I
子育てボランティア養成講座

nformation station

※ 開 催 要 項 は、
県生涯学習文化

申込み／2月1日（月）午前10時か
ら直接または電話で

地域文化振興課・公民館・図書館など

※保育あり
（おおむね1歳以上）

県展開催期間／
5月31日（火）〜6月22日（水）午前
10時〜午後5時30分（月曜休館）
場所／県立近代美術館

問合せ／諏訪児童館
2049‑255‑6671

おやこ食育教室

定員／親子10組程度（申込順）
参加費／１人300円（材料代など）
持ち物／エプロン、三角きん、布
きん、手ふき、筆記用具
主催／富士見市食生活改善推進員
協議会
※参加するご本人がお申し込みください。

申込み・問合せ／健康増進センター
2049‑252‑3771

募 集
Invitation

第66回埼玉県美術展覧会
（県展）作品募集
出品部門／日本画、洋画、彫刻、
工芸、書、写真 ※各部門規格制限
あり、開催要項参照

資格／県内在住、在勤、在学の15
歳以上の方（中学生を除く）

ご案内
Guidance

明るい選挙啓発
ポスターコンクール
平成27年度明るい選挙啓発ポス
ターコンクールで、水谷紅葉さん
（関沢小5年）が富士見市選挙管理
委員会優秀賞を受賞しました。

市議会3月定例会のお知らせ
3月定例会は、2月23日（火）開
会予定です。3月定例会で審議す
る請願・陳情は、2月8日（月）正午
までに提出してください。
詳しくはお問い合わせください。
内 165
問合せ／議会事務局 2○

保育士合同就職面接会
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／2月9日（火）午後1時〜4時
（受付：0時30分〜）

場所／大宮ソニックシティ地下第
1展示場 ※無料、申込不要
対象／保育士、保育補助として就
職を希望する方
参加企業／70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課職
業紹介係 2048‑600‑6208
県少子政策課企画・人材確保担当
2048‑830‑3349

内

ルギーの方はご注意ください。

問合せ／県生涯学習文化財課
2048‑830‑6921

問合せ／埼玉労働局企画室
2048‑600‑6262

案

※牛乳、大豆製品、卵を使用。アレ

（北浦和駅西口徒歩3分）

（紛争当事者間の調整）

ご

ワンプレートの簡単メニューを
親子で楽しく作りませんか。
とき／2月6日（土）午前10時〜午
後2時（受付：9時45分〜）
場所／ふじみ野交流センター
対象／市内在住の年長〜小学生の
お子さんと保護者
メニュー／おにぎらず（ごはんサン
ド ）、 ご ぼ う の ご ま 風 味 サ ラ ダ、
スクランブルエッグ、具だくさん
スープなど

で配布
（県ホームページからも入手可）

集

財課、富士見市

いじめや嫌がらせ、解雇、労働
条件の引き下げなど、職場でのト
ラブルが増加しています。無料で
次のサービスを提供しています。
ぜひご利用ください。
相談コーナーでの情報提供・相
談
労働局長による助言
紛争調整委員会によるあっせん

募

んボランティア ｢まみぃぶぅ」
）

職場でのトラブル解決
労働局がお手伝いします

て

出品点数・手数料／
各部門3点まで 1点につき3,000円
応募方法／開催要項を確認し、搬
入期間に県立
近代美術館へ
直接（申込不要）

子 育

身近にある材料で、楽しいおも
ちゃを作りましょう。
とき／2月19日
（金）
午前10時30分〜正午
場所／市民福祉活動
センターぱれっと
講師／岡美保氏（諏訪児童館お母さ

情報ステーション

※応募作品は、市ホームページに掲
載しています。

問合せ／富士見市選挙管理委員会
内 221
2○

水曜学級（高齢者学級）作品展
14サークルの活動成果をぜひご
覧ください。
とき／2月19日
（金）
午後1時〜5時
20日
（土）
午前10時〜午後5時
21日
（日）
午前10時〜午後3時
場所／鶴瀬西交流センター
展示内容／パソコン、料理、俳句、
レクダンス、文章、手芸、気功、
折り紙、コーラス、生花、絵画、
書道・硬筆、
ちぎり絵、
パワーアッ
プ体操
問合せ／
鶴瀬西交流センター
2049‑251‑2791
広報 ふじみ 平成28年２月号
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南西部地区子ども運動会

