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　4月 1日付けで、深野好
よし

美
み

さん
（上南畑在住）が行政相談委員とし
て総務大臣から委嘱されました。
主に市民相談員として市民相談業
務（木曜）に従事します。
問合せ／人権・市民相談課  2○内 273

　
　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・みそなどを販
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／ 5月 19 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　2○内 243

　　　　　
マンションなどの
貯水槽所有者・管理者の方へ
　ビル・マンションなどは、市の水
道管からの水を貯水槽（受水槽や
高架水槽の総称）にため、各住戸
などに供給しています。そのため、
所有者などは一定の基準に従いそ
の水を管理する義務があります。
　安全で衛生的な水を供給するた
め、貯水槽の清掃や点検、水質検
査を１年以内ごとに１回、定期に
行い、適正な管理をお願いします。

水道料金の支払いは便利な口座振
替をご利用ください。

問合せ／水道課　2○内 526

　　　
　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／ 6月 10 日（水）
午前 10 時～午後 4時 ※申込不要
場所／針ケ谷コミュニティセンター
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

　平成 27 年度の固定資産税・都
市計画税、軽自動車税の納税通知
書を 5月 1日（金）に発送します。
　固定資産税・都市計画税は平成
27 年 1 月 1 日現在の所有者に、
軽自動車税は、平成 27 年 4 月 1
日現在の所有者に、それぞれ課税
されます。
問合せ／
固定資産税･都市計画税に関すること
税務課土地係　2○内 354
　　　家屋係　2○内 356
軽自動車税に関すること
税務課諸税係　2○内 348

　　
　民生委員・児童委員は、皆さんの
暮らしを応援するため、いちばん
身近な相談相手として地域に根ざ
した福祉活動に取り組んでいます。
活動内容／
・子育ての仲間づくり、いじめや
虐待などの相談、児童の安全見
守り協力など
・高齢者の介護に関する困り事や
生活不安の相談など
・障がい者に対する生活上の心配
や相談など
・災害時一人も見逃さない運動  
（いざという時のために、要援護
者台帳の整備や災害福祉マップの
作成など）
問合せ／福祉課　2○内 334

　市役所庁舎の壁面緑化で採れた
ヘチマの種を市民の皆さんに無料
配布します。地球温暖化の防止と
夏の省エネ・節電対策につながる
壁面緑化を始めてみませんか。
配布開始日／ 5月７日（木）～
配布場所／環境課、西出張所、ふ
じみ野出張所、各公民館・交流セ
ンター・コミュニティセンター
※種の数には限りがあります。なく
なり次第終了します。
問合せ／環境課　2○内 299

富士見市
スポーツ大会出場選手等激励金

　市では、平成 27 年度
から妊娠中または産後 1
年未満の方に対し、歯
科健診の助成を始めま
す (無料。1回の妊娠につ
き 1回限り )。
実施期間／ 6月～平成 28 年 2月
実施場所／今月号(5 月号)の折込
保存版 ｢平成 27 年度がん検診な
どのお知らせ｣ に掲載の歯科健診
の実施医療機関
申込方法／医療機関に予約し、歯
科健診申込書を医療機関に提出し
てください。
※歯科健診申込書は妊娠届出時、出
生届出時にお渡しする袋に入ってい
ます。申込書をお持ちでない方はご
連絡ください。
問合せ／健康増進センター
2049-252-3771

　市を代表して関
東大会以上のスポ
ーツ大会に出場す
る選手への支援と
して、激励金を交付しています
(１人につき年度内１回の交付 )。
対象者／市内在住の方で活動の本
拠地が市内であることなど
対象大会／国、都道府県、日本体
育協会および日本レクリエーショ
ン協会、またはその加盟団体が主
催する各種スポーツの予選大会・
選考会を経て出場する関東大会以
上の大会
交付額／関東大会 5,000 円、全国
大会 10,000 円など
※団体競技は1団体につき5人まで
の額を限度とします。
※全国大会が関東地方で行われる場
合は、関東大会に定める金額の交付
となります。
申込み／大会開催日の2週間前ま
でに申請書、大会出場までの経緯、
大会出場者登録名簿を提出してく
ださい。
問合せ／生涯学習課　2○内 636

