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

ご 案 内

平成29年
富士見市成人式典のお知らせ

ご 案 内

Guidance

ベビーシッター事業の届出について
児童福祉法などの改正により、ベ
ビーシッター事業を行う場合、預
かる人数にかかわらず市への届出
が必要になりました。
詳しくはお問い合わせください。
内 376
問合せ／保育課 2○

既卒3年以内の方の
就職面接会
企業説明と個別面接を行います。
とき／6月15日（水）午後1時〜4時
（受付：午後0時30分〜）

とき／平成29年1月9日（祝）午前11
時〜（受付：午前10時30分〜）
場所／キラリ☆ふじみ
対象／平成8年4月2日〜平成9年
4月1日生まれ
※市内在住の対象者に

民生委員・児童委員活動強化週間

はがきを郵送します。
※詳しくは、広報『ふじみ』12月号
でお知らせします。
内 631
2○

スポーツ安全保険のご案内
対象／スポーツ活動や文化活動な
どを行う4人以上の団体
保険期間／4月1日〜平成29年3月
31日（4月1日以降の申込みは、払込

場所／大宮ソニックシティ地下展
示場 ※無料、申込不要
対象／大学（院）・短大・高専・専
門学校などを卒業後おおむね3年
以内の方
持ち物／履歴書、自己PR書または
職務経歴書（それぞれ複数枚）、ハ
ローワークカード（お持ちの方）

事故の範囲／団体管理下での活動
中（国内）の事故など
補償内容／傷害保険・賠償責任保
険・突然死葬祭費用保険（加入区分

※参加企業など詳しくは埼玉労働局

により補償金額は異なります）

ホームページをご覧ください。

掛金／800円〜11,000円（活動内容

問合せ／埼玉新卒応援ハロ−ワーク
2048‑650‑2234

により異なります）

県の職業訓練のご案内
県では、仕事に就くための職業訓
練を実施しています（無料。教材費
など一部自己負担あり）
。
託児付きの講座もありますので、
ぜひご利用ください。
場所／県内の民間教育訓練機関など
申込み／住所地を管轄するハロー
ワークで願書の確認を受け、郵送
または直接

日と加入依頼書を郵送した消印日の
いずれか遅い日の翌日から有効）

申込み／市民総合体育館にある加
入依頼書に記入し、郵便局窓口で
払込み後、払込受付証明書を貼付
し郵送
※スポーツ安全協会ホームページか
らも加入可

問合せ／（公財）スポーツ安全協会
埼玉県支部 2048‑779‑9580

つきいち〜臨時農産物直売所〜

※面接などの選考試験があります。

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
米・新鮮野菜・みそ
などを販売します。

※募集案内や開講予

※レジ袋削減のため、

定など、詳しくは県

買い物袋をお持ちください。

ホームページをご覧

とき／5月17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○

※願書は県内ハローワークなどで入手可

コバトン
ください。
http://www.pref.saitama.lg.jp/

b0810/itaku-new.html

問合せ／県立職業能力開発センター
2048‑651‑3122
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6月定例会は、5月31日（火）開会
予定です。6月定例会で審議する
請願・陳情は、5月16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○
5月12日〜18日

は11月中旬以降に案内

問合せ／生涯学習課

市議会6月定例会のお知らせ

民生委員・児童委員は、皆さんの
暮らしを応援するため、地域に根
ざした福祉活動に取り組んでいま
す。心配ごと、困りごとなど気軽
にご相談ください。
活動内容／
日常生活にかかわる問題などの相談
高齢者などの見守り活動
子どもたちの健全育成や子育て
の仲間づくりの協力
いじめや児童虐待などの相談
各関係機関と連携し、安心して
暮らせるまちづくりへの協力
災害時一人も見逃さない運動（い
ざという時のために、要援護者台
帳や災害福祉マップの作成など）
内 334
問合せ／福祉課 2○

市役所の土曜開庁と業務時間延長
取扱業務など、詳しくは市ホーム
ページをご覧になるか、お問い合
わせください。
市役所本庁舎１階
【土曜開庁】
5月7日
（土）
午前8時30分〜午後0時30分
【業務時間延長】
毎週木曜（祝日を除く）午後7時まで
【開庁課】
市民課・保険年金課・税務課
収税課・子育て支援課・保育課
問合せ／市役所 2049‑251‑2711
西出張所 （鶴瀬駅西口サンライトマンション1階）
【業務時間延長】
5月26日
（木）
午後8時まで
※毎月最終木曜（祝日を除く）午後8
時まで

