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平成２７年度
小・中・特別支援学校入学説明会
今春、入学する児童・生徒の保
護者などを対象に説明会を行いま
す。小学校の就学通知書は住民票
の世帯主あてに郵送します。中学
校の就学通知書は小学校を通じて
配布します。次の方は学校教育課
にご連絡ください。
１月末までに就学通知書が届か
ない方
入学までに転居、転出する方
国・私立小中学校などに入学する方
やむを得ない理由により、就学
することができない方
就学通知書の氏名などに誤りが
ある方

学校名 実施日

小

学

校

鶴瀬小 ２月５日（木）
水谷小 ２月３日（火）
南畑小 １月３０日（金）
関沢小 ２月６日（金）
勝瀬小 １月３０日（金）
水谷東小 ２月３日（火）
諏訪小 ２月５日（木）
みずほ台小 ２月１６日（月）
針ケ谷小 ２月２日（月）
ふじみ野小 ２月６日（金）
つるせ台小 １月３０日（金）
大井小 ２月１０日（火）

中

学

校

富士見台中 ２月２０日（金）
本郷中 ２月６日（金）
東中 ２月２０日（金）
西中 ２月２０日（金）
勝瀬中 ２月２０日（金）
水谷中 ２月６日（金）
大井中 ２月１３日（金）
富士見特別支援学校
（小・中・高等部） ２月２７日（金）

問合せ／学校教育課 �○内６２６

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・味噌などを販
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／１月２０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 �○内２４３

２０１５年農林業センサスにご協力を
平成２７年２月１日現在で、全国
一斉に農林業センサスが実施され
ます。この調査は、農林業を営ん
でいる方を対象に５年ごとに実施
されます。調査員が１月中旬から
調査票の配布に伺いますので、ご
協力をお願いします。
※市ではオンライン回答を試験導入
しています。いずれかの方法でご協
力をお願いします。
※調査情報は、市ホームページや総
務省統計局でお知らせしています。
問合せ／総務課 �○内２２５

第２回若者就職面接会
とき／２月５日（木）午後１時～４時
（受付：正午～午後３時３０分）
※面接会前に直前セミナーを行いま
す（午後０時１５分～４５分）。
※無料、申込不要、入退場自由
場所／キラリふじみマルチホール
対象／正社員を希望するおおむね
４０歳までの方
（平成２７年３月大学等卒業予定者を含む）
参加企業／地域内の事業所など約
２５社予定
持ち物／履歴書、ハローワークカ
ード（お持ちの方）
問合せ／ハローワーク川越
�０４９―２４２―０１９７（４８＃）

消防組合入札参加資格
審査申請の受付
平成２７・２８年度の入札・見積り
参加希望の法人または個人の資格
審査を行います。
対象業種／
①物品（物品販売、印刷、リース）
②一般業務（建築物維持管理）
申請方法／２月１日（日）～２８日（土）
（土・日曜、祝日を除く）午前９時３０
分～午後４時３０分（午前１１時３０分～
午後１時３０分を除く）に、入札参加
資格審査申請書を消防本部会議室
または総務課に直接
※申請書様式は１月上旬に入間東部
地区消防組合ホームページに掲載
問合せ／入間東部地区消防組合消
防本部総務課 �０４９―２６１―６００４

入間東部障害者就職面接会
障がい者の採用を計画している
事業所と就職希望の障がい者の方
が参加して実施します（無料、手話
通訳あり）。
とき／１月３０日（金）午後１時～４
時（受付：正午～午後３時）
場所／ふじみ野市立市民交流プラ
ザ（フクトピア内）（ふじみ野市福岡
１―２―５）
内容／・企業との面接、就職相談
・運転免許相談
持ち物／障害者手帳（原本とコピー）、
履歴書（複数枚）、ハローワークカ
ード（お持ちの方）、筆記用具
※ハローワークカードを持っていな
い方はお問い合わせください。
※職務経歴書や自己 PR書を作成し
ている方はお持ちください（複数枚）。
共催／富士見市、ふじみ野市、三
芳町、ハローワーク
問合せ／ハローワーク川越
�０４９―２４２―０１９７（４６＃）

