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労働相談（解雇や賃金不払いなどの
労使間トラブルに関する相談。無料。
年末年始・祝日を除く）
 電話相談
とき／月～金曜午前9時～午後5時
相談員／労働相談員（県職員）
 来所相談
とき／月～金曜午前9時～午後4時
相談員／労働相談員（県職員）
 若者労働ほっとライン
とき／第2・4土曜午前10時～午後
4時
相談員／社会保険労務士
※弁護士による特別労働相談（面接・
要予約）もご利用ください。
働く人のメンタルヘルス相談
（職場環境や仕事のストレスなどの相談。
無料。要予約。年末年始・祝日を除く）
とき／毎週水曜午後1時30分～、
午後3時～
相談員／産業カウンセラー
場所・問合せ／県労働相談センター
（さいたま市浦和区高砂3-15-1　県
庁第2庁舎1階）　2048-830-4522

県では、県内河川情報の公開と川
の防災情報メールを配信していま
す。
河川水位や雨量情報などの県内河
川情報を分かりやすく県ホームペ
ージで情報提供しています。また、
ユーザー登録をすると、県内の天
気予報、河川氾

はん

濫
らん

注意水位情報や
土砂災害警戒情報などの緊急情報
を知ることができ
ます。ぜひご利用
ください。
問合せ／
県河川砂防課　2048-830-5137

総務省統計局（埼玉県）では、社会
生活基本調査を10月20日現在で実
施します。
この調査は、国民の生活時間の使
い方やさまざまな活動状況を調べ、
社会や暮らしのための基礎資料と
して活用します。調査をお願いす
る世帯には、10月上旬から中旬に
かけて調査員がお伺いますので、
ご協力をお願いします。
問合せ／県統計課人口統計担当　
2048-830-2314

　
高齢者や障がい者をめぐるさまざ
まな人権問題について、強化週間
中は相談時間を延長して電話相談
をお受けします。
※強化週間以外でも、電話相談をお
受けしています（午前8時30分～午後
5時15分。土･日曜、祝日を除く）。
強化週間／9月5日（月）～11日（日）
時間／午前8時30分～午後7時
※9月10日（土）･11日（日）は午前10時
～午後5時
相談電話番号／20570-003-110
相談担当者／法務局職員、人権擁
護委員
問合せ／さいたま地方法務局人権
擁護課　2048-859-3507

家庭内のもめごと、結婚、離婚、
夫や恋人からの暴力、ストーカー、
女性特有の人権問題、相隣関係な
ど、気軽にご相談ください（無料、
申込不要）。
とき／9月29日（木）午前11時～午
後4時
場所／ウェスタ川越（川越駅西口徒
歩5分）
問合せ／川越人権擁護委員協議会
事務局・さいたま地方法務局川越
支局　2049-243-3824

市が発注する建設工事、建設工事
に係る設計・調査・測量業務およ
び土木施設維持管理の入札参加資
格審査を実施します。
※今回の参加資格の有効期間は平成
29年4月1日から平成31年3月31日ま
での2年間です。
新規申請受付
受付期間／
9月9日（金）～10月7日（金）
更新申請受付
受付期間／
建設工事：
10月11日（火）～11月25日（金）
設計・調査・測量業務、土木施設
維持管理業務：
10月11日（火）～11月11日（金）
申込方法／県ホームページ（入札
参加資格申請（工事など））を参照し、
関係書類を県入札審査課へ郵送
問合せ／県総務部入札審査課審査
担当（工事）　2048-830-5771

広告板や立看板などの屋外広告物
には、設置に関してのルールがあ
ります。
屋外広告物は、さまざまな情報の
提供、まちの活気やにぎわいを演
出する一方で、無秩序な設置によ
り景観を損なうだけでなく、管理
が不十分なため人に危害を及ぼす
恐れがあります。
埼玉県屋外広告物条例では、良好
な景観の形成と公衆に対する危害
の防止を目的に、設置に当たって
の許可基準を定めています。
屋外広告物を設置する方や設置場
所を提供する方は、この機会に許
可申請に関する確認と、広告物の
老朽化などの点検をお願いします。
問合せ／建築指導課　2○内418

