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富士見市役所　2049-251-2711  ℻ 049-254-2000市役所からのお知らせ
Fujimi City Information

　毎年、各町会や各地区社会福祉
協議会で高齢者の皆さんの健康と
長寿をお祝いする敬老会を開催し
ています。
　開催日などは、地
域ごとに異なります
ので、お住まいの町
会などへお問い合わせください。
とき／9月中旬ごろから
対象／75歳以上の方（昭和15年9月
15日までに生まれた方）
問合せ／高齢者福祉課　2○内395

　農薬は、ラベルや袋に表示され
た使用方法や注意事項を守り、適
正な保管管理に努めましょう。
　学校などの公共施設や住宅地に
近い場所では、できるだけ害虫を
直接捕る、被害を受けた枝葉を切
除するなど、農薬散布以外の方法
で防除しましょう。やむを得ず農
薬を散布するときは、事前に周知
し、風向きなどに注意して飛散防
止に努めてください。
問合せ／県農林部農産物安全課
農薬・植物防疫担当　2048-830-4053

とき／8月27日（木）
午前10時～午後3時30分
場所／ウェスタ川越（川越駅西口徒
歩5分）※入場無料、申込不要、先着順
内容／
菊池桃子さん（女

優、戸板女子短期大
学客員教授）による
人権講演会
南古谷ウインド・
オーケストラによる演奏
人権作文表彰・発表、人権メッ

セージほか
問合せ／県人権推進課
2048-830-2255

｢妊娠したから解雇｣は違法です。
雇用均等室にご相談ください！
　男女雇用機会均等法が施行され
て30年を迎えますが、依然として
妊娠・出産を理由とする不利益取
扱いのトラブルは多く、社会問題
となっています。
　妊娠・出産・産休の取得などを
理由として解雇すること、契約の
更新をしないこと、退職を強要す
ることなどは男女雇用機会均等法
違反です。
問合せ／埼玉労働局雇用均等室
2048-600-6210

　中小企業退職金共済制度（中退
共）は中小企業で働く従業員のた
めの国の退職金制度です。この制
度を利用すれば、安全・確実・有
利で、しかも管理が簡単です。
中退共なら…
国の掛金助成を受けられます。
掛金は全額非課税です。
社外積立だから、管理がカンタン！

※パートタイマーのための特例掛金
月額もあります。
問合せ／（独）勤労者退職金共済機
構中小企業退職金共済事業本部
203-6907-1234
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　9月定例会は、9月1日（火）開会
予定です。9月定例会で審議する
請願・陳情は、8月17日（月）正午
までに提出してください。
問合せ／議会事務局　2○内165

　県では、「伐
き

って・使って、植
えて、育てる」森林の循環を促進
しています。県産木材を使って住
宅などを新築・増築すると一戸当
たり最大34万円の補助が受けられ
ます。詳しくは埼玉県木材協会ホ
ームページをご覧ください。
問合せ／埼玉県木材協会
2048-822-2568

　県では、多子世帯（18歳未満の子
どもが3人以上）の中古戸建住宅の
取得やリフォームに補助金を交付
し、子育てしやすい住環境の整備
を支援しています。詳しくは県ホ
ームページをご覧ください。
問合せ／県都市整備部住宅課
2048-830-5563

　省エネ住宅の新築やエコリフォ
ームをした場合にポイントが発行
され、そのポイントをエコ商品や
商品券などと交換できる制度です。
詳しくは省エネ住宅ポイント事務
局のホームページをご覧ください。
問合せ／省エネ住宅ポイント事務局
20570-053-666（ナビダイヤル）

ご

案

内

｢年金情報流出｣を口実にした
犯罪にご注意ください！
　自分の情報が流出しているの
では？など、ご心配な方はご相
談ください。
日本年金機構専用電話
70120-818211
川越年金事務所
2049-242-2657