妊産婦歯科健診のお知らせ　

ヘチマの種を無料配布します

行政相談委員に委嘱

つきいち～臨時農産物直売所～

水道課からのお知らせ

行政書士による無料相談会

納税通知書を発送します　

５月 12 日～ 18 日
民生委員・児童委員活動強化週間
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　高齢者などを対象とした要介護
認定のための訪問調査を行う介護
認定調査員を募集します。
募集人数／若干名
応募資格／介護支援専門員（ケアマ
ネジャー）、保健師、看護師など
勤務時間／平日午前9時～午後4時
※出勤日、出勤日数は応相談
賃金／時給 1,540 円
問合せ／高齢者福祉課　2○内 391

　　
　市では、買い物や日常生活に不
自由を感じている高齢者を支援す
るため、富士見市商工会、富士見
市商店会連合会と連携し宅配電話
帳を作成します。
　宅配電話帳作成にあたり、日用
品の宅配や出張サービスを行って
いただける店舗（事業所）を募集し
ます。掲載は無料です。詳しくは
お問い合わせください。
※宅配電話帳は市内の高齢者世帯に
配布する予定です。
申込み／ 5月 29 日（金）までに直
接または電話で
問合せ／産業振興課　2○内 253

富士見市都市計画審議会
　市が都市計画を決定または変更
するとき、市長の諮問に応じ、都
市計画に関する事項の調査・審議
を行います。
募集人員／ 3人
応募資格／市内に住所を有する方
任期／ 7月 27 日から 2年間
会議／年 5回程度（平日昼間）
応募方法／共通事項参照
※まちづくりなどで活動している方は、
団体名や活動内容など経歴を記入
応募期間／ 5 月 1日（金）～ 15 日
（金）（消印有効）
問合せ／まちづくり推進課 2○内 447

高齢者向け
宅配電話帳の掲載店舗募集

富士見市市民参加及び協働推進委
員会
　市政への市民参加および協働の
まちづくりの推進について、調査・
検討し、意見をいただきます。
募集人数／３人程度
応募資格／ 18 歳以上の市内在住、
在勤、在学の方
任期／ 7月 1日から 2年間
会議／年 5回程度（主に平日夜間）
応募方法／共通事項参照
※在勤、在学の方は勤務先、通学先
を記入
応募期間／ 5月 1日（金）～ 15 日
（金）（消印有効）
問合せ／協働推進課　2○内 257

富士見市情報公開・個人情報保護
審議会
　情報公開制度および個人情報保
護制度の適正な運営を推進するた
めの審議を行います。
募集人数／ 2人
応募資格／ 18 歳以上の市内在住、
在勤、在学の方
任期／ 7月 1日から 2年間
会議／年1～2回程度（平日昼間）
応募方法／共通事項参照
※在勤、在学の方は勤務先、通学先
を記入
応募期間／ 5月 1日（金）～ 21 日
（木）（消印有効）
問合せ／総務課　2○内 224

富士見市文化芸術振興委員会
　文化芸術振興基本計画の進行管
理および市の文化芸術の方策など
について、意見をいただきます。
募集人数／ 2人程度
応募資格／ 18 歳以上の市内在住、
在勤、在学の方
任期／７月１日から 2年間
会議／年 4回程度（主に平日夜間。
第 1回は 7月を予定）
応募方法／共通事項参照
※応募の動機は、文化芸術へのかか
わりや思いなどを記入。ファックス
の応募も可（℻ 049-254-2000）
応募締切／５月１日（金）～15日（金）
（消印有効）
問合せ／地域文化振興課  2○内 252

介護認定調査員

審議会などの委員募集

ご

案

内

募

集

富士見市歯科口腔保健推進委員会
　歯科口腔保健に関する施策を推
進するための審議を行います。
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／ 8月 1日から 2年間
会議／年 2～ 3回程度（平日昼間）
応募方法／共通事項参照
※ファックスの応募も可
（℻ 049-255-3321）
応募先／〒354-0021 鶴馬 3351-2
富士見市立健康増進センター
応募期間／ 5月 1日（金）～ 22 日
（金）（消印有効）
問合せ／健康増進センター
2049-252-3771

【共通事項】
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・電話番号を記
入し、各担当課へ郵送または直接
※市ホームページからも応募可
※応募書類はお返しできません。
応募先／
〒354-8511（所在地は記載不要）
富士見市役所 各担当課名

5 月は自動車税の納期です
　自動車税は金融機関やコンビニ
などで納付ができますが、今年度
からウェブサイト ｢Yahoo!　公
金払い｣ を使ってクレジットカー
ドで納付することができるように
なりました。期限内であれば自宅
や外出先から 24 時間いつでも納
付することができます。
　納税通知書は 5月 7日（木）以降、
お手元に届く予定です。忘れずに
6月 1日（月）までに納めましょう。
問合せ／自動車税コールセンター
2050-3786-1222

