道府県、
市区町村はもちろん各方面にわた
り、広く利用できる総合的な統計
資料を得るための調査です。ご協
力をお願いします。
問合せ／総務課 �○内２２５

富士見市体育協会からのお知らせ
中央図書館２階に移動していた
富士見市体育協会事務所が、市民
総合体育館サブアリーナ棟（事務
所棟）の暫定再開に伴い、市民総
合体育館での業務を再開します。
業務開始／２月２日（月）
問合せ／生涯学習課 �○内６３４

県文化振興基金助成事業の受付
県では、県民の皆さんが自主的、
自発的に行う文化活動を支援する
ため、「埼玉県文化振興基金」に

コバトン

よる助成事業を実
施しています。詳
しくは、お問い合
わせください。
対象／
①４～７月にアマチュア文化団体
が実施する文化活動（活動成果の発
表など）
②４～７月に伝統・郷土芸能団体
が実施する伝統・郷土芸能用具の
備品整備、後継者育成など
③４月～平成２８年３月に文化団体
やNPOなどが実施する子どもを
対象とした文化芸術の体験教室や
文化芸術を担う若手人材の発掘・
育成を目的としたワークショップ
など
助成金額／①対象経費の２分の１
以内（上限２５万円）
②③対象経費の２０万円以内
申込方法／所定の事業計画書を２
月２日（月）～２３日（月）（消印有効）
に県文化振興課（〒３３０―９３０１ さい
たま市浦和区高砂３―１５―１）へ郵送
問合せ／県文化振興課
�０４８―８３０―２８８７

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。
とき／２月１１日（祝）
午前１０時～午後４時 ※申込不要
場所／ふじみ野交流センター
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
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募 集
Invitation

平成２７年度保育所・子育て支援
センターの非常勤嘱託職員
４月１日から、市立保育所、子
育て支援センターで勤務する保育
士、保育補助員を募集します。勤
務日や時間などは、職種、勤務地
などにより異なります。
募集人数／いずれも若干名

職種 賃金
市立保育所
保育士

月額１８０，７３０円
（土曜勤務あり）

市立保育所
保育補助員 時給８７０円・９６０円

子育て支援セン
ター保育士

月額１５９，１３０円
（土曜勤務なし）

※賃金は平成２６年１２月１日現在
応募方法／市指定または市販の履
歴書を保育課へ直接。書類選考後、
面接を行います。
問合せ／保育課 �○内３３２

平成２７年度
教育委員会の支援員など

【基礎学力定着支援員】（小学校）
授業中の学習指導の補助をしな
がら、学習が遅れがちな児童への
個別対応や個別指導を行います。
また、不登校傾向のある児童への
支援なども行います。
募集人数／１人
応募条件／教員免許（原則として、
小中学校）をお持ちの方
時間／週５日（月～金曜）１日５時間
期間／原則１年間（年間２０４日）
賃金／時給９７０円

【すこやか支援員】
小・中・特別支援学校で、特別
な支援が必要な児童・生徒の日常
生活の介助や学習活動の支援など
を行います。
募集人数／４人
応募条件／児童・生徒の健全育成
に意欲的に取り組める方
時間／週５日（月～金曜）１日６時間
期間／原則１年間（小中学校年間２０
４日、特別支援学校年間２１２日）
賃金／時給８５０円

【読書推進支援員】
小・中・特別支援学校で図書の
整理や貸し出し、図書の紹介、読
み聞かせ、ブックトークなど読書
の推進を行います。
募集人数／１人
応募条件／意欲的に取り組める方
時間／１日４時間（小学校週３日、
中学校・特別支援学校週２日）
期間／小学校年間１２０日、中学校
・特別支援学校年間８０日
賃金／時給８２０円

【一般事務員兼給食仕分け員】
小中学校で事務補助を行い、給食

実施日は給食の仕分けも行います。
募集人数／１人
応募条件／意欲的に取り組める方
勤務時間／週５日（月～金曜）週２９時
間を超えない範囲
期間／原則１年間（年間２２３日）
賃金／一般事務員 時給８２０円
給食仕分け員 時給８５０円

