I
シルバー人材センター入会説明会

不要）
場 所
本部事務所
10/11㈫
（ふじみ野市亀久保3‑3‑17）
富士見事務所
10/14㈮
（富士見市羽沢3‑23‑17）

対象／富士見市、ふじみ野市、三
芳町に在住の60歳以上で働く意欲
のある方
問合せ／入間東部シルバー人材セ
ンター 2049‑266‑3001

11月1日は彩の国教育の日
県では、教育に対する理解を深め、
学校、家庭、地域が
一体となって教育
の充実を図るため、
「彩の国教育の日」
（11月1日）、
「彩の
国教育週間」（11月1日〜7日）を定
めています。
期間中は、市内の各学校でも学校
公開や音楽会などさまざまな取組
みを行います。
｢彩の国教育の日｣ をきっかけに、
子どもたちの健やかな育成につい
て考えてみませんか。
内 621
問合せ／学校教育課 2○
県教育局家庭地域連携課
2048‑830‑6976

大学等卒業予定者就職面接会
とき／10月17日（月）午後1時〜4時
（受付：午後0時15分〜）

場所／大宮ソニックシティ地下展
示場 ※無料、申込不要
対象／平成29年3月大学（院）
、短
大、高専、専門学校など卒業予定の
方（既卒おおむね3年以内の方も可）
持ち物／履歴書（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／埼玉新卒応援
ハロ−ワーク
2048‑650‑2234

コバトン

保育士合同就職面接会
個別面接会と就職相談を行います。
とき／10月24日
（月）
午後1時〜4時
（受付：午後0時30分〜）

場所／大宮ソニックシティ地下展
示場ほか ※無料、申込不要
対象／保育士、保育補助などとし
て就職を希望する方
参加企業／80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

10月21日〜30日
犬の正しい飼い方普及旬間
マナーを守り正しく飼いましょう。
犬の登録は生涯１回、狂犬病予
防注射は年１回受けて、健康増
進センターに届出をしましょう。
鑑札と注射済票は犬に必ずつけ
ましょう。
放し飼いはやめましょう。散歩
のときは必ずリードをつけ、フ
ンは必ず持ち帰りましょう。
鳴き声など、近隣に迷惑をかけ
ないようにしましょう。
飼育環境を整え、家族の一員と
して終生かわいがりましょう。
犬に関する相談／
朝霞保健所 2048‑461‑0468
問合せ／健康増進センター
2049‑252‑3771

行政書士による
県下一斉無料相談会
相続、遺言、離婚、交通事故、各
種許認可などの相談ができます。
とき／10月15日
（土）
午前10時〜午後4時 ※申込不要
場所／ふじみ野市立産業文化セン
ター（ふじみ野市うれし野2‑10‑48）
問合せ／埼玉県行政書士会東入間
支部 前田行政書士事務所
2049‑251‑7361

パートタイマーのための
労働法講座
「パートには有給休暇や賞与はな
いの？」などの悩みや疑問につい
て労働法の観点から解説します。
とき／11月17日
（木）
午前10時〜正午
場所／ピアザ☆ふじみ

内

と き

nformation station

ご 案

働くことを通して健康づくりや生
きがいづくりをしませんか。
日程／いずれも午後1時30分（申込

情報ステーション

※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／富士見市、ふじみ野市、三芳
町に在住、
在勤の方 ※保育なし
定員／30人（無料、申込順）
講師／髙木美香氏（社会保険労務士）
主催／入間東部地区労働行政担当
課事務連絡会
申込み／10月11日
（火）から電話で
内 383
問合せ／産業振興課 2○

全国一斉! 法務局休日相談所
相続登記、人権、公正証書、隣地
との境界などの相談ができます。
とき／10月2日（日）午前11時〜午
後3時 ※無料、予約優先
場所・問合せ／さいたま地方法務
局所沢支局（所沢市並木6‑1‑5）
204‑2992‑2677

INFORMATION FUJIMINO
「インフォメーションふじみの」
こくさいこうりゅう

かくげつ

はっ

ふじみの国際交流センターが隔月で発

（ 行する外国籍の方のための生活情報誌 ）
こう

がいこくせき

かた

せいかつじょうほう し

がつごう

10・11月号のテーマ
せいかつ ほ

ご

しゅう

生活保護ＮＧ集
ちゅう ごく ご

えい ご

かん こく ご

中国語、英語、韓国語、ポルトガ
ご
ご
ご
ル語、スペイン語、タガログ語（フ
に ほん ご
こく
ィリピンの言語）、日本語の７か国
ご
し
語でお知らせしています。
といあわ
こくさいこうりゅう
問合せ／ふじみの国際交流センター
2049‑256‑4290
げん ご

お知らせ
キラリ☆ふじみのイベント内
容などは、ＨＯＴキラリ10月号
またはキラリ☆ふじみホームペ
ージをご覧ください。
問合せ／
キラリ☆ふじみ 2049‑268‑7788
広報 ふじみ 平成28年10月号
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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

鶴瀬公民館臨時休館のお知らせ

ご 案 内
ご 案 内

Guidance

やってみませんか
介護支援ボランティア
介護保険の認定を受けていない65
歳以上の方が、介
護施設などでボラ
ンティア活動を行
い、その活動実績
に応じてスタンプ（ポイント）がも
らえ、貯めたポイントを翌年度に
換金（年間で最大5,000円）できます。
健康増進や介護予防、社会参加に
も役立ちます。説明会に参加し、
ボランティア登録をお願いします。
※ボランティア登録には、介護保険
被保険者証のコピー、印鑑、300円（保
険代）
が必要です。