学 ぶ

子育て

Learning

Child-rearing

学 ぶ

地球温暖化が生態系に及ぼす
影響について

子
育

外来生物が在来生物に及ぼす影
響についてクイズを楽しみながら
みんなで考えてみませんか。
とき／3月5日
（土）
午前9時30分〜11時30分
場所／鶴瀬西交流センター
（無料、申込順）
定員／100人
おぎわらひろ し
講師／荻原洋志氏
（埼玉県環境アドバイザー）

て

主催／市、富士見市環境施策推進
市民会議
申込み・問合せ／3月4日（金）ま
内 242）
へ電話で
でに環境課
（2○

第15回せきざわ子どもまつり

４か月健診

12か月健診

１歳６か月健診

３歳健診
予 乳児・母乳相談
■

場所／朝霞市立総合体育館メイン
アリーナ（朝霞市青葉台1‑8‑1）
対象／小学生 定員／15人（申込順）
参加費／280円（交通費など）
持ち物／弁当、飲み物、上履き、
タオル、着替え
主催／南西部地区青少年相談員協議会
（富士見市、ふじみ野市、三芳町、朝
霞市、新座市、和光市）

申込み／2月2日
（火）
〜9日
（火）
午前9時から直接または電話で
（土・日曜を除く）
内 204
問合せ／子育て支援課 2○

※聴覚障がいの方はファックスでお申し込みください。

と

…受付時間
他 …そのほか

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

き

詳
受 9:20〜9:30
■

予 もぐもぐパクパク
■
食事相談

※保護者の方が送迎をお願いします。

問合せ／健康増進センター 2049‑252‑3771 ℻ 049‑255‑3321
…要予約
…主催

予 パパママ
■
準備教室

※みずほ台駅改札前集合

子どもたちが主人公となる地域
ぐるみのおまつりです。
とき／2月28日
（日）
午前10時〜午後2時（雨天決行）
場所／関沢小学校校庭・体育館
内容／子どもたちや地域の人たち
による遊びのコーナー
昔あそび、ストラックアウトなど
模擬店
うどん、焼きそば、被災地支援物
資販売（手芸品）、射的など
主催／せきざわ子どもまつり実行
委員会
問合せ／関沢児童館
2049‑251‑9786

子育て健康ガイド

事業名

5市1町の青少年相談員のお兄
さんお姉さんと遊ぼう！
とき／2月27日
（土）
午前9時15分〜午後3時45分

1日目
対 初めての出産
2月20日㈯ ■
9:30〜15:30 を平成28年5･6月
に迎えるご夫婦
場 針ケ谷コミュニ
■
ティセンター
2日目
定 15組
（申込順）
3月10日㈭ ■
9:30〜15:30

…持ち物

細

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）
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）

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 ■
2月29日㈪ ■
他 1人30分程度
9:00〜15:00 ■
水 ■
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
2月 8日㈪ 鶴 対
■ ■平成27年9月1日〜9月15日に生まれた子
水 ■
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
2月24日㈬ 鶴 対
携帯版乳幼児
■ ■平成27年9月16日〜9月30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
■
2月16日㈫ 鶴 対
■ ■平成27年2月16日〜3月10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
■
2月 3日㈬ 鶴 対
■ ■平成26年4月24日〜5月16日に生まれた子
水 ■
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
2月23日㈫ 鶴 対
■ ■平成26年5月17日〜6月8日に生まれた子
水 ■
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
2月17日㈬ 鶴 対
■ ■平成24年8月生まれの子
受 9:40 10:00 ■
対 １歳までのお子さん
場 健康増進センター
■
（第一子）
とお母さん ■
2月18日㈭ 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
10:00〜11:30

※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）

11 広報 ふじみ 平成28年２月号

受 9:40〜9:50 ■
対 1歳までのお子さん
（第一子）
とお父さん
■
2月20日㈯ 場
内 子育ての話、情報交換、保健情報
■
針ケ谷コミュニティセンター
■
9:50〜12:00 持
■母子健康手帳、バスタオル、そのほか各自必要なもの