共通事項
応募方法／学校教育課にある応
募用紙に記入し、２月２日（月）
～１３日（金）（必着）に郵送または
直接
（〒３５４―００２１ 鶴馬１８７３―１ 学校教育課）
※書類選考後、面接を行います。

問合せ／学校教育課 �○内６２２

富士見市
介護保険事業推進委員会委員
高齢者の保健・福祉・介護にか
かわる高齢者保健福祉計画の策定
や進行管理、高齢者あんしん相談
センター（地域包括支援センター）の
設置や評価、地域密着型サービス
の指定基準や運営などに関する協
議を行う委員を募集します。
募集人数／
市内在住の４０～６４歳の方１人
富士見市を保険者とする６５歳以
上の方２人
任期／４月１日～平成３０年３月３１日
会議／年５回程度（平日昼間を予定）
応募方法／応募の動機（６００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

送または直接
※市ホームページからも応募可
応募締切／
２月２７日（金）（必着）
応募先／〒３５４―８５１１（住所不要）
富士見市役所高齢者福祉課
問合せ／高齢者福祉課 �○内３９１

富士見市
国民健康保険運営協議会委員
国民健康保険事業の運営に関す
る重要事項を審議する委員を募集
します。
募集人数／１人
応募資格／７３歳未満（応募日時点）の
富士見市国民健康保険被保険者の
方（住所地特例の方は除く）で、富士見
市国民健康保険税の滞納がない方
任期／４月１日～平成２９年３月３１日
会議／年３回程度（平日昼間を予定）
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、
郵送または直接
※市ホームページからも応募可
応募期間／
２月９日（月）～２５日（水）（必着）
応募先／〒３５４―８５１１（住所不要）
富士見市役所保険年金課
問合せ／保険年金課 �○内２７８

ご 案 内
Guidance

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

２月号のテーマ
さいこうさい はんだん

最高裁が判断
がいこくじん せいかつ ほ ご ほう たいしょうがい

「外国人は生活保護法の対象外」
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 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
http://www.ficec.jp

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　 水…バス水谷コース　 鶴…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

事業名 とき 詳　　細

■①　パパママ
準備教室

1日目
 2月21日㈯
 9:30～15:30

②初めての出産を
平成27年5･6月
に迎えるご夫婦
③針ケ谷コミュニティセンター
⑥ 15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
 3月12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

 2月16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
 2月10日㈫

水 ⑪ 12:50～13:40　③健康増進センター
②平成26年9月1日～9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

鶴

 2月24日㈫
水 ⑪ 12:50～13:40　③健康増進センター
②平成26年9月16日～9月30日に生まれた子鶴

12か月健診  2月16日㈪
水 ⑪ 12:50～13:40　③健康増進センター
②平成26年2月16日～3月10日に生まれた子鶴

1歳6か月健診
 2月 4日㈬

水 ⑪ 12:50～13:40　③健康増進センター
②平成25年4月24日～5月16日に生まれた子鶴

 2月17日㈫
水 ⑪ 12:50～13:40　③健康増進センター
②平成25年5月17日～6月8日に生まれた子鶴

3歳健診  2月25日㈬
水 ⑪ 12:50～13:40　③健康増進センター
②平成23年8月生まれの子鶴

■①　乳児・母乳相談  2月12日㈭
10:00～11:30

⑪ 9:40～10:00　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）

 2月21日㈯
 9:50～12:00

⑪ 9:40～9:50　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

親子サロン
家族同士や保
健師との交流・
相談を行います。
とき／
３月２日（月）
午前１０時～１１時３０分
（受付：９時４５分～１０時）
場所／鶴瀬西交流センター
対象／出生体重が２，０００g未満、養
育医療や育成医療を受給、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ご家族
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

募 集
Invitation

第６５回埼玉県美術展覧会
（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／開催要項を確認し、搬
入期間に県立近代美術館へ直接
（申込不要）
※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／
６月２日（火）～２４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