敬老会が各地域で開催されます

市議会９月定例会のお知らせ

農薬は適正に使用しましょう

職場のマタハラでつらい思い、
していませんか？

みんなで使おう埼玉の木
彩の木補助事業

多子世帯向け
中古住宅取得・リフォーム支援事業

今がチャンスです
省エネ住宅ポイント制度

事業者の方へ
退職金のこと考えてみませんか？

INFORMATION FUJIMINO
「インフォメーションふじみの」

人権啓発フェスティバル
ヒューマンフェスタ2015 in 川越

ご 案 内
Guidance

ふじみの国
こく

際
さい

交
こう

流
りゅう

センターが隔
かく

月
げつ

で発
はっ

行
こう

する外
がい

国
こく

籍
せき

の方
かた

のための生
せい

活
かつ

情
じょう

報
ほう

誌
し



広報 ふじみ 平成27年８月号 16

情報ステーション
nformation station
I

　

　
募　

集

ご　

案　

内

 産業振興課　2○内253
　鶴瀬西の地域・商店会・町会が
一体となって開催します。
とき／10月18日（日）
午前10時30分～午後5時
場所／鶴瀬駅西通り線（鶴瀬駅西口）
模擬店募集
　出店者説明会にお越しください。
出店者説明会：
8月16日（日）午後7時
場所：鶴瀬西交流センター
参加費：（説明会当日集金）
テントあり 15,000円
テントなし 7,500円
（道路使用料含む。腸
内細菌検査費は別途）
問合せ：小杉工務店
2049-252-6386
ボランティア募集
　一緒に祭りを盛り上げてくれる
方を募集しています。
問合せ：事務局　星野
2049-251-3336
□▽info@hoshino-corp.com

受付期間／8月7日（金）～26日（水）
第一次試験／9月20日（日）
※募集人数、資格など詳しくは県警
察ホームページをご覧ください。
問合せ／東入間警察署警務課
2049-269-0110

受験資格／※平成28年4月1日現在
航空学生：高卒（見込み含む）で21
　　　　　歳未満の方　
一般曹候補生：18～27歳未満の方
自衛官候補生：18～27歳未満の方
申込期間／
8月1日（土）～9月8日（火）
問合せ／自衛隊埼玉地方協力本部
入間地域事務所　204-2923-4691

受験資格／次のいずれかに該当す
る方または準ずる方
①高等学校の土木工学科またはこ
れに相当する課程を修了して卒業
した方
②高等学校を卒業し、排水設備工
事などの設計または施工に関し、
1年以上の実務経験のある方
③排水設備工事などの設計または
施工に関し、2年以上の実務経験
のある方
試験日／11月1日（日）
試験会場／埼玉工業大学（深谷市）
受験料／10,000円
申込方法／8月10日（月）～9月18日
（金）に郵送
※詳しくは受験案内（8月10日（月）か
ら下水道課で配布）を参照

問合せ／下水道課　2○内427

展示発表〔11月1日（日）～3日（祝）〕
募集分野／華道、書道、茶道、絵画、
菊花、山野草、文芸、手工芸、七宝、
革製品、俳句、パンフラワー、水墨
画、押し花、将棋コーナー、フラン
ス刺しゅう、そろばん交流、パソコ
ン愛好会、陶芸、パッチワークなど
申込期限／8月19日（水）
連絡先／増岡　2049-253-3594
※販売だけを目的とした出品・展示
はできません。
民謡大会〔11月1日（日）〕
飛び入り参加先着10人
当日（午前10時～11時）会場で受付
※1曲2分以内
連絡先／吉川　2049-251-0548

芸能発表〔11月3日（祝）〕
募集分野／日舞、新舞、民舞、詩吟、三
味線、大正琴、端

は

唄
うた

、沖縄舞踊、ハワイ
アンダンス、銭太鼓、カラオケなど
申込期限／8月19日（水）
連絡先／大橋　2049-252-0018
市民美術展
〔11月8日（日）～15日（日）〕 
募集分野／絵画、彫

