I
原動機付自転車などの手続きに
は本人確認書類が必要です

ひきこもりに悩む本人とその家
族の方を対象に、臨床心理士が対
応方法などのアドバイスを行って
います。気軽にご相談ください。
とき／毎月第２木曜午後
※無料、要予約

場所／朝霞保健所（朝霞市青葉台
1-10-5）
申込み・問合せ／朝霞保健所保健予
防推進担当 2048‑461‑0468

説明会
とき／７月28日（火）午後７時
場所／富士見市立針ケ谷コミュニ
ティセンター
問合せ／新座市（仮称）大和田二・
三丁目地区土地区画整理事業推進
室 2048‑477‑1111

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・みそなどの加
工品を販売します。
※レジ袋削減のた
め、 買 い 物 袋 を お
持ちください。

とき／７月21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
内 243
問合せ／産業振興課 2○

新座都市計画事業（仮称）大和田
二・三丁目地区土地区画整理事
業に係る環境影響評価調査計画
書（変更案）の縦覧および説明会
縦覧
期間／7月１日（水）
〜31日（金）
午前９時〜午後４時30分（土･日曜、
祝日を除く）

場所／富士見市まちづくり推進課、
県環境政策課、県西部環境管理事
務所ほか
※新座市ホームページ、富士見市立
中央図書館でもご覧になれます。

http://www.city.niiza.lg.jp/soshiki/85/

〜犯罪や非行を防止し、立ち直り
を助ける地域のチカラ〜
法務省が主唱するこの運動は、
すべての国民が、犯罪や非行の防
止と罪を犯した人たちの更生につ
いて理解を深め、犯罪のない地域
社会を築こうとする全国的な運動
で、今年で65回目を迎えます。
市では、市内３駅でのＰＲ活動
や中学生を対象にした非行防止教
室を実施します。安全で安心して
暮らせるまち、明るい地域、犯罪
や非行のない明る
い社会の実現に向
けご理解とご協力
をお願いします。
問合せ／
内 334
福祉課地域福祉係 2○

サマージャンボ宝くじ
発売期間／７月８日（水）
〜31日（金）
抽選日／８月11日（火）
賞金／＜１等＞
５億円
＜前後賞＞ 各１億円

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
て無料で相談できます。
※秘密は守られます。
（水）
とき／８月12日
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

7 月は
『社会を明るくする運動』
の強調月間です

※この宝くじの収益金は、市町村の

県内市町村職員採用合同説明会
県内の市町村で働くことを希望
する方を対象に、
｢埼玉県内市町村
職員採用合同説明会｣を開催します。
市町村ごとに設置するブースで、
市町村の特色や仕事の内容、勤務
条件など、直接人事担当者から話
を聞くことができます。
今回は採用間もない若手職員か
ら受験のアドバイスや公務員にな
るうえでの心構え、入庁後の感想
なども聞くことができます。当市
も参加しますので、気軽にお越し
ください。
とき／７月９日（木）
午後１時〜６時（入場は５時まで）
場所／さいたまスーパーアリーナ

明るく住みよいまちづくりに使われ
ます。

問合せ／（公財）埼玉県市町村振興
協会 2048‑822‑5004

お知らせ
キラリ☆ふじみのイベント内
容などは、ＨＯＴキラリ７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

問合せ／
キラリ☆ふじみ 2049‑268‑7788

（JRさいたま新都心駅下車徒歩すぐ）

問合せ／彩の国さいたま人づくり
広域連合 2048‑664‑6681
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内

ひきこもり専門相談

nformation station

ご 案

平成27年５月から、原動機付自
転車などの登録・廃車・名義変更
の手続きを行う際に、窓口に来ら
れた方の本人確認をすることにな
りました。手続きの際は、免許証
などの身分証明書の提示をお願い
します。
内 348
問合せ／税務課諸税係 2○

情報ステーション

市役所からのお知らせ

富士見市役所 2049‑251‑2711 ℻ 049‑254‑2000

Fujimi City Information

募 集
Invitation

集

富士見市体育協会非常勤職員

ご
案

募集人数／１人
応募条件／パソコン操作のできる方
勤務内容／運営に係わる事務など
勤務場所／市民総合体育館
勤務時間／月〜金曜午前９時〜午
後４時（休館日を除く） ※シフト制
賃金／810円
申込み・問合せ／７月15日(水)ま
でに履歴書を郵送
富士見市体育協会
〒354‑0021 鶴馬1887‑1
2049‑254‑9510

