
広報 ふじみ 平成27年６月号 16

情報ステーション
nformation station
I

　

　ご　

案　

内

労働相談（解雇や賃金不払いなどの
労使間トラブルに関する相談）
電話相談　2048-830-4522
とき／月～金曜午前９時～午後５
時（祝日を除く）
来所相談
とき／月～金曜午前９時～午後４
時（祝日を除く）
※弁護士による特別労働相談（面接
相談、要予約）もあります。
若者労働ほっとライン
2048-830-4522
とき／第２・４土曜午前10時～午
後４時（祝日を除く）
相談員／社会保険労務士
働く人のメンタルヘルス相談（職場
環境や仕事のストレスなどの相談）
とき／毎週水曜午後１時30分～、
午後３時～（祝日を除く）
※相談時間は１時間程度。前日の午
前中までに要予約
相談員／産業カウンセラー
場所・問合せ／県労働相談センター
（さいたま市浦和区高砂３-15-１ 県
庁第２庁舎１階）　2048-830-4522

　　　
対象／現在、受給者証をお持ちで
引き続き治療が必要な20歳未満の
方の保護者
場所／朝霞保健所
期間／６月12日（金）～７月31日
（金）（土・日曜、祝日は除く）
必要書類／申請書、医療意見書、
受診者の加入する公的医療保険の
被保険者の市町村・県民税課税（非
課税）証明書など
※申請書類などは、朝霞保健所から
郵送されます。医療意見書は同封し
ませんので、指定医に依頼してくだ
さい。
問合せ／朝霞保健所
2048-461-0468

　戦没者などの死亡当時のご遺族
で、平成27年４月１日において ｢恩
給法による公務扶助料｣ や ｢戦傷
病者戦没者遺族等援護法による遺
族年金｣ などを受ける方がいない
場合、特別弔慰金が支給されます。
対象／
1. 平成27年４月１日において戦
傷病者戦没者遺族等援護法に
よる弔慰金の受給権者

2. 戦没者などの子
3. 戦没者などの①父母②孫③祖
父母④兄弟姉妹

4. 上記①～③以外の戦没者など
の三親等内の親族（甥

おい
、姪
めい
など）

※戦没者などの死亡時まで引き続き
１年以上の生計関係を有していた方
支給内容／額面25万円、５年償還
の記名国債
請求期限／平成30年４月２日
※詳しくはお問い合わせください。
問合せ／
福祉課地域福祉係　2○内334

　
支援セミナー
｢あなたの魅力と仕事再発見！｣ 
　自分に合った仕事を探し、自分
らしい働き方を考えます。
とき／６月25日（木）午前10時～正午
定員／20人（申込順）　※保育なし。
お子さん同伴での受講はできません。
お仕事相談
　応募書類の書き方や面接練習な
ど、女性カウンセラーが再就職の
さまざまな相談に応じます。
とき／６月25日（木）午後１時15分
～４時（１人45分）
定員／３人（申込順）
※お子さん同伴で相談できます。

労働相談・働く人のメンタル
ヘルス相談（無料）　

戦没者等のご遺族の皆様へ
第十回特別弔慰金の支給 今年のスローガン

｢カラカラで　蛇口に飛び込む　
僕の口｣
　｢水道水は安全｣ その信頼にお
応えするため、市では定期的な水
質検査や老朽化した配水管の更新
事業などを行っています。
　これからも、安全で良質な水の
安定的な供給に努めていきます。
問合せ／水道課　2○内 506

　　　　　　
　埼玉県議会議員一般選挙（西第６
区富士見市）開票結果（４月12日執行）

氏　名 得票数
当選　星野光弘 17,206 票
　　　瀬戸口幸子 7,908 票
当日の有権者数 86,550人
投票率 29.62 ％
問合せ／選挙管理委員会　2○内221

　　　　
　　　　
　日本赤十字社では、活動資金の
募集など ｢赤十字社員増強運動｣
を展開しており、市でも６月にこ
の運動を進めます。皆さんから寄
せられた社資（社費や寄付金）は、
国際救援活動、国内の災害救護活
動、救急法など講習普及事業、血
液事業、医療事業などに活用され
ます。
　各町会の役員が伺いますので、
ご協力をお願いします。
問合せ／福祉課　2○内 333

　この活動は、（公社）埼玉県緑化
推進委員会が行っている募金活動
です。皆さんからの募金は、県内
の学校や公園などの身近な緑化事
業に充てられるほか、市内に残る
緑地の保全に活用させていただき
ます。
　各町会の役員が伺いますので、
ご協力をお願いします。
募金期間／６月１日（月）～30日（火）
問合せ／まちづくり推進課　2○内454