ご

案

内

ご 案 内
Guidance

ふわっぴー

労働相談・メンタルヘルス相談

埼玉県版 川の防災情報

社会生活基本調査にご協力を

全国一斉「高齢者・障害者の人
権あんしん相談」強化週間

女性人権擁護委員による
特設人権相談所

9月1日～10日
屋外広告物適正化旬間

平成29・30年度
建設工事請負等競争入札参加
資格審査申請受付（新規、更新）
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募集人数／1人
業務内容／高齢者福祉課での初回
面接・相談など
資格／保健師、看護師、介護支援
専門員のいずれかの資格をもち、
実務経験が3年以上ある方
勤務時間／月～金曜午前8時30分
～午後5時（週5日勤務）
賃金／日給11,970円
応募方法／履歴書を郵送。後日面
接を行います。
応募先／〒354-8511（所在地は記載
不要）富士見市役所高齢者福祉課
問合せ／高齢者福祉課　2○内385

平成29年3月31日に指定管理期間
が終了するため、指定管理者を募
集します。詳しくは市ホームペー
ジをご覧ください。
指定期間／平成29年4月1日～平
成34年3月31日（5年間）
募集期間／9月1日（木）～30日（金）
現地説明会／9月9日（金）午後3時・
富士見ガーデンビーチ
募集要項の配布／生涯学習課で配布
問合せ／生涯学習課　2○内633

県では、日本一のおもてなし県を
実現するため、観光などで来県さ
れるお客さまをおもてなしの心で
お迎えしている企業・団体（観光
施設、交通事業者、飲食店、土産・物
販品などの小売販売業者、NPO、ボ
ランティア団体など）を表彰します。
応募締切／9月30日（金）
※応募方法や要件など、詳しくは県
おもてなし力向上実行委員会のホー
ムページをご覧ください。
問合せ／県観光課おもてなし大賞
受付担当　2048-830-3957

県内の環境保全活動を促進するた
め、他の模範となる優れた取組み
を実施している団体、事業者、個
人を埼玉県知事が表彰します（自
薦、他薦問わず）。
応募締切／9月30日（金）
※詳しくは県環境部環境
政策課のホームページを
ご覧ください。
問合せ／県環境政策課
2048-830-3019

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・梨

なし

・
みそなどの加工品を販売します。
※レジ袋削減のため、買い
物袋をお持ちください。
とき／9月20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
問合せ／産業振興課　2○内243

人も車も自転車も
　　　　　　安心・安全　埼玉県
交通ルールの遵守と正しい交通マ
ナーの実践を習慣づけ、交通事故
防止の徹底を図ることを目的とし
て実施します。
重点目標／
 子どもと高齢者の交通事故防止
 自転車の安全利用の促進
 夕暮れ時と夜間の歩行中・自転
車乗用中の交通事故防止
 すべての座席のシートベルトと
チャイルドシートの正しい着用
の徹底
 飲酒運転の根絶
問合せ／交通・管理課　2○内433

施設利用は通常どおりですが、工
事による騒音、窓の開閉や駐車場・
駐輪場利用が一部制限されます。
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。
工事期間／10月中旬～12月末
※詳しくは市ホームページなどでお
知らせします。
問合せ／ふじみ野交流センター　
2049-261-5371

とき／10月7日（金）午後1時～4時
（受付：正午～午後3時30分）
※無料、申込不要
※面接会前に直前セミナーを行いま
す（午後0時15分～45分）。
場所／ウェスタ川越
対象／正社員を希望するおおむね
40歳までの方（平成29年3月大学な
ど卒業予定の方も含む）
参加企業／約30社（予定）
持ち物／履歴書、ハローワークカ
ード（お持ちの方）
問合せ／ハロ－ワーク川越
2049-242-0197（41#）

　
ゆるキャラ®グランプリ2016に
出場中です
全国のゆるキャラⓇがインターネ
ット投票で人気を競う「ゆるキャ
ラⓇグランプリ
2016」にふわっぴ
ーが出場中です。
投票は公式サイト
からＩＤを取得し、パソコン、タ
ブレット、スマートフォン、携帯
電話から10月24日（月）午後6時ま
で１日１回投票できます。投票方
法など、詳しくは市ホームページ
「ふわっぴーのひろば」をご覧く
ださい。
※サイトへの通信には、
通信料がかかります。
問合せ／地域文化振興課　2○内251
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集

ご　

案　

内

ご 案 内
Guidance

高齢者福祉課非常勤嘱託職員

第1回若者就職面接会

ふわっぴーの応援をお願いします
第4回埼玉県おもてなし大賞

富士見ガーデンビーチ
の指定管理者

9月21日～30日
秋の全国交通安全運動

第18回
彩の国埼玉環境大賞の候補者募集

ふじみ野交流センター
外壁改修工事のお知らせ

つきいち～臨時農産物直売所～
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市営つるせ台住宅（UR賃貸住宅コン
フォール鶴瀬内）は、現在空室はあ
りませんが、今後空室が出たとき
速やかに入居できるよう1ＤＫ（単
身者用）と2ＤＫ（家族用）ともに3世
帯を補欠登録者として募集します。
申込方法／補欠入居者募集案内パ
ンフレットで申込資格などを確認
し、次の書類を添えて建築指導課
へ直接
※その場で簡易審査があります。
申込書および添付書類／
 市営住宅入居申込書
 住宅困窮度判定票
 入居者全員の所得を証明する書
類（源泉徴収票の写しでも可）
 住民票の写し
 現在お住まいの住宅の賃貸契約
書の写し
 各種手帳の写しなど手続きに必

