市役所からのお知らせ

富士見市役所 2049‑251‑2711 ℻ 049‑254‑2000
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募 集
Invitation

募 集

富士見市健康づくり審議会委員

ご
案
内

健康づくりに関する施策につい
て審議を行います。
募集人数／2人以内
応募資格／18歳以上の市内在住、
在勤、在学の方
任期／6月20日から2年間
会議／年2〜3回程度（平日昼間）
報酬／市の条例に基づき支給
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・性別・職業・電話番号を記
入し、郵送、ファックスまたは直接

打越市民農園利用者の追加募集

防災行政無線の工事のお知らせ

市民農園は野菜づくりを通じて
農業に対する理解を深め、土と親
しんでいただけるよう開設してい
ます。
募集区画数／25区画程度（2月4日

3月19日（土）〜21日（振）に、防
災行政無線デジタル化工事を行い
ます。工事に伴い、
防災行政無線の放送
を一時的に停止する
場合がありますので、
ご理解とご協力をお
願いします。
内 446
問合せ／安心安全課 2○

現在）

申込資格／市内在住の方
（1世帯1区画）

場所／鶴馬3丁目地内
（山崎公園の西側）

面積／1区画30㎡
利用期間／4月〜
平成29年1月末日
利用料／5,000円（月額500円）
※後日契約のため市役所にお越しい
ただきます。

※市ホームページからも応募可。応

※農園に水道、駐車場などの設備は

募書類はお返しできません。

ありません。

応募期間／3月1日
（火）
〜18日（金）

内 244
申込み・問合せ／産業振興課 2○

（消印有効）

応募先／〒354‑0021 鶴馬3351‑2
富士見市立健康増進センター
℻049‑255‑3321
問合せ／健康増進センター
2049‑252‑3771

ふじみ青年学級
学級生＆ボランティア募集
ふじみ青年学級では、障がいの
ある方の生活の充実を目指し、学
習・スポーツ・文化活動支援と地
域交流など、年間を通して行って
います。バスハイキング、土器づ
くり、合唱など、みんなで楽しく
過ごしませんか。
学級活動をサポートしてくれる
ボランティアの方も募集していま
す。詳しくはお問い合わせください。
活動日／月1回日曜午前9時〜午
後3時
活動場所／鶴瀬公民館など
対象／市内在住、在勤、在学の15
歳以上の方
参加費／無料
（食事・材料代な
どは実費負担）
※送迎はありません。

問合せ／鶴瀬公民館
2049‑251‑1140
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福祉施設の送迎車運転手
送迎車（ハイエース15人乗り）の
運転手を募集します。
募集人数／1人
応募資格／大型自動車運転免許を
お持ちの方
勤務時間／午前8時30分〜9時30分、
午後3時〜5時
雇用期間／4月1日〜平成29年3月
31日
賃金／時給1,000円
問合せ／ふじの木作業所
2049‑254‑0683（東大久保3655）

ご案内
Guidance

海外旅行登録｢たびレジ｣
海外旅行や海外出張などをする
とき、旅行日程・滞在先・連絡先
などを登録すると滞在先の最新の
海外安全情報やいざという時、在
外公館などから緊急時の情報提供
を受けられるシステムです。
海外へ出かけるときは、
ぜひご登録ください。
問合せ／外務省領事局政策課
203‑5501‑8152

夕焼け放送の
時刻と曲目が変わります
3月1日（火）〜10月31日（月）の
放送時刻は午後5時、曲目は ｢夕
焼け小焼け｣ です。
問合せ／
安心安全課
内 446
2○

つきいち〜臨時農産物直売所〜
富士見市産の米・新鮮野菜・み
そなどを販売します（毎月第3火曜
に開設）。
※レジ袋削減のため、
買い物袋をお持ちく
ださい。

とき／3月15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
内 243
問合せ／産業振興課 2○

し尿処理手数料の改定
4月1日からし尿処理手数料が
改定されます。なお、当組合が実
施していた利用者負担軽減は廃止
されます。皆さんのご理解とご協
力をお願いします。
改定前