平成 27 年度「防火標語」
住宅防火に関することをテーマ
にした防火標語を募集します。
応募資格／富士見市、ふじみ野市、
三芳町に在住、在勤の方
応募方法／標語・郵便番号・住所・
氏名（ふりがな）・年齢・性別・電
話番号を記入し、郵送、FAX、メ
ールまたは各消防署にある応募箱
へ直接
応募期間／７月１日（水）〜８月31
日
（月）
（必着）
応募先／〒356‑0058 ふじみ野市
大井中央１‑１‑19 入間東部地区
消防組合消防本部予防課
℻ 049‑261‑4395
▽ yobo-01@irumatohbu119.jp
□
問合せ／消防本部予防課
2049‑261‑6007

ご 案 内
Guidance

環境課からのお知らせ
夏の省エネ・節電にご協力を
市では、この夏も省エネ・節電
の取組みに努めます。市民や事業
者の皆さんにおかれましても、仕
事や生活の中で無理のない範囲で
ご協力をお願いします。

15 広報 ふじみ 平成27年７月号

光化学スモッグに気をつけよう！
日差しが強くて風の弱い日に光
化学スモッグが発生しやすくなり
ます。光化学スモッグは、目やの
どの粘膜に刺激を与え、健康被害
を引き起こすことがありますので
注意が必要です。
注意報が発令されたら
屋外での激しい運動は避けまし
ょう。
目などに刺激を感じたらすぐ屋
内に入りましょう。
乳幼児、お年寄り、病弱な人は、
健康な成人よりも被害をうけや
すいので特に注意しましょう。
自動車の使用を控えるようご協
力ください。
内 242
問合せ／環境課 2○

忘れていませんか？蚊の対策
昨年は、蚊を介する感染症の
｢デング熱｣の国内感染が、約70年
ぶりに確認されました。
デング熱はデングウイルスを保
有する蚊（ヒトスジシマカ）に刺さ
れた場合に感染するもので、人か
ら人への感染はありません。
また、デング熱は感染しても重
症化することはまれです。蚊に刺
されてから３〜７日程度で高熱が
見られれば、早めに医療機関を受
診してください。
蚊の活動は10月下旬ごろで終息
します。蚊を増やさない、蚊に刺
されない対策をしましょう。
蚊を増やさない
蚊は、植木鉢の受け皿やプラス
チック容器などにたまった雨水な
ど、小さな水たまりで発生するの
で、日ごろから住まいの周囲の水
たまりを無くすように心がけまし
ょう。
蚊に刺されない
蚊が多くいる場所で活動すると
きは、できるだけ肌を露出せず、
虫よけ剤を使用するなど蚊に刺さ
れないよう注意しましょう。
問合せ／県疾病対策課
2048‑830‑3557

7 月 15 日〜 24 日
夏の交通事故防止運動
人も車も自転車も
安心・安全 埼玉県
広く交通安全思想の普及・浸透
を図り、交通ルールの遵守と正し
い交通マナーの実践を習慣付ける
ことにより、夏の解放感などから
起こる夏休み中の児童・生徒など
の交通事故防止を目
的に実施します。
重点目標／
子どもと高齢者の
コバトン
交通事故防止
自転車の安全利用の推進

飲酒運転の根絶と路上寝込みな
どによる交通事故防止
内 433
問合せ／交通・管理課 2○

ブランクのある
看護職の方の再就業技術講習会
県では、子育てや家族の介護な
どで看護職の仕事から離れている
方を対象に、看護の最新の知識や
技術を現場で研修し、職場復帰に
つなげる講習会を行います（無料）。
とき／８月５日（水）〜７日（金）
午前９時〜午後４時
場所／イムス富士見
総合病院
申込み・問合せ／
県医療整備課
2048‑830‑3543

ハチなどの害虫駆除
暖かい季節はさまざま
な虫が活動します。虫の
中には、日常生活に悪影
響を与える害虫もいます。その種
類や生態の違いから駆除方法も異
なります。
毎年ハチなどの害虫に関する相
談が多く寄せられますが、害虫駆
除は、その土地や建物の所有者な
どの責任で行うこととなっていま
す。駆除の相談は専門業者などに
直接お問い合わせください。
問合せ／埼玉県ペストコントロー
ル協会 2048‑854‑2890