日程／いずれも午前10時（申込不要）
と き
10/19㈬

場 所
市民福祉活動センター
ぱれっと

11/17㈭

鶴瀬駅西口
サンライトホール

12/13㈫

水谷公民館

平成29年

針ケ谷コミュニティ
センター

１/18㈬
２/15㈬

鶴瀬コミュニティ
センター

３/14㈫

水谷東公民館

問合せ／健康増進センター
2049‑252‑3771
富士見市社会福祉協議会
2049‑254‑0747

空調設備の更新工事に伴い臨時休
館します。ご不便をおかけします
が、
ご理解とご協力をお願いします。
臨時休館期間／10月31日（月）〜11
（予定）
月4日
（金）
※臨時休館中の図書配本サービスは、
午前9時〜午後5時15分（3日
（祝）
を除
く）
となります。詳しくはお問い合わ
せください。

問合せ／鶴瀬公民館
2049‑251‑1140

10月1日〜31日
サークル活動公開月間
鶴瀬・南畑・水谷公民館、針ケ谷
コミュニティセンターを利用して
活動しているサークル（市内登録団
体）の見学や体験ができます。地
域での交流や学習の場として、こ
の機会にぜひお越しください。
詳しくはお問い合わせください。
※水谷東公民館は随時サークルの案
内をしています。
※鶴瀬公民館は臨時休館のため10月
30日
（日）
まで

問合せ／
鶴瀬公民館
2049‑251‑1140
南畑公民館
2049‑251‑5663
水谷公民館
2049‑251‑1129
水谷東公民館
2048‑473‑8717
針ケ谷コミュニティセンター
2049‑251‑8478

オータムジャンボ宝くじ

建築主の皆さんへ
建築物の完了検査について
建築物の工事が完了したときは、
完了検査を受ける必要があります。
完了検査は、建築物が法令に基づ
き安全なものであることを検査す
るものです。
検査に合格すると「検査済証」が
交付されます。検査済証を受けな
いと、融資や売買が難しくなるこ
とがあります。また、建築物の増
改築をするときに手続きが複雑に
なります。
完了検査は、市のほか民間の検査
機関で受検することができます。
詳しくはお問い合わせください。
内 422
問合せ／建築指導課 2○

簡易耐震診断･耐震改修相談会
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／11月12日（土）午前9時30分
〜正午（受付：午前11時30分まで）
場所／水谷東公民館
対象建築物／木造2階建以下の住
ツー バ イ フォー
宅（在来工法、2× 4 工法）
申込み／11月4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

内 422
2○

建築に関する法令等の説明会

買い物袋をお持ちく

発売期間／9月26日
（月）
〜10月14日
（金）
クーちゃん
抽選日／10月21日
（金）
賞金／<1等>
3億円× 14本
<前後賞> 各1億円× 28本
<2等> 1,000万円×140本

ださい。

※宝くじの収益金は、市町村の明る

「違反建築なくそう運動」の一環
として建築に関する法令の説明会
を開催します。
とき／10月19日
（水）
午後2時〜4時
場所／キラリ☆ふじみ
内容／熊本地震における被災建築
物応急危険度判定についての報告、
富士見市の大型商業施設誘致につ
いてほか

とき／10月18日（火）午前10時〜午
後0時30分
場所／市役所1階待合スペース
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○

いまちづくりや環境対策、高齢化対

※木造住宅の耐震診断や建築相談も

策など地域住民の福祉向上のために

実施します
（無料）。

使われます。

内 422
問合せ／建築指導課 2○
川越建築安全センター
2049‑243‑2102

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。
富士見市産の新米・新鮮野菜・み
そなどの加工品を販売します。
※レジ袋削減のため、

13 広報 ふじみ 平成28年10月号

発売総額／420億円
（14ユニット）

問合せ／（公財）埼玉県市町村振興
協会 2048‑822‑5004

I

情報ステーション

nformation station

マンションなどの
貯水槽所有者・管理者へのお願い

ご 案 内

平成29年版
埼玉県民手帳を販売します

ナースセンターへの届出制度

価格／500円（税込み）
販売場所・期間／
市役所 10月18日
（火）
〜在庫終了
出張所 10月18日（火）〜12月16日（金）
※そのほかの販売場所は、10月3日（月）
以降に県ホームページをご覧ください。
内 225
問合せ／総務課 2○

ご

案

※詳しくはお問い合わせください。

（黒、グレイッシュブルー）

内

問合せ／埼玉県ナースセンター
2048‑824‑7220

平成29年版県民手帳

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

事業名

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

…持ち物

細

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、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）

予 パパママ
■
準備教室

1日目
対 初めての出産
10月15日㈯ ■
9:30〜15:30 を平成29年1・2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
（申込順）
11月17日㈭ ■ 15組
9:30〜15:30

予 もぐもぐパクパク
■
食事相談

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 ■
10月31日㈪ ■
他 1人30分程度
9:00〜15:00 ■

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）

10月 4日㈫

水 ■
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
鶴 ■
対 平成28年5月1日〜5月15日に生まれた子
■

10月18日㈫

水 ■
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
鶴 ■
対 平成28年5月16日〜5月31日に生まれた子
■

10月 3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23日に生まれた子
■

10月25日㈫

水 ■
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
鶴 ■
対 平成27年10月24日〜11月15日に生まれた子
■