予備自衛官補
資格／
一般公募 １８～３４歳未満の方
技能公募 １８歳以上で保有する技
術に応じて５３～５５歳未満の方
※年齢は、平成２７年７月１日現在
受付期限／３月２４日（火）
試験期日／４月１０日（金）～１４日（火）
のうちいずれか１日を指定
手当／日額７，９００円（教育訓練招集
手当）
問合せ／自衛隊入間地域事務所
�０４―２９２３―４６９１
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学 ぶ
Learning

第３回地域の活性化のための
学習会を開催します
地域資源の発掘・活用と地域の
活性化による経済効果をテーマに
学びます（無料、申込不要）。
とき／３月５日（木）
午後７時～８時３０分
場所／ふじみ野交流センター
内容／「地域資源の発掘・活用と
地域の活性化による経済効果」
講師／山下智史氏（（株）JTB関東）
問合せ／地域文化振興課
�○内２５２

循環型社会を作るために
私たちができること
家庭から排出されるごみの減量
や資源化について学び、日ごろの
ライフスタイルを見直しませんか。
とき／２月２８日（土）
午前９時３０分～１１時３０分
場所／鶴瀬西交流センター
定員／１００人（無料、申込順）

あさ ば り え

講師／浅羽理恵氏
（埼玉県環境アドバイザー）
主催／市、富士見市環境施策推進
市民会議
申込み／２月２７日（金）までに電話で
問合せ／環境課 �○内２４２

紙芝居講座
「紙芝居の世界を楽しみましょう」
～紙芝居ライブで心の交流を～
紙芝居の実演を楽しみながら、
さまざまな紙芝居を紹介します。
とき／３月７日（土）午前１０時～正午
場所／鶴瀬西交流センター
定員／５０人

みやざき ふ み え

講師／宮崎二美枝氏
（紙芝居作家・実演家）
申込み／２月１０日（火）から直接ま
たは電話で
※保育あり（１歳以上、定員５人、要予約）
問合せ／鶴瀬西交流センター
�０４９―２５１―２７９１

高齢者のよい聴き手となるた
めに～回想法入門講座～
高齢者の話を聴くこと、人生を振
り返ることの大切さを学びます。
とき／２月２５日、３月４日・１１日
いずれも水曜午後１時３０分～３時
３０分（２５日は４時まで）
場所／鶴瀬西交流センター
内容／回想法の基本、個人回想法、
グループ回想法
定員／４０人 参加費／無料
講師／萩原裕子氏（文教大学講師・
埼玉医科大学病院 臨床心理士）
申込み／２月２日（月）から直接ま
たは電話で
問合せ／鶴瀬西交流センター
�０４９―２５１―２７９１

中高年向け就職支援セミナー
応募書類３点セットの作成
応募書類作成セミナーを開催し
ます。採用担当者に、「会ってみ
たい」と思わせる書類の作り方を
学びます。
とき／３月６日（金）
午後２時～４時（受付：１時３０分～）
場所／鶴瀬駅西口サンライトホール
※駐車場・駐輪場はありませんので、
公共の交通機関をご利用ください。
対象／４０歳以上の方 ※保育なし
定員／２０人（無料、申込順）
講師／キャリアカウンセラー
持ち物／筆記用具
申込み／２月２日（月）から電話で
問合せ／産業振興課 �○内３８３

教育講演会
『社会的ひきこもりと不登校から
の旅立ち』～大切な家族の役割～
適切な対応、援助を粘り強く続
ければ、必ず社会参加を果たしま
す（無料、申込不要）。
とき／３月７日（土）午後１時３０分
場所／水谷公民館
講師／村上公平氏
（NPO法人おおさか教育相談研究所）
主催／不登校・引きこもりを考え
る親の会「まわりみち」
共催・問合せ／水谷公民館
�０４９―２５１―１１２９