要な書類
 戸籍謄本（母子・父子世帯）
募集案内パンフレットや申込書な
どの配布／建築指導課、各出張所
で配布
※市ホームページからも入手可
申込期間／9月2日（金）～8日（木）
午前8時30分～午後5時15分（土・
日曜を除く。ただし、9月8日（木）は
午後7時まで）
審査／困窮度判定票に従い順位を
決定します。
※審査の結果登録されても、有効期
限（平成29年9月30日まで）に空室が
出なかった場合は登録が無効になり
ます。また、入居するときは、入居
者負担金（家賃）、共益費・敷金・火
災保険の加入などが必要です。
問合せ／建築指導課　2○内418

　　　
市民緑地 ｢諏訪の森｣ の草刈りや
ごみ拾い、水路整備などの環境保
全活動を行います。この活動に参
加していただけるボランティアを
募集します。
とき／10月2日（日）午前9時30分～
正午（小雨決行）
集合場所／氷川神社境内（諏訪2丁
目）
対象／小学4年生以上の方（小学1
～3年生は保護者同伴で可）
主催／すわ・氷川森の会
協力／富士見ロータリークラブ
※軍手、長袖、長ズボン、長靴で参
加ください。
申込み・問合せ／まちづくり推進課
2○内443

子

育

て

募

集

募 集
Invitation

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　
…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  もぐもぐパクパク
　 食事相談

 9月26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
 9月 5日㈪ ■水

■鶴
■受 12:50～13:40　■場健康増進センター
■対平成28年4月1日～4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

 9月20日㈫ ■水
■鶴
■受 12:50～13:40　■場健康増進センター
■対平成28年4月16日～4月30日に生まれた子

12か月健診  9月 6日㈫ ■水
■鶴
■受 12:50～13:40　■場健康増進センター
■対平成27年9月8日～9月30日に生まれた子

１歳６か月健診  9月13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

３歳健診  9月27日㈫ ■水
■鶴
■受 12:50～13:40　■場健康増進センター
■対平成25年3月生まれの子

■予  乳児・母乳相談

 9月 6日㈫
10:00～11:30 ■場健康増進センター ■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。

 9月28日㈬
10:00～11:30

■場みずほ台
    コミュニティセンター

わくわく子育て
トーキング

 9月30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　■場水谷公民館
■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

コンフォール鶴瀬

市営つるせ台住宅補欠入居登録者

環境保全活動ボランティア
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とき／10月6日（木）
午前10時20分開演
（午前10時5分開場）
場所／キラリ☆ふじみ
対象／未就学児と保護者
内容／子どものためのクラシック
曲ほか（東邦音楽大学生による演奏）
定員／400人（申込順、全席自由）
料金／大人300円、子ども無料
※申込み後の返金はできません。
主催／「小さな子どものためのコ
ンサート」実行委員会
申込み／9月7日（水）～30日（金）に
子育て支援センターまたは市内公
私立保育所（園）・認定こども園に
料金を添えて直接
※取扱い保育所（園）・認定こども園、
時間など詳しくは市ホームページを
ご覧ください。
問合せ／子育て支援センター「ぴ
っぴ」　2049-251-3005

とき／9月3日（土）
午前10時30分～正午
場所／諏訪児童館
対象／小学生以上の親子、子育て
支援に関心のある方、子どもに関
わる仕事に携わっている方
テーマ／いのちを守る防災劇場、
いのちを守る体験型ファミリー防
災セミナー
講師／高

たか

貝
がい

正
まさ

芳
よし

氏
（危機管理協会専務理事）
申込み・問合せ／
諏訪児童館（2049-255-6671）に直
接または電話で

とき／9月25日（日）午後2時～4時
場所／市民福祉活動センターぱれっと
対象／おおむね小学校低学年以下
のお子さんを持つシングルマザー
の方もしくは関心のある方
テーマ／子どもについて気がかり
なこと
定員／10人（無料、申込順）
※保育あり（未就学児、定員あり、要
予約）
※小学生は会場内の児童館をご利用
ください。
主催／埼玉県男女共同参画推進セ
ンター With Youさいたま
申込み／9月1日（木）～21日（水）
午前9時から直接または電話で
（土・日曜、祝日を除く）
問合せ／子育て支援課　2○内342

