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　埼玉県交通安全対策協議会では、
県内に在住する交通遺児等を対象
に援護金を給付します。
対象／平成9年4月2日以降に生まれ
た交通遺児（所得制限あり）
給付額／1人につき年額10万円
申請方法／平成28年1月29日（金）
までに申請書をみずほ信託銀行浦
和支店（さいたま市浦和区高砂2-6-
18）に郵送または直接
※申請書は学校、市交通管理課など
で配布
問合せ／県防犯・交通安全課
2048-830-2958

　児童・高齢者に対する虐待、女
性に対する暴力、障がいのある方
への差別などさまざまな人権問題
が増加しています。また、インタ
ーネットを悪用した人権侵害やヘ
イトスピーチなど新たな人権問題
も発生しています。
　この運動は、｢すべての県民が
お互いの人権を尊重しながらとも
に生きる社会｣ を実現するため、
県・市町村はもちろん県民総ぐる
みで取り組む運動です。
問合せ／
県人権推進課 2048-830-2258

とき／12月12日（土）　※無料
場所／さいたま市産業文化センター
（さいたま市中央区下落合5-4-3）
内容／
第1部　午後1時～2時40分
平成27年度全国中学生人権作文コ
ンテスト埼玉県大会表彰式
第2部　午後3時～4時30分
杉
すぎ

尾
お

秀
ひで

哉
や

氏（TBS報道局解説専門記
者室長）による講演
テーマ：報道と人権～情報化社会
を生きる～
問合せ／さいたま地方法務局人権
擁護課　2048-859-3507

　消防職員・消防団員の分列行進、
車両行進、消防演技、一斉放水の
ほか、協力していただく参加団体
の演技も行います。ぜひお越しく
ださい。
とき／平成28年1月10日（日）
午前9時20分
場所／三芳町役場および三芳町立
運動公園（三芳町藤久保1100-1）
問合せ／
消防本部警防課
2049-261-6659

　多額の借金でお困りの方の無料
相談窓口を常設しています。専門
相談員が電話や面接で相談を受け、
必要に応じ法律の専門家に引継ぎ
を行います。秘密は守られますの
で、安心してご相談ください。
受付時間／平日午前9時～正午、
午後1時～5時
問合せ／財務省関東財務局 多重
債務相談窓口　2048-600-1113
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センター
2049-256-4290
http://www.fi cec.jp

とき／平成28年1月15日（金）
午後1時～4時（受付：正午～3時30分）
※無料、申込不要、入退場自由
場所／大宮ソニックシティビル
4階市民ホール
対象／平成28年3月大学・短大・
専門学校など卒業見込みの方、既
卒3年以内の方
持ち物／履歴書（複数枚）
※詳しくは、埼玉県雇用対策協議会
ホームページをご覧ください（参加
企業名は12月中旬掲載予定）
問合せ／埼玉県雇用対策協議会
2048-647-4185

　埼玉に関するクイズに答えて、
埼玉のクイズ王を目指
そう！優勝チームには
台湾旅行、上位入賞者
にも豪華賞品を贈呈。
　まずは3会場で行われるいずれ
かの予選にエントリーし、優勝を
目指そう！
※無料、参加賞あり
※参加資格、応募方法など詳しくは、
県公式観光サイト ｢ちょこたび埼玉｣
をご覧ください。
http://www.sainokuni-kanko.jp/
予選／いずれも午後1時～3時30分
•十文字学園女子大学
　12月20日（日）
•コクーンシティ
　平成28年1月17日（日）
•皆野町文化会館
　平成28年1月24日（日）
決勝／平成28年2月14日(日)
午前10時30分～午後12時30分
さいたまスーパーアリーナ
問合せ／埼玉クイズ王決定戦実行
委員会事務局(県観光課)
2048-830-3955
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12月4日～10日
人権尊重社会を
めざす県民運動強調週間