１月１０日は「１１０番の日」
～１１０番は緊急通報です～
県警察では、毎年１月１０日を
「１１０番の日」として、１１０番の正
しい利用を呼びかけています。
県警察には、平成２６年上半期に
約３１万件を超える１１０番通報があ
り、このうち約８万件が各種照会
や間違い・いたずらなどの通報で
す。こうした緊急性のない通報が
緊急を要する対応を遅らせる原因
となっています。
緊急ではない要望、相談、苦情、
各種照会はけいさつ総合相談セン
ターか東入間警察署にご連絡くだ
さい。
問合せ／けいさつ総合相談センター
＃９１１０（または�０４８―８２２―９１１０）
東入間警察署 �０４９―２６９―０１１０

聴覚などに障がいの
ある方の緊急通報
メール１１０番／
http://saitama１１０．jp/
ファックス１１０番／
０１２０―２６４―１１０
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　キラリふじみのイベント内容
などは、HOTキラリ1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

募 集
Invitation

富士見市地域自立支援協議会委員
障がいのある方の地域支援を推
進していただける方を募集します。
募集人数／３人以内
応募資格／２０歳以上の市内在住の
方で、障がいのある方、または障
害者団体などで活動している方
任期／委嘱日から２年間
会議／年２～３回程度（平日昼間を予定）
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・職業・電話番号を記入し、
郵送または直接
※市ホームページからも応募可
応募期間／
１月５日（月）～２０日（火）（必着）
応募先／〒３５４―８５１１（住所不要）
富士見市役所障がい福祉課
問合せ／障がい福祉課 �○内３７４

高齢者福祉課非常勤看護職員
募集人数／１～２人
勤務内容／見守りの必要な高齢者
宅への訪問
資格／保健師または看護師の資格
をもち、訪問業務のできる方
勤務場所／高齢者福祉課内
勤務時間／月～金曜午前９時～午
後４時（半日単位でも可）
※６時間勤務の場合は週２～３日、
半日の場合は週３～５日
賃金／時間給１，４３０円
応募方法／履歴書を郵送。後日面
接を行います。
応募先／〒３５４―８５１１（住所不要）
富士見市役所高齢者福祉課
問合せ／高齢者福祉課 �○内３８５

ご 案 内
Guidance

保育士合同就職面接会
企業との個別面接会と最近の保育

事情が分かるセミナーを行います。
とき／１月２８日（水）午後１時３０分
～４時（受付：０時３０分～）
※無料、申込不要
場所／大宮ソニックシティ第１・
２展示場
対象／保育士、保育補助として就
職を希望する方
参加企業／５０社（予定）
持ち物／履歴書、自己 PR書など
（複数枚）、ハローワークカード（お
持ちの方）
※参加企業など詳しくは、埼玉労働
局のホームページをご覧ください。
問合せ／埼玉労働局職業安定部職
業安定課紹介係 �０４８―６００―６２０８
県少子政策課保育運営・幼保連携
担当 �０４８―８３０―３３３０

富士見市・三芳町登録
手話通訳者認定試験
とき／２月１４日（土）午前９時
場所／市民福祉活動センターぱれっと
資格／次のすべての条件を満たす方
２０歳以上で、富士見市または三
芳町に在住の方
富士見市・三芳町手話通訳者養
成講習会を修了している方、ま
たはそれと同等の通訳技術・資
格をお持ちの方
聴覚障がい者との関わりがおお
むね３年以上で、富士見市・三
芳町内の聴覚障がい者との関わ
りがおおむね１年以上ある方
申込み／申込書に必要事項を記入
し、１月３０日（金）（必着）
までに障がい福祉課へ郵
送または直接
（〒３５４―８５１１（住所不要）富
士見市役所障がい福祉課）
※申込書は障がい福祉課、富士見市
社会福祉協議会で配布
問合せ／障がい福祉課 �○内３２３

子どもフェスティバルは、子ど
もたちを主人公に、みんなでつくる
お祭りです。 ※会議からの参加と約
束事を守ることをお願いしています。

①参加団体
工作や遊びの指導（個人・団体）
模擬店の出店（個人・団体）
ステージ出演者（小学生～高校生
くらいの個人・サークル８組程度）

※参加する方は実行委員会にご参加
ください（１月３０日（金））。

②ポスター原画
対象／市内在住、在学の小中学生
題材は自由。ただし、「第４２回
富士見市子どもフェスティバ
ル」の文字を入れる。
４ツ切または８ツ切画用紙
絵の具、クレヨンなどを使用
（色鉛筆以外）
※作品の裏に氏名（ふりがな）、学校
名、学年、住所、電話番号を記入