募 集
Invitation

ご 案 内
Guidance

県からのお知らせ



…要予約　 …受付時間　 …対象　 …場所　 …内容　 …持ち物　 …定員　
…主催　　他…そのほか　■水…バス水谷コース  ■鶴…バス鶴瀬コース

事業名 と　き 詳　　　細
■予  もぐもぐパクパク
食事相談

5 月 18 日㈪
9:00～15:00

■対 5 か月児～3歳児の保護者 ■場健康増進センター ■内食事についての相談
■他 1 人 30 分程度

４か月健診
5 月 12 日㈫ ■水

■鶴
■受 12:50～13:40 ■場健康増進センター
■対 平成 26 年 12 月 1 日～ 12 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

5月 25 日㈪ ■水
■鶴
■受 12:50～13:40 ■場健康増進センター
■対 平成 26年 12月 16日～ 12月 31日に生まれた子

12 か月健診
5 月 11 日㈪ ■水

■鶴
■受 12:50～13:40 ■場健康増進センター
■対 平成 26 年 4 月 24 日～ 5月 16 日に生まれた子

5月 26 日㈫ ■水
■鶴
■受 12:50～13:40 ■場健康増進センター
■対 平成 26 年 5 月 17 日～ 6月 8日に生まれた子

1 歳 6か月健診 5 月 20 日㈬ ■水
■鶴
■受 12:50～13:40 ■場健康増進センター
■対 平成 25 年 7 月 24 日～ 8月 15 日に生まれた子

3 歳健診 5 月 19 日㈫ ■水
■鶴
■受 12:50～13:40 ■場健康増進センター
■対 平成 23 年 11 月生まれの子

■予  乳児 ･ 母乳相談

5 月 7 日㈭
10:00～11:30

■場ふじみ野
　交流センター

■受 9:40～10:00 ■対 1歳までのお子さん (第一子 )とお母さん
■内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。

5月 27 日㈬
10:00～11:30

■場みずほ台
　コミュニティセンター
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　市では ｢第 6期高齢者保健福祉
計画（介護保険事業計画平成 27 年～
29 年度）｣ に基づき、地域包括ケ
アの充実のため、次のサービスを
行う事業所を募集します。
募集内容／地域密着型介護老人福
祉施設： 1 施設
定期巡回・随時対応型訪問介護看
護： 1 事業所
事業開始時期／平成 29 年 4 月ま
でに開始
整備地域／市内全域（ただし圏域ご
との整備状況を勘案します）
応募方法／市ホームページに掲載
の募集要項を確認し直接
募集期間／ 6月 15 日（月）～30 日
（火）
※提案書のプレゼンテーションを実
施し、選考委員会で採点し決定しま
す。
問合せ／高齢者福祉課　2○内 392

子ども大学☆ふじみ
（全7回）

子どもスポーツ大学☆ふじみ
（全6回）

地域密着型
サービス事業所を募集します

募 集
Invitation

　学校では教わ
らないようなこ
とを、大学や地
域の専門家がわ
かりやすく教えてくれます。
開催日／ 6月 13 日～ 9月 5日
※土・日曜と夏休みに開催
場所／淑徳大学、立教大学など
内容／ららぽーと富士見 運営のひ
みつ、宇宙からのプレゼント、漢字
から見える古代の人々のすがたなど
定員／ 60 人
主催／子ども大学☆ふじみ実行委
員会
問合せ／生涯学習課　2○内 631

　いろいろなス
ポーツの分野で
活躍する選手に、
学校ではあまり
体験できないスポーツを学びます。
開催日／ 6月 13 日～ 9月 5日
※土・日曜と夏休みに開催
場所／淑徳大学、立教大学など
内容／レスリング、乗馬、ハンド
ボールなど（予定）
定員／ 30 人
主催／子どもスポーツ大学☆ふじ
み実行委員会
問合せ／生涯学習課　2○内 634

募　

集

子　

育　

て

子ども大学☆ふじみ＆
子どもスポーツ大学☆ふじみ受講生大募集 ! !