求人企業合同面接会

埼玉クイズ王決定戦

交通遺児等援護金を給付します 消防出初式

人権週間行事

借金の返済でお悩みの方へ

保1100 1）

INFORMATION FUJIMINO
「インフォメーションふじみの」

埼玉県マスコット
「コバトン」
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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

　多くの皆さんが目にする広告媒
体なので、高い宣伝効果が期待で
きます！
封筒規格／長形3号封筒
募集期間／
12月1日(火)～18日(金)

掲載規格(1枠)／
4.5㎝(ﾀﾃ)×9㎝(ﾖｺ)
使用期間／印刷した封筒の在庫が
なくなるまで
※作成枚数、掲載
料金、申込方法な
ど詳しくは市ホー
ムページをご覧く
ださい。
問合せ／管財課
2○内513

　中央エリアの樹木や花壇が25万
球のイルミネーションできらめき
ます。ぜひお越しください。
とき／12月12日(土)～27日(日)
問合せ／森林公園管理センター　
20493-57-2111

子

育

て

子育て健康ガイド 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　 …定員　 …持ち物　
…申込み　 …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  パパママ
　 準備教室

1日目
12月19日㈯
 9:30～15:30

■対初めての出産
を平成28年3･4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
■持母子健康手帳、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
平成28年
 1月14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
■持母子健康手帳、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

12月14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
12月 8日㈫ ■水

■鶴
■受 12:50～13:40　■場健康増進センター
■対平成27年7月1日～7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

12月21日㈪ ■水
■鶴
■受 12:50～13:40　■場健康増進センター
■対平成27年7月16日～7月31日に生まれた子

12か月健診 12月 2日㈬ ■水
■鶴
■受 12:50～13:40　■場健康増進センター
■対平成26年12月9日～12月31日に生まれた子

１歳６か月健診 12月16日㈬ ■水
■鶴
■受 12:50～13:40　■場健康増進センター
■対平成26年3月11日～3月31日に生まれた子

３歳健診 12月22日㈫ ■水
■鶴
■受 12:50～13:40　■場健康増進センター
■対平成24年6月生まれの子

■予  乳児・母乳相談 12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  もぐもぐ
　 離乳食教室

平成28年
 1月 8日㈮
13:30～15:00

■受13:10～13:30　■対離乳食の2回食をこれから始める、または始めたばかりのお子
さん（おおむね生後6～8か月の第一子）とその保護者　■場ピアザ☆ふじみ　■内離乳食
の話・相談、調理のデモンストレーション、お母さんたちの交流　■定各15組（申込順）
■持母子健康手帳、そのほか各自必要なもの　■申 12月14日㈪～
※調理実習、試食はありません。
※駐車場はありません。公共交通機関などをご利用ください。

■予パパ講座
（初めてパパの子育てサロン）

12月19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

12月14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　■場鶴瀬西交流センター
■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

募

集

ご

案

内

募 集
Invitation

ご 案 内
Guidance

国営武蔵丘陵森林公園
スターライトクリスマス

市役所一般郵便用封筒に
広告を掲載しませんか
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クリスマス映画会・お楽しみ会
とき／12月25日（金）午後2時～4時
場所／諏訪児童館
対象／未就学児と保護者、小学生
内容／ミッキーマウスのたのしい
ゆめ、みにくいあひるの子ほか
定員／100人（無料、申込順）
申込み／12月1日（火）午前10時か
ら直接または電話で
問合せ／
諏訪児童館
2049-255-6671

手打ちうどんを親子で作ろう
とき／平成28年1月6日（水）
午前10時～正午
場所／南畑公民館
対象／市内在住の小学生と保護者
定員／10組（申込順）
参加費／1組400円（当日持参）
持ち物／エプロン、三角きん
申込み／12月7日（月）～11日（金）
に直接または電話で
問合せ／南畑公民館
2049-251-5663

