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特定疾患に該当する方に
見舞金を支給します
市に住民登録をしている方で、
指定難病医療受給者証、小児慢性
特定疾病医療受給者証の交付を受
けている方に見舞金（年額12,000円）
を支給します。
受給中の方には、11月中旬に現
況届の用紙を郵送します。受給
者証の写しと一緒に提出をお願
いします。
転入された方などで受給資格が
あり、まだ申請をしていない方
は、受給者証と振込口座の確認
できるもの（郵便局は除く）を持
参し、手続きをお願いします。
内 373
問合せ／障がい福祉課 2○

野外焼却
（野焼き）
はやめましょう
｢近所でごみを燃やしていて、
煙や臭いで困っている｣、｢洗濯物
に臭いがついて困る｣ などの苦情
が多く寄せられています。
県生活環境保全条例では、基準
に適合した焼却炉を使用せずに野
外で廃棄物などを燃やすことを原
則禁止しています。市のごみ収集
など定められた処理方法で適切に
処理しましょう。
※農業者の稲わらの
焼却など、規則で定
めるものは除外とな
る場合があります。
内 242
問合せ／環境課 2○

ふじみ野市総合防災訓練によ
る訓練放送のお知らせ
ふじみ野市は、11月8日（日）午
前8時30分から総合防災訓練を行
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。
ふじみ野市に近い地域では、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／ふじみ野市危機管理防災
課防災係 2049‑261‑2611
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11月1日〜30日
針ケ谷コミュニティセンター
サークル活動公開月間
語学、音楽、体操、絵画、工芸、
舞踊、書道などさまざまなサーク
ル活動を公開します。
ぜひ体験して、何か
を始めてみませんか。
問合せ／針ケ谷コミュニティセン
ター 2049‑251‑8478

ひとり親のためのパソコン教室
（平日コース）全3日
ひとり親家庭の自立促進に向け、
就業に必要な技能と知識を習得し
ます。
とき／11月24日
（火）〜26日
（木）
午前10時〜午後4時
場所／わかばコミュニティルーム
（鶴ヶ島市藤金845 1 若葉駅徒歩1分）
か

対象／ひとり親家庭の親または寡
ふ
婦
（夫）
内容／パソコン講座（ワードかエクセ
ルか選べます）
、就業支援セミナー
定員／20人（無料、応募多数の場合
は抽選）

申込み／必要事項（① ｢パソコン教
室
（第6回平日コース）｣ ②郵便番号・
住所③氏名④年齢⑤電話番号）を記

入し、往復はがき（1人1枚）または
メールで
〒330‑0074 さいたま市浦和区北浦
和5‑6‑5 埼玉県浦和合同庁舎内
（公財）
埼玉県母子寡婦福祉連合会
▽
□ info@saiboren.or.jp
（必着）
申込締切／11月11日
（水）
問合せ／（公財）埼玉県母子寡婦福
祉連合会 2048‑822‑1951

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。
とき／12月9日（水）
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
2049‑251‑7361

防災館へご来館ください
防災館では、災害時にとるべき
行動や防災知識を体験しながら気
軽に学ぶことができます。資機材
の展示や消防
自動車の乗車
体験、防火衣
着装コーナー
などもありま
す。ぜひお越
しください（無料）。
利用時間／午前9時〜午後4時30分
場所／消防本部（ふじみ野市大井中
央1‑1‑19)

休館日／年末年始
問合せ／消防本部警防課
2049‑261‑6659

看護職の届出制度が始まりました
平成27年10月から、｢看護師等
の人材確保の促進に関する法律｣
の改正により、看護職の資格を持
ち、その仕事をしていない方は県
ナースセンターに届出をしていた
だくことになりました。
詳しくはお問い合わせ
ください。
問合せ／埼玉県ナースセ
ンター 2048‑824‑7220

麻薬・覚せい剤乱用防止運動
（11月30日まで）
覚せい剤などの薬物乱用は、個
人の問題にとどまらず、社会全体
に計り知れない危害をもたらしま
す。正しい知識を身につけ薬物乱
用を根絶しましょう。
問合せ／朝霞保健所 2048‑461‑0468
県保健医療部薬務課 2048‑830‑3633

無料調停手続き相談会
民事（交通事故、土地・建物、金銭、
など）
、家事（夫婦、親子、相続など）に
ついて相談できます。※申込不要
とき／11月10日
（火）
午前10時〜午後3時
場所／ウェスタ川越
問合せ／調停相談会事務局
2048‑862‑7117（月･水･金曜午前10
時〜午後4時、祝日を除く）