③子どもフェスティバルテーマ
選ばれたテーマはポスターに掲載
します。
（参考）前回のテーマ：「家族でいこう
よ子どもフェスティバル」

④ボランティア隊員
対象／中学生～大学生くらい
内容／放送、会場案内、コーナー手
伝い、記録用写真撮影、迷子の世話
など ※発足式を予定（３月下旬）

①～④の申込締切日／
１月２３日（金）

⑤子どもフリーマーケット出店者
募集数／４０区画
対象／市内在住、在学の小中学生（小
１～３年生は保護者同伴で可）
申込み／１月１０日（土）午前９時から
鶴瀬公民館に直接または電話で（先
着順）
※店長会議を予定（３月上旬）

第４２回富士見市子どもフェスティバル参加者募集
もり

とき／４月５日（日） 場所／文化の杜公園周辺
申込み・問合せ／鶴瀬公民館 �０４９―２５１―１１４０

問合せ／
キラリふじみ �０４９―２６８―７７８８

富士見市役所 �０４９―２５１―２７１１ ℻０４９―２５４―２０００市役所からのお知らせ
Fujimi City Information
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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　もぐもぐパクパク

食事相談
 1月19日㈪
 9:00～15:00

② 5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
⑨ 1人30分程度

4か月健診
 1月 7日㈬ 水 ⑪ 12:50～13:40　③健康増進センター

②平成26年8月1日～8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

 1月19日㈪ 水 ⑪ 12:50～13:40　③健康増進センター
②平成26年8月16日～8月31日に生まれた子鶴

12か月健診
 1月13日㈫ 水 ⑪ 12:50～13:40　③健康増進センター

②平成26年1月1日～1月23日に生まれた子鶴

 1月27日㈫ 水 ⑪ 12:50～13:40　③健康増進センター
②平成26年1月24日～2月15日に生まれた子鶴

1歳6か月健診  1月14日㈬ 水 ⑪ 12:50～13:40　③健康増進センター
②平成25年4月1日～4月23日に生まれた子鶴

3歳健診  1月 6日㈫ 水 ⑪ 12:50～13:40　③健康増進センター
②平成23年7月生まれの子鶴

■①　乳児・母乳相談

 1月14日㈬
10:00～11:30 ③ふじみ野交流センター ⑪9:40～10:00　②1歳までのお子さん（第一子）とお母さん

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。助産師・管理栄養士・保健師の相談もあります。 1月27日㈫

10:00～11:30 ③みずほ台コミュニティセンター

わくわく子育て
トーキング

 1月29日㈭
10:00～11:30

⑪ 9:45～10:00　② 1歳くらいまでのお子さんとお母さん　③みずほ台コミュニティセンター
④お母さんたちの交流　⑤バスタオル、そのほか各自必要なもの
⑩富士見市母子保健推進員連絡協議会

ウーピーパイづくり
＆チョコフォンデュパーティ！
アメリカ発祥のお菓子（ウーピ

ーパイ）をみんなで楽しく作って
食べよう！
とき／２月８日（日）
午後１時～４時３０分
場所／鶴瀬西交流センター
※現地集合・解散（必ず保護者の方が
送迎をお願いします）
対象／小中学生
定員／２５人（申込順）
参加費／５００円（材料代など）
持ち物／エプロン、三角きんなど
主催／富士見市青少年相談員協議会
申込み／１月６日（火）～１３日（火）
午前９時から直接または電話で
（土・日曜、祝日を除く）
問合せ／子育て支援課 �○内２０４

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／１月２１日（水）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
問合せ／健康増進センター
�０４９―２５２―３７７１

募 集
Invitation

～地域の安心と安全を守るために～
富士見市消防団員
消防団は、一人ひとりがそれぞ
れの仕事を持ちながら、災害発生
時には消防署と連携して消火活動
や救助活動などを行い、平常時は、
総合演習、火災予防運動中の広報
など、地域の防災リーダーとして
の役割を担っています。

しかし、団員数は減少傾向にあ
り大きな課題となっています。団
員の確保は地域防災力の向上に欠
かせません。皆さんの入団をお待
ちしています。
応募方法など詳しくはお問い合
わせください。
入団資格／１８歳以上で、入間東部
地区消防組合の管内（富士見市、ふ
じみ野市、三芳町）に居住している
方、または管内にある事業所（事務
所）に勤務し、かつ管内に隣接する
市に居住している方（男女問わず）
消防団の待遇／
次の手当てなどが支給されます。
年間を通じての活動に対する報酬
災害活動や訓練などの出動手当
退職報奨金（一定期間活動した場合）
公務災害補償制度
問合せ／入間東部地区消防組合警
防課消防団係 �０４９―２６１―６６５９