まきまきクリス巻きパーティー

とき／12月20日（日）
午前10時～午後3時
場所／鶴瀬西交流センター
対象／小中学生
内容／手巻き寿司作り、ロールケ
ーキデコレーションなど
定員／25人（申込順）
参加費／500円
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／12月3日（木）～10日（木）
午前9時から直接または電話で
（土・日曜を除く）
※保護者の方が送迎をお願いします。
問合せ／子育て支援課　2○内204

子ども書初め練習会
　冬休みの宿題「書初め」を書き
に来ませんか。
とき／12月25日（金）
午前9時30分～正午
場所／針ケ谷コミュニティセンター
対象／市内小中学生
定員／30人（無料、申込順）　
持ち物／課題（手本）、書道セット、
書初め用紙、ごみ袋
協力／硯

けん

友
ゆう

会
かい

申込み／12月4日（金）～16日（水）
午前9時～午後9時に直接または電
話で
※作品は、12月25日（金）～平成28年
1月8日（金）に1階ロビーに展示しま
す。
問合せ／針ケ谷コミュニティセン
ター　2049-251-8478

　「子どもが言うことを聞かない」、
「カッとなって怒鳴ってしまう」
など、子育てに悩んでいませんか。
　子どもへの伝え方を変えること
で、より良い親子関係を築きまし
ょう。
とき／平成28年1月27日（水）、2
月4日（木）・18日（木）・24日（水）、
3月10日（木）・17日（木）
午後1時30分～3時30分
（受付：1時15分）
場所／鶴瀬西交流センター　
対象／3歳以上の未就学児を持つ
保護者
定員／5人（無料、申込順）
※保育あり（無料）
申込み／12月7日（月）から直接ま
たは電話で
問合せ／子育て支援センター「ぴ
っぴ」　2049-251-3005

子 育 て
Child-rearing

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
休館日：月曜（祝日の場合は翌平日） （ 中央図書館の 8時までの ）  試行は終了しました

※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

12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
12日（土）午後２時「ブレーメンの音楽隊」
「狼森とざるもり、ぬすと森」
19日（土）午後２時「スノーマン」

名作映画会 ６日（日）午後２時「男はつらいよ」
20日（日）午後２時「自転車泥棒」

おはなしかい（乳幼児） ２日（水）午前11時・16日（水）午前11時
おはなしかい（幼児・小学生） ５日（土）午後２時・26日（土）午後２時
クリスマスおはなし会 13日（日）午後２時

鶴瀬西
分 館

こども映画会 ５日（土）午後２時「ムーミン谷の彗星」
おはなしかい（乳幼児） ９日（水）・20日（日）午前11時
おはなしかい&クリスマス
工作会（幼児・小学生）

９日（水）午後３時30分
20日（日）午後２時30分

ふじみ野
分 館

こども映画会 26日（土）午後２時「雪の女王」
「ドナルドダックと貯金箱」

おはなしかい（幼児・小学生） 12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。
※12月7日(月)・29日(火)・30日(水)はシステムメンテナンス作業のため、図書館
ホームページの閲覧ができなくなります。

子育て講座「叱
しか

らない子育て」
（全6回） 
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たこづくり
とき／12月19日（土）
午前10時、午後1時30分の2回
（いずれも30分前から受付）
場所／水子貝塚資料館体験学習室
対象／小学生以上
（未就学児は保護者同伴で可）
定員／各20人（先着順）
※申込不要。直接お越しください。
参加費／200円（材料代）
問合せ／水子貝塚資料館
2049-251-9686

アット・ホームな
クリスマスコンサート
　心に響くゴスペルをお楽しみく
ださい（無料）。
とき／12月12日（土）
午後2時～3時30分
場所／針ケ谷コミュニティセンター
内容／ゴスペル・ソング、讃美歌、
みんなで歌おうコーナー
出演／針ヶ谷ゴスペル・グレープ
バイン
問合せ／針ケ谷コミュニティセン
ター　2049-251-8478