１歳６か月健診

10月12日㈬

水 ■
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
鶴 ■
対 平成27年1月1日〜1月23日に生まれた子
■

３歳健診

10月26日㈬

水 ■
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
鶴 ■
対 平成25年4月生まれの子
■

予 乳児・母乳相談
■

受 9:40〜10:00 ■
対 １歳までのお子さん
場 ふじみ野交流センター
■
（第一子）
とお母さん ■
10月19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

４か月健診

12か月健診

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

※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 初めてパパの
■
子育てサロン

て

法律の改正により、看護職の資格
をお持ちで就業していない方は、
県ナースセンターへの届出が必要
になりました。転居や出
産・育児などで離職した
方は届出をお願いします。
届出方法／届出支援サイ
ト「とどけるん」から入力または
届出票を提出

サイズ
（色）
／14×9㎝

ビル・マンションなどは、市の水
道管からの水を貯水槽（受水槽や高
架水槽の総称）にため、各住戸など
に供給しています。そのため、所
有者などは一定の基準に従い管理
する義務があります。
基準とは、貯水槽の清掃や点検、
水 質 検 査 を1年 以 内 ご と に1回、
定期に行うことです。
安全で衛生的な水を供給するため、
所有者などは適正な管理をお願い
します。
内 525
問合せ／水道課 2○

子 育

Guidance

受 9:40〜9:50 ■
対 1歳までのお子さん
（第一子）
とお父さん
■
10月15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

広報 ふじみ 平成28年10月号
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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

おでかけあそびの広場

学 ぶ

子育て

Learning

Child-rearing

学 ぶ

富士見市社会福祉協議会のお知らせ
2049‑254‑0747

子

地域とのつながりが希薄化する中、
支え合う地域づくりを目指し、ち
ょっとした手助けをする生活支援
サポーターを養成します。
ボランティア入門講座
とき／11月5日
（土）
午後1時〜5時

育

（受付：午後0時30分〜）

て

場所／針ケ谷コミュニティセンター
内容／ 1部 講義「ボランティア
活動について」
（仮）
あきら
講師：佐藤陽氏（十文字学園女子大
学教授）

2部 市内のボランティアグループ
との交流
生活支援サポーター養成講座
とき／11月12日
（土）
午前10時〜正午
場所／市民福祉活動センターぱれっと
内容／生活支援サポーターについ
て、富士見市社協について
【共通事項】
定員／30人（無料、申込順）
申込み／10月3日（月）〜20日（木）
午前9時〜午後5時に直接または
電話で

普通救命講習Ⅰ
とき／10月23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（無料、申込順）
申込み／10月3日（月）〜7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

15 広報 ふじみ 平成28年10月号

おでかけぴっぴのひろば
子どものあそび場に気軽にお越し
ください（無料、申込不要）。
とき・場所／
いずれも午前10時〜11時30分
鶴馬１丁目
集会所（第１

水谷東公民
館（ふれあい

保育所２階） サロン）

10月

11日㈫

26日㈬

11月

８日㈫

30日㈬

12月

13日㈫

28日㈬

平成29年
１月

10日㈫

25日㈬

２月

14日㈫

22日㈬

３月

14日㈫

22日㈬

対象／未就学児と保護者
内容／身長・体重測定、自由遊び、
手遊び、紙芝居など
※身長・体重測定を希望する方は午
前11時までにお越しください。

問合せ／子育て支援センター「ぴ
っぴ」 2049‑251‑3005

保育所展
保育所の活動や子どものようす、
子育て支援事業などをご覧くださ
い。
とき／10月24日（月）〜28日（金）
午前9時〜午後4時
（初日は午前10時から、最終日は午
後3時まで）

場所／市役所1階待合スペース
内容／写真展示（保育所での遊びな
どの姿、子育て支援センターのよう
す）、手作りおもちゃ・給食サン

プル展示
問合せ／
第二保育所 2048‑472‑9174
第三保育所 2049‑252‑4811

手遊びや絵本、おもちゃ作りなど
を一緒に楽しみましょう（無料、申
込不要）。
とき／毎月第４月曜（予定）
午前10時〜11時30分
場所／上沢１丁目集会所
対象／未就学児と保護者
※詳しくは、のびのび通信をご覧く
ださい。

問合せ／勝瀬こばと保育園子育て
支援センター「のびのび」
2049‑263‑8800

富士見市人材バンクモデル事業
体験！ベビーヨガ
とき／10月26日（水）
午前10時〜正午
場所／鶴瀬公民館
対象／市内在住の赤ちゃんとお母
さん
定員／12組（無料、申込順）
講師／川島佐代子氏（日本ママヨガ
協会認定講師）

持ち物／ヨガマットまたは大きめ
のバスタオル、飲み物
申込み／10月3日（月）午前9時か
ら電話で
内 632
申込み／生涯学習課 2○

ファミサポステップアップ講座
絵本セラピー
〜絵本で心の深呼吸〜（全2回）
絵本を使って自分自身を見つめ直
し、再発見する大人のためのワー
クショップです（無料）。
とき／10月25日
（火）
、11月10日
（木）
午前10時〜正午
場所／鶴瀬西交流センター
うらら
講師／岡本麗氏（絵本セラピスト協
会認定絵本セラピスト）

申込み／10月3日（月）〜18日（火）
に直接または電話で
問合せ／富士見市ファミリー・サ
ポート・センター（保育課内）
2049 251 3337

I
女性からの政策提言講座

に成果発表会を行います。

場所／にいざほっとぷらざ（志木
駅南口併設）
ほか
対象／県内在住、
在勤、
在学の女性
定員／25人（申込順）
※保育あり（2歳〜未就学児、定員8
人（申込順）
）