改定後

1世帯につき
月額

区 分

918円

900円

世帯員1人につき
月額

324円

300円

負担軽減
計
（1人世帯の場合）

▲259円
983円

廃止
1,200円

問合せ／入間東部地区衛生組合
2049‑261‑4891

I

情報ステーション

nformation station

親子サロン

埋蔵文化財発掘協力員登録者

「春のお楽しみ会」
とき／3月12日
（土）
午前11時〜正午
場所／諏訪児童館
対象／未就学児と保護者
定員／60組
出演／人形劇「あゆ」
申込み／3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

（水〜土曜、隔週で
火曜と日曜）午前8
時30分〜午後5時
（昼休憩含む）
ふわっぴー
※祝日は勤務日で翌日が休み

雇用期間／原則として1年間
賃金／日額7,440円（H27年度実績）
問合せ／難波田城資料館
2049‑253‑4664

公園清掃員
公園などの清掃、草刈り、樹木
せん定作業などを行います。
募集人数／3人程度
応募資格／健康で体力に自信があ
り意欲のある方
勤務時間／週3日シフト制（平日）
午前9時〜午後5時（昼休憩含む）
賃金／時給920円（H27年度実績）

募集人数／1人
勤務時間／月〜金曜午前9時30分
〜午後2時30分（水曜のみ午前9時30
分〜11時30分）

雇用期間／4月1日〜平成29年3月
31日（更新による継続雇用あり）
賃金／時給910円（H27年度実績）
問合せ／みずほ学園 2049‑252‑3237

※性別不問、未経験者可
内 443
問合せ／まちづくり推進課 2○

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

子育て健康ガイド

※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
…主催

予 もぐもぐパクパク
■
食事相談

登録要件／18歳以上の健康な方
勤務地／市内の発掘調査現場（屋外）
勤務日／発掘調査現場
作業がある時（平日）
雇用期間／4月1日〜
平成29年3月31日
賃金／時給920円（H27年度実績）
申込み／生涯学習課にある履歴書
に記入し直接
内 637
問合せ／生涯学習課 2○

みずほ学園 給食調理補助員

（兄弟の参加もできます）

事業名

を雇用します。

古民家や公園の日常管理の補助、
簡易な修繕などを行います。
募集人員／1人
勤務時間／週5日

と

…受付時間
他 …そのほか

き

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

詳

細

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 ■
3月22日㈫ ■
他 1人30分程度
9:00〜15:00 ■

3月 1日㈫

水 ■
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
鶴 ■
対 平成27年10月1日〜10月15日に生まれた子
■

3月16日㈬

水 ■
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
鶴 ■
対 平成27年10月16日〜10月31日に生まれた子
■

12か月健診

3月 8日㈫

水 ■
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
鶴 ■
対 平成27年3月11日〜3月31日に生まれた子
■

１歳６か月健診

3月 9日㈬

水 ■
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
鶴 ■
対 平成26年6月9日〜6月30日に生まれた子
■

３歳健診

3月15日㈫

水 ■
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
鶴 ■
対 平成24年9月生まれの子
■

４か月健診

予 乳児・母乳相談
■

…持ち物

場 ふじみ野
3月 2日㈬ ■
10:00〜11:30
交流センター
場 みずほ台
3月14日㈪ ■
10:00〜11:30
コミュニティセンター

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

受 9:40〜10:00 ■
対 １歳までのお子さん
■
（第一子）
とお母さん
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。
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12

集

小学校入学前までのお友だち集まれ

※登録者の中から必要に応じた人数

募

場所／鶴瀬西交流センター
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
申込み・問合せ／健康増進センター
2049‑252‑3771

難波田城公園作業補助員

て

（受付：9時45分〜10時）

遺跡の発掘調査現場での作業に
携わる調査協力員（パート）の登録
を受け付けます。

Invitation

子 育

家族同士や保健師との交流・相
談を行います。
とき／3月18日
（金）
午前10時〜11時30分

募集

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

普通救命講習Ⅰ

学 ぶ
Learning

学 ぶ

エコドライブ講習会
（エコトレーニング）

子
育

エコドライブは、環境にやさし
く交通事故防止にもつながる運転
方法です。エコドライブの正しい
運転技術を、実車を使って個別指
導します。
とき／3月14日
（月）
午後1時〜5時
場所／ところざわ自動車学校
（西武池袋線狭山ヶ丘駅徒歩2分）