６月１日～７日は水道週間です

【共通事項】
場所／鶴瀬西交流センター
講師／キャリアカウンセラー（埼玉県
女性キャリアセンター）
参加費／無料　持ち物／筆記用具
申込み・問合せ／6月1日（月）から産
業振興課（2○内383）へ電話で

小児慢性特定疾病医療費
支給継続申請の受付開始　

埼玉県議会議員一般選挙
星野光弘氏（57 歳）が当選　

日本赤十字社員増強運動に
ご協力ください

女性のための
再就職支援セミナーとお仕事相談

緑の募金（家庭募金）にご協力を
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蔵書点検にともなう臨時休館
休館日／６月21日（日）～30日（火）
　中央図書館・ふじみ野分館・鶴
瀬西分館・水谷東公民館図書室で
は、予約の受付や資料に関する問
い合わせもできません。
システム入替にともなう図書館ホ
ームページサービスの利用停止
期間／６月20日（土）午後７時～７
月１日（水）午前９時30分

問合せ／中央図書館
2049-252-5825

　
　一級建築士による簡易耐震診断・
耐震改修相談会を行います（無料）。
とき／７月4日（土）午前９時30分
～正午（受付：11時30分まで）
場所／鶴瀬公民館
対象建築物／木造２階建以下の住
宅（在来工法、２

ツーバイフォー
×４工法）

申込み／６月26日（金）までに申込
書を郵送または直接
※申込書は市ホームページ、建築指
導課、各出張所にあります。詳しく
はお問い合わせいただくか、市ホー
ムページをご覧ください。
問合せ／建築指導課　2○内421
　　
　　　　　　　　
　来年度、本校に就学・転学・入
学をお考えの保護者、地域の方、
関係職員の方に、学習内容、学校
生活などを公開します。
とき／６月24日（水）午前10時～正
午（受付：午前９時40分～）
申込み・問合せ／富士見特別支援
学校（2049-253-2820）へ電話で

蔵書点検・システム入替に伴う
図書館の臨時休館のお知らせ

ご 案 内
Guidance

　サイクリングコースの土手沿い
にコスモスの花を咲かせる活動が
毎年行われています。市ではこの
活動を行っている｢コスモスの会
ふじみ｣と協働して、活動に参加
していただけるボランティアを募
集します。
とき・内容／

7 月５日（日）
10:30～12:00

参加者顔合わせ
（新河岸川河川水防
センター）

7月11日（土） コスモス種まき
7月26日（日） 第 1回除草作業
8月９日（日） 第 2回除草作業
※天候により変更あり。午前中の作
業を予定しています。
活動場所／寿橋（健康増進センター
付近）から木染橋（新河岸川河川水
防センター付近）の区間
対象／コスモスの育成活動に興味
がある方で活動場所まで来られる方
※中学生以下は、保護者の同伴が必要
募集人数／50人程度
応募方法／応募用紙を郵送、FAX
または直接
※随時受付。応募用紙は市ホームペ
ージ、地域文化振興課、各公民館・
交流センター・コミュニティセンタ
ー・資料館にあります。
※高校生が登録する場合は、保護者
の同意書が必要
応募先／
郵送：〒354-8511（所在地は記載不要）
富士見市役所地域文化振興課
持参：地域文化振興課および応募
用紙配布施設
℻：049-254-2000
主催／コスモスの会ふじみ・市
問合せ／地域文化振興課　2○内 251

　東入間交通安全協会では、同協会
に加入されている方で過去5年、10
年､ 15年､ 20年､ 25年､ 30年､ 35年､
40年､ 45年間無事故・無違反の優良
運転者の表彰を行います。表彰を希
望される方はお申し込みください。
※申請書類、無事故・無違反証明申
請用紙は事務局で配布
申請期間／６月８日（月）～８月７
日（金）（土･日曜、祝日を除く）
問合せ／東入間交通安全協会事務
局（東入間警察署内）　2049-264-0991

　
　いじめ、不登校、虐待など、子
どもが安心して気軽に相談できる
よう専用相談電話を設置していま
す。
※秘密は守られます。
とき／6月22日（月）～28日（日）午
前8時30分～午後7時
（土・日曜は午前10時～午後5時）
電話番号／0120-007-110（全国共
通・無料。ＩＰ電話からは接続不可）
相談担当者／法務局職員、埼玉県
人権擁護委員連合会子ども人権委
員会委員
問合せ／さいたま地方法務局人権
擁護課　2048-859-3507

　
　県では、土産品の購入や県内
の観光施設、旅館やホテルで使
えるプレミアム付き物産観光券を
販売します。4,000円で5,000円分
（1,000円券5枚）買えるお得な観光
券です。ぜひご購入ください。
販売日／６月15日（月）
販売場所／埼玉県物産観光協会、
ローソン各店舗など
販売上限額／
１人４セットまで
利用期間／6月15
日（月）～平成28年
１月末
問合せ／（一社）埼玉県物産観光協
会　2048-647-0500