問合せ／西出張所 2049‑252‑2331

I

情報ステーション

nformation station

5月は自動車税の納期です

募 集

ご案内

Invitation

Guidance

納税通知書を発送します

※応募方法など詳しくは
市ホームページをご覧く
ださい。
内 340
問合せ／子育て支援課 2○

ワンナイトステイの受け入れ家庭
世界各国から日本語を教えるため
に研修に来ている外国人の週末だ
けのホストファミリーになりませ
んか。日本語が話せますので、気
軽に国際交流、国際
理解を深めることが
できます。
受入家庭の条件／
宿泊用に個室が用意できる家庭
食事やお祈りなどの習慣にご理
解いただける家庭
家族が2人以上いる家庭
実施日／5月21日（土）〜平成29年
2月19日
（日）

平成28年

経済センサス活動調査のお知らせ
全国すべての事業所および企業を
対 象 に、 平 成28年6月1日 を 基 準
日として調査を実施します。
この調査は、国内の全産業毎の売
上金額や費用、設備投資などを同
一時点で把握することを目的とし
ています。回答は、インターネット
回答、紙の調査票へ記入する方法
のいずれかを選択いただけます。
5月中旬から調査員が伺いますので、
ご理解とご協力をお願いします。
内 225
問合せ／総務課 2○

市役所庁舎の壁面緑化で採れたヘ
チマの種を無料配布します。地球
温暖化防止と夏の省エネ・節電対
策につながる壁面
緑化を始めてみま
せんか。
配布開始日／5月6日
（金）
〜
配布場所／環境課、西出張所、ふ
じみ野出張所、各公民館・交流セ
ンター・コミュニティセンター
※種がなくなり次第終了します。

問合せ／環境課

内 299
2○

スポーツ大会出場選手等激励金

※児童が児童福祉施設などに入所し

市を代表して関東大会以上のスポ
ーツ大会に出場する選手への支援
として、激励金を交付しています。
対象者／市内在住の方で活動の本
拠地が市内であることなど
対象大会／国、都道府県、日本体
育協会、日本レクリエーション協
会、またはその加盟団体が主催す
る各種スポーツの予選大会・選考
会を経て出場する関東大会以上の
大会
交付額／関東大会5,000円、全国
大会10,000円など
申込み／事前にお問い合わせいた
だき、大会開催日の2週間前まで
に申請書や大会出場者登録名簿な
どを提出

（〒354‑8511（所在地は記載不要）富

たり、障がいを支給事由とする公的

※団体競技は1団体につき5人まで

士見市役所人権･市民相談課）
※登録申込書は、県または市ホーム

年金を受けることができる場合は支

の額が限度。全国大会が関東地方で

給されません。

行われる場合、関東大会に定める金

ページから入手可

問合せ／障がい福祉課 児童福祉係
内 338
2○

額を交付。年度内1人1回の交付。

※この期間内に8回実施予定。詳し
くはお問い合わせください。

宿泊期間／1泊2日（土〜日曜）
登録申込／5月27日（金）までに郵
送または直接

問合せ／人権・市民相談課

内 270
2○

特別児童扶養手当
20歳未満で、政令に定める程度の
障がいを有する児童を監護してい
る父母、または父母にかわって児
童を養育している方に支給されま
す（所得制限あり）。申請方法など
詳しくはお問い合わせください。
支給時期／4月、8月、11月
手当の額／1級 月額51,500円
2級 月額34,300円

内

H27年度の活動内容／遠足（森林公
園）、スケート、運動会、クリス
マス会、鉄道博物館見学など

ヘチマの種を無料配布します

案

（2年間）

平成28年度の固定資産税・都市計
画税、軽自動車税の納税通知書を
5月2日
（月）
に発送します。
固定資産税・都市計画税は平成28
年1月1日現在の所有者に、軽自動
車税は、平成28年4月1日現在の所
有者に、それぞれ課税されます。
問合せ／
固定資産税・都市計画税に関すること
内 354
税務課土地係 2○
内 356
家屋係 2○
軽自動車税に関すること
内 348
税務課諸税係 2○

内 636
問合せ／生涯学習課 2○

広報 ふじみ 平成28年５月号

ご

青少年相談員は、埼玉県知事の委嘱
を受け、地域の子どもたちの話し相
手や遊び相手となって、その健やか
な成長をサポートするために活動す
る青年ボランティアです。
ボランティア活動に興味のある方、
子どもが好きな方、一
緒に活動しませんか。
応募資格／市内在住、
在勤、在学の18〜36歳の方
任期／4月1日〜平成30年3月31日