I

情報ステーション

nformation station

ʼ15 富士見ふるさと祭り
ステージ出演者

募 集
Invitation

応募期間／７月１日
（水）
〜24日
（金）

※出店者などの募集は広報『ふじみ』

８月号でお知らせします。
募集数／若干数
応募条件／主に市内で活動してい
る団体
出演時間／１団体20分程度
（必着）ま
応募方法／７月31日（金）
でに応募用紙を郵送、または直接
（〒354‑8511（所在地は記載不要）

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○

f2209/sutyu-dennto.html

問合せ／県教育委員会生徒指導課
2048‑830‑6745

文化振興課、各公民館･交流センタ
ーにあります。
内 251
問合せ／地域文化振興課 2○

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
…主催

と き
7月23日㈭
9:00〜15:00
7月 7日㈫

４か月健診
7月22日㈬
7月 8日㈬
12 か月健診
7月27日㈪
１歳６か月健診

7月15日㈬

３歳健診

7月21日㈫

わくわく子育て
トーキング

http://www.pref.saitama.lg.jp/

※応募用紙は市ホームページ、地域

子育て健康ガイド

予 乳児・母乳相談
■

ージをご覧ください。

富士見市役所地域文化振興課）

（当日消印有効）

事業名
予 もぐもぐパクパク
■
食事相談

※募集期間など詳しくは県ホームペ

集

※市ホームページからも応募可

今年のふるさと祭りは10月24日
（土）に開催！その祭りのステージ
をバンドやダンスなどで盛り上げ
てくれる団体を募集します。

募

市では行財政改革の推進にあた
り、市民の皆さんから広く意見を
いただくため参加者を募集します。
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／平成29年３月31日
会議／年２回（平日夜間を予定）
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・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

県教育委員会では、スチューデ
ントサポーター派遣事業を実施し
ています。相談室などでボランテ
ィア（教育相談の補助）をしてくれ
る学生を募集します。
活動場所／中学校内の相談室や市
町村の教育支援センターなど
対象／教員を目指している、また
は心理学・社会福祉学などを学ん
でいる大学生、大学院生
内容／教員、相談員、スクールカ
ウンセラーの補助
活動日／週１回（３〜４時間程度）

子育て

富士見市行財政改革市民懇談会

スチューデントサポーター

…受付時間
他 …そのほか

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

…定員

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 ■
■
他 1人30分程度
■
水 ■
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
鶴 ■
対 平成27年2月1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
■
携帯版乳幼児
鶴 ■
対 平成27年2月16日〜2月28日に生まれた子
■
健診専用バス運行表
水 ■
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
鶴 ■
対 平成26年7月1日〜7月23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
■
鶴
対
■ ■平成26年7月24日〜8月15日に生まれた子
水 ■
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
鶴 ■
対 平成25年10月1日〜10月23日に生まれた子
■
水 ■
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
鶴 ■
対 平成24年1月生まれの子
■

場 ふじみ野
7月 9日㈭
■
10:00〜11:30
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。管理栄養士・助産師・保健師の
場 みずほ台
7月29日㈬
■
コミュニティセンター 相談もあります。
10:00〜11:30

7月 1日㈬
10:00〜11:30

受 9:45〜10:00 ■
対 1歳くらいまでのお子さんとお母さん
■
内 お母さんたちの交流
場 針ケ谷コミュニティセンター ■
■
持 バスタオル、そのほか各自必要なもの ■
主 富士見市母子保健推進員連絡協議会
■
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市役所からのお知らせ

富士見市役所 2049‑251‑2711 ℻ 049‑254‑2000

Fujimi City Information

夏休み親子下水道教室

子 育 て
Child-rearing

子育て

自然あふれる森林公園へ行こう
アスレチックやじゃぶじゃぶ池
で元気に遊ぼう！
（日）
とき／７月26日
午前８時40分〜午後４時40分
※ふじみ野駅改札前集合・解散
※雨天中止

場所／
国営武蔵丘陵森林公園
（滑川町大字山田1920）
対象／小中学生
定員／25人（申込順）
参加費／小学生1,000円、中学生
1,800円（交通・入園料など）
持ち物／弁当、飲み物、着替えなど
主催／富士見市青少年相談員協議会
申込み／７月７日（火）〜14日（火）
午前９時から直接または電話で