ちょう

塑
そ

、工芸、書、
写真
申込期限／10月27日（火）
搬入／11月7日（土）午前10時～正午
・キラリ☆ふじみ（展示・会議室）
連絡先／
小倉　2049-253-0037
内田　2049-254-5580

将棋大会〔11月8日（日）〕
申込期限／11月8日（日）
連絡先／増岡　2049-253-3594
市民音楽祭〔11月15日（日）〕　
募集分野／コーラス、吹奏楽または
器楽演奏（いずれもアンサンブルのみ）
申込期限／8月31日（月）
連絡先／加藤　2049-253-4413
【共通事項】
場所／キラリ☆ふじみ
（将棋大会は鶴瀬西交流センター）
主催／富士見市民文化祭実行委員会
共催／（公財）キラリ財団
後援／市、市教育委員会
※出品・出演は、参加費が必要とな
る場合があります。

ご 案 内
Guidance

募 集
Invitation

埼玉県警察官採用試験

自衛官

第10回つるせよさこい祭り 排水設備工事責任技術者共通試験

募集種目 試験日

航空学生
（自衛隊パ
イロット）

一次  9 月23日㈷

二次 10月17日㈯～22日㈭
のうち指定した日

三次 11月14日㈯～12月17日
㈭のうち指定した日

一般曹
候補生

一次  9 月18日㈮･19日㈯

二次 10月 8 日㈭～14日㈬
のうち指定した日

自衛官
候補生

女子  9 月25日㈮～29日㈫
のうち指定した日

男子 受付時に通知

募集項目、内容の問合せ／直接分野別の連絡先へ
会場の問合せ／キラリ☆ふじみ　2049-268-7788

11月1日（日）～15日（日）に行われる富士見市民文化祭の出品･出演者を募集します。

第52回富士見市民文化祭

　市では、下水道指定工事店の登録
をする際に、排水設備工事責任技術
者がいることが登録要件となってい
ます。



子育て健康ガイド

事業名 と　き 詳　　　細

■予  パパママ
　 準備教室

1日目
 8月22日㈯
 9:30～15:30

■対初めての出産
を平成27年11･12
月に迎えるご夫
婦
■場 針ケ谷コミュニ
ティセンター
■定 15組（申込順）

■受 9:20～9:30 ■内 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
■特母子健康手帳、筆記用具、歯ブラシ（ご夫婦各自）、手鏡、昼食、
妊娠届の際にお渡ししたテキスト（ママパパ学級）

2日目
 9月10日㈭
 9:30～15:30

■受 9:20～9:30 ■内楽しい食卓づくり、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
■特母子健康手帳、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）

■予  もぐもぐパクパク
　 食事相談

 8月24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
 8月 3日㈪ ■水

■鶴
■受 12:50～13:40 ■場健康増進センター
■対平成27年3月1日～3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

 8月18日㈫ ■水
■鶴
■受 12:50～13:40 ■場健康増進センター
■対平成27年3月16日～3月31日に生まれた子

12か月健診  8月19日㈬ ■水
■鶴
■受 12:50～13:40 ■場健康増進センター
■対平成26年8月16日～9月7日に生まれた子

１歳６か月健診
 8月 4日㈫ ■水

■鶴
■受 12:50～13:40 ■場健康増進センター
■対平成25年10月24日～11月15日に生まれた子

 8月25日㈫ ■水
■鶴
■受 12:50～13:40 ■場健康増進センター
■対平成25年11月16日～12月8日に生まれた子

３歳健診  8月26日㈬ ■水
■鶴
■受 12:50～13:40 ■場健康増進センター
■対平成24年2月生まれの子

■予  乳児・母乳相談  8月18日㈫
10:00～11:30

■受 9:40～10:00 ■対 1歳までのお子さん（第一子）とお母さん　■場健康増進センター
■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。