I
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紙芝居講座

富士見市民大学公開講演会

紙芝居の魅力と演じ方

あの時を忘れず、ともに復興へ！

（子ども文化研究家）

3.11の東日本大震災のようすや
震災から現在までの街や人の変化
などを語っていただきます。
とき／2月6日
（土）
午後1時30分〜4時 ※無料
場所／鶴瀬コミュニティセンター
講師／小野弘行氏（東松島市総務部
総務課 行政専門員）

申込み／2月2日（火）から直接ま
たは電話で

主催／NPO法人富士見市民大学、
市教育委員会
か のん

※保育あり（1歳以上、定員4人、要

※講演後は、コーラス歌音による合

予約）

唱を楽しみます。

問合せ／鶴瀬西交流センター
2049‑251‑2791

※東松島市の特産品の販売もあります。

高齢者のよい聴き手となるため
に〜回想法入門講座〜
高齢者の心の安定や周囲の人と
の交流を目指します。
とき／3月9日
（水）
午後1時30分〜4時30分
場所／鶴瀬西交流センター
内容／回想法の基本、個人回想法
定員／40人（無料、申込順）
講師／萩原裕子氏（埼玉医科大学病
院臨床心理士、文教大学講師）

申込み／2月2日（火）から直接ま
たは電話で
問合せ／鶴瀬西交流センター
2049‑251‑2791

人権尊重教育講演会
さまざまな障がいの特性につい
て理解を深めましょう（無料）。
とき／2月9日
（火）
午後2時〜4時
場所／キラリ☆ふじみ
定員／80人
講師／小寺ひろ美氏（市社会福祉協
議会手話通訳者）、山 道 廣 子 氏（視
覚障がい当事者）
、高田豊氏（教育
相談室専任教育相談員）
など
※申込不要、直接お越しください。

主催／富士見市人権教育推進協議
会、市教育委員会
※保育あり（3歳〜未就学児、2月5

問合せ／富士見市民大学事務局
（鶴瀬公民館内） 2049‑251‑1140

普通救命講習Ⅰ
とき／2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／2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

災害について考える集い
災害が発生した時の災害ボラン
ティアセンターとその役割につい
てシンポジウム形式で話していた
だきます（無料）。
とき／3月5日
（土）
午後2時〜5時
場所／鶴瀬西交流センター
※手話通訳、要約筆記、磁気ループ
あり

対象／市内在住で災害について関
心のある方
定員／100人程度
講師／宮﨑賢哉氏（災害救援ボラン
ティア推進委員会事務局）

NPO法人の概要から設立手続き
までわかりやすく解説します。
とき／3月8日
（火）
午後1時30分〜3時
場所／鶴瀬西交流センター
対象／富士見市、ふじみ野市、三
芳町に在住、在勤、在学の方
内容／NPO法人の概要、法人化
のメリット・義務と責任、法人化
の手続など
定員／40人（無料、申込順）
講師／県南西部地域振興センター
職員、石井ナナヱ氏（NPO法人ふ

学 ぶ

紙芝居の歴史や魅力、演じ方に
ついて学びます。
とき／3月2日
（水）
午後1時30分〜4時30分
場所／鶴瀬西交流センター
定員／30人（無料、申込順）
講師／中平順子氏

NPO法人設立基礎講習会

じみの国際交流センター理事長）

申込み／2月26日（金）までに住所、
氏名、電話番号を記入し、FAXま
たはメールで
問合せ／県南西部地域振興センター
2048‑451‑1110 ℻048‑451‑1113
▽ j5111102@pref.saitama.lg.jp
□

第30回地域・自治シンポジウム
地域で遊ぶ、地域で育つ子ども
たちを考える
子どもたちの生きる力をはぐく
み、
次代の担い手となる子どもたち
の健やかな育ちの方策を考えます。
とき／2月28日
（日）
午後1時〜4時
場所／鶴瀬コミュニティセンター
内容／
講演「地域で遊ぶ、地域で育つ子
どもたち」
講師：深作拓郎氏（弘前大学生涯学
習教育研究センター講師）