【共通事項】
対象／市内在住、在学の小学 4～ 6年生　参加費／ 1,000 円（保険代含む）
申込み／5月1日（金）～15日（金）（必着）※詳しくは小学校を通じてお知らせします。

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
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 たくさんの遊びを用意していま
すので、ぜひ遊びに来てください
（無料、申込不要）。

とき／ 5月 19 日（火）
午前 10 時～ 11 時 30 分
場所／鶴瀬西交流センター     
対象／未就学児と保護者      
内容／
【第 1部】 午前 10 時～ 11 時　
赤ちゃんコーナー、手形、魚つり、
工作コーナーなど
【第 2部】午前 11 時～ 11 時 30 分  
人形劇
主催／市内の子育て支援センター
協力／こばと保育園・けやきわか
ば保育園
問合せ／子育て支援センター「ぴ
っぴ」　2049-251-3005

　年齢別（0歳、1歳、2歳～）に
分かれて、親子の触れ合い遊び、
ホールでの劇やペープサートなど
を見て親子で楽しく過ごしましょ
う。気軽にお越しください（無料、
申込不要）。
とき／ 6月 11 日（木）
午前 10 時 30 分～正午
（受付：10 時～）
場所／鶴瀬公民館　　
問合せ／
第一保育所　2049-251-6553
第二保育所　2048-472-9174
第三保育所　2049-252-4811
第四保育所　2049-251-9785
第五保育所　2049-251-9784
第六保育所　2049-251-4741
子育て支援センター「ぴっぴ」
　 2049-251-3005

　家族同士や保健師との交流・相
談を行います。
とき／ 5月 29 日（金）
午前 10 時～ 11 時 30 分
（受付：午前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　
2049-252-3771

はつらつ教室（全 11 回）
尿モレに強い体づくりコース

子育て支援センターまつり
ひろばであそぼ！

　中高年の女性にとっての課題の
ひとつ「尿モレ予防」を中心とし
た健康づくり教室です。
とき／ 5月 20 日～ 7月 29 日
毎週水曜午前 10 時～正午
場所／健康増進センター
対象／運動制限がなく、なるべく
すべてに参加できる方
内容／マシントレーニングや体操
による骨盤底筋強化など
定員／ 15 人（申込順）
費用／ 330 円（保険代）
申込み・問合せ／健康増進センタ
ー（2049-252-3771）へ直接または
電話で

親子サロン

子

育

て

学

ぶ

学 ぶ
Learning

育児講座「みんなあつまれ！
ジャンボあそぼう会」

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
【開館時間】午前9時30分～午後7時（中央図書館のみ平日は8時まで）
休館日：月曜（祝日の場合は翌平日）

※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・図書室も休館です。

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

5 月のおはなしかい＆映画会

図書館の開館時間延長について
　4月以降、祝日の月曜は開館しています。また、5月から試行的に中央図
書館のみ平日の開館時間を1時間延長し午後 8時まで開館します。
開館時間／火～日曜、祝日の月曜
中央図書館　午前 9時 30 分～午後 8時（土・日曜、祝日は 7時まで）
休館日／月曜（祝日の場合は翌平日）、特別整理休館日、年末年始

内　容 日　　時

中 央
図 書 館

こども映画会
  ９日（土）午後 2時「はらぺこあおむし」  
16 日（土）午後 2時「一輪の花」
「ゆうかんな十人のきょうだい」

名作映画会   ３日（祝）午後 2時「ふたり」
17 日（日）午後 2時「ライトスタッフ」

おはなしかい（乳幼児）  6 日（振）・20 日（水）午前11時

おはなしかい（幼児・小学生）  2 日（土）・23 日（土）午後 2時

鶴 瀬 西
分 館

一般映画会  2 日（土）午後 2時「それから」

おはなしかい（乳幼児） 13 日（水）・17 日（日）午前11時

おはなしかい（幼児・小学生） 13 日（水）午後 3時 30 分
17 日（日）午後 2時 30 分

ふじみ野
分 館

こども映画会 23 日（土）午後 2時
「瓜っこ姫とアマンジャク」「ばんじ休す」

おはなしかい（乳幼児）  8 日（金）午前11時

おはなしかい（幼児・小学生）  9 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。

子 育 て
Child-rearing
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　救急時に備えて、心臓マッサー
ジや人工呼吸など応急処置のポイ
ントを気軽に学んでみませんか。
※動きやすい服装でお越しください。
とき／ 5月 27 日（水）
午前 10 時～正午
場所／市民総合体育館柔道場
定員／ 30 人（無料、申込順）
講師／入間東部地区消防組合救急
救命士
申込み／5月1日（金）～22日（金）
午前 9時～午後 5時（土・日曜、

祝日を除く）に直接または電話で
※保育あり（満 1歳以上。要予約、
定員あり）
問合せ／富士見市ファミリー・サ
ポート・センター（保育課内）
2049-251-3337