バレンタインのプレゼントにピッタリ！
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Learning

犬の飼い方・しつけ方教室
最近、飼い主のモラル低下や犬
の習性などの理解不足によるトラ
ブルが大変多くなっています。人
と犬がともに幸せな家族として暮
らしていくには、「しつけ」が必
要です。しつけの方法がわからな
い、飼い始めようと思っている方
を対象に、模範犬を使って学ぶ教
室です。
※当日、飼い犬の同伴はできません。
とき／１月２４日（土）
午後１時３０分～３時３０分
場所／健康増進センター
定員／８０人（無料、申込順）
講師／ジャパンケネルクラブ公認
訓練士
主催／朝霞保健所管内ふじみ野地
区狂犬病予防協会
申込み／１月２３日（金）までに電話で
問合せ／健康増進センター
�０４９―２５２―３７７１

はじめての要約筆記講習会
（全７回）
耳の聴こえない・聴こえづらい
方に話の内容を要約した文章を書
き記し、相手に伝える要約筆記の
方法を学びます。
とき／１月２１日～３月１１日
毎週水曜午後７時～９時（祝日を除く）
場所／鶴瀬西交流センター
対象／高校生以上の富士見市およ
び三芳町在住、在勤の方
定員／１５人（申込順）
参加費／５００円（資料・保険代）
申込み／１月５日（月）～１５日（木）
（必着）に社会福祉協議会または障
がい福祉課にある申込書に必要事
項を記入し、社会福祉協議会へ郵
送（〒３５４―００２１ 富士見市大字鶴馬１９３２
―７）、FAXまたは直接
問合せ／富士見市社会福祉協議会
�０４９―２５４―０７４７
℻０４９―２５２―０１１１

今、学ぼう！時間栄養学
健康な身体を
つくるには、「時
間」と「栄養」が
関係していた？
生活習慣、食事
について少し見
直してみませんか。
とき／１月２１日（水）
午後２時～３時３０分
（受付：１時３０分～１時５０分）
場所／針ケ谷コミュニティセンター
対象／市内在住、在勤の方
定員／１３０人（無料、申込順）
講師／香川靖雄氏
（女子栄養大学副学長）
申込み・問合せ／健康増進センター
�０４９―２５２―３７７１

やさしい成年後見教室
成年後見制度とは何か、また後
見人の心構えや後見人の仕事など
について学びます。
※希望者には、個別相談会があります。
とき／１月３１日、２月２１日・２８日
いずれも土曜午後１時３０分～４時
３０分
場所／大宮ソニックシティ
（さいたま市大宮区桜木町１―７）
対象／親族の後見人になった方、親
族の後見人になろうとしている方
定員／５０人（無料、申込順）
講師／（公社）成年後見センター・
リーガルサポート埼玉支部会員の
司法書士
申込み／１月６日（火）～２７日（火）
午前９時３０分～午後４時３０分に電
話で
問合せ／（公社）成年後見センター
・リーガルサポート埼玉支部
�０４８―８４５―８５５１

子 育 て
Child-rearing

諏訪児童館からのお知らせ
問合せ �０４９―２５５―６６７１

みんな集まれお正月あそび大会
いずれも小学生以上が対象です。
幼児はご相談ください。
書初め
とき／１月５日（月）
午後３時～４時３０分
お茶会、俳句
とき／１月６日（火）
午後２時～
こま回し、郷土ジャンボカルタ、
百人一首、はねつきなど
とき／１月７日（水）
午前１０時～
午後３時３０分
たこ作り
とき／１月１３日（火）～２３日（金）
いずれも午後３時～４時３０分
（１８日（日）を除く）
内容／ビニールのぐにゃぐにゃた
こ、和紙のダイヤたこ、こまたこ
など
たこあげをしよう
とき／１月２４日（土）
午後２時～４時（雨天中止）
場所／諏訪小学校校庭

