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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　もぐもぐパクパク

食事相談
 3月23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
 3月 4日㈬

水 ⑪ 12:50～13:40　③健康増進センター
②平成26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

鶴

 3月16日㈪
水 ⑪ 12:50～13:40　③健康増進センター
②平成26年10月16日～10月31日に生まれた子鶴

12か月健診  3月10日㈫
水 ⑪ 12:50～13:40　③健康増進センター
②平成26年3月11日～3月31日に生まれた子鶴

1歳6か月健診  3月11日㈬
水 ⑪ 12:50～13:40　③健康増進センター
②平成25年6月9日～6月30日に生まれた子鶴

3歳健診  3月17日㈫
水 ⑪ 12:50～13:40　③健康増進センター
②平成23年9月生まれの子鶴

■①　乳児・母乳相談

 3月 3日㈫
10:00～11:30 ③ふじみ野交流センター ⑪9:40～10:00　②1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18日㈬

10:00～11:30 ③みずほ台コミュニティセンター

学 ぶ
Learning
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^_ àbc�ef9ghi�

VWXYZ[
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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
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ゆずります

学習机／ランドセルラック／将棋盤／洋
服タンス／クローゼット／事務用イス／
座イス／健康器具（フィットネスバイク）／
ひな人形（7段飾り）／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㎝）／ベビーベッド／チャイル
ドシート

ゆずってください

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）／ジュニア
用スキーセット（靴20㎝以上）／水谷中夏冬用制服（女子用Mサイズ）／谷津幼
稚園制服・体操着（女児用110～130㎝）／銀の鈴幼稚園制服・体操着ほか一式
（女児用100㎝）／子ども服（男児用100～110㎝）／マタニティウェア（春夏用L）
／ベビーゲート／犬用抱っこひも／太鼓／健康器具（ぶら下がり機）

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

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

ヤングスター10周年社交ダンスパーティー
3月15日㈰14:00～16:30／鶴瀬西交流セン
ター／会員によるデモンストレーションや
抽選会もあります／参加費1,000円（おや
つ・飲み物付）／星野　2049-251-1008

伝統文化子どもいけばな教室
3月28日㈯10:00～12:00／鶴瀬西交流セン
ター／年長児～高校生／定員20人（申込
順）／参加費1,080円（花代）／
赤
あか

田
だ

　2080-5680-1187

第46回春の華展
4月4日㈯・5日㈰10:00～17:00（5日は16:00
まで）／キラリふじみ／展示発表／主催富
士見市華道連盟／入場無料／
𠮷田　2049-251-3259

初心者のための俳句講座
4月16日㈭・23日㈭・30日㈭13:00～16:00／
鶴瀬駅西口サンライトホール／俳句の歴
史や作り方を学び、最終日に句会形式で

作品を発表／講師斉藤道正（（社）俳人協
会会員）／持ち物筆記用具、ノート、テキ
スト代（1,000円）／主催木

もく

嶺
れい

俳句会／4月
15日㈬までに電話、FAXまたははがき（住
所・氏名・電話番号などを記入）で／〒354-
0024　鶴瀬東2-6-23　小峰光子
2・FAX049-251-8484

募　集

富士見市日中友好協会
中国文化交流講座…月3回火曜①14:00～
17:00②19:00～21:00／鶴瀬駅西口サンラ
イトホール／初級中国語、中国文化など
の学習／講師侯

こう　こう　よう

紅葉／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

ボランティアグループまいまい
児童養護施設の子どもたちに誕生日プレ
ゼントを一緒に届けてくれる方（年1～2回）
／月会費500円／谷脇　2090-1437-6410

アンパンマン体操
月4回水曜10:00～11:30／市民総合体育
館／よちよち歩き～未就園児と親／親子
体操、ストレッチ（親）／入会金1,000円／
月会費1,000円／
相澤　2090-1539-5024

墨
ぼく　しん　かい

心会
第2・4火曜13:00～16:00／針ケ谷コミュニ
ティセンター／書道／月会費2,400円／
野村　2049-255-7324

ふじみ篆
てん

刻
こく

協会
鶴瀬西交流センター 第3・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水曜10:00～12:00
／楽しい印づくり／いずれも月会費700円
／中島　2049-251-5604

気功太極拳金曜サークル
第1・3金曜10:30～12:00／針ケ谷コミュ
ニティセンター／太極拳で体幹を鍛えて
健康になりましょう／入会金1,000円／
月会費1,500円／小林　2090-6040-4220
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