入間東部地区駅伝競走大会
とき／平成28年2月21日（日）
午前9時スタート
（小雨・小雪決行、中止決定午前6時）
コース／南畑小学校（4.1㎞）→南
畑小学校（4.6㎞）→さぎの森小学
校（2.6㎞）→大井東中学校（5.7㎞）
→ふじみ野市立大井総合体育館
（4.3㎞）→三芳町立中央公民館　
（合計21.3㎞）
部門／一般の部、壮年の部（40歳
以上）、女子の部
登録人数／1チーム8人
（選手5人、控え選手3人）
参加チーム数／計120チーム（申込順）
参加費／1チーム6,000円、中学生
チーム2,000円（保険代など）
※中止の場合も含み、参加費の返還
はできません。
申込み／12月4日（金）～平成28年
1月12日（火）に、生涯学習課また
は市民総合体育館に参加費を添え
て直接

代表者会議
　参加チームは必ず出席してくだ
さい。
とき／平成28年2月4日（木）
午後7時
場所／三芳町総合体育館研修室
問合せ／生涯学習課　2○内636

　オペラを初めての方にも分かり
やすく解説します（無料、申込不要）。
とき／12月14日（月）午後2時～
場所／鶴瀬コミュニティセンター
内容／蝶々夫人
講師／東

し

海
ょう

林
じ

尚
なお

文
ふみ

氏
（新国立劇場合唱団登録メンバー）
主催／富士見市オペラ振興委員会
問合せ／鶴瀬公民館　
2049-251-1140

はじめての要約筆記講習会　
（全７回）
　耳の聴こえない方や聴こえづら
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／
平成28年1月18日～2月29日
毎週月曜午前10時～正午　
場所／市民福祉活動センター
ぱれっと
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／12月1日（火）から25日（金）
（必着）までに社会福祉協議会また
は障がい福祉課にある申込書に記
入し、郵送、FAXまたは直接
問合せ／富士見市社会福祉協議会
〒354-0021 
富士見市大字鶴馬1932-7
2049-254-0747
℻049-252-0111

イ
ベ
ン
ト

学

ぶ

イベント
Event

学 ぶ
Learning

とき／
平成28年1月11日（祝）
※雨天決行。降雪時は中止の場
合あり。
場所／水子貝塚公園
（スタート・ゴール）
申込み／12月18日（金）まで
に、富士見市体育協会または
市民総合体育館へ参加費を添
えて直接（申込順、当日申込不
可）
※ICタグ計測導入のため参加
費を改定しました。
※当日は、縄文なべ・ホットウ
ーロン茶などがあります。

問合せ／富士見市体育協会　2049-254-9510
第46回新春縄文マラソン大会

種目・対象 定員 参加費

一般 10km 200 人 2,500 円

一般男子 5km 100 人 1,500 円

シニア（60 歳以上）
5km 50 人 1,500 円

一般女子 5km 50 人 1,500 円

中学男子・女子 5km 男 200人
女 100人 600 円

小学 4～ 6年
男子・女子 1.6km

男 100人
女   50 人 500 円

親子 1km
（子どもは小学 1～３年） 105 組 1,500 円

縄文５種競技
（子どもは小学４年以下） 50 組 500 円

土曜おもしろミューズランド オペラ鑑賞講座
～オペラって楽しいな～
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　イ
ベ
ン
ト

イベント
Event

クリスマスコンサート

　にぎやかにクリスマスを祝いま
しょう（無料・申込不要）。
とき／12月6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／クリスマスソング、日本の
うた、チャップリンの無声映画「番
頭」（ピアノ生伴奏つき）
定員／120人（先着順）
出演／岩田恵美氏（ソプラノ） 
天
あま