子育てボランティア養成講座
絵本の読み聞
かせの大切さと
読み聞かせ方を
学びます。
お子さんと一
緒に参加できます。たくさんの方
の参加をお待ちしています。
とき／１月２３日（金）
午前１０時３０分～正午
場所／諏訪児童館
対象／乳幼児親子、子育て支援に
関心のある方
申込み／１月４日（日）午前１０時か
ら直接または電話で

市マスコットキャラクター
ふわっぴー

富士見市役所 �０４９―２５１―２７１１ ℻０４９―２５４―２０００市役所からのお知らせ
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市民人材バンクモデル事業
“ワカラン”を解決！
生命保険おもしろ講座

生命保険の仕事に携わっていた
プロの視点からわかりやすく解説
します。保険について知りたい方
は奮ってご応募ください。
とき／１月３１日（土）
午前１０時～正午
場所／ふじみ野交流センター
定員／３０人（無料、申込順）
講師／小坂肇氏（人材バンク登録者）
主催／富士見市市民人材バンク推
進員の会
申込み／１月５日（月）午前９時か
ら電話で
問合せ／生涯学習課 �○内６３１

パートタイマーのための
労働法講座
パートで働くうえでの疑問など、
労働法を中心にわかりやすく解説
します。パートで働いている方や
これから働こうと考えている方は
ご応募ください。
とき／２月２６日（木）
午後１時３０分～３時３０分
場所／鶴瀬駅西口サンライトホール
※公共交通機関をご利用ください。
対象／市内在住、在勤の方
※保育なし
定員／２０人（無料、申込順）

や まき ゆ か

講師／八巻裕香氏
（特定社会保険労務士）
持ち物／筆記用具
協力／女性就業支援全国展開事業
申込み／１月２０日（火）から電話で
問合せ／産業振興課 �○内３８３

ころばぬ先の知恵
～健康長寿を目指すために～
とき／１月１９日（月）
午前１０時～１１時３０分
場所／朝霞保健所大会議室
対象／栄養士資格のある方
定員／約３０人（無料、申込順）

きく ち たまき

講師／菊地環氏（さいたま北部医療
センター訪問看護室管理栄養士）
申込み／氏名、電話番号（昼間連絡
のつく番号）を記入し FAXで
問合せ／朝霞保健所
�０４８―４６１―０４６８
℻０４８―４６０―２６９８

第２回地域の活性化のための
学習会を開催します
B級グルメなどで観光や地域お
こしに注目を集めている「食」を
テーマに学びます（無料、申込不要）。
とき／１月２２日（木）
午後２時～３時３０分
場所／ふじみ野交流センター
内容／食文化を通じた地域活性化
講師／秋野晃司氏（女子栄養大学教授）
問合せ／地域文化振興課
�○内２５２

富士見市民大学公開講演会
発酵食品礼賛
～健康と長寿のために～
世界中の発酵食品を調査した小
泉氏が発酵食と長寿について語り
ます。
とき／２月１４日（土）午後２時～４時
※手話通訳あり
場所／鶴瀬コミュニティセンター
講師／小泉武夫氏
（東京農業大学名誉教授）
参加券／一般５００円、市民大学正
会員・高校生以下・障がいのある
方無料
※チケットは鶴瀬公民館で販売中。
問合せ／鶴瀬公民館
�０４９―２５１―１１４０

普通救命講習
とき／１月２４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
申込み／１月５日（月）～９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
�０４９―２６１―６６７３

日 時

１０日（土）午後２時「ぶんぶくちゃがま」「うそつき
の羊飼い」
１７日（土）午後２時「ミッキーマウスとプルート」
「虹に向かって」
１１日（日）午後２時
新春名作映画会「ニッポン無責任時代」
１８日（日）午後２時「ブラス！」
７日（水）午前１１時

７日（水）午後２時

１７日（土）午後２時「北極のナヌー」
１４日（水）午前１１時
１４日（水）午後３時３０分
２４日（土）午後２時「ムーミン ゆめ・ゆめ・ゆめ」
「ももたろう」
９日（金）午前１１時
１０日（土）午後２時

内 容

こども映画会

名作映画会

おはなしかい（乳幼児）
年のはじめのおはなしかい
（幼児・小学生）
一般映画会
おはなしかい（乳幼児）
おはなしかい（幼児・小学生）

こども映画会

おはなしかい（乳幼児）
おはなしかい（幼児・小学生）

中 央
図 書 館

鶴 瀬 西
分 館

ふじみ野
分 館

館
図
書 【開館時間】火～日曜 午前９時３０分～午後７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。