コスモス街道ボランティア

優良運転者の表彰
募 集
Invitation

埼玉O･MO･TE･NA･SHI 物産
観光券販売

平成27年度第 1回
簡易耐震診断・耐震改修相談会

上記以外で利用できるサービス
・ 各公民館・交流センター・コミュ
ニティセンターでの予約資料の
受取り
・返却ポストの利用

富士見特別支援学校学校公開日

全国一斉
｢子どもの人権110番」強化週間

コバトン
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試験の程度／高等学校卒業程度
申込み／
インターネット申込み（原則）
http://www.jinji-shiken.go.jp/
juken.html
申込期間：６月22日（月）午前９時
～７月１日（水）（受信有効）
インターネット申込みができない場合
郵送または持参　　　　　　
申込期間：６月22日（月）～24日（水）
（当日消印有効）
提出先：希望する第1次試験地を
管轄する人事院各地方事務局
試験日／第１次試験：９月６日（日）
インターネット申込みに関する問
合せ／人事院人材局試験課　
203-3581-5311
上記以外の問合せ／関東信越国税
局人事第二課　2048-600-3111

http://www16.ocn.ne.jp/~miyoshi/
試験日／1次試験：８月10日（月）
２次試験：８月19日（水）～21日（金）
※支援員、看護師などの臨時職員も
募集しています。詳しくは入間東部
福祉会ホームページをご覧ください。
問合せ／社会福祉法人入間東部福
祉会本部事務局　2049-258-8120

　
受験資格／いずれかに該当する方
①平成27年４月１日現在、高校ま
たは中等教育学校を卒業した日の
翌日から起算して３年を経過して
いない方および平成28年３月まで
に高校または中等教育学校を卒業
見込みの方
②人事院が①と同等の資格がある
と認める方

募集人数／若干名　
職種／支援員
受験資格／
・昭和56年４月２日以降に生まれ
た方で、大学・短大・専門学校を
卒業した方または平成28年３月卒
業見込みの方
・普通自動車運転免許をお持ちの
方または取得見込の方
応募方法／７月24日（金）（必着）ま
でに受験申込書を郵送または直接
※申込書は入間東部福祉会ホームペ
ージ、入間東部福祉会にあります。

平成28年度 
入間東部福祉会正規職員

募 集
Invitation

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
6月20日㈯
9:30～15:30

■対初めての出産
を平成27年9･10
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

2日目
7月16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

6月29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
6月 9日㈫ ■水

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

6月22日㈪ ■水
■鶴
■受 12:50～13:40 ■場健康増進センター
■対平成27年1月16日～1月31日に生まれた子

12 か月健診 6月16日㈫ ■水
■鶴
■受 12:50～13:40 ■場健康増進センター
■対平成26年6月9日～6月30日に生まれた子

１歳６か月健診
6月10日㈬ ■水

■鶴
■受 12:50～13:40 ■場健康増進センター
■対平成25年8月16日～9月7日に生まれた子

6月30日㈫ ■水
■鶴
■受 12:50～13:40 ■場健康増進センター
■対平成25年9月8日～9月30日に生まれた子

３歳健診 6月24日㈬ ■水
■鶴
■受 12:50～13:40 ■場健康増進センター
■対平成23年12月生まれの子

■予  乳児・母乳相談 6月15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。管理栄養士・助産婦・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）

6月20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

6月 9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　■場鶴瀬公民館
■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

募　

集

税務職員採用試験
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　参加・体験型の講習を通じて自
分の運動能力について学ぶ安全運
転教室です（無料、申込順）。
とき／ 7 月 19 日（日）
午前 9時～正午
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／60人
申込み・問合せ／平日の午前 8時
30 分～午後 5時に東入間警察署
交通課（2049-269-0110 ○内413）へ電
話で

　ヨガで心と体のバランスを整え、
歯と口、食生活の面から健康な体
づくり（私づくり）をしましょう！
とき・内容／いずれも火曜
（受付：9:15 ～）

と　き 内　容

①
 6/16
 9:30～
11:30

講
義
健康なカラダづく
りへのヒント
講師：保健師

実
技
ヨガ
講師：ヨガインス
トラクター

②
 6/23
 9:30～
13:30

調
理
実
習

「健康づくりのた
めの食生活」
講師：管理栄養士

③
 6/30
 9:30～
11:30

講
義
お口の中から健康
ＵＰ
講師：歯科衛生士

実
技
ヨガ
講師：ヨガインス
トラクター

場所／ピアザ☆ふじみ
対象／市内在住、在勤の医師から
運動制限を受けていない 18 歳以
上の方
定員／ 20 人（申込順）　　
費用／ 60 円（保険代）
持ち物／筆記用具、タオル、飲み
物、動きやすい服装
※②の時は、エプロン、三角きん、
布きん、手ふきタオル
申込み・問合せ／健康増進センタ
ー（2049-252-3771）へ電話で