池
いけ

穂
ほ

高
だか

氏（作曲・ピアノ）
立教大学グリークラブ現役・OB
※未就学児の入場はご遠慮ください。
問合せ／針ケ谷コミュニティセン
ター　2049-251-8478

自分で作るお正月飾り
お正月リースアレンジ
とき／12月17日（木）
午前10時～正午
講師／中山由

ゆ

貴
き

氏
（フラワー装飾一級技
能士）

わらのお正月飾り
とき／12月25日（金）
午後1時～3時
講師／勝

かつ

瀬
せ

昔
せきしょうかい

承会

【共通事項】
場所／ふじみ野交流センター
対象／市内在住、在勤の方
定員／15人（申込順）
参加費／1,500円（材料代）
持ち物／はさみ、持ち帰り用の袋
申込み／12月1日（火）午前9時か
ら直接または電話で
問合せ／ふじみ野交流センター
2049-261-5371

キラリ☆スポーツカレッジ 
スーパーボイス（全8回）
　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。歌が上手くなりたい方や滑舌
を良くしたい方には効果的です！
とき／12月16日・23日、1月13日・
27日、2月10日・24日、3月9日・23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

ボクササイズでダイエット！
　効率的な有酸素運動で、ウエス
ト・背中・二の腕のダイエット効
果に期待が持てます。
とき／1月7日・14日・21日・28日、
2月4日・18日・25日、3月3日・
10日・17日
いずれも木曜午後2時～3時
場所／市民総合体育館
定員／20人（申込順）
参加費／5,000円

【共通事項】
申込み／12月1日（火）から午前8時
30分～午後9時30分に直接または
電話で

子ども書初め練習会
とき／12月23日（祝）
①午前9時30分～10時30分
②午前11時～正午
場所／講座室
対象／市内小中学生
定員／各15人（申込順）
持ち物／書道セット、書初め用紙、
お手本
協力／硯友会
申込み／12月1日（火）午前9時から
電話で

餅
もち

つき実演と餅の販売
とき／12月23日（祝）
午前11時から売り切れ次第終了
場所／旧金子家住宅
料金／1パック200円
主催／難波田城公園活用推進協議会

正月飾り材料の予約販売
受付／12月1日（火）～23日（祝）
午前9時～午後5時に電話で
料金／1セット1,000円
（わら付きは1,100円）
お渡し日／12月26日（土）午後1時
～3時に資料館で
主催／難波田城公園活用推進協議会

ふるさと体験「正月飾りづくり」
とき／12月26日（土）
午後1時30分～3時30分
場所／旧金子家住宅
対象／市内在住、在勤の方
定員／15人（申込順）
指導／吉

き っ

川
か わ

節
せ つ

男
お

氏
参加費／1,200円（材料代）
持ち物／はさみ
申込み／12月1日（火）午前9時から
電話で

12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　
5日（土）はたおり
6日（日）わたくり

12日（土）マイ羽子板・マイこま作り（お絵かき、色塗り。有料）

13日（日）クリスマスカード作り
19日（土）いろりの日
20日（日）クリスマスリース作り
23日（祝）墨流し
26日（土）お年玉袋作り
27日（日）ミニ正月飾り作り

問合せ　2049-251-5555
休館日：第３月曜（祝日の場合は翌平日）

問合せ　2049-253-4664
休館日：月曜（祝日の場合は翌日）

市民総合体育館のお知らせ

難波田城資料館のお知らせ

ミニ正月飾り
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市
民
伝
言
板

く
ら
し
の
リ
ユ
ー
ス

平和のための富士見・戦争パネル展
12月5日㈯～13日㈰9:30～19:00（5日・12
日は17:00まで。7日㈪は休館）／中央図
書館／｢戦争と教育｣｢校史でつづる戦時
下の教育と子どもたちの生活｣／主催富士
見市平和委員会／入場無料／
高瀬　2049-255-1506