■予  パパ講座
（初めてパパの子育てサロン）

 8月22日㈯
 9:50～12:00

■受 9:40～9:50 ■対 1歳までのお子さん（第一子）とお父さん
■場針ケ谷コミュニティセンター　■内子育ての話、情報交換、保健情報　
■持母子健康手帳、バスタオル、そのほか各自必要なもの

わくわく子育て
トーキング

 8月28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　■場南畑公民館
■内お母さんたちの交流　■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

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　 …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
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てくる、子ども
たちによる、子
どもたちのため
の、ラブコメデ
ィです（無料、申
込不要）。
とき／8月8日（土）
午前10時～正午（9時30分開場）
場所／針ケ谷コミュニティセンター
対象／小中学生と保護者
定員／100人
問合せ／針ケ谷コミュニティセン
ター　2049-251-8478

　夏休みの自由課題づくりに自分
だけのオリジナル印を作ろう。
とき／8月11日（火）
午前9時30分～正午（受付：9時）
場所／針ケ谷コミュニティセンター
対象／小学3～6年生
（2年生以下は保護者同伴で可）
定員／25人（申込順）　講師／針

しん
篆
てん
会
かい

参加費／300円（材料代）
申込み／8月5日（水）までの午前9
時～午後9時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

関沢児童館
とき／8月23日（日）
午後4時～7時（雨天時は縮小開催）
内容／おばけやしき、缶バッチ、
ポップコーン、ヨーヨーつりなど
問合せ／関沢児童館
2049-251-9786
※関沢児童館には駐車場がありません。

諏訪児童館
とき・内容／
縁日　8月8日（土）午後1時30分～4時
やきそば、フランクフルト、ポッ
プコーン、アイス、射的など
おばけ映画会
8月22日（土）午後2時～3時30分
おばけやしき
8月24日（月）・25日（火）午後2時～4時
問合せ／諏訪児童館
2049-255-6671

子 育 て
Child-rearing

子ども映画会「ハロー ! 純一」

土）

夏休み小学生の篆
てん

刻
こく

体験教室 児童館の夏祭り
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科学講座2015
アナログ実験で楽しむ噴火の謎
　身近にある材料で、火山の噴火の
しくみを調べよう（無料）。
とき／8月19日（水）
午後2時～3時30分
場所／鶴瀬西分館
対象／市内在住の小学生
※保護者も一緒に参加できます。
定員／20人
講師／山﨑誠子氏
（国立研究開発法人産業技術総合研究所）
申込み／8月1日（土）から鶴瀬西分館
へ直接または電話で

夏休み工作会
ゆらゆらモビールを作ろう
とき／8月21日（金）
①午前10時～正午
②午後 2時～ 4時
場所／中央図書館
対象／
①小学1～3年生
②小学4～6年生
定員／各10人（無料、申込順）
申込み／8月1日（土）から中央図書館
へ直接または電話で

煮干しの中を見てみよう
（煮干しの解剖教室）
　魚のからだをのぞいてみよう！ 観
察後は、煮干しでおいしいおみそ汁
を作ります。
とき／8月23日（日）
午後2時～3時30分
場所／ふじみ野交流センター
対象／市内在住の小学3～6年生
定員／15人（無料、申込順）
講師／小林眞理子氏ほか
（NPO埼玉たのしい科学ネットワーク）
持ち物／エプロン、三角きん、マス
ク、タオル
申込み／8月1日（土）からふじみ野分
館へ直接

こわ～いおはなし会
とき／8月1日（土）
①午後2時～2時30分
②午後3時～3時50分
場所／中央図書館
対象／①未就学児
②小学生以上

子ども司書講座（全3回）
めざせ！ キッズ ライブラリアン
とき／8月5日（水）～7日（金）
午前10時～午後3時　
場所／中央図書館
対象／市内在住の小学4～6年生
定員／10人（無料、申込順）
持ち物／筆記用具
申込み／中央図書館へ直接または電話で