I

情報ステーション

nformation station

募 集

ご案内

Invitation

Guidance

応募締切／11月30日
（月）
（必着）
応募先／〒354‑8511（所在地は記載
不要）富士見市役所政策企画課
℻049‑254‑2000
内 234
問合せ／政策企画課 2○

自衛官
募集種目

試験日

陸上自衛
平成28年1月9日㈯〜
隊高等工
一次 11日㈷のうち指定す
科学校生
る日
徒
（推薦）
陸上自衛 一次 平成28年1月23日㈯
隊高等工
平成28年2月4日㈭〜
科学校生 二次 7日㈰のうち指定す
徒
（一般）
る日

受験資格／中卒（見込み含む）で17
歳未満の男子
※年齢は平成28年4月1日現在

申込期間／
推薦：11月1日（日）
〜12月4日（金）
一般：11月1日（日）〜平成28年1月
8日
（金）
問合せ／自衛隊埼玉地方協力本部
入間地域事務所 204‑2923‑4691

委託先事業者名／第一環境株式会社
委託期間／平成27年10月1日〜平
成32年9月30日
内 505
問合せ／水道課 2○

皆さんのご理解と各町会のご協
力により、総額3,386,626円の募金
が寄せられました。この募金は、県
の緑化事業（学校緑化、温暖化防止
緑化）や市の緑地保全基金への積
み立てに活用させていただきます。
今後も緑化推進へのご協力をお
願いします。
問合せ／
内 454
まちづくり推進課 2○

第2回
簡易耐震診断・耐震改修相談会

日本赤十字社員増強運動の
ご協力ありがとうございました

一級建築士による簡易耐震診断
・耐震改修相談会を行います（無料）。
とき／11月14日（土）午前9時30分
〜正午（受付：11時30分まで）
場所／鶴瀬西交流センター
対象建築物／木造2階建以下の住
ツー バ イ フォー
宅(在来工法､ 2× 4 工法)
申込み／11月6日（金）までに申込
書を郵送または直接

皆さんのご支援とご協力により、
総 額5,873,330円 の 社 資 が 寄 せ ら
れました。皆さんから寄せられた
社資により、災害救護活動、国際
救援活動、血液事業、医療事業な
ど幅広い事業が支えられています。
今後ともご支援をお願いします。
内 333
問合せ／福祉課 2○

契約期間満了に伴い、事業者選
定審査会の審査・選定の後、委託
先を決定しました。 ※これまでの
委託先と変更はありません。

※申込書は市ホームページ、建築指
導課、各出張所にあります。詳しく

荒川緑肥を無償で配布します

はお問い合わせいただくか、市ホー

管理している河川の堤防の刈草
から作った堆肥を無料配布します。

ムページをご覧ください。

※ただし、販売などを目的とする方

内 422
問合せ／建築指導課 2○

には配布できません。

夕焼け放送の
時刻と曲目が変わります
11月1日（日）〜平成28年2月29
日（月）の放送時刻は午後4時30分、
曲目は ｢たき火｣ です。
問合せ／
安心安全課
内 446
2○

配布期間／平成28年1月25日（月）
（1月31日
（日）
を除く）
〜2月6日
（土）
申込み／12月11日（金）
（当日消印有
効）までに往復はがきで
※応募多数の場合は抽選。記入方法な
どは、応募要領または荒川上流河川事
務所ホームページをご覧ください。応
募要領は市道路治水課にもあります。

問合せ／荒川上流河川事務所
荒川緑肥事務局 2049‑246‑1031
広報 ふじみ 平成27年11月号
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内

募書類はお返しできません。

水道お客様センターの
委託先が決定

緑の募金（家庭募金）の
ご協力ありがとうございました

案

※市ホームページからも応募可。応

〔市長部局〕
【部長級】
総務部長
大熊経夫
市民生活部長 松田 豊
【課長級】
建設部交通・管理課長 荒川 優
内 217
問合せ／職員課 2○

ご

第5次基本構想中期基本計画を
見直し、平成29〜32年度を計画期
間とする後期基本計画を策定しま
す。皆さんから提言をいただくた
め、委員を募集します。
募集人数／2人以内
応募資格／18歳以上の市内在住、
在勤、在学の方
任期／平成28年1〜11月（予定）
会議／9回程度（平日夜間を予定）
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・性別・職業（在勤、在学の方
は勤務先または通学先を記入）・電
話番号を記入し、郵送、FAXまた
は直接