�
�
�
�

�
�
�
�

※年末年始休館日 １２月２８日（日）～平成２７年１月５日（月）

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

１月のおはなしかい＆映画会

i
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イベント
Event

土曜おもしろミューズランド
古代の組みひもでミサンガづくり
とき／１月１７日（土）
午前１０時、午後２時の２回
場所／水子貝塚資料館体験学習室
対象／小学４年生以上
（３年生以下は保護者同伴で可）
定員／各１５人（無料、先着順）
※直接お越しください。
問合せ／水子貝塚資料館
�０４９―２５１―９６８６

第６回子供～高齢者
「そろばんに挑戦」
そろばん大会に挑戦しませんか。
とき／３月８日（日）
午前９時３０分～午後３時
場所／鶴瀬西交流センター
内容／個人総合競技１０部門、種目
別競技（暗算・読上暗算）
定員／１００人程度 参加費／５００円
申込み・問合せ／富士見市商工会
�０４９―２５１―７８０１

第２３回ふじみ福祉フォーラム２１
安心して暮らせる街をめざして
～見守り・支え・共に歩む～
とき／１月１７日（土）
午後１時～４時３０分
（入場無料、手話通訳あり）
場所／キラリふじみ
午後１時から
まち歩き防災点検活動発表
（水谷小学校児童）
午後１時２５分から
ほのぼの介護映画
「ペコロスの母に
会いに行く」
午後３時２０分から
講演会「認知症の現状」
講師：吉江孝行氏
（特別養護老人ホームむさしの施設長）
午後３時５０分から
心のコンサート
出演：淑徳大学グリークラブ
模擬店／飲食、手芸品、衣料品、
生花、東松島市支援など
主催／第２３回ふじみ福祉フォーラ
ム２１実行委員会
問合せ／福祉課 �○内３３４

バレンタインコンサート
障がいのある方の文化活動支援
と地域交流を目指します（無料）。
とき／２月８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／ふじみ青年学級、ゆいの里、
どんどこ、ソングスクエア・Ｍ、
うたごえ広場
共催／ゆいの里、どんどこ、鶴瀬
公民館
後援／富士見市社会福祉協議会
問合せ／鶴瀬公民館
�０４９―２５１―１１４０

特別支援学級・特別支援学校
児童生徒合同作品展
子どもたちの作品をご覧ください。
とき／１月２８日（水）～２月３日（火）
午前９時３０分～午後７時（最終日は
午後３時まで） ※月曜休館日を除く
場所／中央図書館展示ホール
問合せ／針ケ谷小学校（沼田）
�０４９―２５４―４４８２

第３回新春太鼓まつり
和太鼓の勇壮な響きと、ゲスト
によるベリーダンスをお楽しみく
ださい（無料）。
とき／１月１８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／かじ兵衛太鼓、みずほ子ど

はね こ

も太鼓クラブ、和太鼓跳っ鼓、ふ
じよし太鼓、Mani Belly dance
Studio、富士見太鼓の会
主催／新春太鼓まつり実行委員会
問合せ／鶴瀬公民館
�０４９―２５１―１１４０

針ケ谷コミセン寄席
とき／１月３１日（土）午後２時開演
場所／針ケ谷コミュニティセンター
３階ギャラリー
※入場無料
演目／古典落語
出演／
立教大学落語研究会
問合せ／針ケ谷コミュニティセン
ター �０４９―２５１―８４７８

親子リトミック
ハイハイコース（全５回）
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／２月２日・９日・２３日、３
月２日・９日
いずれも月曜午前１０時～１１時３０分
場所／ふじみ野交流センター
対象／ハイハイができるくらいの
赤ちゃんとその保護者
定員／１５組（申込順）
参加費／１回５００円

キッズビートダンス（全６回）
音楽に合わせて楽しく、リズム
よく、元気よく体を動かします。
とき／２月５日・１２日・１９日、３
月５日・１２日・１９日
いずれも木曜午後４時３０分～５時４５分
場所／市民総合体育館
対象／小学校低学年

定員／１５人（申込順）
参加費／１回５００円

エアロビクス（全６回）
スタンダードな有酸
素運動で、日ごろの運
動不足やストレスの解
消などの効果が期待で
きます。
とき／２月２日・９日・２３日、３月
２日・９日・２３日
いずれも月曜午後７時～８時３０分
場所／市民総合体育館
定員／２５人（申込順）
参加費／１回５００円