募 集

第26期青少年相談員

自動車税は、金融機関やコンビニ
で納付できます。また、パソコン
などからインターネットバンキン
グやウェブサイト「Yahoo!公金
支払い」から納付することもでき
ます。
納税通知書は、5月6日（金）以降、
お手元に届く予定です。忘れずに、
5月31日
（火）
までに納めましょう。
問合せ／自動車税コールセンター
2050‑3786‑1222
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親子サロン

子 育 て
子 育 て

家族同士や保健師との交流・相談
を行います。
とき／５月23日
（月）
午前10時〜11時30分

Child-rearing

子育て支援センターまつり

ひろばであそぼう！

スポーツの分野で活
躍する選手から学校
では体験できないス
ポーツを学びます。
内容／卓球、乗馬、レスリング、
ハンドボールほか
定員／30人
主催／子どもスポーツ大学ふじみ
実行委員会
【共通事項】
開催日／6〜9月

場所／健康増進センター
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

子ども大学☆ふじみ・子どもス
ポーツ大学☆ふじみ受講生募集

※土・日曜と夏休みに開催

場所／淑徳大学、立教大学など
対象／市内在住、在学の小学4〜
6年生
参加費／1,000円（保険代含む）
申込期限／5月6日
（金）
（必着）

子ども大学☆ふじみ（全７回）
学校では教わらない
ようなことを、大学
や地域の専門家が分
かりやすく教えてく
れます。
内容／海外青年協力隊、世界が認
めた「和食」のすごさ、いざ！南
極北極探検隊ほか

※詳しくは小学校を通じてお知らせ
します。
内 631
問合せ／生涯学習課 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

子どもスポーツ大学☆ふじみ
（全６回）

（受付：午前9時45分〜10時）

たくさんの遊びを用意しています
ので、ぜひ遊びに来てください（無
料、申込不要）
。
とき／５月17日
（火）
午前10時〜11時30分
場所／針ケ谷コミュニティセンター
対象／未就学児と保護者
内容／
【第1部】午前10時〜11時
赤ちゃんコーナー、手形、魚つり、
工作コーナーなど
【第2部】午前11時〜11時30分
子どもわくわく遊び隊（淑徳大学）
によるパネルシアターなど
主催／市内の子育て支援センター
協力／こばと保育園・けやきわか
ば保育園
問合せ／子育て支援センター「ぴ
っぴ」 2049‑251‑3005

事業名

定員／60人
主催／子ども大学ふじみ実行委員会

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 ■
5月30日㈪ ■
他 1人30分程度
9:00〜15:00 ■

5月10日㈫

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

5月23日㈪

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

5月11日㈬

水 ■
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
鶴 ■
対 平成27年4月24日〜5月16日に生まれた子
■

5月24日㈫

水 ■
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
鶴 ■
対 平成27年5月17日〜6月8日に生まれた子
■

１歳６か月健診

5月18日㈬

水 ■
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
鶴 ■
対 平成26年7月24日〜8月15日に生まれた子
■

３歳健診

5月17日㈫

水 ■
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
鶴 ■
対 平成24年11月生まれの子
■

４か月健診

12か月健診

予
■

乳児・母乳相談
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…持ち物

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

5月 9日㈪ 場
■ 健康増進センター
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
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

場 みずほ台
5月25日㈬ ■
10:00〜11:30
コミュニティセンター

※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。

I
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育児講座「みんなあつまれ！
ジャンボあそぼう会」

子 育 て
カガクの世界にふれてみよう！
とき／6月5日
（日）
午前10時〜午後4時
※みずほ台駅改札前集合・解散

場所／板橋区立教育科学館
（東京都板橋区常盤台4‑14‑1）

対象／小中学生
定員／25人（申込順）
参加費／500円（交通費など）
持ち物／お弁当、飲み物、雨具
主催／富士見市青少年相談員協議会
申込み／5月10日
（火）
〜17日
（火）
午前9時から直接または電話で

（受付：午前10時〜）

場所／鶴瀬公民館
問合せ／
第一保育所
2049‑251‑6553
第二保育所
2048‑472‑9174
第三保育所
2049‑252‑4811
第四保育所
2049‑251‑9785
第五保育所
2049‑251‑9784
第六保育所
2049‑251‑4741
子育て支援センター「ぴっぴ」
2049‑251‑3005

（土・日曜を除く）
※必ず保護者の方が送迎をお願いし
ます。
内 340
問合せ／子育て支援課 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
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。