　「運動は苦手」、「なかなか時間が
ない」という方でも取り組みやす
く、短時間で基礎代謝アップと脂
肪燃焼に効果的な運動を行います。
とき／６月25日（木）
午前９時40分～11時30分
場所／健康増進センター
対象／市内在住、在勤で、医師から運
動制限を受けていない18～69歳の方
※持病のある方は申込時にご相談く
ださい。
内容／生活の中でできる脂肪燃焼
に効果的な有酸素運動（ウォ－キング、
筋力トレーニング、スロージョギング）
定員／30人（申込順）　　
講師／健康運動指導士
費用／30円（保険代）
持ち物／タオル、飲み物、動きや
すい服装、室内用運動靴
申込み・問合せ／健康増進センタ
ー（2049-252-3771）へ電話で

シルバードライバードック夏までに 体ひきしめ運動教室

とき／７月15日、８月12日、９月 
９日いずれも水曜午後３時～５時
場所／フォーシーズンズ志木ふれ
あいプラザ（志木市本町５-26-１）
対象／心と体の健康に関心のある
朝霞保健所管内在住の方
定員／20人（無料、申込順）
テーマ／これからも楽しく、元気
にお酒とつき合うために
講師／垣

かき

渕
ぶち

洋
よう

一
いち

医師（東京アルコー
ル医療総合センター センター長）
申込み／７月10日（金）までに直接、
電話またはFAXで
問合せ／朝霞保健所　
2048-461-0468  ℻048-460-2698

こころと体の健康とアルコール

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

６月のおはなしかい＆映画会

蔵書点検・システム入替に伴う全館臨時休館のお知らせ
臨時休館期間／６月21日（日）～30日（火）
※ただし、６月20日（土）午後７時～７月１日（水）午前９時30分は、
図書館ホームページサービスも利用ができません。

内　容 日　　時

中 央
図 書 館

こども映画会

 13 日（土）午後 2時「魔法のびん」
「瓜っこ姫とアマンジャック」  
20 日（土）午後 2時「にげだしたおおおとこ」
「雨ぼうずピッチャン」

名作映画会   7 日（日）午後 2時「無能の人」

おはなしかい（乳幼児）  3 日（水）・17 日（水）午前11時

おはなしかい（幼児・小学生）  6 日（土）・27 日（土）午後 2時

鶴 瀬 西
分 館

こども映画会  6 日（土）午後 2時「雨ぼうずピッチャン」

おはなしかい（乳幼児） 10 日（水）午前11時

おはなしかい（幼児・小学生） 10 日（水）午後 3時 30 分

ふじみ野
分 館

こども映画会
20 日（土）午後 2時
「10 ＋１ぴきのかえる」
「ミッキーマウスの思いやり」

おはなしかい（乳幼児） 12 日（金）午前11時

おはなしかい（幼児・小学生） 13 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。

学 ぶ
Learning

第１回健康な私づくり講座
（全３回）
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※参加賞と上位入賞者には賞品あり！
とき／７月４日（土）
午前９時30分～午後２時30分
場所／ふじみ野市立大井総合体育館
定員／16チーム（15歳以上、1チー
ム２人。65歳以上または初心者は男
男チーム可）
参加費／１人300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／6月1日（月）～19日（金）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

　ワードアート、文字の装飾、ルビ、
あいさつ文などを学びませんか。
とき／６月20日（土）午後1時～4時
場所／鶴瀬西交流センター
定員／ 30 人（申込順）
参加費／ 300 円（資料代）
持ち物／ノートパソコン（ワード
がインストールされているもの）
主催／つるせ西 PCクラブ、鶴瀬
西交流センター
申込み・問合せ／鶴瀬西交流セン
ター　2049-251-2791

とき／
甲種新規：6月25日（木）・26日（金）
乙種：6 月 25 日（木）
いずれも午前9時～午後4時30分
場所／消防本部大講堂
対象／富士見市、ふじみ野市、三
芳町に在住または在勤で管理監督
的な立場にある方（各事業所2人以内）
定員／
甲種新規、乙種合計 90 人（申込順）
受講料／4,000円（テキスト代など）
申込み／ 6 月 11 日（木）午前 8時
30 分～午後 4時に消防本部予防
課・東消防署のいずれかに直接
問合せ／
消防本部予防課　2049-261-6007
東消防署消防課　2049-255-4119