とき／10月6日（木）午後1時30分～
3時30分（受付：午後1時～）
場所／ピアザ☆ふじみ　
※駐車場はありません。公共交通機
関をご利用ください。
対象／離乳食中期をこれから始め
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）を
持つ保護者
内容／離乳食（中期）のお話、調理
のデモンストレーション、試食（親
のみ）
定員／15人（無料）
※保育あり（定員12人、要予約）
持ち物／母子健康手帳　
申込み／9月26日（月）午前8時30
分から電話で
問合せ／健康増進センター
2049-252-3771

「認める」「聴く」など親子が育つ
コミュニケーション術を学びます。
とき／9月29日（木）午前10時～正午
場所／鶴瀬公民館　
対象／幼児から小学生までのお子
さんのいる保護者
定員／30人（無料、申込順）
※保育あり（定員15人、申込順）
講師／深

み

山
やま

ゆかり氏
（TCS認定パーソナルコーチ）
申込み／9月6日（火）から平日午前
9時～午後5時に直接または電話で
問合せ／鶴瀬公民館　
2049-251-1140

とき・集合場所／
9月11日（日）・山崎公園
9月25日（日）・柳瀬川駅東口
いずれも午前9時集合
対象／市内在住、在勤の親子
参加費／1家族200円（保険代など）
※富士見市民大学では後期に開催す
る5講座を追加募集しています。詳
しくはお問い合わせください。
申込み・問合せ／富士見市民大学
事務局（鶴瀬公民館内）
2049-251-1140

　　　　
子どもたちの給食づくりを一緒に
しませんか。
募集人員／2人
勤務内容／給食調理、
洗浄作業
勤務場所／学校給食センター
勤務時間／月～金曜午前8時30分
～午後5時（昼休憩含む）
賃金／日給7,830円（年数加算あり）
※調理師免許資格不要、未経験可、
性別不問
申込み･問合せ／学校給食センター
2049-252-2881

　

　子　

育　

て

募 集
Invitation

募　

集

調理のデモンストレーションのようす

小さな子どものためのコンサート

学校給食センター調理員

シングルマザーのためのグル
ープ相談会「おはなしカフェ」

子育てコーチング講座
子どもが伸びるコミュニケーション

見て! 食べて!
すてっぷあっぷ離乳食教室

子育てボランティア養成講座
～災害時に「いのちを守る力」
をつけよう～

親子で野あそび教室（全２回）
～楽しい魚つり・昆虫採集～
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房総地方でお祝い
事の時などに作ら
れる太巻き祭りず
しを作ります。
とき／9月30日（金）
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
※保育あり（2歳以上、定員12人、要予約）
申込み／9月5日（月）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／10月2日（日）
午前8時50分～午後5時
※ふじみ野駅改札前集合・解散
※保護者の方が送迎をお願いします。
場所／埼玉アイスアリーナ
（上尾市日の出4-386）
対象／小学3年生～中学3年生
定員／25人（申込順）
参加費／小学生1,800円、中学生
2,560円（交通費・入場料など）
持ち物／お弁当、飲み物、雨具、
手袋、着替え（長袖、長ズボン）、ニ
ット帽
主催／富士見市青少年相談員協議会
申込み／9月13日（火）～20日（火）
午前9時から直接または電話で
（土・日曜、祝日を除く）
問合せ／子育て支援課　2○内340

就学前のお子さんをお持ちの皆さ
ん、気軽に遊びに来てください。
10月～2月の日程／
いずれも木曜午前10時～11時30分
10月 ６日・20日
11月 10日・24日
12月 ８日
１月 12日・26日
２月 ２日・16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
下記の保育園は、日程が異なるこ
ともあります。
ふじみ野保育園 2049-256-8862
こばと保育園 2049-251-8966
けやき保育園 2049-268-7255
子どものそのBaby保育園
 2049-261-7077
勝瀬こばと保育園 2049-263-8800
けやきわかば保育園 2049-253-8811
富士見すくすく保育園
 2090-9442-6517
針ヶ谷保育園 2049-275-0077
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
 2049-251-0410
富士見れんげこども保育園
 2049-275-0138

家族同士や保健師との交流や相談
をします。
とき／9月21日（水）
午前10時～11時30分
（受付：午前9時45分～10時）
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

学

ぶ

子

育

て

子 育 て
Child-rearing

学 ぶ
Learning

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（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。