富士見市人事異動（10月1日付）

10月1日を基準日として実施し
た平成27年国勢調査にご協力およ
びご回答をいただき、ありがとう
ございました。調査の速報結果は、
平成28年2月ころから総務省統計
局において順次公表が予定されて
います。
内 225
問合せ／総務課 2○

募 集

富士見市総合計画審議会委員

平成27年国勢調査へのご回答
ありがとうございました
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諏訪児童館のお知らせ

子 育 て
子 育 て

Child-rearing

富士見ともだち広場
とき／11月15日
（日）
午前10時〜午後0時30分
※雨天中止

場所／文化の杜公園
内容／小麦粉風船遊び、泥だんご、
ゴムブレスレット、紙コップロケ
ット、バルーンアート、親子向け
ゲームコーナーなど
参加費／無料
主催／富士見市がくどう保護者連
絡会、富士見市社会福祉事業団放
課後児童クラブ
問合せ／富士見市社会福祉事業団
放課後児童クラブ事務局（前田）
2049‑251‑8901

子育てボランティア養成講座
とき／11月27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
対象／乳幼児親子、子育て支援に
関心のある方、子どもに関わる仕
事に携わっている方

12か月健診

１歳６か月健診

３歳健診

予 乳児・母乳相談
■

家族同士や保健師との交流・相
談を行います。
とき／11月16日
（月）
午前10時〜11時30分

テーマ／あそびは学び、子どもの
時間を生きるということ
きたじまたか し
講師／北島尚志氏（NPO法人遊び環

（受付：9時45分〜10時）

場所／健康増進センター
対象／出生体重が2,000g未満、養
育医療や育成医療を利用、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
2049‑252‑3771

境Museumアフタフ・バーバン）

申込み／11月4日（水）午前10時か
ら直接または電話で
第10回子育てまちゅり
市内の子育てサークルを応援す
るおまつりです（無料、申込不要）。
とき／11月18日
（水）

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。

…要予約
…申込み

４か月健診

親子サロン

※保育あり
（おおむね1歳以上）

子育て健康ガイド

事業名
予 もぐもぐパクパク
■
食事相談

午前10時〜11時40分
場所／市民総合体育館
対象／乳幼児と保護者
内容／フリーマーケット、工作、
電車ごっこ、チラシプール、読み
聞かせ、身体測定など

問合せ 2049‑255‑6671

…受付時間
…主催

…対象

…場所
…内容
…定員
…持ち物
水 …バス水谷コース ■
鶴 …バス鶴瀬コース
■

他 …そのほか

と き
詳
細
対 5か月児〜3歳児の保護者 ■
内 食事についての相談
場 健康増進センター ■
11月16日㈪ ■
他 1人30分程度
9:00〜15:00 ■
水
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
■
11月 9日㈪ 鶴 対
■ ■平成27年6月1日〜6月15日に生まれた子
水
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
■
11月24日㈫ 鶴 対
携帯版乳幼児
■ ■平成27年6月16日〜6月30日に生まれた子
健診専用バス運行表
水
受
場
■ ■12:50〜13:40 ■ 健康増進センター
11月10日㈫ 鶴 対
■ ■平成26年11月16日〜12月8日に生まれた子
鶴瀬コース 水谷コース
水
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
■
11月 4日㈬ 鶴 対
■ ■平成26年1月24日〜2月15日に生まれた子
水
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
■
11月25日㈬ 鶴 対
■ ■平成26年2月16日〜3月10日に生まれた子
水
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
■
11月18日㈬ 鶴 対
■ ■平成24年5月生まれの子
受 9:40〜10:00 ■
対 1歳までのお子さん
（第一子）とお母さん
■
場 ふじみ野
11月 2日㈪ ■
内 ワンポイント保健情報、育児相談、グループトーク、
■
交流センター
10:00〜11:30
母乳相談
場 みずほ台
11月25日㈬ ■
※母乳相談のみ経産婦も可。助産師・管理栄養士・保健師の
10:00〜11:30
コミュニティセンター 相談もあります。

予 もぐもぐ
■
離乳食教室

受 13:10〜13:30 ■
対 離乳食の2回食をこれから始める、または始めたばかりのお子さ
■
内 離乳食の
場 ピアザ☆ふじみ ■
ん（おおむね生後6〜8か月の第一子）とその保護者 ■
定 各15組
12月 3日㈭ 話・相談、調理のデモンストレーション、お母さんたちの交流 ■
（申込順）
持 母子健康手帳、そのほか各自必要なもの ■
申 11月24日㈫〜
13:30〜15:00 ■
※調理実習、試食はありません。
※駐車場はありません。公共交通機関などをご利用ください。