とき／8月28日(金)
午後1時30分～4時30分
場所／埼玉会館大ホール
（JR浦和駅下車徒歩6分）
内容／
佐藤泉氏（弁護士）による「排出

事業者が守らなければならない、
産業廃棄物処理に関する関係法例」
の講演
県内企業による「排出事業者が

取り組む、産業廃棄物3Rの取組事
例」の講演　など
※無料、申込不要
問合せ／県環境部産業廃棄物指導課
2048-830-3148

　認知症になっても住み慣れた地
域で安心して暮らしていくために、
認知症について理解を深め、地域
で何ができるのかを一緒に考えま
しょう。
とき／8月26日(水)
午後6時30分～8時30分
場所／市民総合体育館　
定員／60人（無料、申込順）
講師／日

くさ

鼻
はな

靖
やすし

氏（日鼻医院院長）
申込み・問合せ／
高齢者福祉課　2○内385
※各高齢者あんしん相談センターで
も受け付けます。

　楽しいリズムに合わせて人形た
ちがおどります。ぜひ遊びにきて
ください（無料、申込不要）。
とき／9月16日(水)
午前11時～11時30分
（10時45分開場）
場所／鶴瀬西交流センター
対象／未就学児と保護者
出演／人形劇サークル「パンプキン」
問合せ／子育て支援センター
「ぴっぴ」　2049-251-3005

学　

ぶ

子　

育　

て

子 育 て
Child-rearing

産業廃棄物適正処理講習会

子育て講座「にんぎょうげき」

認知症研修会「認知症を正しく
理解して、みんなで支えあおう」

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・図書室も休館し、翌日開館します。

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

8月のおはなしかい＆映画会
内　容 日　　時

中 央
図 書 館

こども映画会  8日（土）午後2時「キャプテン翼」
15日（土）午後2時「5つの名作集」

名作映画会 2日（日）午後2時「スター・ウォーズ」
16日（日）午後2時「父と暮せば」

おはなしかい（乳幼児）  5日（水）・19日（水）午前11時
おはなしかい（幼児・小学生）  1日（土）・22日（土）午後2時

鶴 瀬 西
分 館

こども映画会  1日（土）午後2時「ブタがいた教室」
おはなしかい（乳幼児） 12日（水）・16日（日）午前11時
おはなしかい（幼児・小学生） 12日（水）午後3時30分、16日（日）午後2時30分

ふじみ野
分 館

こども映画会 22日（土）午後2時「忍たま乱太郎パート1」
おはなしかい（幼児・小学生）  8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。

※いずれも本人またはご家族の方が
申し込みください。
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　ベビーマッサージや月齢に応じ
たエクササイズをします。
とき／8月31日、9月7日・14日・
28日、10月5日
いずれも月曜午前10時～11時30分
場所／市民総合体育館
対象／おすわりができる赤ちゃん
と保護者
定員／20組（申込順）
参加費／2,500円
申込み／8月2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
問合せ／市民総合体育館
2049-251-5555

　骨格を意識しながら動かし、体
の痛みの緩和・予防につなげます。
とき／8月28日、9月11日・18日、
10月2日・16日・30日
いずれも金曜午後2時～3時15分

場所／市民総合体育館
定員／20人（申込順）
参加費／3,000円
申込み／8月2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
問合せ／市民総合体育館
2049-251-5555

　視覚障がい者の方のニーズに対
応するため、点字器・パソコンを
使用して点字を学びます。
とき／9月7日・14日・28日、10月5日
いずれも月曜午後1時30分～3時30分
場所／市民福祉活動センターぱれっと
対象／点訳ボランティアに興味が
あり受講後活動を継続できる方、
市内各小中学校の福祉授業（点字
学習）に参加できる方
定員／10人
参加費／500円（テキスト代）
持ち物／筆記用具
共催／富士見市社会福祉協議会、