子 育 て
Child-rearing

関沢児童館からのお知らせ
問合せ �０４９―２５１―９７８６

第１４回せきざわ子どもまつり
子どもたちが主
人公となる地域ぐ
るみのおまつりで
す。ぜひお越しく
ださい。
とき／２月２２日（日）
午前１０時～午後２時（雨天決行）
場所／関沢小学校校庭・体育館
内容／子どもたちや地域の人たち
による遊びのコーナー
昔あそび、かえっこバザール（使わ
ないおもちゃを持ってきてね。交換で
きるよ）、ストラックアウトなど
模擬店
うどん、被災地支援物資販売（牛
タン焼きそば、手芸品）、射的、ジ
ュース、やきとり、バザーなど
主催／せきざわ子どもまつり実行
委員会

諏訪児童館からのお知らせ
問合せ �０４９―２５５―６６７１

みんな集まれ豆まき大会
とき／２月１日（日）午後３時３０分から
場所／諏訪児童館
対象／小学生以上
（幼児の方は、ご相談ください）

子育てボランティア養成講座
身近にある材料で、楽しいおも
ちゃを作ろう。
とき／２月２０日（金）
午前１０時３０分～正午
場所／市民福祉活動センターぱれっと
講師／諏訪児童館お母さんボラン
ティア「まみぃぶぅ」
申込み／２月１日（日）午前１０時か
ら直接または電話で
※保育あり（おおむね１歳以上）

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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手づくりの味料理教室

とき／２月２１日（土）
午前１０時～午後１時
場所／鶴瀬西交流センター
対象／市内在住、在勤の方
メニュー／デコレーション寿司、
ゆで鶏のねぎソースかけ、ほうれ
ん草と春雨の中華ソテー、わかめ
スープ
定員／１６人（申込順）
講師／富士見市食生活改善推進員
参加費／５００円
持ち物／エプロン、三角きん、タ
オル
主催／富士見市農業研究団体連絡
協議会
申込み・問合せ／産業振興課
�○内２４３

子どもへの望ましい関わり方
～「教育に関する親子意識調査」
で分かったこと～
市教育委員会では、昨年６月に
市内の小中学生や保護者を対象に
「教育に関する親子意識調査」を
実施しました。
その調査から見えてきたことを
報告し、より良い親子関係につい
て話します（無料）。
とき／２月７日（土）
午後２時～４時（受付：１時３０分）
場所／南畑公民館
講師／
内海幸一郎
（教育相談室 室長事務代理）
き つ ひで み

木津秀美（教育相談専門員）
主催／市教育委員会
問合せ／教育相談室
�０４９―２５３―５３１３

第２９回地域・自治シンポジウム
学びあいで暮らしやすい
地域づくりを！

きずな

地域の絆、交流、まちづくりな
どをキーワードに、各公民館など
での学びあいやサークル活動、地
域でのまちづくりの経験を話し合
い、地域と人をつなぐ公民館の役
割と可能性について考えます（無
料、申込不要）。
とき／３月１日（日）
午後１時～４時３０分
場所／鶴瀬コミュニティセンター
内容／
講演「学びあいで地域づくりを」
～松本市の公民館と地域づくりに
学ぶ～
講師：白戸洋氏（松本大学教授）
シンポジウム
テーマに基づき、各公民館での活
動実践について話し合います。
問合せ／鶴瀬公民館
�０４９―２５１―１１４０

埼玉県地震対策セミナー
とき／２月９日（月）
午後１時３０分～４時（０時３０分開場）
場所／埼玉会館大ホール
（JR 浦和駅下車徒歩６分）
内容／
講演「埼玉県の震災対策について」

きよたけ

講師：小林清剛氏
（県危機管理防災部危機管理課長）
講演「イツモ防災～個人・家庭・
地域における減災への取組～」

あつ み ともひで

講師：渥美公秀氏
（大阪大学大学院人間科学研究科教授）
定員／１，３１５人
※そのほか防災関連の展示ブース、
無料簡易耐震診断などがあります。
※先着１，０００人に防災グッズをプレゼ
ント。
※無料、申込不要、先着順。
問合せ／
県危機管理課
�０４８―８３０―８１４１