ワードで魅せる文章を作ってみよう

　手作りいかだで柳瀬川下りに挑
戦しませんか。
とき／7月19日（日）
午前11時～午後3時　※雨天中止
場所／柳瀬川志木大橋周辺　　
参加費／１人500円（昼食代など）
主催／やなせ川いかだラリー実行
委員会、水谷東公民館
申込み／６月30日（火）までに直接
または電話で
説明会／７月７日（火）午後７時か
ら水谷東公民館で行います。
問合せ／水谷東公民館　
2048-473-8717
 

　ラケットテニスは、バドミント
ンのコートで公式テニスのルール
を適用して行うニュースポーツで
す。やわらかいスポンジボールを
使うので、大人から子どもまで気
軽に楽しめます。

とき／ 6 月 21 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／6月8日（月）～12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

やなせ川いかだラリー

第１回ラケットテニス大会

普通救命講習

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／（公財）キラリ財団
申込み／ 6 月 1日（月）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 内容 定員 参加費

ZUMBA
（全７回）

6/11･18･25､ 7/2･9･16･23
いずれも木曜
午後2時～3時15分

さまざまな国の代表的な曲にそれぞれの振付をし、テ
ンポよく気分爽快に踊ります。 20 人 3,500 円

ハタヨガ
（全８回）

6/18､ 7/2･16･30､ 8/6･27､
9/10､ 10/1　いずれも木曜
午後1時30分～3時

ハタヨガは肉体的な「姿勢」と「呼吸法」を中心とし
たスタイルで、さまざまな流派がある中でヨガの元祖
とも言えるヨガです。

20 人 4,000 円

キラリ☆スポーツカレッジを開講します

イベント
Event

学 ぶ
Learning

甲種新規および乙種
防火管理講習会
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7月１日（水）～5日（日）
午前9時30分～午後5時
（最終日は4時まで）
・市民平和作品展
・ 市内の戦時下の生活資料展
　（難波田城資料館資料）
・ 「この子たちの未来のために」
写真展
・ピースカードの展示
　 市内小学6年生のピースメッセージ

愛と平和のコンサート　
時間／午後１時 30 分～３時 30 分
場所／マルチホール
内容／コーラス、
ゴスペル、楽器演奏、
吹奏楽など
※みんなで歌おうコ
ーナーもあります。

市民平和祈念のつどい　
時間／午後０時 30 分～１時 20 分
場所／メインホール

キッズ＆若者ライブ
時間／午後１時 30 分～３時 30 分
場所／メインホール
内容／ヒップホップ、フラダンス、バンドなど

４日（土）舞台

協賛券 200円（中学生以下は無料）：2日間共通、1枚購入いただけるとすべてご覧いただけます。
協賛券が必要なイベント／愛と平和のコンサート、キッズ＆若者ライブ、市民構成劇
※協賛券は鶴瀬公民館で販売しています（当日でも購入可）。
※この収益は、ピースフェスティバル運営費、広島市平和祈念式典市民派遣事業などに充てられます。

市民構成劇「17 才の君へ」
時間／午前 11 時～正午
場所／マルチホール

平和を考えるつどい
時間／午後１時～ 2時 30 分
場所／マルチホール

書道パフォーマンス
時間／午後 2時 30 分～３時
場所／マルチホール
出演／富士見高等学校書道部

キッズ＆若者ライブ
時間／午後１時～ 3時
場所／メインホール

5 日（日）舞台

・  平和団体による展示
　（4日（土）、5日（日））

4日（土）・5日（日）
午前10時～午後4時
うどん、パン、コーヒー、焼きそ
ば、マドレーヌ、花など
※子ども用小物づくりもあります
（4日（土）午前 11時～午後 2時）

　市内の小中学生や市民の皆さん
が作った折り鶴で、県立富士見高
等学校美術部が巨大タペストリー
を制作し展示します。
　フェスティバル終了後は市内公
共施設で巡回展示をします。

展示

イ
ベ
ン
ト

ピースフェスティバル2015

戦後70年 あらためて
平和を考えよう

　富士見市非核平和都市宣言（1987 年）を記念し、その理念を多くの市民に広
げることを目的にピースフェスティバルを開催します。今年も皆さんのご来
場をお待ちしています。

●とき―――7月 1日（水）～ 5日（日）
●場所―――キラリ☆ふじみ
●主催―――ピースフェスティバル実行委員会、市、市教育委員会
●問合せ――鶴瀬公民館　2049-251-1140 昨年のタペストリー