それぞれの想いをそえて 
彩
さい

歌
か

 ジョイントコンサート
12月13日㈰14:00開演（13:30開場）／鶴瀬
コミュニティセンター／シャンソン、ラテン、
ロシア民謡（踊り明かそう、夜のタンゴな
ど）／主催はっ♡ぴれた塾／入場無料／
福田　2049-235-5822（夜間）

ふじみギターフレンズ 30+2コンサート
12月20日㈰13:30開演（13:00開場）／鶴瀬
コミュニティセンター／午後のひと時をク
ラシックからポピュラーまでギターの音色
でお楽しみください／入場無料／
三井　2049-251-1285

柳瀬川～水谷田んぼ野鳥観察会
12月19日㈯9:00～11:30（雨天中止）／柳
瀬川駅東口集合／｢野鳥と富士山｣ウォッ
チング／定員30人（要予約）／参加費100円
／持ち物防寒着、双眼鏡（お持ちの方）／
主催埼玉県生態系保護協会富士見支部／
次回は平成28年2月20日㈯開催／
千
ち く さ

種　2049-252-2328

コル・カントコンサート実行委員会
クリスマスコンサート2015
12月18日㈮18:30開演（18:00開場） ／キラ
リ☆ふじみ／オペラの名曲の数 を々お届け
します／出演庄智子（ソプラノ）、東海林
尚文（テノール）、星和代（ピアノ）／定員
100人／3,800円／
東海林　2049-232-1753
ニューイヤーガラコンサート2016
平成28年1月10日㈰13:00開演（12:30開場）
／キラリ☆ふじみ／市内在住のオペラ歌
手たちと富士見太鼓の会による華麗なる
競演 ／2,500円（高校生以下1,000円） ／
託児あり（定員10人、要予約） ／富士見市
ニューイヤーガラコンサート実行委員会
2049-236-3187

人形劇グループ｢どん｣人形劇公演
12月19日㈯14:00～15:30／鶴瀬コミュニ
ティセンター／｢きつねの嫁入り｣など／定
員250人／無料／
髙橋　2049-252-9165

募　集
ボーイスカウト埼玉県連盟
富士見第一団
月2回日曜（祝日）／新小1～6年生の男女
／異年齢の仲間と野外での活動を中心に
楽しく学び体験する／入団金3,000円／月
会費1,000円／〒354-0026鶴瀬西2-11-35
氏家治子（はがきで資料請求してください） 

楽しいストレッチ体操
月3～4回水曜10:30～11:50／みずほ台コ
ミュニティセンター／中高年男女／入会金
1,000円／月会費2,000円／
柳田　2049-254-4589（芝原方）

鶴瀬スターズ（野球）
毎週日曜／富士見市運動公園／18歳以上
で高校野球経験者／年会費20,000円（学
生10,000円）／
野本　2049-255-5731

健康体操ブルーベリーズ
月4回水曜10:00～12:00／水谷公民館／
成人女性／健康体操（1･3水曜）、ヨガ（第
2水曜）、気功（第4水曜）／入会金1,000
円／月会費1,000円／
工藤　2049-253-7188

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。
　なお、紙面に限りがありますので希望
月に掲載できないことがあります。
　詳しくはお問い合わせください。

イベント

畳ベッド（セミダブル）／机／本棚／羽毛布団／
FAX付コピー機／エレクトーン／花器／フラダ
ンスのビデオ／バーベキューセット（七輪･鉄板
･網･炭）／ランドセル（赤）／子ども用ローチェ
ア･ハイチェア

ゆずります
健康器具（ぶら下がり器）／ミシン／ナンバーディスプレイ付電話機／み
ふじ幼稚園夏･冬用制服（男女児用100㎝以上）／東中夏･冬用制服（女子
用165㎝以上）／本郷中夏･冬用制服（女子用170㎝以上）／富士見台中制服
･体操着･ジャージ（男子用165～180cm･青）／ベビーベッド／チャイル
ドシート／ベビー服（女児用80cm以上）

ゆずってください

•●●11 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
掲載は 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

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
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