ます。

問合せ／子育て支援課

とき／７月21日（火）・22日（水）
いずれも午前９時30分〜午後０時
15分 ※現地集合
場所／新河岸川水循環センター
（和光市新倉６‑１‑１）
対象／小学生と保護者
（各20組40人）
※無料、申込順

内容／施設見学と水質実験
申込み／７月１日（水）〜10日（金）
午前９時〜午後４時に電話で
問合せ／県下水道公社・荒川右岸
支社親子下水道教室係
2048‑466‑2400

諏訪児童館のお知らせ
みんなあつまれ！
夏休みぱれっと子ども村（全５回）
とき・内容／
準備会

（土・日曜を除く）
※必ず保護者の方が送迎をお願いし
内 204
2○

２日目

とき／８月４日（火）
1回目 午前９時30分〜正午
2回目 午後１時30分〜４時

１日目

彩の国資源循環工場
夏休み親子見学会

（雨天決行）

※応募多数の場合抽選

問合せ／県環境整備センター
夏休み親子見学会係
〒369‑1223
大里郡寄居町大字三ケ山368
2048‑581‑4070

４日目

対象／小中学生と保護者
内容／最終処分場、彩の国資源循
環工場、メガソーラーの見学
定員／各20人（無料）
申込み／７月17日（金）
（消印有効）
までに希望回・住所・参加者氏名
（ふりがな）・年齢・電話番号をは
がきに記入し郵送

３日目

※寄居町役場ロータリー集合・解散

とき

内容

７月22日（水）
午後2時〜3時

子ども村準備会
班旗づくり

７月27日（月）
午前10時
〜午後5時

開村式
昼食づくり
昼食会
木工作か布小物の
いずれかを選択

７月28日（火）
午前10時30分
〜午後５時

宝さがし
昼食会
かえっこバザール

７月29日（水）
午前10時30分
〜午後５時

昼食づくり
昼食会
きらきらフォトフ
レームづくり

７月30日（木）
午前10時
〜正午

ジャンボカルタ大
会
閉村式

対象／小中学生
定員／30人（申込順）
参加費／400円（材料代など）
持ち物／お米2合、お弁当（28日のみ）
申込み／７月４日（土）午前10時から直接
※電話での申込みはできません。

説明会／７月16日（木）午後２時から
諏訪児童館で行います。
※全日程参加の方を優先。
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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／７月14日（火）午前10時〜
11時30分（受付：９時45分〜10時）
場所／ふじみ野交流センター
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
2049‑252‑3771

問合せ 2049‑255‑6671
サークルわくわく体験交流会
〜仲間っていいな。サークルをの
ぞいちゃおう！〜
子育てを頑張っているママたち、
みんな集まれ。子育てサークルを
体験してみませんか。楽しいあそ
びを通して、たくさんの親子と交
流しましょう（申込不要）。
とき・場所／
①７月３日（金）鶴瀬西交流センター
②７月８日（水）ふじみ野交流センター
③７月14日（火）針ケ谷コミュニティ
センター
いずれも午前10時45分〜11時45分
対象／未就学児とその保護者
夏まつり・おばけやしき
子ども実行委員募集
夏まつり（８月８日（土））、おば
・25日
（火）
）
けやしき（８月24日（月）
の実行委員を募集します。
第１回実行委員会
とき／７月17日
（金）
午後３時30分〜
場所／諏訪児童館
対象／小中学生
申込み／７月１日（水）午前10時か
ら直接または電話で

I

情報ステーション

nformation station

※申込み多数の場合抽選

子 育 て

参加費／1組4,500円

Child-rearing

主催／富士見市青少年育成市民会議
協力／富士見市青少年相談員協議会
申込み／７月17日（金）までに往復
はがきで
説明会／８月９日（日）予定
【はがきの記入方法】
往信の宛先：
〒354-8511（所在地は記載不要）
富士見市役所子育て支援課
裏：参加者氏名（ふりがな）、住所、
年齢、学校、電話番号
返信の宛先：住所、名前
裏：何も書かないでください。
内 204
問合せ／子育て支援課 2○

夏休み親子体験バスツアー
採れたてフルーツでジャムづく
りやバーベキュー、広い公園で水
遊びをしよう！
（日）
とき／８月23日
※午前８時30分に市役所正面ロータ
リー集合

