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内

　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
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子 育 て
Child-rearing
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【開館時間】火～日曜 午前９時３０分～午後７時
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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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■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
 4月25日㈯
 9:30～15:30

②初めての出産を
平成27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ビデオ上映、赤ちゃんの環境と衣類、先輩
パパママに聞いてみよう、歯の健康とブラッシング、出産前
後に利用できる制度、出産後の家族計画、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14日㈭
 9:30～15:30

⑪9:20～9:30　④楽しい食卓づくり、新生児の保育、もく浴実習、
妊娠から出産、育児までのイメージづくり、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
 4月 7日㈫

水 ⑪12:50～13:40　③健康増進センター
②平成26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

鶴

 4月21日㈫
水 ⑪12:50～13:40　③健康増進センター
②平成26年11月16日～11月30日に生まれた子鶴

12か月健診  4月15日㈬
水 ⑪12:50～13:40　③健康増進センター
②平成26年4月1日～4月23日に生まれた子鶴

1歳6か月健診  4月14日㈫
水 ⑪12:50～13:40　③健康増進センター
②平成25年7月1日～7月23日に生まれた子鶴

3歳健診  4月22日㈬
水 ⑪12:50～13:40　③健康増進センター
②平成23年10月生まれの子鶴

■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25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

※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。
※停車場所名と時刻の一部が平成26年度と変更になっていますので
　ご注意ください。

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。

水谷コース
健診専用バス 停車場所 通過予定時刻

1 水谷東公民館前 12:45発
2 榎町公園前 12:49
3 針ケ谷コミュニティセンター前 12:53
4 唐沢公園前 12:58
5 第四保育所前（駐車場付近） 13:00
6 みずほ台駅東口（パチンコ店前） 13:05
7 おぎそ小児科医院前 13:07
8 JAいるま野水谷支店前 13:08
9 水子貝塚公園前 13:10
10 健康増進センター 13:15着

健診名 対象月齢 健診場所 バスコース
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

鶴瀬コース
健診専用バス 停車場所 通過予定時刻

1 鶴瀬駅東口（隈川写真館前） 12:40発
2 鶴瀬駅西口（立体駐輪場前） 12:43
3 東和銀行鶴瀬支店前 12:45
4 スーパー Big-A富士見鶴馬店前（☆） 12:50
5 しまむら鶴瀬店前（☆） 12:55
6 ふじみ野駅西口埼玉縣信用金庫前 13:02
7 ドラッグエースふじみ野店前 13:05
8 ふじみ野交流センター前 13:07
9 ウエルシア富士見渡戸店前（観音堂前） 13:12
10 タイセマート前（旧天府前） 13:15
11 中央図書館前 13:17
12 健康増進センター 13:20着
（☆）店舗名を確認し、お間違えのないようご注意ください。
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ゆずります

学習机（上置き･引出し･イス付）／ランドセ
ルラック／洋服タンス／クローゼット／座イ
ス／事務用イス／車イス／ひな人形（7段飾
り）／資格用テキスト（調剤薬局）／長靴（26
㎝）／子ども用紙おむつ（スーパービッグサ
イズ）おしりふき付／ベビーベッド

ゆずってください

学習机（ピエルナ）／アイロン／電気ストーブ／自転車（26㌅以上）／幼児用後
ろイス付自転車／ジュニア用スキーセット（靴20㎝以上）／健康器具（ぶら下が
り器）／太鼓／将棋盤／算数・理科の教科書（小5～6年用）／彫刻すずり／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㎝）／水谷中夏冬用制服（女子用M）／カブスカウト制服一
式（M）･ザック／マタニティウェア（春夏用L）／ベビーゲート

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）。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
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市
民
伝
言
板

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35回富士見市美術協会展
4月12日㈰～19日㈰10:00～18:00／キラリ
☆ふじみ／絵画、写真、書、工芸、彫

ちょう

塑
そ

／入場無料／小倉　2049-253-0037

新規メンバー大募集！
キッズダンスレッスン
4月25日㈯①はじめてHipHop　10:00～
11:00②はじめてキッズダンス11:00～
12:00／キラリ☆ふじみ／3歳～小学生／
みんなが大好きな曲で一緒にダンスを楽
しもう！／各20人（申込順）／参加費500円
／主催L

ラ ブ

OVE K
キ ッ ズ

ID'S ／
YUMIKO　2090-5879-8305

ホットチャリティ歌謡ショー
歌と踊りの祭典
4月26日㈰10:00～17:00／キラリ☆ふじみ
／主催ホット歌謡クラブ／入場無料／
佐藤　2049-251-2784