わくわく子育て
トーキング

受 9:45〜10:00 ■
対 1歳くらいまでのお子さんとお母さん ■
場 ふじみ野交流センター
■
11月24日㈫ 内
持 バスタオル、そのほか各自必要なもの
■
お母さんたちの交流
■
10:00〜11:30 主
■富士見市母子保健推進員連絡協議会
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入間東部地域史研究発表会
〜最近の発掘調査の成果から〜

nformation station

富士見市民大学公開講演会
認知症への心構えと対応
認知症とはどのような病気か、
予防はできるのか、また家族の誰
かが認知症になった時にはどのよ
うに対応すればよいかなど、お話
していただきます。
とき／11月12日
（木）
午後1時30分〜3時
場所／鶴瀬西交流センター
定員／50人（無料、申込順）
く さ は な やすし
講師／日鼻靖氏（日鼻医院院長）
主催／NPO法人富士見市民大学、
市教育委員会
申込み／11月2日（月）から午前9
時〜午後5時に直接または電話で
（土・日曜、祝日を除く）

問合せ／富士見市民大学事務局
（鶴瀬公民館内） 2049‑251‑1140

男のヨガ入門講座（全3回）
〜すべての健康法の基本“ヨガ ”
で心も身体もリフレッシュ〜

富士見市中学生の主張大会
中学生が日ごろ思っていること
や伝えたいこと、夢や希望などを
発表します。「今」を生きる「中
学生・高校生」の心の呼びかけに
耳を傾けてみませんか。
とき／11月28日
（土）
午後1時〜4時
場所／針ケ谷コミュニティセンター
内容／
①市内各中学校の代表2人と特別
参加として富士見高校から2人（合
計14人）
による主張発表
②水谷中学校吹奏楽部の演奏発表
主催／富士見市青少年育成市民会議
内 204
問合せ／子育て支援課 2○

とき／11月17日・24日、12月1日
いずれも火曜午後1時〜4時
場所／針ケ谷コミュニティセンター
対象／全日程参加できる男性の方
定員／15人（無料、申込順）
くろ だ ち ぐさ
講師／黒田千種氏（カミーリヤヨガ
よう めい じ

の会・楊名時気功太極拳椿会講師）

持ち物／大きめのバスタオルまた
はヨガマット、飲み物
※動きやすい服装でお越しください。

申込み／10月28日（水）〜11月11日
（水）
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 2049‑251‑8478

認知症サポーター養成講座
認知症の正しい知識を身につけ、
声かけや見守りで認知症の方やそ
の家族を地域で支えていきましょ
う。
とき／11月25日
（水）
午後2時30分〜4時
場所／中央図書館視聴覚ホール
定員／30人（申込順）
講師／高齢者福祉課職員
申込み・問合せ／
内 396
高齢者福祉課 2○

救命講習会（上級・普通）

学 ぶ

富士見市、ふじみ野市、三芳町
の歴史について、各市町の学芸員・
研究者が最新の研究成果をわかり
やすく解説します。
とき／11月21日
（土）
午後１時30分〜4時
場所／鶴瀬西交流センター
内容／ な か ひがし
①三芳町 中東遺跡（旧石器時代）
②富士見市 松ノ木遺跡（縄文時代）
③ふじみ野市 ハケ遺跡（古墳時代）
定員／60人（無料、申込不要）
主催／入間東部地区文化財保護連
絡協議会
内 637
問合せ／生涯学習課 2○

情報ステーション

上級救命講習会
とき／11月21日
（土）
午前9時〜午後6時
普通救命講習会
とき／11月29日
（日）
午前9時〜正午
【共通事項】
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（申込順）
申込み／11月2日（月）〜9日（月）
午前8時30分〜午後5時に電話で
（土・日曜、祝日を除く）

問合せ／消防本部救急課
2049‑261‑6673

働く上で知っておきたい！
パートタイム労働法セミナー
「パートに有給はない？」
「パー
トは解雇自由？」こうした誤解を
はじめ、パートタイムで働く上で
知っておきたい「パートタイム労
働法」の基礎を専門家がわかりや
すく解説します。
とき／11月26日
（木）
午後2時〜4時
場所／三芳町立藤久保公民館
対象／富士見市・ふじみ野市・三
芳町に在住、在勤の方
定員／30人（無料、申込順）
※保育なし