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

９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 10日（土）午後２時「お月様とうさぎ」「七つの星」
17日（土）午後２時「こぎつねのおくりもの」

名作映画会 ２日（金）午後２時「麗しのサブリナ」
18日（日）午後２時「酔いどれ天使」

おはなしかい（乳幼児） ７日（水）・21日（水）午前11時
おはなしかい（幼児・小学生） ３日（土）・24日（土）午後２時

鶴瀬西
分 館

一般映画会 ３日（土）午後２時「裸の大将放浪記  山下清物語」
おはなしかい（乳幼児） 14日（水）・18日（日）午前11時
おはなしかい（幼児・小学生） 14日（水）午後3時30分、18日（日）午後2時30分

ふじみ野
分 館

こども映画会 24日（土）午前11時「長靴をはいた猫」
おはなしかい（乳幼児） ９日（金）午前11時
おはなしかい（幼児・小学生） 17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。

ストーリーテリング入門講座（全３回）
昔話や文学などの本を見ないで語る方法を学びます。
とき／９月15日、10月６日、11月17日いずれも木曜午後2時～4時
場所／中央図書館　　定員／15人
講師／小野寺るり子氏（久喜図書館子ども読書支援センター）
申込み／中央図書館へ直接または電話で

食文化講座　太巻き祭りずし

保育所の「あそぼう会」　

親子サロン

スポーツの秋だ!
スケートへ行こう!!



広報 ふじみ 平成28年９月号 18

情報ステーション
nformation station
I

参加希望の方はお問い合わせください。
種目 日程

柔道 10月４日（火）
ゴルフ 10月20日（木）
ボウリング 10月23日（日）
グラウンドゴルフ 10月30日（日）
剣道 11月６日（日）
ペタンク 11月６日（日）
陸上競技 12月11日（日）
空手道 12月25日（日）

小学生バレーボール 平成29年
１月９日（祝）

バスケットボール 一般：１～３月
中学：12月

インディアカ １月29日（日）
スキー ２月４日（土）
バドミントン ２月19日（日）
少林寺拳法 ３月５日（日）
※平成29年度市民健康増進スポーツ
大会開催種目を募集します。大会開
催を希望する団体などは10月21日（金）
までに富士見市体育協会にある申請

書を提出してください。
問合せ／富士見市体育協会
2・℻049-254-9510

コレステロールと健康、そして薬
との関係について学びます。
とき／9月16日（金）
午前10時～11時30分
場所／ふじみ野交流センター
定員／40人（無料、申込順）
講師／平野道夫氏
（富士見・三芳薬剤師会学術部理事）
申込み／9月5日（月）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

簡単な体操で肩こり・四十肩を予
防していきましょう。
とき／10月１日（土）
午前10時～11時30分
（受付：午前9時40分～）
場所／ピアザ☆ふじみ
対象／市内在住の18歳以上の方
※痛みがある方、医師から運動制限
を受けている方はご遠慮ください。
定員／30人（申込順）
講師／健康運動指導士
参加費／30円（保険代）
持ち物／動きやすい服装、タオル、
飲み物
申込み・問合せ／健康増進センター
（2049-252-3771）へ電話で

とき／9月28日（水）、10月21日（金）、
11月25日（金）
いずれも午後2時30分～４時30分
場所／志木市民会館
（志木市本町1-11-50）
対象／心と体の健康に関心のある
朝霞保健所管内在住の方
定員／50人（無料、申込順）
テーマ／優しく楽しく「節酒宣言。」
講師／垣

かき

渕
ぶち

洋
よう

一
いち

氏（東京アルコール
医療総合センター長）
申込み／9月27日（火）までに直接、
FAXまたは電話で
問合せ／朝霞保健所
2048-461-0468　℻048-460-2698

とき／9月24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（無料、申込順）
申込み／9月5日（月）～9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

　

　イ
ベ
ン
ト

学　

ぶ

学 ぶ
Learning

問合せ　2049-251-9686
水子貝塚資料館のお知らせ

土曜おもしろミューズランド
まが玉ペンダントづくり
とき／9月17日（土）
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／水子貝塚公園学習広場
（雨天時は体験学習室）
対象／小学生以上
（未就学児は保護者同伴で可）
定員／各40人（先着順）
参加費／150円（材料代）
※申込不要。直接お越しください。

土器づくり教室（全４回）
市内の遺跡から出土した縄文土器
をモデルに、本格的な縄文土器づ
くりに挑戦します。
とき・内容／
10月２日（日）・粘土こね
10月23日（日）・土器の成形
10月30日（日）・土器をみがく
12月４日（日）・土器の焼成
定員／15人
参加費／500円（材料代など）