とき／ 5月 23 日（土）
午前 9時～午後 6時
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／5月7日（木）～13日（水）
午前8時30分～午後5時に電話で
問合せ／消防本部救急課
2049-261-6673

ステップアップ講座
心肺蘇生法
～AEDの使い方も学べます～

イベント
Event

土曜おもしろミューズランド

上級救命講習

ミニ土器づくり
とき／ 5月 2日（土）
参加費／ 100 円
まが玉づくり
とき／ 5 月 16 日（土）
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／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）
※申込不要。直接お越しください。
問合せ／水子貝塚資料館
2049-251-9686

学　

ぶ

イ
ベ
ン
ト

学 ぶ
Learning

場所／鶴瀬公民館ほか
対象／市内在住、在勤の方
受講料／無料（通信料・保険代などとして１人 800 円が必要）
申込み／5月8日（金）～22日（金）に各公民館・交流センター・
コミュニティセンターにある入学願書で直接（申込順）

市民による市民のための協働立市民大学

富士見市民大学第 38 期受講生を募集
主催／NPO法人富士見市民大学、市教育委員会
問合せ／富士見市民大学事務局（鶴瀬公民館内） 

2049-251-1140

とき／ 6月6日（土）午後1時30分～3時 10分
場所／鶴瀬公民館
講演内容／キラリ☆ふじみの夢
講師／松井憲太郎（キラリ☆ふじみ館長）

開校式・公開講演会

富士見市民大学・年間講座のご案内

第 4回郷土富士見検定は 12 月 6日（日）に開催決定！　詳しくは広報『ふじみ』９月号でお知らせします。

講座名 日程・場所

文学講座（古典講読）
『奥の細道』を読み解く　
（全 8回）

9/12（土）～ 11/1（日）
いずれも午前 10 時～正午
みずほ台コミュニティセンター
定員 70 人

国際社会学　
ロシア・ユーラシアと東ア
ジア情勢のいま（全 6回）

10/24（土）～ 11/28（土）
いずれも土曜午前 10 時～正午
ふじみ野交流センター　
定員 50 人

社会福祉学　
いざという時の「介護保険」
（全 6回）

7/5（日）～ 9/20（日）
いずれも日曜午前 10 時～正午
鶴瀬公民館　定員 40 人

歴史講座　近世から現代の
「埼玉平野の治水・防水」
の歴史（全 5回）

6/13（土）～ 7/11（土）
毎週土曜午前 10 時～正午
鶴瀬公民館　定員 60 人

ふじみ自然塾（全 16 回） 5/16（土）～ 2/20（土）
渋谷農園ほか　定員 20 人

木と私たち講座（全 9回） 6/20（土）～ 2/14（日）
鶴瀬公民館ほか　定員 20 人

講座名 日程・場所
行財政学入門
富士見市を知り未来を描
く、元気のある街づくりと
私たちの暮らし（全 6回）

5/29（金）～ 7/3（金）
いずれも午前 10 時～正午
市民福祉活動センターぱれっと
定員 30 人

郷土富士見検定・問題解説
講座（全 3回）

9/8（火）、10/14（水）・29（木）
いずれも午前 9時 30 分～午後
3時　定員各 25 人

親子で野あそび教室
（全 2回）

9/13（日）富士見江川
9/27（日） 富士見橋付近
いずれも午前9時集合
定員 15 家族

市民講師によるサロン　
（全 9回）

6/8（月）～ 12/14（月）
いずれも午後 1時 30 分～３時
30 分
鶴瀬公民館　定員 50 人

公開講演会（全 3回） 6/6、12/5、2/6 いずれも土曜
鶴瀬公民館
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　三大喜劇王ハロルド・ロイドの
主演作品を、ピアノ生伴奏つきで
お送りします（無料、申込不要）。

とき／ 5月 24 日（日）　
午後 2時開演（1時 30 分開場）
場所／針ケ谷コミュニティセンター
内容／•ソプラノによる歌唱
•無声映画「ロイドの人気者」
　笑いあり、涙あり青春コメディー
（1925 年作品、上映時間 1時間 8分）
定員／ 70 人
※未就学児の入場はご遠慮ください。
出演／岩田恵美氏（ソプラノ）
天池穂高氏（作曲・ピアノ）
主催・問合せ／針ケ谷コミュニテ
ィセンター　2049-251-8478