シンポジウム
テーマに基づき、各公民館での活
動実践について話し合います。
※スペシャルゲストとの交流イベン
トもあります。
※保育あり
（要申込）
。手話通訳あり。

問合せ／鶴瀬公民館
2049‑251‑1140

申込み／2月1日（月）
〜19日（金）
に
FAXまたは電話で（当日受付可）
問合せ／富士見市社会福祉協議会
2049‑254‑0747 ℻049‑255‑4374

日（金）
までに要予約）
内 631
問合せ／生涯学習課 2○

広報 ふじみ 平成28年２月号
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やさしいマネープラン

学 ぶ

学費、住宅、老後など貯蓄や家
庭経済の話を分かりやすく解説し
ます。
とき／2月28日
（日）
午後3時〜4時30分
場所／図書館鶴瀬西分館
対象／18歳以上の方
（無料、申込順）
定員／22人
くら もち たけ ひろ
講師／倉持剛衍氏（証券カウンセラー）
申込み／2月2日（火）午前9時30分
から直接または電話で
問合せ／図書館鶴瀬西分館
2049‑252‑5945

Learning

学 ぶ

ぬいぐるみおとまり会
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、図書館の探検や
お仕事を体験します。
とき／3月27日
（日）
午前11時〜正午 おはなし会とぬ
いぐるみお預け
29日（火）午前9時30分〜午後5時
ぬいぐるみお迎え
場所／中央図書館
対象／市内在住の3歳〜小学3年
生とぬいぐるみ（ぬいぐるみは1人

スポーツ指導者養成講座

ラジオ体操で健康増進
〜広げよう ラジオ体操の輪〜

一体まで）

第10回大人のおはなし会

「おはなしひなあられ」
とき／3月3日
（木）
午後2時〜4時
場所／鶴瀬西交流センター
対象／中学生以上
内容／おはなしのだいすきな王さ
ま、クルミわりのケイト、三枚の
鳥の羽ほか
定員／50人
主催／おはなしボランティア「す
ぷんふる」
※申込不要。直接お越しください。
※「すぷんふる」は昔話などを語る
ストーリーテーリングの会です。

問合せ／中央図書館
2049‑252‑5825

成年後見セミナー＆市民後見人
フォローアップセミナー

定員／15人（申込順）
持ち物／図書館利用カード
申込み／2月21日（日）午前9時30
分から直接または電話で

とき／2月27日
（土）
午後7時30分開演（7時開場）
場所／市民総合体育館
た ご はじめ
講師／多胡肇氏（ＮＨＫラジオ・テ

※本人またはご家族以外の申込みは、

レビ体操指導者）

ご遠慮ください。

主催／市体育協会、市スポーツ推
進委員連絡協議会、市教育委員会

※本講座は、平成25年度に実施した

※無料、申込不要。直接お越しください。

福祉サービス利用援助事業生活支援員

内 634
問合せ／生涯学習課 2○

のスキルアップ研修も兼ねています。

問合せ／中央図書館
2049‑252‑5825

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
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。

２月のおはなしかい＆映画会
内 容
こども映画会
中 央
図 書 館 名作映画会
おはなしかい（乳幼児）

日

時

13日（土）午後2時「つるの恩がえし」
20日（土）午後2時「ジャックと豆の木」
「だるまちゃんとてんぐちゃん」

３日（水）・17日（水）
午前11時

市市民後見推進審議会会長）

６日（土）午後2時「おまえうまそうだな」

27日（土）午後2時「北風と太陽」
「ミッキーマウスのお化け退治」
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。
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とき／3月7日
（月）
午後1時30分〜3時30分
場所／鶴瀬西交流センター
対象／富士見市、ふじみ野市、三
芳町在住の方
内容／
市民が後見業務に取り組むため
には
本人の意思決定支援についての
最新の動向
定員／70人（無料、申込順）
講師／高橋弘氏（日本成年法学会常
任理事国際交流委員会委員長、飯能

鶴瀬西
おはなしかい（乳幼児）
10日（水）・21日（日）午前11時
分 館
おはなしかい（幼児・小学生） 10日（水）午後3時30分、21日（日）午後2時30分
こども映画会
ふじみ野
分
館 おはなしかい（乳幼児）