５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

14日（土）午後２時「赤いカーネーション」
「眠れぬ夜の小さなお話４」
21日（土）午後２時「あざらしチック」
「きつねのしっぽ」
６日（金）午後２時「シラノ・ド・ベルジュラック」
15日（日）午後２時「羅生門」
４日（祝）・18日（水）
午前11時

おはなしかい（幼児・小学生） ７日（土）・28日（土）
午後２時
一般映画会
７日（土）午後２時「そして父になる」

鶴瀬西
おはなしかい（乳幼児）
11日（水）・15日（日）午前11時
分 館
おはなしかい（幼児・小学生） 11日（水）午後3時30分、15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）

保育所では就学前のお子さんを対
象に毎月「あそぼう会」を行って
います。気軽にお越しください。

て

年齢別（0歳、1歳、2歳〜）に分か
れて、親子の触れ合い遊び、ホー
ルでの劇やペープサートなどを見
て親子で楽しく過ごしましょう。
気軽にお越しください（無料、申込
不要）。
とき／6月9日
（木）
午前10時30分〜正午

子 育

Child-rearing

保育所の「あそぼう会」

28日（土）午前11時「ミッキーマウスのキャン
ピングカー」「だるまちゃんとてんぐちゃん」
13日(金)午前11時

おはなしかい（幼児・小学生） 21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。

5〜9月の日程／いずれも木曜
午前10時〜11時30分
５月
６月
７月
８月
９月

19日
９日・23日
７日・21日
４日
１日・15日

問合せ／
第一保育所
2049‑251‑6553
第二保育所
2048‑472‑9174
第三保育所
2049‑252‑4811
第四保育所
2049‑251‑9785
第五保育所
2049‑251‑9784
第六保育所
2049‑251‑4741
下記の保育所は、日程が異なるこ
（市外局番049）
ともあります。
ふじみ野保育園
2256‑8862
こばと保育園
2251‑8966
けやき保育園
2268‑7255
子どものそのBaby保育園
2261‑7077
勝瀬こばと保育園
2263‑8800
けやきわかば保育園 2253‑8811
富士見すくすく保育園
2090‑9442‑6517
針ヶ谷保育園
2275‑0077
ナーサリースクール☆SUKUSUKU
2090‑9442‑4899
なんばた保育園・南畑幼稚園
2251‑0410
富士見れんげこども保育園
2275‑0138

はるのはらっぱおはなし会
絵本を読んだり、歌を歌ったり、青空の下でみんなで楽しみましょう。
とき／５月５日(祝)午後２時〜（30分程度） ※雨天中止
場所／勝瀬原記念公園
※申込不要。直接お越しください。

問合せ／図書館ふじみ野分館 2049‑256‑8860
広報 ふじみ 平成28年５月号
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手話通訳者養成講習会
手話通訳Ⅰ課程（全36回）

学 ぶ
Learning

学 ぶ

手話通訳者を目指す方を対象に開
催します。
とき／6月22日〜平成29年3月22日
毎週水曜午後7時〜9時

書道教室
毛筆できれいに名前を書きたい方
や書道に興味のある方、一緒に楽
しく学びませんか。
とき／
第2・4月曜午後1時30分〜
場所／シルバー人材センター
講習費／10,800円（半年分）
申込み・問合せ／入間東部シルバ
ー人材センター
（富士見事務所）
2049‑253‑6686

（ただし8月10日（水）
、祝日、年末年

がおおむね１年以上の方
6月15日（水）の受講審査を受け
ることができる方
定員／10人
参加費／4,500円（テキスト・保険代）
※次年度に手話通訳Ⅱ課程・実践課
程のテキスト・保険代が別途必要です。

始を除く）

※保育あり（1歳〜未就学児。お子さ

※次年度に手話通訳Ⅱ課程・実践課

ん１人につき保険代1,000円）

程を引き続き行います。

申込み／6月10日（金）必着で、富
士見市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

場所／鶴瀬西交流センター、藤久
保公民館（三芳町）
対象／次のすべての条件を満たす方
高校生以上の富士見市または三
芳町在住、在学、在勤の方
手話奉仕員養成講習会を修了し
ている方、またはそれと同等の
技術をお持ちの方
地域の聴覚障がい者との関わり

市民による市民のための協働立市民大学

富士見市民大学第39期受講生を募集
場所／鶴瀬公民館ほか
対象／市内在住、在勤の方
受講料／800円（保険代など）
申込み／5月6日
（金）
〜20日
（金）
に各公民館・交流センター
・コミュニティセンターにある入学願書で直接（申込順）