て

対象／普通自動車運転免許をお持
ちの方で運転歴１年以上の方（失
効・免停中の方は除く）

参加費／
県内在住、在勤の方、JAF会員の
方 1,028円
定員／15人（抽選）
申込み／3月7日（月）までに住所・
氏名（ふりがな）・年齢・電話番号
を記入し、FAX、メールまたは電
話で
問合せ／日本自動車連盟（JAF）埼
玉支部
2048‑840‑0025 ℻048‑840‑0030
▽ saitama-jigyo@jaf.or.jp
□
平和学習会

被爆体験から平和を考える
平和を願う心
を次世代につな
ぐため、13歳の
時に長崎で被爆
し、平和の尊さ
と戦争の悲惨さ
を伝え続ける田中氏に講演してい
ただきます(無料､ 申込不要)。

とき／3月26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（申込順）
申込み／3月7日（月）〜11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

子育て
Child-rearing

パパと遊ぼう ワクワク創作工作

場所／鶴瀬西交流センター
対象／小学生とお父さん
定員／12組
申込み／3月1日（火）午前10時から
直接または電話で
問合せ／関沢児童館
2049‑251‑9786

さんさん子育て講演会
子どもが自らの命や体を守る力
を養うにはどうしたらよいか、先
生と一緒に探りましょう。
とき／3月2日
（水）
午前10時30分〜正午
場所／ふじみ野児童館
※公共交通機関をご利用ください。

「みんなでつくろう！想像生き
物動物園」

対象／子育て中の保護者
※保育なし。保護者の方と同席はで
きます。

親子で想像
上の生き物を
考え、段ボー
ルなどを使っ
て自由に工作
します。みん
なでわくわくする動物園を作りま
しょう（無料）。
とき／3月27日
（日）
午前9時45分〜11時45分

内容／子どもを犯罪から守る0歳
からの安全教育
講師／宮田美恵子氏
（日本こどもの安全教育総合研究所
理事長）

申込み・問合せ／
ふじみ野児童館（2049‑257‑6996)
に直接または電話で

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。

３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

日

時

12日
（土）午後2時「おじゃる丸」「花さき山」
19日
（土）午後2時「ねずみくんのチョッキ」
「ドナルドダックと森の子リス」
６日
（日）
午後2時「卓球温泉」
20日
（祝）午後2時「スタンド・バイ・ミー」

※アニメ映画「つるにのって」の上

おはなしかい（乳幼児）

映もあります。

おはなしかい（幼児・小学生） ５日
（土）
・26日
（土）
午後２時

とき／3月13日
（日）
午前10時〜正午
場所／鶴瀬コミュニティセンター
講師／田中煕巳氏
（埼玉県原爆被害者協議会会長）

問合せ／鶴瀬公民館
2049‑251‑1140
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２日
（水）
・16日
（水）
午前11時

一般映画会
５日（土）
午前10時・午後2時「おくりびと」
鶴瀬西
おはなしかい（乳幼児）
９日
（水）
・20日
（祝）
午前11時
分
館
おはなしかい（幼児・小学生） ９日（水）午後3時30分、20日（祝）午後2時30分
こども映画会
26日（土）午後2時「ぼくのじしんえにっき」
ふじみ野
おはなしかい（乳幼児）
11日
（金）午前11時
分
館
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。

I
アンガ−マネジメント入門講座

ー協会、精神保健福祉士）

申込み・問合せ／障がい福祉課
内 335)に直接または電話で
（2○
3月は自殺予防月間です
自殺はさまざまな要因によりま
すが、その要因の一つとして、子
育てに悩み誰にも相談できず、精
神的な不安定などを引き起こして
しまう方もいるようです。
市では、自殺予防対策のため、
上記講座を行います。
ぜひ、ご参加ください。