なつかしの自転車紙芝居※１

とき／ 5月 3日（祝）
午前 11 時、午後 1時、午後 2時
（無料、各 30 分程度）
場所／旧金子家住宅
対象／幼児以上
内容／昔話の紙芝居、手遊び
協力／わんだー民話らんど

よろいを着てみよう※２

とき／ 5月 9日（土）
午前10時～正午、午後1時～3時
場所／旧金子家住宅
対象／ 5歳以上
定員／各 20 人（無料、先着順）
協力／川越藩火縄銃鉄砲隊保存会

5 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、予約不要）。
とき・内容／午後 1時～ 3時

難波田城公園まつり
今年は6月7日（日）に開催し
ます。詳しくは広報『ふじ
み』6月号でお知らせします。

　若手女流書道家と地域和洋音楽
家とのコラボレーションをお楽し
みください（無料、申込不要）。
とき／ 5月 10 日（日）
午後 2時開演（1時 30 分開場）
場所／鶴瀬西交流センター
出演／
•柳澤暁

ぎょう

芳
ほう

（書道家）
•邦楽アンサンブル奏 SO（箏） 
•中嶋美奈子・平下良二（ギター）
•伊藤清四郎と仲間たち（尺八）
主催／鶴瀬西交流センターリラッ
クスタイム準備会
問合せ／鶴瀬西交流センター
2049-251-2791

　みんなで一緒
にヨガに挑戦し
よう！ 運動不
足を解消して健
康な体になりま
せんか。
とき／ 5月 19 日（火）
午前 10 時～正午
場所／鶴瀬西交流センター
定員／ 30 人（無料、申込順）
講師／豊永めぐみ氏
（市民人材バンク登録者）
持ち物／大きめのバスタオルまた
はヨガマット
※動きやすい服装でお越しください。
申込み／ 5月1日（金）午前9時か
ら電話で
主催／富士見市市民人材バンク推
進員の会
問合せ／生涯学習課　2○内 631

とき／ 6月 6日（土）
午前 10 時、午後 2時、午後 6時
（いずれも 30 分前開場）
場所／鶴瀬コミュニティセンター
出演／イルファーン・カーンほか
料金／全席自由
前売り 800 円、当日 1,000 円
※チケットは鶴瀬公民館で好評発売中!
主催／げんもりかん、鶴瀬公民館
問合せ／鶴瀬公民館
2049-251-1140

無声映画上映会　
～歌の調べとともに～

書と和と現代音楽の
コラボレーション

市民人材バンクモデル事業
健康ゲット！ ヨガ体験

げんもりかん映画会
めぐり逢わせのお弁当（字幕）

イ
ベ
ン
ト

イベント
Event

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）

2日（土）紙のこいのぼり作り
3日（祝）自転車紙芝居※１

4日（祝）紙のミニよろい作り（材料代 100 円）
5日（祝）五右衛門風呂
6日（振）ブンブンごま作り

9日（土）よろいを着てみよう※
２

はたおり
10 日（日）わたくり
16 日（土）いろりの日
17 日（日）紋切り
23 日（土）はたおり
24 日（日）トントン相撲
30 日（土）新聞紙弓矢
31 日（日）糸電話
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参加資格／完歩できる方（市外の
方の参加も可）
※小学生以下は保護者同伴で可
参加費／大人 300 円（当日申込み
500 円）、中学生以下 100 円
申込方法／
事前申込み ５月 13日（水）までに
参加費を添えて下記へ
≪平日午後 ５時 15 分まで受付≫
生涯学習課（中央図書館２階）、各
公民館・交流センター
≪毎日午後９時まで受付≫
市民総合体育館
※なるべく事前申込みをお願いします。
当日申込み  参加費を添えて直接
主催／富士見市スポーツ推進委員
連絡協議会、市教育委員会
協力／富士見市体育協会、富士見
市交通指導員

とき／ 5月 16日（土）午前10時～
午後 5時、午後 7時～９時
17 日（日）午前 10 時～午後 3時
場所／鶴瀬公民館
内容／舞台発表、作品展示、模擬
店、茶道、将棋、卓球、骨密度の
測定など
主催／つるせ公民館まつり実行委
員会、鶴瀬公民館利用者連合会
問合せ／鶴瀬公民館
2049―251―1140

　　　　　
　思い出の懐かしい歌をみんなで
歌いましょう！
とき／ 5 月 23 日（土）
午後 2時～ 4時 15 分
場所／針ケ谷コミュニティセンター
定員／ 110 人（先着順）
料金／ 500 円（飲み物付）
※水谷公民館、針ケ谷コミュニティ
センターで販売中！
主催／うたごえ喫茶 in みずたに
実行委員会、水谷公民館、針ケ谷
コミュニティセンター
申込み・問合せ／水谷公民館
2049―251―1129