※申込書は、富士見市社会福祉協議会
のホームページからも入手できます。

問合せ／富士見市社会福祉協議会
〒354‑0021 大字鶴馬1932‑7
市民福祉活動センターぱれっと内
2049‑254‑0747 ℻049‑252‑0111

主催／NPO法人富士見市民大学
問合せ／富士見市民大学事務局（鶴瀬公民館内）
2049‑251‑1140

開講式・公開講演会
とき／6月4日
（土） 場所／鶴瀬公民館
内容／収穫期の今を生きる
講師／宮腰 賢 氏（東京学芸大学名誉教授）

富士見市民大学・年間講座のご案内
講座名

日程・場所

文学講座
西鶴と近松の世界〜「浮世
草子と世話浄瑠璃」へのい
ざない
（全7回）

9/17（土）
〜11/6（日）
いずれも午前10時〜正午
みずほ台コミュニティセンター
定員70人

やさしい文章教室
（全5回）

6/12（日）
〜7/10（日）
いずれも午前10時〜正午
みずほ台コミュニティセンター
定員40人

H29.1/14（土）
〜2/4（土）
楽しい、おとなの国語学講
いずれも午前10時〜正午
座
（全4回）
鶴瀬西交流センター 定員50人

講座名

日程・場所

H29.1/20（金）
〜2/17（金）
行政と市民生活講座
いずれも午前10時〜正午
元気ある街づくりと豊かな
市民福祉活動センターぱれっと
市民生活
（全5回）
定員30人
木と私たち講座
（全9回）

6/19（日）
〜H29.2/26（日）
定員20人

ふじみ自然塾
（全16回）

5/14（土）
〜H29.2/18（土）
渋谷農園ほか
定員15人

親子で野あそび
（全2回）

9/11(日)富士見江川
9/25(日)富士見橋付近
いずれも午前9時集合
定員15家族

社会福祉学
7/16（土）
〜H29.1/27（金）
世界の社会保障の実情とマ いずれも午前10時〜正午
イナンバー制度
（全6回） 鶴瀬公民館 定員40人

市民講師によるサロン塾
（全9回）

6/6（月）
〜9/26（月）
いずれも午前10時〜正午
鶴瀬公民館
定員50人

歴史講座
6/11（土）
〜7/9（土）
富士見市6000年の歴史を通 いずれも午前10時〜正午
観してみる
（全5回）
鶴瀬公民館 定員60人

郷土富士見検定対策講座
（全3回）

6/14（火）
難波田城資料館
9/10（土）
ピアザ☆ふじみ
10/8（土）
水谷公民館

国際社会学
10/22（土）
〜12/3（土）
「大転換期を迎えた21世紀 いずれも午前10時〜正午
の世界」を読み解く
（全6回） 鶴瀬公民館 定員50人

第５回郷土富士見検定は11月13日
（日）
に開催決定！
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水子貝塚資料館のお知らせ
場所・問合せ 2049‑251‑9686

（いずれも30分前から受付）

対象／小学生以上
（未就学児は保護者同伴で可）

定員／各40人（先着順）
参加費／100円（材料代）

出演／岩田恵美氏（ソプラノ）
天池穂高氏（作曲・ピアノ）
問合せ／針ケ谷コミュニティセン
ター 2049‑251‑8478
場所・問合せ 2049‑251‑5555
休館日：第3月曜（祝日の場合は翌平日）
親子リトミック（全5回）
月齢に応じたエクササイズをしま
す。ビニールボールや段ボールハ
ウスなどを使って楽しく過ごします。
と き ／5月30日、6月6日・13日、7
月4日・11日
いずれも月曜午前10時〜11時30分
対象／よちよち歩きができるくら
いの赤ちゃんとその保護者
定員／20組（申込順）
参加費／2,500円

内容

①5月26日
9:30〜11:30
（受付：9:15〜）

②6月2日
9:45〜14:00
（受付：9:30〜）

③6月9日
9:30〜11:30
（受付：9:15〜）

健康づくりで大切
なこと
講師：保健師
ヨガ
講師：ヨガインス
トラクター

ぶ

ゆったり太極拳（全8回）
深い呼吸とゆったりとした動きで、
自然に心と体が癒され、美容効果
も期待できます。
とき／5月20日・27日、6月3日・10
日・24日、7月1日・8日・15日
いずれも金曜午後1時30分〜3時30分
定員／20人（申込順）
参加費／4,000円