場所／ドールランドみなかみ（群
馬県利根郡みなかみ町新巻 ５-10）
、

矢瀬親水公園（群馬県みなかみ町月
夜野）

対象／市内在住の小学生と保護者
定員／20組40人

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（中央図書館のみ平日は8時まで）

ペットボトルキャップで
アクセサリー作り
ペットボトルキャップでブローチ
を作ろう。時間に
余裕のある方は、
ネックレスも作れ
ます。
夏休みの思い出や課題作りにお
越しください。
とき／７月24日（金）
午後１時〜４時
場所／針ケ谷コミュニティセンター
対象／市内在住の小学３〜６年生
（２年生以下は保護者同伴で可）
定員／25人（先着順）
講師／斉藤とみえ氏（愛夢サークル）
参加費／１個300円（材料代）
申込み／７月１日（水）〜15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

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・図書室も休館し、翌日開館します。

7 月のおはなしかい＆映画会
内 容
こども映画会
中
央
図 書 館

鶴 瀬 西
分
館

ふじみ野
分
館

日

時

11日（土）午後２時「子リスのギャングたいじ」
「ムーミン 消えないおばけ」
18日（土）午後２時「はつかネズミのオンボロ
自動車」
「10ぴきのかえるのなつまつり」

名作映画会

５日（日）午後2時「シコふんじゃった。」
19日（日）午後2時「炎のランナー」

おはなしかい（乳幼児）

１日（水）・15日（水）午前11時

おはなしかい（幼児・小学生）

４日（土）・25日（土）午後２時

一般映画
おはなしかい（乳幼児）
おはなしかい（幼児・小学生）

８日
（水）
午後３時30分、19日
（日）
午後２時30分

こども映画会

25日（土）午後２時「おれたち、ともだち！シ
リーズ ともだちや」
「ジャックと豆の木」

おはなしかい（乳幼児）

10日（金）午前11時

おはなしかい（幼児・小学生）

11日（土）午後２時

富士見市市民人材バンク
夏休み小学生てんこもり体験
とき／７月26日（日）
午後１時30分〜３時30分
場所／鶴瀬西交流センター
対象／市内在住の小学生
定員

参加費

油絵

７人
（３年
生以上）

1,000円

４日
（土）午後２時「ヒロシマナガサキ」

拓本

20人

300円

８日（水）・19（日）
午前11時

パステルシャ
インアート

８人

300円

押し花
キーホルダー

30人

300円

まが玉
ペンダント

30人

150円

※映画会の上映作品は予告なく変更する場合があります。

夏休みイベント ぬいぐるみおとまり会
日程／７月26日
（日）午後２時〜３時
おはなし会とぬいぐるみお預け
午後１時〜
７月28日（火）
ぬいぐるみお迎え
場所／ふじみ野交流センター
対象／市内在住の３歳〜小学２年生と
ぬいぐるみ（ぬいぐるみは１人一体まで）
定員／15人
（申込順）
内容／ぬいぐるみと一緒におはなし
会に参加した後、ぬいぐるみだけ図
書館にお泊りし、図書館を探検しま

す。お迎え時に、おとまり会の写真
をプレゼントします。また、ぬいぐ
るみが選んだ本も貸し出しします。
持ち物／図書館利用カード
申込み／７月１日（水）午前９時30分
から図書館ふじみ野分館へ直接
※電話での申込みはできません。
問合せ／図書館ふじみ野分館
2049‑256‑8860
※本人または家族以外の申し込みは
ご遠慮ください。

内容

講師／佐藤泰 子 氏、三 好 千 浪 氏、
小川光枝氏、資料館友の会拓本部
会ほか
申込み／７月６日（月）午前９時か
ら電話で
内 631
問合せ／生涯学習課 2○
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子育て

（体験・バーベキュー代など）

夏休み手芸教室

市役所からのお知らせ

富士見市役所 2049‑251‑2711 ℻ 049‑254‑2000

Fujimi City Information

イベント

健康長寿のためのパワーアッ
プ・リーダー養成講座（全8回）

学ぶ

Event

イベント

Learning

普通救命講習Ⅰ

キラリ☆スポーツカレッジ
スーパーボイス（全８回）

学
ぶ

腹式呼吸による「呼吸」と「発
声」で新陳代謝を高め健康に役立
てます。
とき／７月15日・29日、８月19日、
９月２日・16日・30日、10月14日・
28日
いずれも水曜午前10時30分〜正午
場所／市民総合体育館
定員／30人（申込順）
参加費／4,000円
申込み／７月２日（木）から午前８
時30分〜午後９時30分に直接また
は電話で
主催／（公財）キラリ財団
問合せ／市民総合体育館
2049‑251‑5555