点訳グループ富士見市「きつつき」
申込み／8月24日（月）までに直接
または電話で
問合せ／富士見市社会福祉協議会
2049-254-0747

とき／9月20日（日）
午前8時45分～午後0時15分
場所／セイコーモータースクール
（上沢3-7-37）
対象／東入間警察署管内に居住す
る65歳以上の方
定員／120人（無料、申込順）
申込み・問合せ／
9月5日（土）までに東入間警察署
交通課（2049-269-0110 ○内411）に直
接または電話で

とき／8月23日（日）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／8月3日（月）～7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

イ
ベ
ン
ト

学

ぶ

利用時間　午前9時～午後5時（入場は午後4時まで）
※8月31日（月）は午後1時からの利用となります。
※月～土曜の午前9時～9時50分は、50mプールに完泳専用
コースを設置します（8月10日（月）～15日（土）を除く）。

入場料金

プ
ー
ル

区分 利用料
駐
車
場

区分 利用料
一般 500円 普通車   300円
中学生 300円 中型バス 1,000円
小学生 100円 二輪車 　 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。

※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。

オフシーズン恒例　来場者謝恩企画
ニジマスつかみ取り大会を開催!!
とき／9月5日（土）午前10時30分～
対象／小学生　　定員／50人（申込順）
参加費／1,000円（お弁当・保険代など）
申込み／8月3日（月）から直接

着衣泳体験教室
　万が一の時に身を守る方法を、体験しながら学ぼう。
とき／9月6日（日）午後2時～
対象／小学生と保護者
定員／15組30人（申込順）　　参加費／500円
申込み／8月3日（月）から直接または電話で

水中パフォーマンスショー
　現在、注目度上昇中の男子シンクロパフォーマンス！
カッコよくて楽しいショーをお楽しみください。
とき／9月6日（日）午前11時～
定員／300人（申込順）
料金／※未就学児は無料
前売り　中学生以上 1,200円
　　　　小学生 500円
当　日　中学生以上 1,500円
　　　　小学生 800円
申込み／8月1日（土）から直接また
は電話で

イベント
Event

学 ぶ
Learning

ボディポテンシャル（全6回）

点訳ボランティア養成講座
（全4回）

体験型交通安全教室
高齢者の安全運転泣き笑い

キラリ☆スポーツカレッジ 
親子リトミックおすわりコース
（全5回）

普通救命講習Ⅰ

問合せ／富士見ガーデンビーチ　2049-254-4349
富士見ガーデンビーチ便り 第3号
8月31日までオープン!!
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　バドミントン、バレーボール、
テニスを組み合わせた富士見市発
祥のスポーツです。
※参加賞と上位入賞者には賞品あり！
とき／9月19日（土）
午前10時～午後3時
場所／ふじみ野市立大井総合体育館
定員／24チーム（1チーム2人。小
学生以上、うちどちらかは中学生以
上で構成。男女混合可）
参加費／100円（保険・賞品代）
持ち物／動きやすい服装、室内運
動靴、飲み物、タオル
申込み／8月28日（金）までに電話
予約し、参加費を添えて直接
※1人で参加希望の方はご相談ください。
主催／富士見市スポーツ推進委員
連絡協議会
問合せ／生涯学習課　2○内636

　市内商店会が参加する夏祭りが
行われます。ぜひお越しください。
第23回東みずほ台まつり
とき／8月22日（土）
（雨天時は23日（日））
午後1時～8時30分
場所／みずほ台中央公園
内容／子どもみこし、子ども山

だ

車
し

、
盆踊りなど
問合せ／東みずほ台1丁目町会
2049-252-0307

第34回みずほ台まつり
とき／8月29日（土）
午後1時30分～8時30分（雨天決行）
場所／みずほ台駅西口ロータリー
内容／子どもみこし、太鼓ショー、
歌謡ショー、西中吹奏楽演奏、ダ
ンスチームの演技など
問合せ／西みずほ台商店会
2049-251-2000