富士見市市民後見人養成講座修了生、

７日（日）午後2時「霧の旗」
21日（日）午後2時「ジェーン・エア」

おはなしかい（幼児・小学生） ６日（土）・27日（土）
午後２時
一般映画会

判断能力が十分でない高齢者、
知的障がい者、精神障がい者など
が地域で安心して生活できるよう
サポートします。

主催／富士見市社会福祉協議会
申込み／2月1日
（月）
から電話で
問合せ／富士見市社会福祉協議会
2049‑254‑0747

I
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nformation station

市民総合体育館のお知らせ

認知症サポーター養成講座

学ぶ

問合せ 2049‑251‑5555

キラリ☆スポーツカレッジ
親子リトミック ハイハイコース
（全3回）

難波田城資料館のお知らせ
ふるさと体験 古民家で手作りみそ
みそづくりを体験し、自作のみ
そ（2kg分）を持ち帰ります。
とき／2月27日
（土）
午後1時30分〜3時30分
場所／旧金子家住宅
定員／15組（申込順）
参加費／1,500円（材料代）
持ち物／エプロン、三角きん、持
ち帰り用の容器（3リットル以上）
申込み／2月2日（火）午前9時から
直接または電話
古民家消防訓練のお知らせ
古民家から出火したという想定
で、消防訓練を実施します。
来園者の方には避難訓練にご協
力をお願いします。訓練後は、消
火器の体験もできます。

とき／
甲種新規：2月25日
（木）
・26日（金）
乙種：2月25日
（木）
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／2月10日（水）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
問合せ 2049‑253‑4664
休館日：月曜（祝日の場合は翌日）
２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／
いずれも午後1時〜3時
６日
（土） 紙のバランスとんぼ
７日
（日） ジュズダマのうでわ作り
11日
（祝） メンコづくり
13日
（土） わたくり
14日
（日） 紙ねんどのまゆ玉
20日
（土） いろりの日
21日
（日）

フィルムケースの
おひなさま

27日
（土） はたおり
28日
（日） ひなまつりカード

パートタイム労働法セミナー
「パートだから有給休暇は取れ
ない？」
「いきなり解雇されても
しょうがない？」など労働法の内
容をわかりやすく解説します。
とき／3月3日
（木）
午前10時〜正午
場所／鶴瀬駅西口サンライトホール

ぶ

【共通事項】
申込み／2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

甲種新規および乙種
防火管理講習会

認知症の正しい知識を身につけ、
声かけや見守りで認知症の方やそ
の家族を地域で支援していきまし
ょう。
とき／2月26日
（金）
午後7時〜8時30分
場所／ピアザ☆ふじみ
定員／30人（申込順）
講師／高齢者福祉課職員
申込み・問合せ／高齢者福祉課
内 396
2○

学

とき／2月29日、3月7日・14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／ハイハイができるくらいの
赤ちゃんと保護者
定員／20組（申込順）
参加費／1,500円

Learning

※駐車場、駐輪場はありません。公
共交通機関などをご利用ください。

対象／市内在住、在勤の方
定員／20人（無料、申込順）
※保育なし

講師／髙木美香氏（特定非営利活動
法人キャリアプラザ埼玉）

申込み／2月1日
（月）
から電話で
内 383
問合せ／産業振興課 2○
介護予防講座

のばそう 健康寿命！
〜動いて 考えて いつまでも元気に〜
講義のほか、体操や脳トレなど
もあり、
楽しく取り組める講座です。
とき／2月9日
（火）
午後1時30分〜3時
場所／水谷公民館
講師／高齢者あんしん相談センタ
ーひだまりの庭むさしの職員
主催／ふじみ介護保険サポーター
すまいる、水谷公民館
※入場無料、当日申込可。

申込み・問合せ／水谷公民館
2049‑251‑1129
49 251 1129

※サイレンが鳴りますが、火災とお間
違えにならないよう、ご注意ください。

とき／2月20日
（土）
午前11時30分〜正午
場所／難波田城公園古民家ゾーン

バランスとんぼ
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イベント

免疫力UP！呼吸＆体操教室
とき／2月22日（月）午前11時〜正午
場所／水谷公民館
定員／15人（申込順）
参加費／500円
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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