　全員に参加賞をプレゼント。歩
数当てクイズ、お楽しみ抽選会も
あります。仮装での参加も大歓迎！

とき／５月 17 日（日）
※荒天の場合、開催の可否は当日午
前 6時 30 分以降に市役所にお問い
合わせください。
受付／文化の杜

もり

公園午前7時30分
開会式／午前 8時 10 分
スタート／午前 8時 30 分
コース／健脚コース（約 10㎞） 
ファミリーコース（約５㎞）
※雨天の場合はファミリーコースを
歩きます。
持ち物／飲み物　※歩きやすい服
装・靴でお越しください。

ふじみヘルシーウォーク大会

イ ベ ン ト
Event

第 34 回つるせ公民館まつり

うたごえ喫茶 in 針ケ谷

場所・問合せ／市民総合体育館　2049―251―5555
　スポーツカレッジはさまざまな種類のスポーツを体験し、基礎的な情報から専門的な講座までを行い、参加者の生
涯スポーツの推進を目指しています。
主催／公益財団法人キラリ財団  申込み／ 5 月 1日（金）から午前 8時 30 分～午後 9時 30 分に直接または電話で

講座名 日時 対象 内容 定員 参加費

楽しい卓球
（全 10 回)

5/13･20､ 6/3･10･24､ 7/1･8･15･22､
8/5　いずれも水曜
初心者 午前 9時～ 10 時 30 分
経験者 午前10時45分～午後０時15分

一般 卓球の基礎から学びます。初心者コー
スと経験者コースに分けて開催します。各 20 人 5,000 円

弓道教室
（全 5回）

5/30､ 6/6･13･20･27　いずれも土曜
午後 6時～ 8時

高校生
以上

心得から作法まで分かりやすく学びます。
協力：富士見市弓道連盟 20 人 2,000 円

リフレッシュ
ヨガ
（全 10 回)

5/12･19･26､ 6/2･9･16･23･30､ 7/7･
14　いずれも火曜  
午後 2時～ 3時 30 分

一般 呼吸法を中心に健やかな体づくりを意
識します。 20 人 5,000 円

健康体操教室
（全 8回）

5/11･25､ 6/1･8･22･29､ 7/13･27　
いずれも月曜
午後 1時 30 分～ 2時 45 分

一般 体への負担が少ない軽体操を行い、楽
しく体を動かします。 20 人 4,000 円

エアロビクス
（全 9回）

5/11･25､ 6/1･8･22･29､ 7/6･13･27
いずれも月曜 
午後 7時 30 分～ 9時

一般 音楽に合わせて無理なく、楽しくリズ
ム良く体を動かします。 20 人 4,500 円

キラリ☆スポーツカレッジを開講します

川柳を募集します！
テーマ：ウォーキング
応募資格：大会参加者
応募締切：５月 17 日（日）大会終
了時まで
※優秀作品の発表は、広報『ふじみ』
７月号でお知らせします。詳しくは、
市ホームページをご覧ください。
問合せ／生涯学習課　2○内 636

イ
ベ
ン
ト
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市
民
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言
板

第14回きらめき写真展
4 月 27 日㈪～5 月 3 日㈷ 9:30～17:00（3 日
は 16:30 まで）／キラリ☆ふじみ／主催年
金者組合富士見支部写真クラブきらめき／
入場無料／小倉　2049‒253‒0037

阿波踊り みほの連
月 4 回水曜または土曜 19:00～21:00 ／キ
ラリ☆ふじみほか／小 5以上／和楽（篠笛、
三味線、太鼓、鉦

かね

）の音に合わせて阿波踊
りを各祭り場で演舞します／月会費 500 円
／初心者歓迎／麻生　2090‒4205‒4343

童謡仲間ふじみ
月 1 回金曜 10:00～12:00 ／鶴瀬コミュニ
ティセンター／童謡、唱歌を楽しく歌って
心も体も元気になりましょう／月会費
1,000 円／ 5月は 29 日㈮に実施／
大
おお

日
ひ

南
な

　2080‒4386‒1957

ひこばえハイキングクラブ
第 1 木曜定例会 19:30～21:30 ／みずほ台
コミュニティセンター／創立 43 年。毎月
機関誌を発行し、月 2回の山行案内／入会
金 1,000 円／年会費 4,000 円／
加藤　2049‒251‒8299