申込み／10月19日（水）までに、に
いざほっとぷらざへFAX、メール、
直接または電話で
2048‑486‑8623 ℻048‑472‑4617
▽ hotplaza@city.niiza.lg.jp
□

nformation station

問合せ／県男女共同参画課
2048‑830‑2927

講演会「空き家問題を考える」
近年社会問題となっている空き家
問題について市民の方と認識を共
有するために開催します（無料、申
込不要）
。
①とき／10月18日
（火）
場所／水谷公民館
②とき／10月25日
（火）
場所／鶴瀬西交流センター
③とき／10月26日
（水）
場所／富士見市役所
いずれも午後7時〜9時

甲種新規及び乙種防火管理講習会
とき／
甲種新規：10月26日（水）
・27日（木）
乙種：10月26日
（水）
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）

費用／4,000円（テキスト代など）
申込み／10月12日（水）午前8時30
分〜午後4時に消防本部予防課ま
たは東消防署に直接

※全日程とも同一の内容です。

※郵送での申込みはできません。

講師／上田真一氏（NPO法人空家・
空地管理センター代表理事）

問合せ／
消防本部予防課 2049‑261‑6007
東消防署消防課 2049‑255‑4119

内 445
問合せ／安心安全課 2○

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（中央図書館のみ午前9時から）
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。

10月のおはなしかい＆映画会
内 容

日
時
８日（土）午後２時「北風と太陽」「カワウソ
こども映画会
親子の冒険」
15日（土）午後２時「ジャングル大帝」
７日（金）午後２時「にあんちゃん」
中 央
16日（日）午後２時「バック・トゥ・ザ・フュ
図 書 館 名作映画会
ーチャー」
おはなしかい（乳幼児）
５日（水）・19日（水）
午前11時
おはなしかい（幼児・小学生） １日（土）・22日（土）
午後２時
１日（土）午後２時「ムーミン 落ちてきた星
こども映画会
の子」「ムーミン ぼくは王様だ!!」
鶴瀬西
分 館 おはなしかい（乳幼児）
12日（水）・16日（日）午前11時
おはなしかい（幼児・小学生） 12日（水）午後3時30分、16日（日）午後2時30分
こども映画会
22日（土）午前11時「キャスパー」
ふじみ野
おはなしかい（乳幼児）
14日（金）午前11時
分
館
おはなしかい（幼児・小学生） 15日(土)午前11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。

図書館まつり2016
とき／①11月5日
（土）
午後2時〜3時
②6日
（日）
午前9時〜午後4時
内容／①White windコンサート
②ひまわりキッズによるオープニングダンス、子ども司書図書館たん
けんツアー、笑いヨガ＆シナプソロジー、渋谷定輔文庫入門、ビブリ
オバトル大会、本のリサイクルフェアなど
場所・問合せ／中央図書館 2049‑252‑5825

ハロウィン工作会
ハロウィンのかぼちゃぼうしを作
ろう！
とき／10月23日
（日）
午前10時〜11時30分
午後２時〜３時30分
場所／中央図書館
対象／市内在住の4歳〜小学6年生
（未就学児は保護者同伴で可）

定員／各10人（無料、申込順）
申込み／直接または電話で
問合せ／中央図書館
2049‑252‑5825
まじょたちのおはなしハロウィン
パーティー
ハロウィンやおばけのおはなしを
みんなで楽しみます。ハロウィン
の仮装をしてご参加ください。
とき／10月29日
（土）
午後3時〜4時
対象／小学生以下（保護者の同伴可）
場所／ふじみ野交流センター
※無料、申込不要。直接お越しくだ
さい。

問合せ／ふじみ野分館
2049‑256‑8860
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学 ぶ

女性が市町村の審議会などで政策
提言を行えるよう、地域の課題の
発見・解決のノウハウを学びます。
とき／10月23日､ 11月6日・20日
いずれも日曜午前10時30分〜午後
3時30分 ※ 平 成29年2月4日（ 土 ）

情報ステーション

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

イベント
Event

イベント

つるせオータムコンサート
〜theコラボレーション〜

学
ぶ

とき／10月23日
（日） ※無料
午後2時開演（午後1時30分開場）
場所／鶴瀬コミュニティセンター
出演／ヘルマンハープ
“あい”、フ
ミ ッ シ ュ マ ッ シ ュ
ルートアンサンブル、
ｍisch masch、
ポップスふじみ野
主催／オータムコンサート実行委員会
問合せ／鶴瀬公民館
2049‑251‑1140

シルバーフェスティバル2016
〜地域・えがお・仲間〜
楽しい企画が盛りだくさん！お楽
しみ抽選会もあります。
とき／10月1日
（土）
午前10時〜午後4時
場所／鶴瀬コミュニティセンター

内容／舞台応援団「かじ兵衛太
鼓」
、地域応援団「鶴瀬小学校合
唱部」、舞台､ 展示､ 模擬店､ 遊
びコーナー､ 軽食喫茶など
問合せ／入間東部シルバー人材セ
ンター 2049‑266‑3001

福祉の日「毛筆展示会」
富士見市社会福祉協議会は10月1
日を「福祉の日」と定めています。
その取り組みの一環として、福祉
をテーマに市内小中学生や市民の
皆さんからご応募いただいた毛筆
の作品を展示します。
とき／10月20日
（木）
〜25日
（火）
（24日
（月）
を除く）