協力／富士見市資料館友の会土器
づくり部会
申込み／9月8日（木）から直接また
は電話で

ふじみジュニア考古学クラブ（全5回）
未来の考古学者を目指そう！
とき／いずれも土曜

とき 内容
10/８
9:00～12:00

考古学ってなあに？
黒曜石の石器づくり

10/29
9:00～12:00

縄文土器と水子貝塚を知ろう
土器のもようをうつしとろう

11/12
9:00～17:00

県内の史跡めぐり
さきたま古墳ほか（予定）

11/26
9:00～15:00 遺跡を発掘してみよう

12/10
9:00～12:00

弥生時代と古墳時代を知ろう
貝のブレスレット（腕輪）づくり

対象／小学4～6年生
定員／15人（応募多数の場合は抽選）
参加費／500円
申込み／9月6日（火）～15日（木）
午前9時～午後5時に直接または電
話で

肩こり・四十肩予防教室

こころと体の健康とアルコール

普通救命講習Ⅰ

市民健康増進スポーツ大会
（10月～平成29年3月）

ふじみ野じゅく公開講座
コレステロールと健康の話
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さまざまな外国文化のイベントを
通じて、交流を楽しめる場です。
外国のお菓子のプレゼントタイム
もあります。お気軽にお立ち寄り
ください（入場無料）。
とき／9月24日（土）
午前11時30分～午後3時30分
場所／キラリ☆ふじみ
内容／
外国籍市民の主張
文化の違いなどを日本語でスピーチ
アトラクション
富士見太鼓の会の演奏、太極拳の演
舞、朝鮮舞踊、フラダンス、タイ舞踊、
フィリピン舞踊、ゴスペルなど
体験ブース
民族衣装や着物の試着と記念写真
プレゼント、フラワーアレンジ、
タイ古式マッサージ、篆

てん

刻
こく

体験、
外国語の手作りしおりなど
主催／市、市教育委員会、富士見
市国際友好協会
問合せ／
人権・市民相談課　2○内272
生涯学習課　2○内631

市内小・中・特別支援学校の子ど
もたちが、夏休みに取り組んだ社
会科の研究作品を展示します。
とき／９月17日（土）～25日（日）
※20日（火）・23日（金）の休館日を除く
場所／難波田城資料館特別展示室
問合せ／水子貝塚資料館
2049-251-9686

握力、上体起こし、長座体前屈な
ど、さまざまな種目の測定をしま
す。自分の体力年齢をチェックし
てみませんか。
とき／10月15日（土）午前9時～正午
（受付：午前8時30分～9時）
場所／健康増進センター体育館
対象／20～79歳の方
定員／50人(申込順)
参加費／300円
主催／（公財）キラリ財団
申込み／9月2日（金）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

運転日／いずれも日曜（雨天中止）
午前10時～正午、午後1時～2時
９月 11日・25日 10月 ９日

11月 13日・27日 12月 11日

場所／むさし野緑地公園
参加費／無料
※車での来場はご遠慮ください。未
就学児は、保護者の付き添いをお願
いします。
※傷害保険（無料）へ加入するため氏
名・住所の記入が必要です。
※富士見ふるさと祭り（10月22日（土））
でも運転会を実施します。
問合せ／協働推進課　2○内257

イ
ベ
ン
ト

イベント
Event

問合せ　2049-253-4664
休館日：月曜（祝日の場合は翌平日）

難波田城資料館のお知らせ

ふるさと体験
お月見だんごづくり
とき／9月10日（土）午前10時～正午
場所／旧金子家住宅
定員／8組（申込順）
指導／市民学芸員
参加費／1組500円
持ち物／エプロン、三角きん、持
ち帰り容器
申込み／9月1日（木）～4日（日）午前
9時～午後5時に電話で

第27回ふるさと探訪
水子の古道と川沿いを訪ねる
とき／10月1日（土）　※小雨決行
集合／みずほ台駅西口・午前9時15分
主な見学地／正

しょう

網
あみ

氷川神社→鎌
かま

倉
くら

道
みち

→
石井緑地公園→天

てん

保
ぽう

の道しるべ→山下
河
が

岸
し

跡
あと

→コスモス街道→太
た

郎
ろ

兵
べ

衛
え

の墓
→神

かみ

井
い

戸
ど

（午後3時解散。行程約7㎞）
定員／30人（申込順）
参加費／500円（保険代など。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
申込み／9月1日（木）～28日（水）
午前9時～午後5時に電話