※未就学児の入場はご遠慮ください

とき

学

キラリ☆スポーツカレッジ
誰でも踊れるフラダンス（全5回）
フラダンスを楽しく踊りましょう。
と き ／5月25日、6月8日・22日、7
月6日・20日
いずれも水曜午前10時30分〜11時30分
定員／20人（申込順）
参加費／2,500円

小津安二郎監督の名作を、ピアノ
生伴奏とともにお楽しみください。
とき／5月22日
（日）
午後2時開演（午後1時30分開場）
場所／針ケ谷コミュニティセンター
内容／大人の見る繪本「生れては
みたけれど」、ソプラノによる世
界の名歌
定員／70人（無料、申込不要）

ヨガにより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／いずれも木曜

健康づくりのため
の食生活
講師：管理栄養士
お口の中から健康
ＵＰ
講師：歯科衛生士

実技

市民総合体育館のお知らせ

無声映画上映会
〜歌の調べとともに〜

第1回健康な私づくり講座
（全3回）

講義

さい。

対象／小学４年生以上
定員／15人（申込順）
参加費／200円(材料代)
申込み／5月1日
（日）
午前9時から
直接または電話で

Learning

調理実習

※無料、申込不要。直接お越しくだ

（30分前から受付）

学ぶ

実技

企画展「海と貝塚〜関東地方の貝
塚を探る〜」（5月29日（日）まで）
学芸員による展示の解説を行います。
とき／5月8日・22日
いずれも日曜
午後1時30分〜2時30分
場所／資料館展示室

企画展関連講座
ミニ骨角器づくり
骨を削ってペンダントを作ります。
とき／5月14日
（土）
午後1時30分

講義

※申込不要。直接お越しください。

nformation station

イベント

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／5月21日
（土）
午前10時、午後1時30分

情報ステーション

ヨガ
講師：ヨガインス
トラクター

場所／ピアザ☆ふじみ
対象／18歳以上で医師から運動制
限を受けていない方
定員／20人（申込順）
参加費／①60円（保険代）
②450円（材料代など）
※実施当日に集金

申込み・問合せ／健康増進センター
2049‑252‑3771

上級救命講習
とき／5月21日
（土）
午前9時〜午後6時
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／5月9日（月）〜13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

【共通事項】
主催／
（公財）
キラリ財団
申込み／5月2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
広報 ふじみ 平成28年５月号
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第32回水谷東ふるさとまつり

イベント
Event

イベント

ふじみヘルシーウォーク大会
全員に参加賞をプレゼント。歩数
当てクイズ、お楽しみ抽選会、ノ
ルディックウォーキング体験会も
あります。
とき／5月22日
（日）
※荒天の場合、開催の可否は当日午
前6時30分以降に市役所にお問い合
わせください。

もり

受付／文化の杜公園午前7時30分〜
開会式／午前8時10分
スタート／午前8時30分
コース／健脚コース（約12㎞）
ファミリーコース（約7㎞）
※雨天の場合はファミリーコースを
歩きます。

持ち物／飲み物 ※歩きやすい服装
・靴でお越しください。
※小学生以下は保護者同伴で可。介
助が必要な方は介助者を含めてご応
募ください。

参加費／大人300円（当日申込み500
円）、中学生以下100円

申込み／
事前申込み 5月11日（水）までに参
加費を添えて下記へ
≪平日午後5時15分まで受付≫
生涯学習課（中央図書館2階）、各
公民館・交流センター
≪毎日午後９時まで受付≫
市民総合体育館
※なるべく事前申込みをお願いします。

当日申込み 参加費を添えて直接
共催／富士見市スポーツ推進委員
連絡協議会、市教育委員会
協力／富士見市体育協会、富士見
市交通指導員
川柳を募集します！
テーマ：ウォーキング
応募資格：大会参加者
応募期日：5月22日（日）大会終了
時まで
※詳しくは、市ホームページをご覧
ください。優秀作品の発表は、広報
『ふじみ』7月号でお知らせします。

問合せ／生涯学習課
19 広報 ふじみ 平成28年５月号
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舞台、模擬店、フリ
ーマーケット、ビア
ガーデン、子ども山
車など、子どもから
大人まで楽しめるお祭りです。
とき／5月28日
（土）
・29日
（日）
午前10時〜
場所／前沼公園、水谷東公民館ほか
主催／第32回水谷東ふるさとまつ
り実行委員会
問合せ／水谷東公民館
2048‑473‑8717