くわばらかずひろ

講師／桑原和弘氏
（フリスコ社労士事務所代表取締役・
特定社会保険労務士）

主催／入間東部労働行政担当課事
務連絡会
申込み／11月2日
（月）
から電話で
内 383
問合せ／産業振興課 2○

広報 ふじみ 平成27年11月号
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とき／11月20日
（金）
午前10時〜11時30分
場所／ふじみ野交流センター
定員／50人（申込順）
講師／宮原一郎氏（川越市立博物館

学 ぶ
Learning

学 ぶ

ふじみ野じゅく公開講座

歴史講座―江戸時代の武蔵野
の開発について―

学芸員）

中央図書館 2049 252 5825
鶴瀬西分館 2049 252 5945
ふじみ野分館 2049 256 8860

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

開館時間 午前 9時30分〜午後7時
休館日：月曜（祝日の場合は翌平日）

8 時までの
（ 中央図書館の
）
試行は終了しました

※ふじみ野交流センター、水谷東公民館が休館の場合は分館・図書室も休館し、翌日開館します。

11月のおはなしかい＆映画会
内 容
こども映画会
中 央
図 書 館 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）
一般映画会

日
時
14日（土）午後2時「おうさまだれだ」
「夕日のしずむまで」
21日（土）午後2時「ノッポとチビの冒険」
「源吉じいさんと子ぎつね」
1 日（日）午後2時「ホタル」
15日（日）午後2時「フォレスト・ガンプ 一期一会」
4 日（水）・18日（水）
午前11時

11月は富士見市子ども読書月間
子どもが読書に楽しむきっか
けとなる催しを図書館まつりで
開催します。読書の秋は、図書館
へ遊びに来てください。
第2回図書館まつり
とき／11月22日
（日）
・28日
（土）
・29日
（日）
場所／中央図書館
内容／White Wind（アコーステ
ィックギターとフルートによるデュ
オ）コンサート、笑いヨガ、入間

東部消防音楽隊による演奏会、バ
ルーンアート＆マジックなど
※当日は、貸出・返却・閲覧などの
通常サービスも行っています。
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11/20㈮

11/27㈮

脂質異常症予防のための
コツを知ろう〜脂質異常
症予防メニューを作って
みよう〜

12/４㈮

脂質異常症予防のための
コツを知ろう〜効果的な
運動を体験しよう〜

血糖値 少し高めから卒業しよう
とき・内容／
とき

①午前10時〜正午
②午後2時〜4時
場所／中央図書館2階集会室
対象／①市内在住の小学1〜3年生
②市内在住の小学4〜6年生
定員／各10人
持ち物／クレヨン、色鉛筆など
※汚れても良い服装でお越しください。

申込み／11月7日（土）午前9時30
分から直接または電話で
問合せ／中央図書館
2049‑252‑5825
カフェ・トーク
〜池井戸潤作品を語り合おう〜
とき／11月21日
（土）
午後2時〜3時
場所／ふじみ野交流センター
定員／20人（無料、申込不要）
問合せ／ふじみ野分館
2049‑256‑8860

内容

12/８㈫

糖尿病ってどんな病気？
糖尿病予防のためのコツ
を知ろう〜日常生活、食
事・食べ方編〜

12/15㈫

糖尿病予防のためのコツ
を知ろう〜糖尿病予防メ
ニューを作ってみよう〜
治療の目安は？
お口の中から糖尿病を予
防しよう

12/22㈫

糖尿病予防のためのコツ
を知ろう〜効果的な運動
を体験しよう〜

7 日（土）午後2時「鉄道員
（ぽっぽや）
」

こども映画会
28日（土）午後2時「さるとかに」「ピーターと狼」
ふじみ野
おはなしかい（乳幼児）
13日（金）午前11時
分
館
おはなしかい（幼児・小学生） 14日（土）午後2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。

内容
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〜日常生活、
食事・食べ方編〜

7 日（土）・28日（土）
午後2時

鶴瀬西
おはなしかい（乳幼児）
11日（水）・15日（日）午前11時
分 館
（幼児・小学生）
おはなしかい
11日（水）午後3時30分、15日
（日）
午後2時30分

クリスマス工作会
キラキラツリーをつくろう！
とき／12月6日
（日）

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

申込み／11月2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
2049‑261‑5371

江戸時代前期、村人が武蔵野台
地を開発したようすを富士見市や
近隣市町村の事例から学びます。

３日でわかる！ 始める！
血管元気生活（生活習慣病予防教室）

【共通事項】
時間／午前9時30分〜11時30分（受
付：9時15分〜）
（11月27日は午後1時30分まで、12月
15日は午後2時30分まで）

場所／ピアザ☆ふじみ
対象／74歳までのコレステロール
・中性脂肪・血糖値について気に
なる方またはそのご家族
定員／各20人（申込順）
費用／各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
用具など
申込み・問合せ／健康増進センター
2049‑252‑3771