とき／７月25日
（土）
午前９時〜正午
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／７月６日（月）〜10日（金）
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

とき／７月14日〜９月１日
毎週火曜午前10時〜正午
場所／ピアザ☆ふじみ
対象／心疾患や整
形外科疾患などで
医師による運動制
限がなく、なるべ
くすべてに参加で
きる方
内容／
実技 筋力やバランス力などの
運動機能を維持・向上するために
効果的で親しみやすい「ふじみパ
ワーアップ体操」
講義 介護予防の基礎知識
定員／15人
参加費／240円（保険代）
申込み・問合せ／
健康増進センター
2049‑252‑3771

富士見ガーデンビーチ便り 第 2 号

シーズン到来！オープン初日は先着 200 人に粗品進呈！

問合せ／富士見ガーデンビーチ 2049‑254‑4349

利用期間／7月11日
（土）
〜8月31日
（月）

小学生向け水泳教室参加者募集

午前9時〜午後5時（入場は午後4時まで）

水泳の苦手な小学４〜６年生を対象に水泳教室を開催しま
す。この機会に、泳ぎの楽しさを覚えよう！
とき／いずれも午前10時30分〜正午
第1回 ７月21日（火）・22（水）・23日（木）

※７月13日
（月）
〜15日
（水）
は休業します。
また、７月16日（木）
・17日（金）
、８月31日（月）は午後１
時からオープンします。
※月〜土曜の午前９時〜９時50分は、50mプールに完

（予備日：24日（金）・27日（月））
（予備日：６日
（木）
・７日
（金）
）
定員／各20人（申込順）
参加費／500円（保険代含む）

区分

利用料

駐車場

入場料金
プール

泳専用コースを設置します
（お盆期間は除く）
。

第2回 ８月３日（月）・４日（火）・５日（水）

区分

利用料

普通車

300円

般

500円

中学生

300円

中型バス

小学生

100円

二輪車

一

1,000円
無料

備考

未就学児は無料ですが保護者がいないと入場で
きません。保護者1人につき未就学児2人まで利
用できます。

申込み／７月１日
（水）
から電話で
※第１回・２回とも同じ内容です。
１人で２回参加できます。
※参加者は、参加費のみで終日プ
ールを利用できます。
※天候により、日程が変更になる
場合があります。

※おむつが必要な方は、場内規則で水に入ることはで
きません。

プールサイドパフォーマー募集
学校サークル（部活動など）や市内で活動している
サークルの皆さん、日ごろの練習成果を真夏のプー
ルサイドで披露しませんか。
詳しくはお問い合わせください。
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売店抽選会（７月23日（木）・30日（木）、８月20日（木））
当日、場内売店を利用をされた方の入場半券裏に100円
につき１個スタンプします。スタンプ６個で１回抽選でき、
その場で記念品をプレゼント。

入場券番号抽選会（８月５日（水））
当日の入場券番号で記念品をプレゼント。
空クジなしです!

I
市民演劇のつどい

料)。

とき／8月2日(日)
午後1時開演(0時30分開場)
場所／鶴瀬コミュニティセンター
出演／ピースフェスティバル市民
構成劇、こどもげきだんおばあち
ゃんっこ、もくよう会（朗読）
、南
畑お月見一座
主催／市民演劇のつどい実行委員会
問合せ／鶴瀬公民館
2049‑251‑1140

nformation station

土曜おもしろミューズランド
石のペンダントづくり
とき／7月4日(土)
参加費／150円（材料代）
ウッドクラフト
とき／7月18日(土)
参加費／100円（材料代）
【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
（雨天時は資料館体験学習室）