骨盤体操サークル スタイル
月 4回金曜 9:50～10:50 ／ふじみ野交流セ
ンター／女性（生後 2か月くらいからのお
子さんの同伴可）／骨盤を整えて、腰痛 ･
肩こりなどを改善し、美しいラインを作り
ます／月会費 3,000 円／
おりかさ　2090‒1042‒5310

なんでもチャレンジ隊
5 月～平成 28 年 3 月（月 1 回程度。おもに
土曜、休日）／親子 20 組（年中～小学生。
小 3～ 6 は単独可） ／遊び作り食べる／参
加費 1,000 円（保険代、通信費ほか。必要
に応じ実費負担あり） ／ 5 月 7 日㈭～ 13 日
㈬にファックスまたは電話で（住所 ･氏名 ･
電話番号 ･学年を記入）／
なんチャン隊 荒田　2･℻ 049‒253‒3481

田んぼ体験 もち米つくり
第 3日曜午前中（5月～収穫祭）／水谷前耕
地／ 1家族 2,000 円／ファックスで（住所 ･
氏名 ･参加人数 ･電話番号またはメールア
ドレスを記入）／説明会 5月 10 日㈰ 10:00
ふれあいTAP事務所／主催ふれあいTAP
／鈴木　2･℻ 049‒251‒2300

アトリエふじみ野
月 4回火曜 10:00 ～12:00 ／ふじみ野交流
センター／絵画油彩 ･水彩 ･アクリル製作
／月会費 2,800 円／森　2049‒264‒6299

親子でイングリッシュ子育てサークル
第 1･3 火曜 10:30 ～11:30 ／針ケ谷コミュ
ニティセンター／ 2歳以上のお子さんと親
／親子で英語の歌やゲームを楽しんだ後、
交流します／ 1回 600 円／
山田　2049‒255‒7814

男性料理教室 ｢ぱれっと料理の会｣
第 3水曜 9:30～ 13:30 ／市民福祉活動セン
ターぱれっと／ 55 歳以上の男性／管理栄
養士の指導のもと、自分で料理を作ってみ
ましょう／年会費 1,200 円（保険代含む） 
／月会費 500 円（材料代含む）／
鈴木　2090‒4524‒8032（13:30～15:30）

転倒予防のための太極拳
杉の子クラブ
毎週木曜 14:00～16:00 ／健康増進センタ
ー体育館／入会金 500 円／月会費 500 円／
新井　2049‒251‒6169

ギターサークル アリア
毎週土曜 13:00～16:30 ／南畑公民館／初
心者／クラシックギター／月会費 300 円／
小林　2080‒5456‒5329

シルバー同好会
毎週水 ･土曜 9:00～15:00 ／老人福祉セン
ター｢びん沼荘｣ ／マージャンを楽しむ／
月会費 1,000 円／石原　2049‒251‒2661

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

ゴスペル ブライトサイド
毎週水曜 10:00～12:30 ／キラリ☆ふじみほ
か／初心者でも歌えます。ゴスペルを一緒
に楽しみませんか／入会金 1,000 円／月会
費 4,000 円／狩

かり

野
の

　2080‒6523‒9702

市民伝言板市民伝言板 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○内  240

イベント

募　集

学習机（上置き･引出し･イス付）／クロ
ーゼット／竹製テーブル／スチール棚
／カラーボックス／ベンチ型チェスト
／作業台／車イス／ひな人形（段飾り）
／着物一式（男性用）

ゆずります
ホワイトボード（キャスター付）／ジュニア用スキーセット（靴20㎝以上）／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（男児用110～
130㎝、女児用100㎝）／水谷中夏冬用制服（女子用Ｍサイズ）／カブスカウト制
服一式（Ｍ）･ザック／ベビーゲート

ゆずってください

•●●４月10日現在●●•

問合せ／環境課　2○内  246

　このコーナーは、リユース（再利用）で資源を大切にし、ごみを減らしていくことを目的に、不
用になった品物を有効利用する方の橋渡しをする場です。広報『ふじみ』への登録は3か月です。
掲載要領／「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、市民の方同士で交渉
していただきます。交渉結果はご連絡ください。
　無料の品物のみ受け付けます。無料でも、自動車、古本など中古市場で値がはるもの、パソコ
ンなど個人情報の悪用の恐れなどがあるもの、食料品などは受け付けません。
　詳しくはお問い合わせください。

ご利用ガイド
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