I
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富士見特別支援学校学習発表会

第13回
入間郡市人権フェスティバル

とき／11月14日
（土）
・15日
（日）
午前10時〜午後4時30分
（15日は3時まで）

（小学部・中学部・高等部）

高等部・福祉作業所による販売
（午前11時45分〜午後1時20分）

※駐車場に限りがあるため公共交通

問合せ／富士見特別支援学校
2049‑253‑2820

機関をご利用ください。

内容／
ミニコンサート『命の大切さ〜精
一杯生きてゆく〜』
ともちかやっくん
出演：友近890氏（書道シンガーソ

ふじみマーケット2015
市内の農・商・工業を営んでい
る事業者が、とりたての新鮮野菜、
米、自慢の品物を販売します。
また当日は、
「にぎわいスタンプ
ラリー ふじみる2015」の抽選会が
行われます。
とき／11月23日
（祝）
午前10時〜午後3時（雨天決行）
場所／市役所ロータリー周辺
内 253
問合せ／産業振興課 2○
富士見市商工会 2049‑251‑7801

ングライター）

講演「人権文化を考える〜福を運
んだ人形つかい〜」
つじもとかずひで
あ わ で こ はこ まわ
出演：辻本一英氏（阿波木偶箱廻し）
※人権作文の朗読、人権パネルなど
の展示、物品販売などもあります。
※手話通訳、保育あり
（要予約）

問合せ／人権・市民相談課
内 273
2○

イベント

とき／11月21日
（土）
午前9時50分〜午後2時20分
場所／富士見特別支援学校
内容／
ステージ発表、作品展示

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
市民の人権問題への理解・関心を
深めることを目指します。
とき／11月20日
（金）
正午〜午後４時
場所／狭山市市民会館大ホール

第32回水谷文化祭
〜ふれあい ひろがれ〜

場所／水谷公民館
14日（土） 富士見れんげこども園
・みずほ台小学校舞台発表、スタ
ンプラリーとお楽しみ抽選会、展
示、舞台発表、模擬店、介護なん
でも相談、ふわっぴーと撮影コー
ナーなど
15日（日） 展示、舞台発表、模擬
店、パソコン体験教室、ベーゴマ
大会など
※展示では、体験コーナーや作品販
売もあります。

主催／水谷文化祭実行委員会
問合せ／水谷公民館
2049‑251‑1129

第26回富士見市スポーツフェスティバル
問合せ／富士見市体育協会

2049‑254‑9510

とき／11月23日
（祝）
午前9時〜午後2時30分
※雨天時は、開催種目の変更あり

場所／諏訪小学校体育館・校庭、市民総合体育館、文化の杜公園
持ち物／室内用運動靴（室内競技のみ）
主催／富士見市スポーツフェスティバル実行委員会
9:00 9:30

開会式

諏訪小校庭

11:00

12:00 13:00

14:00

14:30

学童ドッジボール大会
予選

市民総合体育館

スポーツ
玉入れ

幼児
玉入れ

学童ドッジボール大会
決勝、３位決定戦

サブアリーナ

バトテニス、
インディアカ

バトテニス、
インディアカ

柔道場

輪投げ、パターゴルフ

輪投げ、パターゴルフ

剣道場

ユニカール

ユニカール

文化の杜公園

ティーバッティング、サッカーフリーキック、ストラッ
クアウト、スピードガン測定、グラウンドゴルフ、ゲー
トボール（受付 9:30〜、スタート 10:00）
ウォーク＆ウォーク（約5㎞、受付 9:30、スタート 10:00）
模擬店（10:00から）

思い出の懐かしい歌をみんなで
歌いましょう！
とき／11月28日
（土）
午後2時〜4時15分
場所／水谷公民館
定員／100人（先着順）
料金／500円
※水谷公民館で発売中

陸上ミニ３種チャレンジ
諏訪小体育館

うたごえ喫茶 in みずたに

表彰式

主催／うたごえ喫茶 in みずたに
実行委員会
問合せ／水谷公民館
2049‑251‑1129

おおぞら祭
とき／11月21日
（土）
午前9時50分〜午後2時
場所／所沢おおぞら特別支援学校
内容／ステージ発表、作品展示、
作業班製作品の販売
問合せ／所沢おおぞら特別支援学校
204‑2951‑1102
広報 ふじみ 平成27年11月号
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水子貝塚資料館のお知らせ