市民総合体育館からのお知らせ
問合せ �０４９―２５１―５５５５

休館日：１月１日（祝）～４日（日）・１９日（月）

共通事項
主催／（公財）キラリ財団
申込み／１月５日（月）から午前９
時～午後１０時に直接または電話で
（休館日を除く）

市民総合体育館は１月９日（金）
から暫定再開します。

富士見市役所 �０４９―２５１―２７１１ ℻０４９―２５４―２０００市役所からのお知らせ
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ゆずります

こたつ／システム机ベッドセット／そば打ちセッ
ト／健康器具（エアロバイク）／ひな人形（2段
ケース入り、7段飾り）／展示ガラスケース（100
×90×45㎝）／サーフボード／スノーボード（男
性用、女性用）

ゆずってください

高圧洗浄機／ミシン／足踏みミシン／電位治療器（ヘルストロン）／自転
車（女子用24㌅）／知育玩具（レキシィデータ）／諏訪小ジャージ（120～
130㎝）／富士見台中夏・冬制服（男子用165㎝）／東中夏・冬制服（男子
用170㎝）／子ども服（男児用100～110cm）／ジュニアシート（1歳から
対応））／犬用だっこひも

問合せ／環境課　2 246
・••１２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。

ご利用ガイド平成２６年

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8回富士見市コミュニティ大学作品展示会
1月20日㈫～25日㈰10:00～16:00（最終日
は15:00まで）／中央図書館／絵画・書道・
俳句・水墨画・写真・絵手紙・折り紙など／
渡邉　2049-254-3362

募　集

卓球さくら
毎週金曜13:00～15:00／鶴瀬公民館／60
歳以上で卓球が多少できる方／年会費
1,000円／木村　2049-251-6424

七
なな

色
いろ

七
しち

味
み

月4回木曜19:00～21:00／富士見台中体
育館／老若男女問わず／よさこい鳴子踊
り／入会金3,000円／年会費10,000円／
福岡　2090-1614-6239
http//:www.nanairoshichimi.com

富士見市剣道連盟
①毎週日曜13:30～16:30②毎週月曜18:30
～21:30／ふじみ野小体育館または富士見
高剣道場／小1以上の男女／剣道の練習
／入会金1,000円／年会費5,000円（保険代
別途）／関谷　2090-8842-6105

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。

イベント
Event

第３４回ファミリーコンサート
とき／２月１１日（祝）
午後２時開演（１時３０分開場）
場所／鶴瀬コミュニティセンター
曲目／ロンドト長調、中国の太鼓、
ツィゴイネルワイゼンほか
出演／桐山建志氏（ヴァイオリン、
ヴィオラ・ダモーレ）、小倉貴久子
氏（ピアノ）
参加券／一般１，０００円、中高校生
５００円、小学生以下・障がいのあ
る方無料
※チケットは鶴瀬公民館で販売中。
主催／富士見市音楽連盟
問合せ／鶴瀬公民館
�０４９―２５１―１１４０

古文書入門講座（全３回）
市内に残された江戸時代の古文
書を解読しながら、当時の歴史や
文化を学びます。
とき／１月３１日、２月１４日・２８日
いずれも土曜午前１０時～正午
場所／講座室
定員／２０人（無料、申込順）
講師／山野健一（当館職員）
申込み／直接または電話で

ちょっ蔵市 マユ玉ダンゴ
ようさん

小正月に農作物やマユ（養蚕の
まゆ

繭）の豊作を願って飾るマユ玉ダ
ンゴを販売します。
とき／１月２５日（日）
午前１１時～（売切れ次第終了）
場所／旧金子家住宅
主催／難波田城公園活用推進協議会

１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、申込不要）。
とき・内容／
午後１時～３時
※時間内に資料館へお越しください。
４日（日） 郷土かるた
１０日（土） たこあげ
１１日（日） お正月あそび
１２日（祝） お正月あそび
１７日（土） いろりの日
１８日（日） ミニたこ作り
２４日（土） わたくり
２５日（日） トントン紙相撲
３１日（土） 鬼のお面づくり

難波田城資料館からのお知らせ 問合せ �０４９―２５３―４６６４
休館日：月曜（祝日の場合は翌日）、年末年始（１２月２９日～１月３日）
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