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

ふるさと体験「藍の生葉染め」
藍の葉で絹のストールを染めます。
とき／8月1日
（土）
午前9時30分〜正午

新企画！難波田城公園クイズラリー
クイズに挑戦して、ものしり博
士になろう（無料）。

※雨天時は2日
（日）

とき／開館日の午前9時〜午後5時
対象／小学生以上
参加方法／
①資料館窓口で用紙をもらう
②園内をまわり、クイズに答える
③窓口で答え合わせをする

場所／旧金子家住宅
定員／10人（申込順、初参加の方優先）
指導／河野悦子氏（染色愛好家）
参加費／2,000円（材料代）
持ち物／エプロン、ゴム手袋、ぬれ
てもよい履物、時計またはタイマー
申込み／7月1日（水）〜5日（日）午前
9時〜午後5時に直接または電話で
※7日
（火）
に結果を連絡します。参加
者は19日（日）までに参加費をお持ち
ください。

早朝の蓮を見に来ませんか
「古代蓮の里」からいただいた
行田蓮が、見ごろを迎えます。朝
早く開いて昼に閉じる蓮の花をご
覧ください。
とき／6月の最終週〜7月の土・日曜、
祝日午前6時開園
※資料館や古民家は
午前9時開館

場所／公園内蓮池

卓球の基礎から学びま
す。低学年と高学年クラ
ス分けて開催します。
とき／7月25日(土)・
26日(日)・27日(月)
小学1〜3年生 午前9時〜10時30分
小学4〜6年生 午前10時45分〜午
後0時15分
場所／市民総合体育館
定員／20人（先着順）
参加費／1,500円
申込み／7月２日(木)から午前8時
30分〜午後9時30分に直接または
電話で
主催／(公財)キラリ財団
問合せ／市民総合体育館
2049‑251‑5555
問合せ 2049‑253‑4664
休館日：月曜（祝日の場合は翌日）

難波田城資料館のお知らせ
夏休み古民家宿泊体験
古民家に泊まって、昔の暮らし
を体験しよう！
とき／8月8日
（土）
午後1時〜9日
（日）
午後1時
対象／市内在住の小学4〜6年生
内容／竹細工（コップや箸 ）、手打
ちうどん作り、ごえもん風呂、七
輪で焼き魚など
定員／16人（申込順）
参加費／1,500円（材料･食事代）
申込み／7月1日（水）午前9時から
電話で

夏休み卓球教室（全 3 回）

イ ベ ン ト

市内で活動する劇団などが新作
を用意して一堂に集まります(無

情報ステーション

子ども裁縫教室
〜ポシェットをぬおう〜
縫い物の基本を学びポシェット
（15×12cm、ひも付き）
を作ります。
とき／8月5日
（水）
午前10時〜午後2時
場所／講座室 対象／小中学生
（小学2年以下は保護者同伴で可）

定員／15人（申込順）
指導／美楽の会
参加費／200円（材料代）
持ち物／昼食、飲み物
申込み／直接または電話で

※オリジナルシールがもらえます。

流しそうめん
とき／7月26日（日）午前11時〜午
後1時ごろ（なくなり次第終了）
場所／旧金子家住宅
参加費／1人200円
主催／難波田城公園活用推進協議会
7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
4日
（土）
5日
（日）
11日
（土）
12日
（日）
18日
（土）
19日
（日）
20日
（祝）
25日
（土）
26日
（日）

七夕かざり
七夕かざり
はたおり
シュロの葉バッタ
いろりの日
笹舟
水でっぽう作り
はたおり
トントン相撲
広報 ふじみ 平成27年７月号
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市役所からのお知らせ
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イ ベ ン ト

イベント
Event

発見！体験！
埼玉スタンプラリー2015
県内のものづ
くり の 現 場 や、
県立の博物館・
美術館などを巡

市民伝言板

市民伝言板

ってスタンプを集めよう！色々な
モノが作られるまでの秘密や職人
技を見学・体験できます。

※約100か所の体験・見学できる企業
や施設にスタンプが設置されていま

※抽選で参加企業・施設が提供する

※応募用紙は、7月1日
（水）
から県観

素敵なプレゼントが当たります。

光課ホームページで入手できます。

とき／7月17日（金）〜平成28年1
月18日（月）
場所／県内工場、伝統工芸産地、
博物館、美術館など
参加費／無料（入館・体験料など別途）

問合せ／
県観光課 スタンプラリー本部
2048‑830‑3955
℻048‑830‑4819
http://www.sainokuni-kanko.jp/

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。
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掲載方法の問合せ／秘書広報課 2○