日 時

１４日（土）午後２時「子猫の冒険」「フォックスウッ
ド物語」
２１日（土）午後２時「ねずみのチャップ」「ひなまつ
り」

１日（日）午後２時「男はつらいよ寅次郎夢枕」
１５日（日）午後２時「おしゃれ泥棒」

４日（水）・１８日（水）午前１１時

７日（土）・２８日（土）午後２時

７日（土）午後２時「かさこ地ぞう」「ぶんぶくちゃ
がま」

１１日（祝）午前１１時

１１日（祝）午後３時３０分

２１日（土）午後２時「雪の女王」「ミッキーマウスの
楽しい冬」

１３日（金）午前１１時

１４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

２月のおはなしかい＆映画会
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第１７作目のようす

イベント
Event

南畑ふれあい劇場
南畑お月見一座による第１８作目
「今日もさけ・さけ・明日も酒」
を上演します（無料）。
とき／２月１４日（土）午後１時開演
場所・問合せ／南畑公民館
�０４９―２５１―５６６３

水子貝塚資料館のお知らせ
問合せ �０４９―２５１―９６８６

土曜おもしろミューズランド
アンギンのコースターづくり
とき／２月７日（土）
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）
石のアクセサリーづくり
とき／２月２１日（土）
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）
参加費／１５０円（材料代）

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
※申込不要。直接お越しください。

縄文の森コンサート
「春を奏でるマリンバ・デュオ」
１台のマリンバを２人で演奏し
ます。クラシックから歌謡曲まで
息の合ったダイナミックな演奏を
お届けします。
とき／２月２２日（日）
午後２時～３時（１時３０分開場）
場所／展示館
定員／１５０人（無料、先着順）
出演／Marimba Duoなつかよ

第４回
３．１１を忘れないコンサート
とき／３月８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
出演／音楽ボランティアしゃぼん

かのん

玉、コーラス歌音、コーロ・ラヴ
ァンダ、邦楽アンサンブル奏 SO、
富士見高校吹奏楽部、Music Zoo
※入場無料。整理券は各公民館・交
流センターで配布中（当日券あり）
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５回東入間防災フェア
とき／３月８日（日）
午前９時～午後３時
場所／福岡中央公園（ふじみ野市）
内容／防災体験（救助犬実演、地震
体験、AED講習など）、東北物産展、
野外ステージ（キッズダンス大会、
中学生吹奏楽など）
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

とき／２月２８日（土）、３月１日（日）
作品展示・模擬店／午前１０時～午
後５時（１日は午後４時まで）

てんこく

作品展示 書、絵画、絵手紙、篆刻、
押し花、折り紙、陶芸、フラワー
アレンジ、リフォーム作品、郷土
資料・民具など
模擬店 赤飯、炊き込みご飯、と
ん汁、焼だんご、パウンドケーキ、
クッキー、飲み物、駄菓子、おも
ちゃなど
舞台発表／
２８日 午前１０時３０分～正午
勝瀬小学校ダンスクラブ、ふじみ
野小学校歌声リーダー、リコーダ

ー演奏、世界の言葉
１日 午前１１時～午後３時３０分
合唱、民謡、唱歌、詩吟、フルート
演奏、カラオケ、リフォームファッ
ションショー、ダンス、太極拳、か
っぽれ踊りなど
介護・福祉の相談会／
２８日 午後１時～５時
１日 午前１０時～午後４時
ケアマネジャー、看護師などによる
高齢者の介護・福祉に関する総合相
談、握力測定
主催／第１３回ふじみ野文化祭実行委
員会、ふじみ野交流センター

第１３回ふじみ野文化祭～来て見て楽しい交流の輪～
場所・問合せ／ふじみ野交流センター �０４９―２６１―５３７１

※車での来場はご遠慮ください。

参加費
１００円

５００円

５００円

５００円

１００円

２００円

無料
１，０００円
①１，３００円
②１，０００円
③ ５００円

とき
午前１１時～午後２時
午前１１時～午後４時
（１日は３時まで）
午前１０時～午後４時
（１日は３時まで）
午前１０時～午後３時
２８日：午後１時～３時
１日：午前１０時～正午
２８日：午前１０時～正午
１日：午後１時～３時
午前１１時～正午
２８日：午後１時～３時