シルバードライバードック
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。
とき／4月17日
（日）
午前9時〜正午
場所／セイコーモータースクール
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（無料、申込順）
申込み・問合せ／東入間警察署交
内 411
通課 2049‑269‑0110 ○

nformation station

太巻き祭りずし

はじめてのキャラクター弁当

房総地方でお祝い事の時などに
つくられる「太巻き祭りずし」を
作ります。

子育て中の方に向けた料理講習
会です。子どもが喜ぶキャラ弁づ
くりに挑戦します。

とき／3月17日
（木）
午前10時〜午後0時30分
場所／ふじみ野交流センター
対象／市内在住、在勤の方
定員／16人(申込順)
講師／地域活動栄養士PFCの会
参加費／800円（材料代）
持ち物／エプロン、三角きん、さ
らしふきん、巻きす、ラップ、持
ち帰り用の入れもの
申込み／3月3日（木）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

とき／3月10日
（木）
午前10時〜午後0時30分
場所／ふじみ野交流センター
対象／市内在住、在勤の方
定員／16人（申込順）
講師／地域活動栄養士PFCの会
参加費／700円（材料代）
持ち物／エプロン、三角きん、弁
当箱（子ども用）

学 ぶ

子どもに対して、怒りっぽい、
上手に怒れないと思うことはあり
ませんか。不必要にイライラしな
くなったり、上手に怒れるコツを
学びます。また、子どもが怒りの
コントロールができないとお悩み
の方もその対処法が学べます。
とき・場所／
3月８日
（火）
・鶴瀬西交流センター
3月18日
（金）
・ピアザ☆ふじみ
いずれも午後6時30分〜8時
対象／小学校高学年〜高校生の保
護者・支援者
内容／「怒り」という感情の基本
を学び、どうコントロール・マネ
ジメントするかを学ぶ
定員／30人（無料、申込順）
講師／南幸恵氏（メンタルレスキュ

食文化講座

情報ステーション

※保育あり（2歳以上、定員12人、要
予約）

申込み／3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

周年

創立10

第10期富士見市コミュニティ大学
高齢者のさらなる生きがいを追
求する生涯学習と、親睦交流を深
める富士見市コミュニティ大学で
は、自主運営で創立してから今年
度で10周年となります。
春・秋のウォーキング大会や秋
の修学旅行、作品展示会、課外活
動などの活動をしています。
第10期の受講生を募集しますの
で、たくさんの応募お待ちしてい
ます。
開校期間／4月15日〜平成29年2月
17日の第１･３金曜（全17回）
場所／老人福祉センター「びん沼
荘」（送迎バスあり）

ウォーキングのようす

対象／市内在住で満60歳以上の方
内容／
午前 一般教養講座（健康・福祉や
安心・安全など、日々の暮らしと生
活・地域社会に密着した内容や、文芸・
歴史・政治・環境などの学習）

午後 クラブ活動（民謡・俳句・社交
ダンス・美術・書道・ゲートボール・
歌謡教室・心身太極健康・健康ウォー
キング・折紙教室）

定員／原則130人
参加費／受講運営協力金2,500円、
自治会費500円
申込み／3月21日（振）までに老人
福祉センター、各公民館・交流セ
ンター・コミュニティセンター、
高齢者福祉課（土・日曜、祝日を除く）
にある申込書を直接
問合せ／富士見市コミュニティ大
学事務局
角谷 2090‑4373‑9253
白井 2090‑4719‑4261
広報 ふじみ 平成28年３月号
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イベント
Event

70年 父母の証言』
※3月19日（土）〜27日（日）には戦争

イベント

に関する資料のミニ展示も行います。

ピースサロン設立記念

『戦後70年平和への祈り』

問合せ／水谷公民館
2049‑251‑1129

春休み卓球教室（全3回）

学
ぶ

戦後70年を機に、戦争の記憶が
風化されないように昨年４月に結
成された、さいたま市の市民劇団
「れんこん座」の朗読劇などを通し
（無料）
。
て、平和への想いを伝えます
とき／3月26日（土）午後1時30分〜
3時30分（1時開場）
場所／水谷公民館
内容／ 第１部 アニメ映画上映『最
後の空襲くまがや』
第２部 れんこん座朗読劇『戦後

卓球台の設置やラケットの握り
方など基礎から始めます
とき／3月28日（月）
・30日（水）
・31
日（木）
小1〜3：午前９時〜10時30分
小4〜6：午前10時45分〜午後0時
15分
場所／市民総合体育館剣道場
定員／20人（申込順）
参加費／1,500円
主催／（公財）キラリ財団
申込み／3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
問合せ／市民総合体育館
2049‑251‑5555