　勝瀬地域に伝わる七夕の風習を
再現した｢まこも馬｣の作製・展示
を行います（無料、要申込）。
とき／8月3日（月）
午後1時30分～3時30分
場所／ふじみ野交流センター
指導／勝瀬昔

せき

承
しょう

会
※笹飾りと「まこも馬」は7月31日（金）
から8月7日（金）まで1階展示ギャラ
リーに展示します。
申込み・問合せ／
ふじみ野交流センター
2049-261-5371

　

　イ
ベ
ン
ト

なんばった仮装コンテスト
　難波田城公園のイ
メージキャラクター
「なんばった」がこ
の秋に5歳になるこ
とを記念し仮装コン
テストを行います。
審査方法／
10月17日（土）に開催する「開園15周
年記念 秋のなんばったまつり」で、
数分間のPRをしていただき、審査
します。
※入賞者には賞品があります。
定員／10組（申込順）
※個人でも団体でも応募可。
申込み／8月1日（土）～9月20日（日）
に直接または電話で
主催／秋のなんばったまつり実行委
員会・難波田城資料館
※応募要項は市ホームページ、各資料
館・公民館・交流センター・コミュニ
ティセンターにあります。

糸つむぎ体験
　糸車で綿花から木綿糸をつむぐ体
験をしてみませんか（無料）。
とき／7月30日（木）、8月6日（木）
午前10時～正午、午後1時～3時
（5～10分程度）
場所／旧大澤家住宅
※申込不要。時間内に直接お越しください。
指導／資料館友の会木綿部会

はたおり教室（全5回）
　はたおりの工程を学び、布を織り
ます（1人分34×60cm）。
とき／
①9月10日（木）午前10時～午後3時
②9月17日（木）午前10時～午後3時
③9月25日（金）午前10時～正午
④下記の日程のうちいずれか2時間
（初日に日程を調整します）
9月26日（土）・27日（日）・29日（火）～
10月1日（木）の午前・午後
⑤10月8日（木）午前10時～正午
場所／旧大澤家住宅
対象／全日程参加できる方（応相談）

定員／10人（申込順）
指導／資料館友の会木綿部会
参加費／1,100円（材料費）
持ち物／筆記用具、昼食
申込み／直接または電話で

穀蔵展示「70年前に戦争があった」
　市内の戦争被害や戦時下の暮らし、
戦争体験などの資料を展示します。
とき／8月8日（土）から約1年間
場所／穀蔵展示室

8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、事前申込不要）。
とき・内容／午後1時～3時

第6回バトテニス大会 ふじみ野交流センター
勝瀬の七夕まつり

商店街の夏まつり
 産業振興課　2○内383

刈り取った「まこも」で馬を編み上げます

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

1日㈯ はたおり
2日㈰ 柿渋であそぼう
15日㈯ 紙づくり
16日㈰ 麦わらあそび
22日㈯ はたおり、いろりの日
23日㈰ 手描きうちわ（材料代100円）
29日㈯ 水でっぽう作り
30日㈰ わたくり

なんばった
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　若者の出会いをサポートするた
めに婚活パーティーを開催します。
とき／9月22日（祝）午後1時～4時
30分（受付：0時30分～）
場所／キラリ☆ふじみ
対象／20～45歳の独身の方
定員／男女各25人程度
※応募者多数の場合は抽選

参加費／男性4,000円、女性2,000円
申込み／8月25日（火）までの平日
午前9時から午後5時に申込書に記
入し、郵送、FAX、メールまたは直接
※申込書は富士見市商工会ホームペ
ージから入手できます。
※メールの件名に「ふじみ婚活パー
ティー」と記入。
問合せ／富士見市商工会
〒354-0033　羽沢3-23-15
2049-251-7801 ℻049-251-7624
□▽hujimi@syokoukai.jp
http://www.2434.jp

 問合せ　2049-251-9686
夏季ミニ企画展　最新出土品展
　近年、市内で行われた発掘調査
の成果を展示します。
とき／8月6日（木）～10月25日（日）
内容／氷川前遺跡、観音前遺跡、
東台遺跡など