午後１時３０分～４時
（１日は３時３０分まで）

内容
絵手紙を描いてみよう

図画工作、似顔絵

篆刻印の作成

陶芸体験（ろくろ、絵付けなど）

指編み

パステルアート

折り紙
水彩、油彩
花と遊ぼう（プリザーブドフラワ
ーアレンジ）
３種類あり ※②③は子ども可

体験コーナー

※材料がなくなり次第終了。作成見本をセンター内に展示しています。

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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市
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言
板

ゆずります

こたつ／システム机ベッドセット／洋服タンス／
事務用イス／座イス／健康器具（エアロバイク）
／ひな人形（7段飾り）／サーフボード／スノー
ボード（男性用、女性用）／資格用テキスト（調剤
薬局）／長靴（26㎝）

ゆずってください

ミシン／足踏みミシン／学習机（ピエルナ）／電位治療器（ヘルストロン）
／アイロン／電気ストーブ／自転車（26㌅）／幼児用後ろイス付自転車
／知育玩具（レキシィデータ）／諏訪小ジャージ（120～130㎝）／東中夏
･冬用制服（男子用170㎝）／子ども服（男児用100～110㎝）／マタニ
ティウェア（春夏用L）／犬用抱っこひも

問合せ／環境課　2 246
・••１月８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

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

第27回ゆいの里大バザー
3月14日㈯10:00～13:00／鶴瀬駅西口サン
ライトホール／バザー品募集中。ご連絡
いただければ伺います／昨年12月に予定
していましが、衆議院選挙のため延期と
なりました。皆さんのご来場をお待ちして
います／ゆいの里　2049-268-6680

募　集

楊
よう

名
めい

時
じ

気功太極拳椿会
第1～3火曜10:30～12:00／針ケ谷コミュニ
ティセンター／成人男女／心身の健康を
太極拳と気功で養います／入会金1,000
円／月会費2,000円／
黒田　2049-255-3995

（男の厨
ちゅうぼう

房）キッチンおんどり
第4木曜9:30～12:00／針ケ谷コミュニティ
センター／男性／無理なくできる、男が
始める煮炊きの基本料理実習／月会費
1,000円／川畑　2049-253-3855

イベント
Event

水曜学級作品展
水曜学級（高齢者学級）１４サーク
ルの活動成果を発表します。ぜひ
お越しください。

とき／
２月２０日（金）午後１時～５時
２１日（土）午前１０時～午後５時
２２日（日）午前１０時～午後３時
場所／鶴瀬西交流センター
展示内容／パソコン、料理、俳句、
レクダンス、文章、手芸、気功、
折り紙、コーラス、ちぎり絵、絵
画、書道・硬筆、生花、パワーア
ップ体操
問合せ／鶴瀬西交流センター
�０４９―２５１―２７９１

ふるさと体験
古民家で手作りみそ
手作業のみそづくりを体験し、
自作のみそ（２kg分）を持ち帰りま
す。
とき／２月１４日（土）
午後１時３０分～３時３０分
場所／旧金子家住宅
定員／１５組（申込順）
参加費／１，５００円（材料代）
持ち物／エプロン、三角きん、持
ち帰り用の容器（３リットル以上）
申込み／２月１日（日）午前９時か
ら直接または電話で

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
力をお願いします。
訓練後には、消火器の体験もで
きます。
※サイレンが鳴りますが、
火災とお間違えにならな
いよう、ご注意ください。

とき／２月２１日（土）
午前１１時３０分～正午
場所／難波田城公園古民家ゾーン

２月のちょこっと体験
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／
いずれも午後１時～３時
１日（日） 鬼のお面作り
７日（土） ジュズダマの腕輪作り
８日（日） ミニかべかざり作り
１１日（祝） わたくり
１４日（土） 竹トンボ作り
１５日（日） ひなまつりカード
２１日（土） いろりの日
２２日（日） ミニほうき作り
２８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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