模擬店・喫茶・体験コーナー

ピースタペストリー

市民構成劇

書道パフォーマンス

愛と平和のコンサート
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　柳瀬川の魚やエビを投網でとっ
たり、水の検査を行いながらリバ
ーウォッチングをします（無料）。
とき／ 6 月 28 日（日）
午前 8時 30 分～午後 2時　
※水谷東公民館集合・解散（小学３
年生以下の児童は必ず保護者の方が
送迎をお願いします）
対象／小中学生（一般の方も参加可）
行程／水谷東公民館から新座柳瀬
高校付近まで往復（約８㎞）
指導／金

かな
澤
ざわ
光
ひかる
氏

（県環境科学国際センター）
持ち物／弁当、飲み物、着替え、
タオル、雨具、筆記用具など
申込み／６月８日（月）～15日（月）
午前９時～午後５時に直接または
電話で（土・日曜を除く）
共催／やなせ川いかだラリー実行
委員会、水谷東公民館
問合せ／水谷東公民館　
2048-473-8717

とき／ 6 月 7日（日）
午前 10 時～午後３時　
※雨天時は内容を一部変更して実施
内容／武者行列  午後 1時に南畑
八幡神社を出発
火縄銃演武   午後 2時～３時
芸能  和太鼓、鼓笛隊、よさこい
など
昔あそび   射的、ベーゴマなど
体験・実演   はたおり、お茶席、
竹細工、拓本、紙芝居など
模擬店   まんじゅう、やきそばなど
人力車   （料金：500 円）
※当日 1,000 人目の入館者には記念
品を贈呈。
※車での来場はご遠慮ください。
主催／難波田城公園活用推進協議
会、難波田城資料館
問合せ／難波田城資料館
2049-253-4664

川の探検隊員募集

難波田城公園まつり

土曜おもしろミューズランド
土ぐう・ハニワづくり
とき／ 6 月 6日（土）
参加費／ 100 円（材料代）
定員／各 50 人（先着順）
草木染
とき／ 6 月 20 日（土）
参加費／ 150 円（材料代）
定員／各 20 人（先着順）
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）
定員／各 50 人（先着順）

夏休み縄文体験（全 3日間）
　たて穴住居に泊まって、縄文人
の生活を体験しよう。
①土器づくり
とき／ 7 月 5日（日）
午前 10 時～午後 4時
②たて穴住居宿泊
とき／7月25日（土）午後１時30分
～26日（日）正午
場所／水子貝塚公園
対象／小学 4～ 6年生
内容／土器の焼

しょう

成
せい

、縄文食づくり、
昆虫採集、まが玉づくり、たて穴
住居宿泊など
定員／ 10 人（申込順）
参加費／ 2,000 円
（材料・食事・保険代など）
申込み／６月２日（火）午前９時か
ら直接または電話で

ゆかた着付け教室
とき／６月27日（土）午前10時～正午
場所／資料館講座室
対象／中学生以上
定員／ 15 人（無料、申込順）
持ち物／
女性  ゆかた、半幅帯、裾

すそ

よけ、伊
だ

達
て

じめ、腰ひも 2本、肌じゅばん（タ
ンクトップでも可）、タオル 3枚（お
持ちの方は帯板、コーリンベルト）
男性  ゆかた、帯、ランニングシャツ
指導／和道文化着装協会
申込み／直接または電話で

じゃがいも掘り
とき／6月28日（日）午前10時～正午
集合場所／旧金子家住宅前
定員／ 30 組（申込順）
参加費／ 1 組 1,000 円
持ち物／持ち帰り用の袋、シャベ
ル、汚れてもよい服装・靴
主催／難波田城公園活用推進協議会
申込み／ 6月 6日（土）午前9時
から電話で

竹かご教室
とき／ 6 月 21 日（日）
午前 9時 30 分～午後 4時
場所／旧金子家住宅
対象／中学生以上
定員／10人（申込
順。初参加の方優先）
参加費／ 1,000円
持ち物／前掛け（エプロン）、弁当
指導／資料館友の会竹かご部会
申込み／5月31日（日）～6月9日
（火）に直接または電話で

6 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

水子貝塚資料館のお知らせ 問合せ　2049-251-9686
休館日：月曜（祝日の場合は翌日）

問合せ　2049-253-4664
休館日：月曜（祝日の場合は翌日）

6日（土）昔の絵にぬり絵
13 日（土）はたおり
14 日（日）てるてる坊主
20 日（土）いろりの日
21 日（日）わたくり
27 日（土）はたおり
28 日（日）ザリガニ釣り