場所／中央図書館
問合せ／富士見市社会福祉協議会
0747
2049‑254‑0747

学ぶ
Learning

第５回郷土富士見検定
市の文化や自然、歴史などについ
て出題される郷土富士見検定に挑
戦しませんか。
とき／11月13日
（日）
子どもコース（小学3〜6年生向け）
午前9時30分〜10時10分
一般コース
午前11時〜正午
場所／鶴瀬公民館、みずほ台コミ
ュニティセンター、ピアザ☆ふじみ
※車での来場はご遠慮ください。

検定料／無料
主催／NPO法人富士見市民大学
申込み／10月25日（火）までに各公
民館・交流センター・コミュニテ
ィセンター、ピアザ☆ふじみにあ
る申込書（問題集に挿入）に記入し
直接
※一般コースは問題集、子どもコー
スは小学校の社会科・副読本『ふじ

市民総合体育館のお知らせ
問合せ 2049‑251‑5555
ベビーヨガ
（全５回）
前半は赤ちゃんと一緒にベビーヨ
ガを行い、後半はママ向けのヨガ
を行います。
とき／10月14日・21日・28日、11月
4日・11日
いずれも金曜午前10時〜11時15分
場所／針ケ谷コミュニティセンター
対象／首が座っている赤ちゃんから
歩く手前までの赤ちゃんと保護者
定員／20組（申込順）
参加費／2,500円
キラリ☆スポーツカレッジ
リフレッシュヨガ
（全６回）
呼吸法を中心に、自分の体を客観
的に感じながら健やかな体づくり
を意識します。
とき／10月18日、11月1日・15日・
22日・29日、12月6日
いずれも火曜午後2時〜3時30分
場所／南畑公民館
定員／20人（申込順）
参加費／3,000円
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キラリ☆スポーツカレッジ
成人病予防講座
日ごろの生活習慣を見直して、生活
習慣病予防について学びましょう！
とき／10月26日
（水）
午前10時30分〜11時30分
場所／水谷公民館
定員／20人（申込順）
参加費／50円
キラリ☆スポーツカレッジ
家でもできるトレーニング＆ストレッチ
誰でもできるトレーニングで、筋
力アップを目指します。ダイエッ
ト効果も期待できます。
とき／10月25日
（火）
午前10時30分〜11時30分
場所／南畑公民館
定員／15人（申込順）
参加費／50円
【共通事項】
主催／（公財）キラリ財団
申込み／10月2日（日）から午前8時30
分〜午後9時30分に直接または電話で

み』から主に出題されます。

問合せ／郷土富士見検定事務局
（鶴瀬公民館内） 2049‑251‑1140

外国人案内ボランティア育成講座
４年後の東京オリンピック・パラ
リンピックに向けて外国人観光客
に対して県の魅力を伝え、おもて
なしができる外国人案内ボランテ
ィア育成講座を行います（無料）。
とき／11月30日、12月7日
いずれも水曜午前10時〜午後3時
場所／ウェスタ川越
（川越駅西口徒歩5分）

対象／県内在住、在勤、在学の16
歳以上の方
内容／ボランティアについて、ス
ポーツ入門、応急手当実践、実践
に役立つ英語・中国語講座
※詳しくは、埼玉県国際交流協会ホ
ームページ（http://www.sia1.jp/）
をご覧のうえ、申込みフォームから
お申し込みください。

問合せ／埼玉県国際交流協会
2048‑833‑2992

I

情報ステーション

nformation station

あか

東松島市里浜貝塚と水子貝塚
の文化交流展

夕刻から、店舗前や路上に置いた
とうろう
灯籠に灯りをともします。幻想的
な雰囲気をお楽しみください。
とき／10月1日
（土）
午後3時〜8時
場所／鶴瀬駅東口周辺店舗
内容／各店舗にて当日限定のサー
はや し
ビス品販売、太鼓、お囃子など
問合せ／鶴瀬駅前通り商店会
長根 2049‑251‑0857

期間／10月29日
（土）
〜12月11日
（日）
場所／水子貝塚資料館展示室
問合せ／水子貝塚資料館
2049‑251‑9686

難波田城資料館のお知らせ
古民家コンサート
音楽とダンスで織りなす『鶴の恩返
し』をお楽しみください。
とき／10月23日
（日）
午後１時30分〜2時
場所／旧大澤家住宅
定員／100人
（無料、先着順）
出演／キラリふじみ・リージョナル
カンパニーACT‑Fメンバー
主催／難波田城公園活用推進協議会
ふるさと体験 わらぞうり作り
とき／11月3日
（祝）
午前9時30分〜午後３時
場所／旧金子家住宅
対象／中学生以上
定員／10人
（申込順）
指導／いなほの会
参加費／300円
（材料代）
持ち物／ハサミ、
筒状に縫った鼻緒用
の木綿布2本（仕上り寸法が幅2.3cm
×長さ60cm）
、軍手、昼食
申込み／直接または電話で
さつまいも掘り
（試食あり）
とき／10月23日
（日）
午前10時〜正午
（小雨決行。悪天候の場合翌週に延期）

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
※1人で参加の方はほかの方と組んで
いただく場合があります。