難波田城資料館のお知らせ
第26回ふるさと探訪
上福岡の史跡を訪ねる
とき／5月15日
（日） ※小雨決行
集合／上福岡駅東口前・午前9時15分
主な見学地／火 工 廠 跡→福岡河岸
記念館→吉 野 屋 土 蔵 →御 嶽 神 社 →
権 現 山 古墳→西 養 寺 →吉 野 家 長 屋
門 →上福岡歴史民俗資料館（昼食）
→長宮氷川神社→慶 珍 地 蔵 →上福
岡駅（午後3時解散。行程約5.5㎞）
定員／30人（申込順）
参加費／500円（保険料など。当日集金）
持ち物／昼食、飲み物、雨具
主催／資料館友の会ふるさと探訪
部会、難波田城資料館
申込み／5月1日（日）〜12日（木）午
前9時〜午後5時に電話で
企画展関連談話会
「ほうき作りと私の人生」
（6
春季企画展「ほうきと竹かご」
月12日まで）に関連して、ほうき作
りの修業や海外での技術指導の経
験をお話しいただきます。
とき／5月21日
（土）
午後1時30分〜2時30分
場所／講座室
定員／30人（無料、申込順）
講師／浦野幸吉氏（元ほうき職人）
申込み／直接または電話で

げんもりかん映画会
「エール！」（字幕）
とき／6月4日
（土）
午前10時、午後2時、午後6時
（いずれも30分前開場）

場所／鶴瀬コミュニティセンター
出演／ルアンヌ・エメラほか
料金／ 全席自由
前売り800円、当日1,000円
※チケットは鶴瀬公民館で好評発売中！

主催／げんもりかん、鶴瀬公民館
問合せ／鶴瀬公民館
2049‑251‑1140
問合せ 2049‑253‑4664
休館日：月曜（祝日の場合は翌日）
なつかしの自転車紙芝居（☆１）
とき／5月3日（祝）
午前11時、午後1時、午後2時
（無料、各30分程度）

場所／旧金子家住宅
対象／幼児以上
内容／昔話の紙芝居、手遊び
協力／わんだー民話らんど
よろいを着てみよう（☆２）
とき／5月7日
（土）
午前10時〜正午、午後1時〜3時
場所／旧金子家住宅
対象／5歳以上
定員／各20人（無料、先着順）
協力／川越藩火縄銃鉄砲隊保存会
５月のちょこっと体験
子どもから大人まで手軽にでき
る昔体験です（原則無料、予約不要）。
とき・内容／午後１時〜３時
１日
（日） 紙のこいのぼり作り
３日
（祝） 自転車紙芝居（☆１）
４日
（祝）
５日
（祝）

紙のミニよろい作り
（材料代100円）

五右衛門風呂
（タオル・水着持参）

７日
（土） よろいを着てみよう（☆２）
８日
（日） わたくり
14日
（土） はたおり
15日
（日） 座敷ぼうきで掃こう
21日
（土） いろりの日

難波田城公園まつり

22日
（日） トントン相撲

今年は6月5日（日）に開催します。詳しく
は広報『ふじみ』6月号でお知らせします。

28日
（土） はたおり
29日
（日） ザリガニ釣り

I

nformation station

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○

募 集

第38回ホットチャリティ歌謡ショー
さつき歌と踊りの祭典
5月1日㈰11:00〜18:00／キラリ☆ふじみ／
主催ホット歌謡クラブ／入場無料／
佐藤 2049‑251‑2784

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／初級、中級の方／社交ダンスを
楽しく踊りませんか／入会金1,000円／月
会費3,500円／戸谷 2080‑5982‑8979

伝統文化いけばな教室父母の会
いけばな体験…5月7日㈯10:00〜12:00／
鶴瀬西交流センター／小中高生／定員20
人／参加費1,080円
会員募集…第1土曜10:00〜12:00／鶴瀬
西交流センター／小中高生／年会費2,500
円
（花代別途）
／赤田 2080‑5680‑1187

富士見マジック
第1･3火曜19:30〜21:00／鶴瀬西交流セ
ンター／マジックを習ってさまざまなイベン
トに参加しませんか／入会金1,000円／月
会費1,500円／渡辺 2049‑254‑0489

ステンドグラスを楽しむ会
…5月11日
ステンドグラス体験会
（飾り鏡）
㈬･18日㈬･25日㈬13:00〜17:00／鶴瀬公
民館／定員各10人／3,000円（材料代）
会員募集…毎週水曜13:00〜17:00／鶴瀬
公民館／ミニランプなどを作って楽しみま
しょう／月会費2,000円（材料代別途）
／
会沢 2049‑293‑9979