第30回記念 はるのなかよし公園まつり
4月26日㈰10:00～14:00／なかよし公園
（上沢3丁目）（雨天時:つるせ台小学校体
育館）／あそびのコーナー、模擬店、お
みこし、子ども抽選会、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

富士見市茶道連盟「親睦茶会」
4月29日㈷10:00～15:00／鶴瀬西交流セン
ター／茶席3席（翠松会、表千家、裏千家）
／茶券1枚2,000円（3席、点心付。当日
券あり）／佐々木　2049-251-1170

楊
よう

名
めい

時
じ

八
はち

段
だん

錦
にしき

太極拳
短期無料体験教室…5月13日～7月22日毎
週水曜13:30～15:00／みずほ台コミュニ
ティセンター／健康のための太極拳／申
込不要
会員募集…月4回水曜13:30～15:00／みず
ほ台コミュニティセンター／月会費2,000円
宇井　2049-252-4336

公開ハイキング「天女山・美し森山」（山梨県）
5月10日㈰鶴瀬駅西口6:00出発／八ヶ岳の
美しい風景を牧場を歩きながら楽しみま
しょう（初心者向き）／45人（申込順）／参
加費5,500円（バス･保険代含む）／説明会
5月5日㈷18:00鶴瀬コミュニティセンター
（要申込）／主催富士見市峠山の会／
石塚　2049-253-4643

募　集

サークル富士
月4回火曜13:00～15:00／キラリ☆ふじみ、
市民総合体育館（会議室）／年齢問わず／
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

あずまカラオケくらぶ
第1･2･4月曜13:00～17:00／鶴瀬コミュニ
ティセンター／講師指導のもと、楽しく新
曲を練習しています／月会費2,000円／
久
く

留
る

宮
みや

　2090-8851-1769

子ども日本舞踊教室 小
こ

鈴
すず

会
かい

第1･3土曜10:00～12:00／鶴瀬西交流セン
ター／幼児～小学生／日本舞踊を基礎か
ら学びます／月会費2,000円／
西尾　2049-251-2547

水谷剣友会
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

リトミックくらぶ
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1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）／
飯島　2090-4604-7521（10:00～18:00）

リトミックくらぶ ふじみ野
月3回金曜①15:10～15:50②16:00～16:40
／ふじみ野交流センター／①2歳～年少く
らいのお子さんと親②年中～小1くらいの
お子さんと親／ネイティブの先生やリト
ミックの先生と英語リトミック（キーボード、
ギター演奏により）／入会金1,000円／月
会費3,000円（教材費含む）／
髙山　2090-3598-5337

勇
ゆう　まい　かい

舞会
毎週月･金曜19:30～21:30／鶴瀬小学校
体育館／中学生以上／よさこい／年会費
8,000円（衣装代など別途）／説明会4月19
日㈰20:00鶴瀬西交流センター（申込不要）
／関口　2090-4227-1026

玉組
毎週木曜19:30～21:00／つるせ台小学校
体育館／年齢制限なし／よさこい／年会
費8,000円（衣装代など別途）／説明会4月
25日㈯20:00鶴瀬西交流センター（申込不
要）／関口　2090-4227-1026

バービーズ
毎週火曜19:00～21:00／つるせ台小学校
体育館／50歳以上の女性／よさこい／年
会費12,000円（衣装代など別途）／説明会
4月26日㈰20:00鶴瀬西交流センター（申込
不要）／関口　2090-4227-1026

みずほEC会話会
毎週土曜10:00～11:40／みずほ台コミュニ
ティセンター／高校生以上／欧米人と日
本人講師によるやさしい英会話から上級
まで／月会費2,000円／見学あり（500円）
／初心者歓迎／浜田　2049-268-1302

親子体操ドラえもん
月3回月曜（第3月曜除く）10:00～11:30／
市民総合体育館（柔道場）／よちよち歩き
～未就園児のお子さんと親／親子体操と
ママのストレッチ／入会金1,000円／月会
費800円／無料体験あり（要予約）／
相澤　2090-1539-5024

カラオケサークル カレン
毎週火曜13:00～16:00／鶴瀬公民館／60
歳以上／歌を通して親睦の輪を広げる／
月会費1,300円／見学自由／
加藤　2049-254-2363

市民伝言板の掲載方法

　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。
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