富士見特別支援学校学習発表会
とき／11月19日
（土）
午前9時50分〜午後2時20分
場所／富士見特別支援学校
内容／
ステージ発表、作品展示

イベント

国指定史跡の里浜貝塚（宮城県東松
島市）の出土品を展示します。ま
た、東松島市宮戸地区の東日本大
震災時と現在の復興状況を写真と
映像で紹介します。

夢灯り大市

（小学部・中学部・高等部）

福祉作業所などによる販売
（午前11時50分〜午後1時40分）

小学部・中学部・高等部による
販売（午後0時50分〜1時40分）
問合せ／富士見特別支援学校
2049‑253‑2820

元気くんコンテスト
〜富士見市の元気な子集まれ!!〜

問合せ 2049‑253‑4664
休館日：月曜（祝日の場合は翌日）
持ち物／持ち帰り用の袋、シャベル
申込み／10月1日
（土）
午前9時から電
話で
主催／難波田城公園活用推進協議会
拓本体験教室
石碑の文字を和紙に写し、作品に仕
上げます。
とき／10月30日
（日）
午前10時〜午後3時
場所／講座室
定員／10人
（申込順）
指導／資料館友の会拓本部会
参加費／500円
（材料代）
持ち物／昼食
申込み／直接または電話で
10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
１日
（土）

わたくり

２日
（日）

パラシュートづくり

８日
（土）

はたおり

９日
（日）

糸電話づくり

10日
（祝）

ススキのミミズクづくり

15日
（土）

いろりの日

16日
（日）

メンコづくり

22日
（土）

はたおり

29日
（土）

だっこく体験

30日
（日）

天びんおけをかつごう

富士見市が大
好きで元気な
お子さんを対
象に「元気く
んコンテスト」
を開催します。富士見市の好きな
ところをPRしてください。
ぜひ参加をお待ちしています。
※入賞者には図書カードなど賞品が
あります。

とき／11月23日
（祝）
正午〜午後0時30分
場所／ららぽーと富士見屋外広場
応募資格／市内在住の小学生以下
のお子さん
応募方法／応募用紙を記入し、10
（必着）に郵送、
月3日（月）〜31日（月）
メールまたは直接
定員／20人（応募多数の場合は抽選）
※応募用紙は、富士見市商工会、産
業振興課、西出張所、ピアザ☆ふじ
み、各公民館・交流センター・コミ
ュニティセンター、市ホームページ
にあります。

問合せ／富士見市商店会連合会
（富士見市商工会内）

〒354‑0033 富士見市羽沢3‑23‑15
2049‑251‑7801
▽ hujimi@syokoukai.jp
□

広報 ふじみ 平成28年10月号

18
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Fujimi City Information

第12回ぱれっとまつり

イベント
Event

イベント

人権を考える集い
とき／10月28日
（金）
午後2時〜4時30分
（午後1時30分開場）

場所／ふじみ野市立市民交流プラ
ザ（フクトピア内）
内容／
平成27年度全国中学生人権作文
コンテスト埼玉県大会優秀賞作
品の紹介
講演会
「男女共同参画を考えよう」
講師：瀬山紀子氏（With Youさ
いたまコーディネーター）

講演会「男女共同参画っておも
しろい」 ナ イ ト
講師：ヤセ騎士（お笑い芸人）
※要約筆記あり
※保育あり（10月20日（木）までにふ
じみ野市市民総合相談室
（2049‑262‑9001）
へ要予約）

主催／川越人権擁護委員協議会入
間東部部会
問合せ／人権・市民相談課
内 270
2○

〜知ろう！学ぼう！楽しもう！
ふくしって身近にあったんだ〜
福祉体験、模擬店などさまざまな
催しがあります。気軽にお越しく
ださい。
とき／10月15日
（土）
午前10時〜午後3時
場所／市民福祉活動センターぱれっと
問合せ／富士見市社会福祉協議会
2049‑254‑0747

むさしの作業所秋まつり
とき・場所／11月５日（土）・文化
の杜公園、12日（土）
・東久保中央
公園（イオン大井店横）
いずれも午前10時〜午後2時30分
内容／花の販売、縁日コーナーなど
フリーマーケット参加者募集!!
募集区画：50区画(申込順)
出店料：1,000円
募集期間：10月11日
（火）
〜11月2日
（水）
に電話またはホームページで
問合せ／入間東部むさしの作業所
2049‑252‑5270
http://www.musasino.sakura.
ne.jp/

第53回富士見市民文化祭
とき／11月３日
（祝）
〜20日（日）
展示発表
とき／11月3日
（祝）
〜5日（土）
午前10時〜午後5時 ※最終日は午後3時まで
場所／キラリ☆ふじみ
内容／華道、書道、茶道、絵画、菊花、山野草、文芸、
手工芸、七宝、短歌、俳句、パンの花、パッチワーク、
押し花、将棋コーナー、フランス刺しゅう、そろばん
交流、陶芸ほか
芸能発表
とき／11月3日
（祝）
午前10時〜
場所／キラリ☆ふじみ
内容／日舞、新舞、民舞、詩吟、端 唄、沖縄舞踊、銭
太鼓、カラオケ、フラダンス、南京玉すだれ、琴ほか
民謡大会 ※お楽しみ抽選会あり
とき／11月6日
（日）
午前10時〜
場所：キラリ☆ふじみ
※当日飛び入り参加先着10人まで
（受付：午前10時〜11時）
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土曜おもしろミューズランド
ミニチュア土器づくり
とき／10月１日
（土）
定員／各40人（先着順）
参加費／100円（材料代）
草木染でハンカチを染める
とき／10月15日
（土）
定員／各20人（先着順）
参加費／200円（材料代）
【共通事項】
時間／午前10時、午後1時30分
（いずれも30分前から受付）