Joint Live水谷東

イベント
Event

イベント

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、申
込不要）
。
とき／2月14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、中村友美氏
主催／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
2049‑251‑1140

親子ラグビースクール（全5回）

地域の青少年による歌やダンス
の生ライブを楽しみませんか（無
料）。
とき／2月21日
（日）
午後2時〜3時10分
場所／水谷東公民館
内容／
千葉純平氏のミニライブ
おむすび少年団・豆の木学校青
年の歌とダンス
ファンタスティッククルーのダ
ンス
おむすび少年団による歌とダンス
※要整理券。整理券は2月1日
（月）か
ら各公民館で配布します。

問合せ／水谷東公民館
2048‑473‑8717

人気急上昇のラグビーの初心者
教室を開催します。ぜひご参加く
ださい。
※終了後、1組1個ラグビーボールを
プレゼントします。

とき／2月27日、3月5日・12日・19
日・26日
いずれも土曜午前9時30分〜11時
30分（雨天中止）
場所／ふじみ野市多目的グラウン
ド
（ふじみ野市大井武蔵野1392‑1）
ほか
対象／市内在住、在学、在勤の小
学生と保護者
定員／30組（申込順）
指導／東入間ラグビークラブ、ふ
じみ野高校ラグビー部ほか
参加費／3,200円（保険代など）
※動きやすい服装・靴でお越しくだ

第14回ふじみ野文化祭

〜来て見て楽しい交流の輪〜

場所・問合せ／ふじみ野交流センター 2049‑261‑5371
※車での来場はご遠慮ください。

とき／3月5日
（土）
・6日（日）
作品展示・模擬店／
午前10時〜午後5時（6日は4時まで）
作品展示 書、絵画、絵手紙、篆 刻、
写真、押し花、プリザーブドフラワ
ー、パステルシャインアート、リフ
ォーム作品、郷土資料・民具など
模擬店 炊き込みご飯、おいなり
さん、とん汁、焼だんご、フラン
ク フ ル ト、 ま ん じ ゅ う、 飲 み 物、
駄菓子、おもちゃなど
舞台発表／
5日 午前10時〜正午
コーラス、世界の言葉、リコーダ

ー演奏、ふじみ野小学校歌声リー
ダー、勝瀬小学校ダンスクラブ
6日 午前11時〜午後3時
太極拳、民謡、詩吟、リフォームフ
ァッションショー、合唱、キッズダ
ンス、唱歌、かっぽれ踊りなど
介護・福祉の相談会／
午前10時〜正午
ケアマネージャー、保健師、社会
福祉士による相談コーナー
協力：高齢者あんしん相談センタ
ーむさしの
主催／第14回ふじみ野文化祭実行
委員会、ふじみ野交流センター

体験コーナー
内容

とき

参加費

パステルシャインアート

６日：午前10時〜午後3時

300円

篆刻印の作成

午前10時〜午後4時（6日は1時まで）

500円

プリザーブドフラワーの
コサージュ

５日：午後1時〜4時

足もみ健康法

６日：午前10時〜正午

絵手紙をハガキに描く

午前11時〜午後2時

花と果物を描く
プリザーブドフラワー
2種類あり
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午前11時〜午後4時30分
（6日は3時30分まで）

午後1時30分〜4時
（6日は3時30分まで）

1,000円
無料
100円
500円
①1,200円
② 500円

さい。

申込み／2月3日（水）〜17日（水）に
参加費を添えて、ふじみ野市役所
文化・スポーツ課または上野台体
育館（平日午後5時15分〜9時、土日
祝午前9時〜午後9時）
に直接
※指導者補助のボランティアを募集
しています。

問合せ／ふじみ野市文化・スポー
ツ振興課 2049‑220‑2090

吹奏楽の集い
皆さんの知っている曲の演奏も
ありますので、一緒に楽しいひと
ときを過ごしませんか（無料、申込
不要）。
とき／2月14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
出演／西中学校吹奏楽部
曲目／塔の上のラプンツェル・メ
ドレー、マリア＆トラップ・ファ
ンタジーメドレー、ユーロビート・
ディズニー、宝島ほか
問合せ／針ケ谷コミュニティセン
ター 2049‑251‑8478
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水子貝塚資料館のお知らせ