古文書入門講座（全3回）
市内に残された江戸時代の古文書
を解読しながら、当時の歴史や文
化を学びます。

とき／9月17日（土）・24日（土）、10
月1日（土）午後1時～3時
場所／講座室
定員／20人（無料、申込順）
講師／山野健一（当館職員）
申込み／直接または電話で

ちょっ蔵市「おはぎ」販売
手作りあんこを使った、田舎風お
はぎです。
とき／9月25日（日）午前11時～
（売切れ次第終了）
場所／旧金子家住宅
主催／難波田城公園活用推進協議会

9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（原則無料、予約不要）。
とき・内容／午後1時～3時
３日（土） 藍染め（材料費100円）
４日（日） ブンブンごま
10日（土） はたおり
11日（日） 新聞弓矢
17日（土） いろりの日
18日（日） わたくり
19日（祝） 紙ひこうき
22日（祝） しの竹でっぽう
24日（土） はたおり
25日（日） トントン相撲

社会科展

新体力測定

国際交流フォーラム2016　
世界への「とびら」　

ミニ鉄道クラブによる
ミニ鉄道運転会（9～12月）
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とき／10月1日（土）・2日（日）
場所／鶴瀬西交流センター
※駐車場はありません。
1日（土）午前10時～午後4時30分
 開会式（午前10時）　

つるせ台小学校合唱部による合
唱、富士見高等学校吹奏楽部によ
る演奏
 尚美学園大学による合唱

（午後1時30分～2時30分）
 あそびのひろば

（午前11時～午後3時）
プラバンほか
 展示
絵画、俳句、手芸品、写真、書、七宝焼、
陶芸、ステンドグラス、飾り凧

たこ

絵、
はがき絵、水墨画、子どもの書道
 模擬店
飲食物、草花
2日（日）午前10時～午後4時
 展示
 舞台発表
コーラス、パワーアップ体操、詩
吟、現代尺八・オカリナ・ピアノ・
ギター演奏、空手演舞、太極拳、フ
ラダンス、ラウンドダンス、舞踊、
子ども舞踊、マジック、カラオケ
模擬店
飲食物、草花、フリーマーケット
閉会式（午後4時）

主催／第11回鶴瀬西交流センター
フェスティバル実行委員会
問合せ／鶴瀬西交流センター
2049-251-2791

とき／9月24日（土）
午前10時～午後3時
（入場は午後2時30分まで）
場所／富士見高等学校
内容／校内発表、展示、販売
問合せ／富士見高等学校（関谷）
2049-253-1551

地域の子どもたちのふるさとづく
りと住民交流を目的に開催します。
とき／9月3日（土）正午～午後5時
場所／勝瀬原記念公園
（天候不良時はふじみ野交流センター）
※駐車場はありません。
内容／
◆遊び　竹とんぼ、皿まわし、石
けり、スーパーボールすくいなど
◆模擬店　焼きそば、焼き鳥、焼
だんご、かけうどん、わたあめ、
アイス、飲み物、手作り小物など
◆催し物
正午～　寄せ太鼓、子ども山

だ

車
し

、
お囃

はや

子
し

（勝瀬囃子連）
１時～　ふじみ野小学校歌声リー
ダー、勝瀬小学校ダンスクラブ、
勝瀬中学校吹奏楽、和太鼓、ピエロ
パフォーマンス、パネルシアター
４時30分～　盆踊り
主催／第18回勝瀬de縁日実行委
員会
問合せ／ふじみ野交流センター
2049-261-5371

とき／9月11日（日）午後2時開演
場所／針ケ谷コミュニティセンター
※無料　
曲目／オン・ザ・サニー・サイド・
オブ・ザ・ストリート、アズ・ロ
ング・アズ・アイ・リブ、ダイナ、
Ａ列車で行こうなど
出演／早稲田大学ニューオルリン
ズジャズクラブ
問合せ／針ケ谷コミュニティセン
ター　2049-251-8478

懐かしい歌をみんなで歌いましょう。
とき／10月16日（日）
午後2時～4時
場所／水谷公民館
定員／100人（先着順）
チケット代／500円
※9月6日（火）から水谷公民館で販
売します。
主催／うたごえ喫茶 in みずたに
実行委員会
問合せ／水谷公民館
2049-251-1129

　

　イ
ベ
ン
ト

イベント
Event

問合せ／水子貝塚資料館　2049-251-9686
水子貝塚星空シアター2016

とき／9月3日（土）午後3時～8時15分
※雨天時は4日（日）
内容／
ステージ（午後3時～6時30分）
富士見太鼓の会、こけぴよミニラ
イブ、ティアレ ノアノア フラ＆タ
ヒチ、おみこし、御柱行列、みん
なで歌っておどろう