場所／水子貝塚資料館
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。

問合せ／水子貝塚資料館
2049‑251‑9686
水子貝塚公園・難波田城公園
開園時間変更のお知らせ
10月1日（土）〜平成29年3月31日
（金）の開園時間は午前9時〜午後
5時となります。

主催／富士見市民文化祭実行委員会
内 252
問合せ／地域文化振興課 2○
市民美術展
とき／11月13日
（日）
〜20日
（日）
午前10時〜午後5時
場所／キラリ☆ふじみ
内容／絵画、彫塑、工芸、書、写真
将棋大会 ※当日受付可
とき／11月13日
（日）
午前9時〜午後5時
場所／鶴瀬西交流センター
参加費／市民・会員・中学生・女性1,000円（昼食付）
会員以外1,300円（昼食付）、小学生500円（昼食なし）
市民音楽祭
とき／11月20日
（日）
午後1時〜4時30分
場所／キラリ☆ふじみ
内容／コーラス、吹奏楽、
器楽演奏

I
なんばた青空市場

情報ステーション

nformation station

バトテニス大会

※雨天時は縮小開催

場所／南畑幼稚園周辺の田んぼ
【イベント】かかしコンテスト、東
中学校吹奏楽部による演奏、農耕
機試乗体験、さんだら飛ばしなど
【模擬店】新米おにぎり、農産物
フリーマーケット、焼きいも
【展示】昔の農機具、米俵など

バドミントン、バレーボール、テ
ニスを組み合わせた富士見市発祥
のニュースポーツです。

とき／10月23日
（日）
午後2時開演
場所／針ケ谷コミュニティセンター

※参加賞と上位入賞者には賞品あり!

出演／高倉健、田中裕子、夏八木
勲、奈良岡朋子ほか
問合せ／針ケ谷コミュニティセン
ター 2049‑251‑8478

※入場無料

とき／11月3日
（祝）
午前10時〜
（受付：午前9時10分〜）

場所／三芳町総合体育館
定 員 ／24チ ー ム（1チ ー ム2人。 小

地区体育祭

学生以上、うちどちらかは中学生以
上で構成。男性同士のペアは2人が

※駐車スペースに限りがありますの
で、車での来場はご遠慮ください。

65歳以上のみ可）
参加費／200円（保険・賞品代）

主催／なんばた青空市場実行委員会
問合せ／南畑公民館
2049‑251‑5663

持ち物／動きやすい服装、室内運
動靴、飲み物、タオル
申込み／10月13日（木）までに電話
予約し、参加費を添えて直接

とき・場所／
※雨天時は各小学校体育館
10月9日（日）
8:30

南畑小、鶴瀬小

9:00

水谷小、勝瀬小、
水谷東小、諏訪小、
みずほ台小、針ケ谷小、
関沢小、つるせ台小

※1人で参加希望の方はご相談ください。

主催／スポーツ推進委員連絡協議会
内 634
問合せ／生涯学習課 2○

第27回健康まつり

イベント

とき／11月3日
（祝）
午前10時〜午後2時

針コミムービー「ホタル」

内 634
問合せ／生涯学習課 2○

〜あなたが主役の健康づくり〜
場所・問合せ／健康増進センター 2049‑252‑3771

西口

ふじみ野交流センター

ふじみ野

勝瀬中

雷隣堂脇

鶴瀬公民館
新河岸川

富士見市役所
図書館

鶴瀬駅前

瀬
東口

安楽亭
諏訪小
富士見台中

健康増進センター
江川
国道

みずほ台小
みずほ台駅前
東口

バイパス

みずほ台

みずほ台
コミュニティ
センター

鶴瀬

254
並木

水谷公民館

針ケ谷コミュニティセンター

岡の坂
水谷東公民館

健康まつり無料送迎バス時刻表
１号車
２号車

ハイハイよちよち競走に参加してみませんか
んか
対象／ハイハイ・よちよち歩きの乳幼児
内容／①ハイハイ競走 ②よちよち競走
申込み／10月3日
（月）
から電話で

市役所前

羽沢
鶴瀬小

食べて実感・学ぶコーナー
■始めよう！適塩生活
（試食・展示）
■高野豆腐の健康スープの試食
■模擬店コーナー
カラダを使って体験・チャレンジコーナー
■健康大使ふわっぴーと写真撮影
（特定健診PR）
■体を使って遊ぼう
（幼児）
■健康づくりコーナー
（食育クイズなど）
■脳ヂカラチャレンジ
■ふじみパワーアップ体操・骨盤底筋体操・太極拳体験
■ツボ・ハリ体験と相談
■応急手当指導
■健康吹き矢
■キッズコーナー

第三保育所

渡戸

鶴

健診・相談コーナー
（無料）
■歯科相談
■医師による健康相談
■ケガの痛みに関する相談
■薬に関する相談
■介護・家庭看護に関する相談

バス停案内図

とき／10月30日
（日）
午前10時〜午後2時
（雨天決行）
※午前9時50分からオープニングパフォーマンス「ふじみパワー
アップ体操」

水谷東公民館
針ケ谷コミュニティセンター
みずほ台駅東口（埼玉りそな銀行前）
健康増進センター着

9 :40
9 :45
9 :50
10:00

11:10
11:15
11:20
11:30

ふじみ野駅西口（埼玉縣信用金庫前）
雷隣堂脇
鶴瀬駅東口（隈川写真館前）
安楽亭富士見鶴瀬店前
健康増進センター着

9 :40
9 :45
9 :50
9 :55
10:05

11:10
11:15
11:20
11:25
11:35

※帰りのバスは1号車、2号車とも午後2時5分に出発します。
駐車場に限りがありますので自転車・バスなどをご利用ください。
広報 ふじみ 平成28年10月号
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正午〜午後3時20分
場所／入間市市民会館