イベント

問合せ 2049‑251‑9686

Event

第35回ファミリーコンサート

（いずれも30分前から受付）

定員／各40人（先着順）
参加費／200円（材料代）
し こん

紫根でハンカチ染め
とき／2月20日
（土）
午後1時30分

スケッチ作品展

（30分前から受付）

参加費／300円（材料代）
定員／20人（先着順）

※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
2049‑251‑1140

【共通事項】
場所／水子貝塚資料館体験学習室
※申込不要。直接お越しください。

対象／小学生以上

11月に開催した「難波田城スケ
ッチ体験」で、市民の方の描いた
作品を展示します。
とき／2月18日
（木）
〜28日
（日）
午前9時〜午後5時
（最終日は3時まで）

場所／難波田城資料館特別展示室
内 631
問合せ／生涯学習課 2○

くらしのリユース

（幼児は保護者同伴で可）

市民伝言板

市民人材バンクモデル事業

市民伝言板

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／世界＆日本のうた、ドレミ
の歌ほか
出演／T-WAVE合唱団
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

南畑お月見一座
による第19作目は
「日本むかし おと
ぼけ話」を上演し
ます（無料）。
とき／
2月13日
（土）
午後1時開演
場所・問合せ／南畑公民館
2049‑251‑5663

イベント

土曜おもしろミューズランド
石のアクセサリーづくり
とき／2月6日
（土）
午前10時、午後1時30分

南畑ふれあい劇場

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。
内 240
掲載方法の問合せ／秘書広報課 2○

イベント

募 集

第8回0歳からの音楽会
〜オーケストラがやってくる〜
（13:30開場）
／キラリ☆
3月5日㈯14:00開演
ふじみ／赤ちゃんから大人まで楽しめるコ
ンサート／800円
（3歳未満のひざ上鑑賞無
料）／2月1日㈪から要申込（http://qr.net/
bnzC8）／主催ムジカベベ0歳からの音楽
会／稲葉 2050‑5580‑7436

フォークダンス・アップル
第1〜3水曜13:30〜15:00／鶴瀬公民館／
フォークダンスを楽しく踊りましょう／入
会金500円／月会費1,000円／
牟禮 2049‑251‑8837

●

ホア ピリ アロハ
月2回土曜13:05〜13:55／キラリ☆ふじみ
／初心者／フラダンス。気軽に参加しませ
んか
（お子さん連れOK）／月会費2,000円
／無料体験会2月6日㈯13:00〜14:00キラ
リ☆ふじみ／真似田 2080‑4199‑7807

1 月 8 日現在●

問合せ／環境課

内 246
2○

ゆずります
畳ベッド（セミダブル）／桐タンス／学習机（上置き
･イス付）
／本棚
（190×180cm、175×88㎝）
／洗濯機
／石油ファンヒーター／アルミ製湯たんぽ／エレ
クトーン／スキーウェア（男性用M）／リクルートス
ーツ
（女性用9・11号）
／靴
（女性用黒23㎝）

ワンズダンス
月3回木曜13:30〜15:30／鶴瀬西交流セ
ンター／社交ダンス／入会金1,000円／月
会費3,000円／𠮷田 2090‑3219‑0165
サタディダンス
毎週土曜18:00〜20:00／鶴瀬西交流セン
ター／社交ダンス／入会金1,000円／月会
費3,000円／渡辺 2049‑254‑0489
ダンスサークル ルビー
月3回程度火曜13:30〜15:00／針ケ谷コミ
ュニティセンター／社交ダンスを始めてみ
ませんか／入会金500円／月会費2,200円
／初心者歓迎／古賀 2090‑2224 8641

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
シルバーカー／車いす／卓上ミシン／オイルヒーター／東中夏･冬
用制服（女子用165㎝以上）／富士見台中制服･体操着･ジャージ（男
子用165〜180㎝・青）
／富士見台中冬用制服
（男子用上着180㎝以上）
／勝瀬中体操着
（S）
・ジャージ
（M）
（青）
／すわ幼稚園制服
（女児用サ
イズ不問）
／谷津幼稚園冬用制服
（女児用110㎝以上）
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