イベント
Event

イベント

難波田城資料館のお知らせ
問合せ 2049‑253‑4664
休館日：月曜（祝日の場合は翌日）
開園15周年特別企画
しのぶえ
のうかん
篠笛・能管古民家コンサート
夕暮れの古民家で、いにしえの
心を奏でます。
とき／11月28日
（土）
午後3時〜4時（2時開場）
場所／旧大澤家住宅
定員／100人
も ち づ き しょう た
出演／望月翔太氏
（日本音楽集団所属）

料金／高校生以上2,000円、中学生
以下無料
※チケットは11月5日（木）午前9時か
ら難波田城資料館ほかで販売

問合せ 2049‑251‑9686
休館日：月曜（祝日の場合は翌日）
土曜おもしろミューズランド
アンギン編みのコースターづくり
とき／11月7日
（土）
定員／各15人（先着順）
どんぐりクラフト
とき／11月21日
（土）
定員／各30人（先着順）
【共通事項】
時間／午前10時、午後1時30分
（いずれも30分前から受付）

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）

参加費／100円（材料代）
※申込不要。直接お越しください。

熱気球の係留フライト

障がいを知り共に生きるつどい
12月3日〜9日の障害者週間に合
わせて、障がいのある方と交流す
るイベントを、三芳町と共同で開
催します。
とき／12月3日
（木）
場所／鶴瀬西交流センター
定員／各100人（無料、申込不要）
（手話通訳・要約筆記・磁気ループ
あり）

内容／
あいサポート研修
時間：午後1時30分〜3時
障がいを知り、すぐにできるちょ
っとした配慮を考える研修
障がい者のお話し会
時間：午後3時〜4時
聴こえとコミュニケーションに関
する講演会
時間：午後7時15分〜8時45分
（7時開場）

テーマ：あたりまえに働くために
〜ゆめをあきらめない〜
講師：早瀨久美氏（昭和大学病院薬

問合せ／富士見芸能鑑賞会
し ょ う じ
（東海林） 2049‑232‑1753
難波田城資料館 2049‑253‑4664

剤部薬剤師）
※午後2時〜4時30分には、集会室で

11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、予約不要）。

福祉作業所などの活動を紹介する展
示や物品の展示・販売をします。

問合せ／障がい福祉課
気球に乗って、水子貝塚や周り
の景色を空から見てみよう。
とき／11月7日
（土）
受付／午前9時〜正午
※雨天・強風などの場合は翌日に順延
木の実であそぼう

場所／水子貝塚公園
料金／500円（先着順）

とき・内容／午後1時〜3時
１日
（日）

ヘチマのたわし

３日
（祝）

木の実であそぼう

７日
（土）

竹とんぼ

８日
（日）

紙鉄砲

14日（土）

はたおり

15日（日）

トントン紙相撲

21日（土）

はたおり、いろりの日

22日（日）

大学生企画イベント

23日（祝）

わたくり

28日（土）
29日（日）

藍染め
（先着20人、材料費100円）
わりばし鉄砲
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縄文の森コンサート
「弾き語りコンサート」
オリジナル曲、おなじみの曲な
どキーボードの弾き語りでお楽し
みください。
とき／11月8日
（日）
午後2時〜3時（1時30分開場）
場所／展示館
定員／各150人（無料、先着順）
※申込不要。直接お越しください。

出演／中村友美氏

内 327
2○

三井住友海上文化財団派遣コン
サート「パッションとの対話

〜ドイツの響きを求めて〜」
日本音楽コンクールから生まれ
たフレッシュなアーティストのコ
ンサートを開催します。ヴァイオ
リン、チェロ、ピアノの響きをお
楽しみください。
とき／12月27日（日）午後2時開演
（1時30分開場）

場所／キラリ☆ふじみ
料金／ 全席自由 一般1,000円、高
校生以下500円
※未就学児の入場はご遠慮ください。
※保育あり（要予約）

申込み／オンライン予約、直接ま
たは電話で
問合せ／キラリ☆ふじみ
2049‑268‑7788
http://www.kirari-fujimi.com
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市民総合体育館のお知らせ

イベント
Event

難波田城スケッチ体験
〜晩秋の難波田城公園を描こう〜

ベビーヨガ
（全5回）
前半は赤ちゃんと一緒にベビーヨ
ガを行い、後半はママ向けのヨガを
行います。
とき／11月27日、12月4日・11日・18
日・25日
いずれも金曜午前10時〜11時15分
場所／市民総合体育館
対象／首が座っている赤ちゃんから
歩く手前までの赤ちゃんと保護者
定員／20組 参加費／2,500円