水子貝塚星空シアター2015
　今年は9月5日（土）に開催します。
詳しくは、広報『ふじみ』9月号で
お知らせします。

イ
ベ
ン
ト

市
民
伝
言
板
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し
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リ
ユ
ー
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洋服タンス／布団乾燥機／オイルヒー
ター／まな板用の板／座布団／カーテ
ンレール（一間用）／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／大正琴／スイレン鉢／犬
用ベッド（中型犬）

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（W180cm）／MD
レコーダー／鍵盤ハーモニカ／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）／東中夏･冬用制服（女子用165cm）
／細田学園冬コート（男子用L）／柔道着（白･L）／テニスウェア（男児用120～
140cm）／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

ゆずってくださいゆずります

•●● 7月8 日現在●●•
問合せ／環境課　2○内  246

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。

ご利用ガイド

富士見九条の会 十周年のつどい
8月22日㈯13:30～16:00／キラリ☆ふじ
み／文化行事と講演／無料／
小倉　2049-253-0037

第47回富士見母親大会
8月23日㈰13:00～16:30／水谷公民館／
全体会講演 ｢戦後70年くらしを考える｣、
分科会 ｢子育て｣ ｢くらしと平和｣ ／主
催第47回富士見母親大会実行委員会／
無料／岡本　2049-251-6248

富士見市民吹奏楽団
第33回定期演奏会…9月22日㈷13:30開演
（13:00開場）／キラリ☆ふじみ／ジャパ
ニーズ・グラフィティIV 弾厚作作品集
（加山雄三メドレー）、たなばた、第二
組曲／無料
会員募集…毎週水曜19:00～22:00／鶴瀬
コミュニティセンター／高校生または16
歳以上の楽器経験者／年1回の定期演奏
会と依頼演奏を中心とした活動／入会

金2,000円／月会費一般3,000円、
学生2,000円／佐藤　2050-5583-6853

アフリカのマリーとネパール少数民族の写真展
9月5日㈯～13日㈰10:00～18:00（初日は
13:00から）／キラリ☆ふじみ／ニジェー
ル川の舟下り・ドゴン族のお祭り・ネパ
ール少数民族と神々の山／主催宮地瀞

きよし

写真実行委員会／入場無料／
宮地　2049-251-4717

鶴瀬フォークダンスサークル
第2･4木曜9:30～11:00／鶴瀬公民館／音
楽に合わせて楽しく踊りましょう／月会費
1,000円／初心者歓迎／池田  2049-264-5915

フラサークル モアナ
第2･4木曜10:00～12:00／ピアザ☆ふじ
み／60歳くらいまでの方／フラダンス
の基本ステップからハワイ語まで教え
ます／1回600円／初心者･経験者歓迎／
小林　2049-254-5971

カラオケサークル みどり会
毎週日曜9:30～11:30／みずほ台コミュ
ニティセンター／毎回楽しく歌ってい
ます。講師指導あり／月会費2,900円／
小向　2049-253-7117

歌謡サークルあずま
第2･4金曜13:00～16:00／みずほ台コミ
ュニティセンター／講師の指導のもと、
楽しく活動しています／月会費2,000円
／狩

か の う

野　2049-253-1308（17:00～）

絵手紙 手まり
第2水曜10:00～12:00／みずほ台コミュ
ニティセンター／みんなで楽しく描き
ましょう／入会金1,000円／月会費1,200
円／初心者歓迎、見学随時／
本塩　2049-255-0997

富士見空手サークル
毎週火曜18:15～19:30／鶴瀬公民館／5
歳以上の老若男女／空手の練習とレク
リエーション／入会金2,500円／月会費
3,500円／秋元　2080-6898-5752

イベント
Event

♡ふじみ婚活パーティー♡

水子貝塚資料館のお知らせ

イベント

募　集
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