第11回針ケ谷・みずほ台コミュニティセンター合同文化祭
場所・問合せ／針ケ谷コミュニティセンター 2049‑251‑8478
とき／3月12日
（土）
・13日
（日）
午前10時〜午後5時（13日は4時まで）
オープニングセレモニー
（12日
（土）
午前10時15分〜45分）

喫茶コーナー（両日 午前10時〜午後
4時）

コーヒー、パン、健康スープ、山
菜おこわ、焼きそば、お餅など（餅

富士見太鼓の会による演奏

つき体験もできます）

主な内容／
作品展示（両日）

体験コーナー
①筋力バランスアップ体操
とき／12日
（土）
午後1時〜1時40分
協力／楊名時気功太極拳椿会
②気功・太極拳
とき／12日
（土）
午後2時〜2時40分
協力／パワーアップ針ケ谷青空
③ストレッチ体操
とき／12日
（土）
午後3時〜3時40分
協力／イージーストレッチング真
向法愛好会

※

は体験、 は販売もしています。

書、水墨 、絵、七宝 、篆刻
、
連句、俳句、和小物 、リメイク 、
手芸 、編物 、フラワーアレンジ
メント 、パソコン作品、写真、絵
手紙、能面、昔あそび
舞台発表
（13日
（日）
午前10時〜午後3時45分）

楽器演奏、コーラス、舞踊、詩吟、
フラダンス、朗読、銭太鼓、ハン
ドベル、キッズギター、ゴスペル

15 広報 ふじみ 平成28年３月号

【共通事項】
定員／20人
参加費／無料
持ち物／
動きやすい服装と底の低い靴
申込み／3月10日
（木）
まで

ふじみ野じゅく公開公演
うた

人情劇「あしたの詩」
早春のひと時を心温まる演劇で
お過ごしください（無料）。
とき／3月18日
（金）
午前10時〜正午
場所／ふじみ野交流センター
出演／さかどシニア劇団「極楽と
（原作：山本周五郎、脚本・演
んぼ」
出：唐沢民賢）

問合せ／ふじみ野交流センター
2049‑261‑5371

学ぶ
Learning

教育講演会
『生きてるだけですごいんだ』
〜不登校・引きこもり支援の現場から〜

子育てにつまず
いて自信がなくな
った、このままで
いいのか迷った時
「きっとだいじょ
西野博之氏
うぶ」そんな思い
になれたら…。
学校や家庭・地域で「居場所」
を見いだせない子どもや若者たち
が集う「フリースペースえん」の
取組みからヒントを探ります（無
料、申込不要）
。
とき／3月12日（土）午後1時30分
〜3時30分（1時開場）
※講演後、講師との意見交換、相談
の時間を設けます（自由参加・1時間
程度）

場所／水谷公民館
講師／西野博之氏（NPO法人フリ
ースペースたまりば理事長、フリー
スペースえん代表）

共催／不登校・引きこもりを考え
る親の会 ｢まわりみち｣
問合せ／水谷公民館
2049‑251‑1129

I
水子貝塚資料館のお知らせ
問合せ

2049‑251‑9686

ふじみ考古学教室
とき／3月26日
（土）
午後1時30分〜4時30分
場所／資料館体験学習室
内容／縄文海進はじまりの頃の貝
塚−三浦半島の貝塚−
講師／野内秀明氏（横須賀市教育委

nformation station

オレンジカフェむさしの
「びん沼茶房」
介護の日々の悩みなど、お茶を
飲みながら相談できる顔馴染みを
地域でつくりませんか。
※入退室自由、申込不要。

とき／3月23日
（水）
午後1時〜2時
場所／老人福祉センター「びん沼
荘」
対象／認知症の方やご家族、介護
の息抜きをしたい方、介護経験を
活かしたい方、認知症に関心のあ
る方
参加費／100円（飲み物代ほか）
問合せ／高齢者あんしん相談セン
ターむさしの 2049‑255‑6320

第5回
3.11を忘れないコンサート

イベント

企画展「海と貝塚〜関東地方の貝
塚を探る〜」
縄文海進に伴う海岸線の変化な
ど、環境や地形の変化によって違
いのある関東地方の貝塚から出土
した土器や骨角器などの遺物を展
示します（無料）。
期間／3月26日
（土）
〜5月29日
（日）
場所／資料館展示室