将棋「仲よし会」
毎週火曜13:00〜17:00／鶴瀬西交流セン
ター／将棋を通して、ひきこもり防止や健
康維持、仲間同士の交流をしましょう／
年会費2,000円／柳下 2080‑3083‑1142
キッチンおんどり
（男の厨房）
第4木曜9:00〜12:00／針ケ谷コミュニティ
センター／男性／料理経験のない男性が、
やさしく始められる煮炊きの基本実習／
月会費1,000円／伊藤 2049‑254‑1477

混声合唱団けやき
コットン・ドア
第21回 定 期 演 奏 会…5月29日㈰14:00〜
月2回木曜10:00〜12:00／ふじみ野交流セン
16:00／キラリ☆ふじみ／混声合唱演奏
（コンドルは飛んで行く、オー ･ソレ ミオ、 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
流浪の民ほか）
／料金800円（全席自由）
会員募集…毎週土曜19:30〜21:30／鶴瀬 （要予約）／菅 2049‑255‑1570
公民館ほか／合唱練習／入会金1,000円
童謡仲間ふじみ
／月会費4,000円／加藤 2049‑253‑4413
月1回金曜10:00〜12:00／鶴瀬コミュニテ
ィセンター／童謡、唱歌を楽しく歌って心
第3回コーラス歌音コンサート
も体も元気になりましょう／1回1,000円／
:
:
6月5日㈰14 00開演（13 30開場）／キラリ
（金）に実施／
☆ふじみ／北の国から、津軽のふるさと、 5月は6日
日
南
2080‑4386‑1957
大
野風増ほか／定員600人／料金500円（全
席自由）
／小川 2049‑269‑2848

●

4 月 13 日現在●
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問合せ／環境課 2○

ゆずります
折りたたみベッド／電子ピアノ／
学習机（上置き･引き出し･イス付）
／マッサージチェア／赤外線治療
器／健康器具（エアプリエ）／ポー
タブルトイレ

社交ダンスサークル ローズ
月3回金曜14:00〜16:00／鶴瀬西交流セ
ンター／月会費2,500円／
荒木 2080‑1159‑6883
富士見市還暦野球倶楽部
月2回土曜10:00〜12:00／富士見市運 動
公園／60歳以上／年会費10,000円／
野本 2049‑255‑5731
ひこばえハイキングクラブ
第1木曜定例会19:30〜21:30／みずほ台コミ
ュニティセンター／創立44年。毎月機関誌
を発行。月2回山行を実施／入会金1,000円
／年会費4,000円／新井 2049‑251‑2574
ラブキッズダンスサークル
毎週土曜13:00〜14:00／南畑ふれあいプ
ラザほか／4歳〜小学生／楽しく踊ってキ
ラキラしよう！／月会費なし
（場所代別途）
／無料体験あり
（定員10人、要予約）／初
心者歓迎／大野 2090‑5879‑8305
サークル富士
月4回火曜13:00〜15:00／キラリ☆ふじみ
／太極拳（簡化24式、32剣）の練習／月
会費3,000円／小平 2049-266-0714
ヤングスターズ
① 第1･3日曜8:00〜10:00② 第2･4日曜10:00
〜12:00／つるせ台小学校グラウンド／50
歳以上の方／健康増進を目的としたソフ
トボールチームです／年会費2,000円／見
学･体験自由／名賀 2049‑254‑1390
hamちゃんず English club
毎週金曜18:00〜18:50／ふじみ野交流セ
ンター／小2〜4／ネイティブ講師と楽しく
英会話／入会金1,000円／月会費4,000円
／岩崎 2080‑1090‑5457

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
洗濯機（二槽式）／オーブンレンジ／子ども乗せ自転車／子ども用自転車（14〜16
㌅、女児用22㌅）／電動アシスト自転車（後部荷台付）／電気ヒーター／ＣＤラジ
カセ／陶芸用電気炉／芝刈機（手動式）／電気ストーブ／ナンバーディスプレイ式
電話機／寝袋／ギター／音楽の教科書（小中学校用）／ノート／ストライダー／着
物（訪問着）･帯／銀の鈴幼稚園制服･体操着･ジャージ（男児用120〜130㎝）／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㎝）
／西中夏用制服･体操着･ジャージ（女子用165㎝以上･青）／本郷中制服（女子用160
㎝）／富士見台中ジャージ（男子用･青･L）／柔道着（M、L）／チャイルドシート／ベ
ビーカー（A型）／抱っこひも
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