【共通事項】
主催／
（公財）
キラリ財団
申込み／11月1日（日）から午前8時
30分〜午後9時30分に直接または
電話で

くらしのリユース

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。
内 240
掲載方法の問合せ／秘書広報課 2○

イベント
歌謡バンド ハーフトーンズ
第18回コンサート
11月1日㈰14:00〜16:00／針ケ谷コミュニ
ティセンター／懐かしい歌謡曲をとびきり
の生演奏と歌謡でお楽しみください／入
場無料／萩原 2049‑251‑5495
第41回無の会陶芸展
11月21日㈯ 〜26日㈭10:00〜17:00／キラ
リ☆ふじみ／花の器と食器をテーマに／
入場無料／岡田 2049‑251‑9415

●

こばと保育園バザー
11月15日㈰10:00〜14:00／こばと保育園
／雑貨、衣類
（新品）の販売、模擬店
（もち、
うどん、コロッケ、綿あめ、飲み物、チ
ュロスなど）
、的あてゲームなど／雑貨、
衣類（新品）などの提供品を募集中／こば
と保育園 2049‑251‑8966
第35回サケの卵わけのご案内
12月6日㈰10:00〜12:00／鶴瀬公民館中
庭
（雨天：第1集会室）／サケの卵をふ化さ
せ、放流をしてみたい方／広口の小さい
容器持参／放流：2月11日㈷13:00秋ヶ瀬
せき下／主催荒川にサケを放す会（運営は
募金で行っています）／
内池 2048‑474‑1661

10 月 9 日現在●

問合せ／環境課

内 246
2○

ゆずります
タンス／クローゼット／ダブルベッド／学習机（上置
き・イス付）／クラシックレコード（LP盤）／FAX付き
コピー機／エレクトーン／健康器具
（ステッパー、ルー
ムランナー）／花器／フラダンスのビデオ／テニスラ
ケット
（軟式、硬式）
／テニスウェア
（女性用M）
／七五三
の着物
（女児用）
／ランドセル
（赤）
／ベビーカー
（A型）

募 集
いっすいくう

みずほ一水空気功サークル
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
ボイトレコーラス
月1回水 曜13:00〜15:30／ふじみ野交流
センターほか／柔軟体操でリンパを流して、
ボイストレーニングで美しい声を出しまし
ょう／月会費1,000円／
後藤 2080‑5004‑6183

ご利用ガイド
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。

ゆずってください
子ども乗せ自転車／健康器具（ぶら下がり器）／ミシン／アイロン
／ナンバーディスプレイ付電話機／エレクトーン／音楽の教科書
（小1〜中3用）／硬式テニスラケット（ジュニア用）／みふじ幼稚園
夏・冬用制服（男女児用100㎝以上）／東中夏･冬用制服（女子用165
㎝以上）／本郷中夏･冬用制服（女子用170㎝以上）／ベビーベッド／
ベビー服
（女児用80㎝以上）
／おもちゃ
（プラレール、トミカ）

広報 ふじみ 平成27年11月号

市民伝言板

ふるさと富士見の風景を描きま
せんか。初心者歓迎です。
とき／11月22日
（日）
午前9時〜午後0時30分
場所／難波田城公園旧大澤家住宅
対象／中学生以上
定員／15人（申込順）
とうげ と く み
講師／峠徳美氏（人材バンク登録者）
参加費／300円（保険・画用紙代）
申込み／11月2日（月）午前9時か
ら直接または電話で
内 633
問合せ／生涯学習課 2○

キラリ☆スポーツカレッジ
エアロビクス 後期
（全10回）
有酸素運動で日ごろの運動不足の
解消、日常生活での疲れやストレス
の解消などの効果が期待できます。
とき／11月30日、12月7日・14日、1
月25日、2月1日・8日・22日・29日、
3月7日・14日
いずれも月曜午後7時30分〜9時
場所／市民総合体育館
（申込順）
定員／20人
参加費／5,000円

イベント

免疫力UP！ 呼吸＆体操教室
呼吸法と軽い運動で自己免疫力を
高めましょう！
とき／11月30日
（月）
午前11時〜正午
場所／ふじみ野交流センター
定員／15人（申込順）
参加費／500円

市民人材バンクモデル事業

市民伝言板

問合せ 2049‑251‑5555
休館日：第3月曜（祝日の場合は翌平日）
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