情報ステーション
とき／3月6日
（日）
午後1時30分開演（1時開場）
場所／鶴瀬コミュニティセンター
出演／みずほ台小学校（歌い隊と音
楽クラブ）
、コーラス歌音、富士見
高校吹奏楽部、音楽ボランティア
しゃぼん玉
※入場無料。整理券は各公民館・交
流センターで配布中
（当日券あり）

主催／3.11を忘れないコンサート
実行委員会
問合せ／鶴瀬公民館
2049‑251‑1140

員会）

日本海側最大級の貝塚−富山市小
竹貝塚の調査−
講師／町田賢一氏（富山県文化振興

難波田城資料館のお知らせ

財団）

【共通事項】
定員／各30人（無料、申込順）
申込み／直接または電話で
土曜おもしろミューズランド
どんぐりクラフト
とき／3月5日
（土）
午前10時、午後1時30分
（いずれも30分前から受付）

春季企画展「ほうきと竹かご」
古くから私たちは身近な自然素
材を利用して道具を作り、使って
きました。今回の展示では、地場
産業として盛んだった座敷ほうき
とさまざまな場面で使われた竹か
ごを紹介します（無料）。
とき／3月12日
（土）
〜6月12日
（日）
場所／資料館特別展示室

（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。

第30回南畑ふるさとまつり
とき／3月12日
（土）
午後1時〜5時
13日
（日）
午前9時〜午後3時30分
場所／南畑公民館
内容／舞台発表、作品展示、模擬
店、子どもみこし、お楽しみ抽選
会など
主催／南畑公民館利用者の会
問合せ／南畑公民館
2049‑251‑5663

ちょこっと体験
「昔の着物を着てみよう」
野良着や羽織などを着て、ちょ
っと昔の気分を味わってみません
か。子ども用もあります（無料、予
約不要）。
とき／3月26日
（土）
・27日
（日）
午後1時〜3時
（受付終了：2時30分）

場所／資料館講座室
協力／和道文化着装協会

場所／資料館体験学習室
対象／小学生以上
定員／各40人（先着順）
参加費／100円（材料代）

問合せ 2049‑253‑4664
休館日：月曜(祝日の場合は翌日)

昭和25年頃の
ほうき職人
（提供：榊原一資氏）

企画展関連講演会
「竹かごの生産と流通」
江戸・東京の近郊で作られた（開
発された）竹かごを中心にお話いた
だきます。
とき／3月19日
（土）
午後1時30分〜3時
場所／資料館講座室
定員／30人（無料、申込順）
講師／服部 武 氏
（県立歴史と民俗の博物館）

申込み／直接または電話で

※混雑状況により順番待ちをしてい
ただく場合もあります。

３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） わたくり
６日（日） ブンブンごま
12日（土） はたおり
13日（日） パッチンなんばった
19日（土） いろりの日
20日（祝） トントン紙相撲
21日（振） 新聞紙グローブ
26日（土） はたおり、昔の着物
27日（日） 昔の着物を着てみよう
広報 ふじみ 平成28年３月号
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無料 かまど炊きご飯・けんちん
汁の試食、お抹茶・お花の体験（な
くなり次第終了）・リラクゼーショ
ンの体験
イベント 玉入れ、富士見太鼓の
会演舞
販売 地元野菜、お米、手づくり
加工品など

イベント
Event

イベント

菜の花まつり
〜消費者と生産者の交流会〜
とき／3月27日
（日）
午前10時〜午後2時（雨天決行）
場所／南畑直売センター周辺

※雨天の場合は内容を変更します。

主催／富士見有機生産者集団
後援／富士見市農業研究団体連絡

（難波田城公園東側）

内容／

市民伝言板

市民伝言板

※菜の花は、環境にやさしい米作り
の肥料にするために栽培しています。

菜の花摘み（無料）
難波田城公園周辺：3月27日（日）
〜4月3日
（日）
東大久保地区：3月20日（祝）〜4
月3日
（日）
問合せ／産業振興課
内 243
2○