第27回七夕コンサート
7月8日㈬19:00開演（18:30開場）／キラ
リ☆ふじみ／諏訪コーラス、水野晃（フ
ルート）
、志摩大喜（テノール）
、シュウ
ミン（二胡）／入場無料（整理券はキラリ
☆ふじみ、鶴瀬公民館などで配布）
／
水野 2049‑253‑6863

イベント

くらしのリユース

お茶会ごっこ
7月21日㈫･23日㈭･25日㈯10 : 00〜12 : 00
／市民福祉活動センターぱれっと／小
学生以上／みんなで茶道を学び、最終
日にミニ茶会をします／1回300円／主
催瑞順庵／田中 2049‑253‑5210

サマーコンサート
7月19日㈰18:00〜20:00／キラリ☆ふじ
み／水辺のデッキで気楽な音楽会（コー
ラス、器楽、吹奏楽演奏など）／主催富
士見市音楽連盟／入場無料／
田辺 2049‑251‑0090

点字利用者との交流・懇親会
7月25日㈯10:00〜12:00／鶴瀬駅西口サ
ンライトホール／点字利用者、点訳利
用をしたい方、点字に関心のある方／
交流と情報交換／主催点訳グループ富
士見市｢きつつき｣／7月17日㈮までに要
申込み／富士見市社会福祉協議会
2049‑254‑0747

募 集
あずま歌謡くらぶ 鶴瀬西
第1･3木曜13:00〜16:00／鶴瀬西交流セ
ンター／講師による歌唱指導／月会費
2,000円／初心者歓迎、見学随時／
大塚 2049‑255‑1922

映画 ｢ペコロスの母に会いに行く｣ 上映会
7月25日 ㈯10:00〜･14:00〜･18:00〜 ／
鶴瀬コミュニティセンター／認知症の
母親と息子が織り成す笑いと涙にあふ
れた作品です／当日一般1,200円、シニ
ア･学生1,000円、高校生以下800円／主
催映画 ｢ペコロスの母に会いに行く｣
富士見市上映実行委員会／
小倉 2049‑253‑0037

●

社交ダンスサークル ライラック
第1〜3金曜18:00〜19:30／みずほ台コミ
ュニティセンター／男女（年齢不問）／
月会費3,000円／山田 2049‑251‑7970

6 月 11 日現在●

問合せ／環境課

ゆずります
洋服タンス／回転座イス（籐製）／作業
台／まな板用の板／座布団／CD・コ
ミック収納ボックス／押入れ収納ボッ
クス／カラーボックス／冷風扇／大正
琴／犬用ベッド（中型犬）

21 広報 ふじみ 平成27年７月号

す。

内 246
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サクセス
毎週水曜14:00〜16:00／キラリ☆ふじみ
／元気に楽しくエアロビクスをしてい
ます／入会金1,500円／月会費2,000円／
体験あり／神谷 2049‑254‑4884
混声合唱団 けやき
毎週土曜19:30〜21:30／鶴瀬公民館／
合唱練習／入会金1,000円／月会費4,000
円（学生半額）
（楽譜代など別途）／初心
者･経験者歓迎、見学随時／
加藤 2049‑253‑4413
社交ダンスサークル ピエロ
毎週水曜19:00〜21:00／水谷公民館／
プロの講師が10ダンスを楽しく熱心に
指導／入会金1,000円／月会費3,000円／
見学・体験あり／
神谷 2090‑9208‑4795
縁起飾凧絵 ｢正風会｣
第2・4水曜13:30〜16:30／鶴瀬西交流
センター／縁起凧の武者絵、浮世絵、
歌舞伎絵や千社札などの絵柄を描いて
います／月会費300円／
森 2049‑253‑5225

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
ホワイトボード（キャスター付）／子ども用ベッドガード／子ども用自転車（女子
用24インチ）／物置／MDレコーダー／鍵盤ハーモニカ／銀の鈴幼稚園冬用帽
子・ランドバッグ／南畑幼稚園制服（男児用120〜130cm）／みふじ幼稚園制服
体操着ほか一式（男女サイズ不問）／諏訪小体操着（M）／台中体操着･ジャージ（緑
･S）／本郷中夏・冬用制服（女子用170cm）／細田学園冬コート（男子L）／授乳服
（L）／ベビー服（女児用70〜80cm）／バウンサー／ストライダー／ハイ＆ローチ
ェア