難波田城資料館のお知らせ

【共通事項】
時間／午前 10 時、午後１時 30 分
（いずれも 30 分前開場）
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）
※申込不要。直接お越しください。
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　練馬駐屯地を拠点にする「陸上
自衛隊第1音楽隊」の演奏会を約
１年半ぶりに開催します。
　クラシックから軽音楽、洋楽・
邦楽と幅広いレパートリーで子ど
もから大人まで楽しめる曲を演奏
します。
とき／８月７日（金）
午後１時30分～３時（１時開場）
場所／キラリ☆ふじみ
※乳幼児の入場はご遠慮ください。
※入場無料（入場整理券が必要です。
整理券はキラリ☆ふじみ、ふじみ野
交流センター、鶴瀬西交流センター、
みずほ台コミュニティセンターで
６月21日（日）午前９時～配布します
（１人２枚まで））
※整理券をお持ちの方は、午後１時
15分までに会場にお入りください。
午後１時15分以降は整理券をお持ち
でない方も、席に余裕がある場合は
入場できます。
問合せ／地域文化振興課　
2○内251

　参加希望の方はお問い合わせく
ださい。
場所／運動公園、市民総合体育館
ほか

種目 日程

サッカー 6/28（日）～
9/23（祝）

ソフトテニス 中学生：6/6（土）
一　般：7/5（日）

軟式野球 6/14（日）～
8/23（日）

軟式少年野球 6/ 6（土）～
8/ 2（日）

社交ダンス 6/21（日）
卓球 7/26（日）
弓道 7/12（日）
硬式少年野球 7/20（祝）

ソフトボール 一般：8/2（日）～
9/13（日）

公式ドッジボール 8/ 2（日）
バウンドテニス 8/16（日）
ソフトバレーボール 8/30（日）
ゲートボール 9/17（木）
健康体操 9/18（金）
空手道 9/22（祝）
問合せ／富士見市体育協会
2・℻ 049-254-9510

陸上自衛隊
第 1音楽隊が来る！

市民健康増進スポーツ大会実
施予定表

問合せ／富士見ガーデンビーチ　2049-254-4349

社会科見学会（バックヤードツアー）参加者募集
　オープン前の、普段見られないガーデンビーチを見
てみませんか。※参加記念品付！
とき／７月５日（日）午後２時～４時
対象／小学４～６年生（３年生以下は保護者同伴で可）
内容／プール内各施設見学、スタッフによる救命・救
急法デモンストレーション見学、救命・救急法体験
定員／20人程度（申込順）
申込み／６月15日（月）から電話で

プールサイドパフォーマー募集のお知らせ
　真夏のプールサイドを皆さんのパフォーマンスで盛
り上げてみませんか。
　市民サークルまたは学
校サークル（部活動）の皆
さんに、活動成果発表の
場として提供します。
　詳しくは６月15日（月）
以降にお問い合わせくだ
さい。

富士見ガーデンビーチ便り第1号　　　　　　　
ガーデンビーチは７月11日（土）オープン

　青少年が心豊かに成長すること
を願い、健全育成活動を盛り上げ
ていく場として開催します。
　鶴瀬小学校合唱団の発表と映画
「そして父になる」の上映会を行
います。ご家族お揃いでお越しく
ださい。
とき／６月20日（土）
午後１時30分開会（１時開場）
場所／キラリ☆ふじみ
※入場無料（入場整理券が必要です。
整理券は６月２日（火）午前９時から
各公民館・交流センター・コミュニ
ティセンター、キラリ☆ふじみ、子
育て支援課で配布）
内容／大会宣言、第１回富士見市
家庭の日ポスターコンクール表彰
式、発表、映画上映
主催／富士見市青少年育成市民会
議
問合せ／子育て支援課　2○内204

富士見市青少年健全育成市民大会

イベント
Event

　ガーデンビーチでは、
各種水泳教室・来場者抽
選会・ニジマスつかみ取
り大会などたくさんのイ
ベントを予定しています。
　詳細が決まり次第、広
報『ふじみ』でお知らせ
しますので、お楽しみに！
利用期間／７月11日（土）～８月31日（月）
午前 9時～午後 5時（入場は午後4時まで）
※７月13日（月）～15日（水）の終日および７月16日（木）・17
日（金）、８月31日（月）の午後１時までは一般の方は利用で
きません。
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。
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ふじみ子ども将棋教室
5月9日㈯～平成28年1月23日㈯10:00～
12:00（全20回。途中参加も可）／鶴瀬
公民館ほか／将棋のルールが分かる小1
～中3／20人／将棋を指しながら仲間の
輪を広げましょう／受講料無料（保険代
800円）／主催富士見市将棋連盟（平成27
年度文化庁文化芸術振興費補助金活動
団体）／渡邉　2049‒254‒4433