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○

くらしのリユース

富士見市日中友好協会
中国文化交流講座…月3回火曜①14:00〜
17:00②19:00〜21:00／鶴 瀬駅 西口サン
ライトホール／初級中国語、中国文化など
の学習／講師侯 紅 葉 ／入会金2,500円／
月会費4,000円／田口 2090‑2327‑4760
太極拳 教室…毎週金曜19:00〜21:00／
鶴瀬西交流センター／月会費2,000円／
中島 2049‑251‑5604

イベント
ヤングスター社交ダンスパーティー
3月6日㈰13:30〜16:00／鶴瀬西交流セン
ター／会員によるデモンストレーションや
抽選会もあります／参加費1,000円（おや
つ･飲み物付）
／星野 2049‑251‑1008
ミュージカル公演
チャーリーとチョコレート工場
3月26日㈯18:30・27日㈰13:00、17:00／
鶴瀬コミュニティセンター／定員各250人
／主催子どもミュージカルＳＫＹ／無料／
中澤 2049‑254‑0093

イージーストレッチング真向法体操愛好会
第2･4土曜10:00〜12:00／針ケ谷コミュニ
ティセンター／1日3分間の4つの動作で足
腰の動きを柔軟にし、健康な体づくりを
しましょう／年会費9,000円／
星野 2049‑253‑1698

募 集
鶴瀬空手道同好会
月4回日曜9:00〜11:00／鶴瀬西交流セン
ター／幼児〜大人／入会金3,000円／月会
費2,500円／無料体験あり
（申込不要）／
渡辺 2080‑3153‑4357

ヨガサークル チャクラ
第2･4火曜13:30〜15:00／針ケ谷コミュニ
ティセンター／心も体もリフレッシュして毎
日楽しい生活をしましょう／入会金1,000
円／月会費2,000円／無料体験1回あり／
男性歓迎／黒田 2049‑255‑3995

つるせ台バトテニスクラブ
毎週土曜19:00〜21:00／つるせ台小学校
体育館／入会金1,000円／月会費100円／
根岸 2090‑4078‑7573

バレエサークル くるみ割人形
月4回金曜16:00〜20:45／鶴瀬公民館／
幼児〜大人／入会金3,000円／月会費
4,550円／尾﨑 2090‑2014‑9452

●

ゆずります
桐 タ ン ス（162×94×42㎝、72×70×36
㎝）／学習机（上置き･イス付）／本棚
（175×88㎝）／石油ファンヒーター／エ
レクトーン／スキーウェア（男性用M）／
靴
（女性用黒23㎝）

韓国語サークル トッキバン
月3回 土 曜 ①16:00〜17:30②18:30〜20:
00／ピアザ☆ふじみ／韓国語を楽しく学
びましょう／月会費6,000円／
大代 2049‑269‑6039
気功太極拳金曜サークル
第1･3金曜10:30〜12:00／針ケ谷コミュニ
ティセンター／健康太極拳で心も身体も丈
夫にしましょう／入会金1,000円／月会費
1,500円／小林 2090‑6040‑4220
ふじみ篆刻協会
鶴瀬西交流センター 第2・4金曜10:00〜12:00
水谷公民館
第1・3土曜10:00〜12:00
ふじみ野交流センター 第2・4土曜10:00〜12:00
針ケ谷コミュニティセンター 第2・4水曜10:00〜12:00
／楽しい印づくり／いずれも月会費700円
／中島 2049‑251‑5604
富士見ライオンズクラブ眼鏡リサイクル活動
使用していない眼鏡を発展途上国に送り、
再び役立ててもらう活動です／回収ボッ
クスは、富士見市社会福祉協議会、富士
見ライオンズクラブにあります。ご協力を
お願いします／富士見ライオンズクラブ
2049‑253‑4501
（鶴瀬東2‑14‑3 MSビル5F）

ご利用ガイド

2 月 10 日現在●

内 246
問合せ／環境課 2○
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協議会・難波田城公園地域環境保
全協議会

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
洗濯機（二槽式）／オーブンレンジ／卓上ミシン／シルバーカー／車いす（手動
式）／ドライヤー／ギター／音楽の教科書（小中学校用）／ネズミ捕り器／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）／つ
るせ台小夏・冬用体操着一式（110〜130㎝）／東中夏･冬用制服（女子用165㎝以
上）／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）