イベント
Event

い！やさしい街 やさしい人」
※人権作文の朗読、人権パネルなど

イベント

の展示、物品販売などもあります。

（入間市豊岡3‑10‑10）

入間郡市人権フェスティバル
誰もが自分らしくいきいきと暮ら
せる社会を実現するため、広く市民
の人権問題への理解と関心を深め
（無料、
申込不要）
。
ることを目指します
とき／11月11日
（金）

市民伝言板

市民伝言板

※駐車場に限りがあるので、公共交

※手話通訳、保育あり
（要予約）

通機関をご利用ください。

問合せ／人権・市民相談課
内 270
2○

内容／ ぎ お ん だ い こ
高倉祇園太鼓（入間市指定無形民
俗文化財）
の演奏
石井めぐみ氏（女優）による講演
「もっと多くの人に知って欲し

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

くらしのリユース

第16回かがやき文化祭
作品展示10月3日㈪〜9日㈰9:30〜17:00、
芸能発表10月8日㈯12:30〜16:00／キラリ
☆ふじみ／主催全日本年金者組合富士見
支部／無料／岡本 2049‑251‑6248
富士見太鼓の会
むさしの和太鼓連盟 発足25周年記念チ
ャリティー公演 ｢第12回ふるさとの響｣ …
10月30日㈰13:00〜16:30／キラリ☆ふじみ
／1,000円
会員募集…第2･4日曜9:00〜17:00／南畑公
民館／小学1年生〜大人／入会金2,000円
／月会費子ども1,000円、大人2,000円／
望月 2049‑253‑2101
富士見市ソフトテニス連盟
…11月6日㈰･13
ソフトテニス教室（全4回）
日㈰･20日㈰･27日㈰9:30〜12:00／本郷中
テニスコート／1回100円
（保険代ほか）／日
程の途中からも参加可／
市体育協会 2049‑254‑9510
会員募集…毎週土･日曜、
祝日13:00〜17:00
／本郷中テニスコート／入会金3,000円／
年会費6,000円／山川 2049‑254‑3349

第17回植物画同好会作品展
10月15日㈯〜20日㈭10:00〜16:30（初日は
13:00から、最終日は16:00まで）／キラリ
☆ふじみ／植物のありのままの姿を細密に
描いた約50点の展示／無料／
中島 2049‑252‑5188
第10回勝瀬こばと保育園バザー
11月20日㈰10:00〜14:00／勝瀬こばと保育
園／バザー、模擬店など楽しい企画を用意
しています／バザー提供品を募集中／
勝瀬こばと保育園 2049‑263‑8800
第29回ゆいの里大バザー
11月26日㈯10:00〜13:00／鶴瀬駅西口サ
ンライトホール／主催（福）ゆいの里福祉会・
ゆいの里を支える会／バザー提供品を募
集中。ご連絡いただければ伺います／
ゆいの里 2049‑268‑6680

募 集
介護予防「元気ダンス」
月3回木曜10:00〜11:00／みずほ台コミュ
ニティセンター／介護予防体操にダンスの
魅力を組み込んだ易しい振付です。立って
も座ってもできます／月会費1,200円／
黒岩 2080‑5650‑5602

ワンステップ
月3回水曜10:00〜12:00／鶴瀬西交流セン
ター／英会話／入会金1,000円／月会費
3,000円／見学あり
（1回のみ、要予約）
／
塚本 2049‑268‑1380
赤とんぼ
第2･4土曜13:30〜14:30／みずほ台コミュ
ニティセンター／50歳以上の方／童謡･唱
歌などの練習／入会金1,000円／月会費
2,000円／黒田 2049‑254‑0699
縁起 飾 凧絵「正風会」
第2･4水曜13:30〜16:30／鶴瀬西交流セン
ター／武者絵、浮世絵、歌舞伎絵や千社
札などの縁起凧を描いています／月会費
300円／森 2049‑253‑5225
富士見笑いヨガクラブ
第3火曜10:30〜11:30／鶴瀬公民館／普通
のヨガと違い、歌って大きな声で笑うヨガ
です／入会金100円／月会費500円／
関口 2049‑252‑4588
渋谷定輔文庫資料を読む会
第4火曜13:00〜16:00／中央図書館／資
料の閲覧・調査／会費なし／
本多 2080‑5152‑3041

ご利用ガイド
●

9 月 7 日現在●

問合せ／環境課

内 246
2○

ゆずります
スチールラック／漬物石／ひな人形（7段飾り）／舞踊人
形／五月人形（段飾り）／あやめ人形／ピアノ／素焼き
植木鉢／FAX用リボン／つるせ台小体操着（上着120㎝・
130㎝）／ベビーバス／チャイルドシート
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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。

ゆずってください
折りたたみベッド／自転車（女性用）／大人用三輪車／スポー
ツ用腕時計（男性用・ストップウォッチ付）／本郷幼稚園制服
（半ズボン・男児用サイズ不問）
／富士見台中夏・冬用制服
（男
子用・女子用サイズ不問）／富士見高校夏用制服（半袖ブラウ
ス・ベスト・女子用・Mサイズ）／ベビーローチェア