講演会 ｢子供の自立をめざすには｣
6月4日㈭13:30～15:30／鶴瀬駅西口サ
ンライトホール／親の高齢化に伴い、
子どもを自立させるには…／講師:葛西
正文氏（山口病院（川越市）副院長）／
主催精神障がい者家族会（歩みの会）／
参加費無料／杉崎　2049‒253‒3486

富士見小品盆栽会 盆栽展
6月13日㈯10:00～17:00・14日㈰9:00～
16:00／キラリ☆ふじみ／入場無料／
山
やま

賀
が

　2049‒251‒4481

みのほどしらずコンサート パート17
～歌めぐりアラカルト～
6月20日㈯14:00開演（13:30開場）／鶴瀬
コミュニティセンター／昭和の歌、ロ
シア民謡、シャンソンなどを物語風に
楽しくつづっていきます／
主催ゆうなの会／入場無料／
戸部　2049‒262‒4023

植物画同好会
植物画展示会…10月5日㈪～12日㈷
10:00～17:00（初日は13:00から）／キラ
リ☆ふじみ／入場無料
会員募集…第2･4金曜13:00～16:00／鶴
瀬公民館／女性／定員6人（申込順）／植
物画を透明水彩で描きます／
月会費1,000円／初心者歓迎／
守屋　2049‒254‒5022

一
いっ

水
すい

空
くう

Tomo気功サークル
①毎週木曜13:30～15:00　②毎週金曜
10:30～12:00／鶴瀬西交流センター／
呼吸法とゆったりした動きで体のバラ
ンスを整え、老化･病気予防につなげて
みませんか／月会費3,000円（月2回の方
1,500円）／高橋　2090‒5320‒6219

ダンスサークル ドリーム
第1･2･4月曜14:00～16:00／鶴瀬西交流
センター／成人／社交ダンス。初級か
ら中級まで講師を中心に楽しく練習し
ています／入会金1,000円／
月会費3,500円／柴田　2049‒251‒4918

富士見市婦人体操クラブ
毎週金曜10:00～12:00／市民総合体育
館／軽体操、リズム体操、ダンスなど／
入会金1,000円／月会費1,000円／
千
ち

坂
さか

　2049‒251‒3508

すわ・氷川森の会（ボランティア募集）
6月28日 ㈰、9月27日 ㈰、11月1日 ㈰
10:00～12:00／氷川神社境内（諏訪1丁
目）9:30集合／すわの森の環境整備活
動（ごみ拾い、下枝刈りなど）／持ち物
や内容など詳しくはお問い合わせくだ
さい／柳田　2090‒3228‒4092

パンサーズ（ソフトボール）
毎週日曜10:00～12:00／鶴瀬小学校／18
～63歳／楽しくソフトボールをしませ
んか。運動不足を解消しましょう／
月会費1,000円（保険代別途）／
塩野　2049‒251‒2026

フレッシュ３Ｂ
月4回木曜10:00～11:30／市民総合体育
館／成人／３Ｂ体操／入会金1,000円／
月会費2,000円／三上　2049‒254‒8072

上沢グランドゴルフ
第2･4土曜13:00～15:30／つるせ台小学
校／女性／年2～3回大会あり／
入会金1,000円／月会費500円／初めて
の方･初心者歓迎／米山　2049‒251‒8367

墨
ぼく

心
しん

会
かい

第2･4火曜13:00～16:00／針ケ谷コミュ
ニティセンター／書道／月会費2,400円／
野村　2049‒255‒7324

ティアレ ノアノア フラ＆タヒチ
月2回／火曜10:00～12:00、木曜19:30
～21:00／ピアザ☆ふじみ／女性／フラ
ダンス／月会費2,500円／
平塚　2080‒5061‒5464

阿波おどりグループ ｢健
けん

｣
月2～3回土･日曜18:00～21:00／キラリ
☆ふじみ／中学生以上／阿波踊りの練
習をし、高齢者施設などで演舞／
年会費5,000円／森田　2090‒3472‒8776

コットン・ドア　
月2回木曜10:00～12:00／ふじみ野交流
センター／初心者／パッチワーク･ハワイ
アンキルトの作品作り／月会費2,000円／
体験あり6月25日㈭、7月9日㈭（要連絡。
材料代別途）／菅

すが

　2049‒255‒1570

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

洋服タンス／座イス／作業台／犬用ベ
ッド（中型犬用）

ゆずります
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㌅）／幼児用後イス付自転車／将棋盤／彫刻すずり／鍵盤ハーモニカ／カブ
スカウト制服一式（M）･ザック／銀の鈴幼稚園制服･体操着ほか一式（男児用110～
130㎝）／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）／細田学
園冬コート（男子用L）／授乳服（L）／ベビー服（女児用70～80㎝）／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

•●●5 月11 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）。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

富士見市マスコットキャラクター
ふわっぴー