縄文体験（午後3時～5時）
まが玉づくり（150円）、石臼ひき・
火おこし・やり投げ体験、つると
麻ひもの壁飾りづくりなど

模擬店（午後3時～8時15分）

映画「ミニオンズ」
（午後6時30分～8時5分）
　

※ペットを連れての入場はご遠慮くだ
さい。
※映画鑑賞には敷物をご用意ください。
※駐車場は水谷小学校校庭をご利用く
ださい。
主催／水子貝塚星空シアター実行
委員会
協力／富士見市消防団第7・8分団

おみこしおみこし

針コミでJAZZ!!　Vol.２

うたごえ喫茶 in みずたに

鶴瀬西交流センター
フェスティバル

第18回勝瀬de縁日
～笑顔いっぱい 勝瀬de縁日～

第41回
富士見高等学校文化祭（楓

ふう

樹
じゅ

祭
さい

）



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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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

市
民
伝
言
板

く
ら
し
の
リ
ユ
ー
ス

学習机（上置き･イス付）／本棚（90×120㎝）／カラーボックス（黒3段）
／スチールラック／のし板と棒／すしおけセット／漬物石／火おこし
／蚊

か
帳
や
／電話機／二槽式洗濯機／ひな人形（7段飾り）／舞踊人形／五

月人形（段飾り）／あやめ人形／素焼き植木鉢／つるせ台小体操着（上
着120㎝･130㎝）／すわ幼稚園制服･体操着ほか一式（男児用130㎝）／富
士見台中夏・冬用制服（女子用・3号・ウエスト60㎝）／ベビーバス

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）／ベビーローチェア

ゆずってくださいゆずります

•●●8 月8日現在●●•
問合せ／環境課　2○内  246

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。

ご利用ガイド

富士見九条の会　11周年のつどい
9月3日㈯13:30～16:00／鶴瀬コミュニティ
センター／文化行事と講演／無料／
小倉　2080-1156-4155

第10回絵画クラブ「アトリエ」作品展
9月6日㈫～11日㈰10:00～17:00 （初日は
13:00から、最終日は15:00まで）／中央図
書館／無料／横田　2049-251-6001

2016 ふれあいの集い歌謡祭
9月11日㈰10:00～16:30／キラリ☆ふじみ／
主催富士見カラオケ愛好会／無料／
小池　2080-3400-5577

第6回東入間防災フェア
9月11日㈰9:00～15:00／三芳町立総合運
動公園／防災フェア、ご当地グルメ大会、
東北・熊本物産展、ステージイベント／無
料／東入間青年会議所事務局
2049-261-2283 （平日13:00～16:00）

第一回デジタル写真講座 （全2回）
9月17日㈯・18日㈰14:00～17:00／鶴瀬西
交流センター／定員20人（申込順）／参加費
2,000円／主催ＪＲＰ埼玉ふじみ野支部／
鈴木　2049-263-1526

富士見市三曲協会　定期演奏会
10月2日㈰13:00開演／キラリ☆ふじみ／箏

こと

、
1
じゅうしちげん

7絃、尺八の美しい音色をお楽しみくださ
い／無料／青木　2090-5217-3861

子どものそのBaby保育園バザー
10月22日㈯10:00～14:00／子どものその
Baby保育園／バザー（日用品、子ども服、
雑貨など）、体験コーナー、模擬店／バザ
ー提供品を募集中／子どものそのBaby保
育園　2049-261-7077

富士見市民吹奏楽団
第34回定期演奏会…9月25日㈰13:30開演
（13:00開場）／キラリ☆ふじみ／海の声、
童謡メドレー、ねこバスほか／無料
会員募集…毎週水曜19:00～22:00／鶴瀬
コミュニティセンター／高校生または16歳
以上の楽器経験者／年1回の定期演奏会
と依頼演奏を中心とした活動／入会金
2,000円／月会費一般3,000円、学生2,000円、
高校生500円／佐藤　2050-5307-0240

ギターひき語り＆アンサンブル＆喉
のど

を痛め
ない武田式発声法の無料講習会 （全4回）
10月1日㈯・15日㈯・29日㈯、11月19日㈯
13:00～17:00／針ケ谷コミュニティセンター
／ジュニア部門（小学生～高校生）、大人部
門／自由曲の1番だけを歌っていただきます
／持ち物ギター（お持ちの方）／主催音楽を
地域に広める会／要申込み／
吉田　2049-253-3075

公開ハイキング 大
だい

菩
ぼ

薩
さつ

嶺
れい

 （山梨県）
10月16日㈰ふじみ野駅東口6:00集合／富
士山の大展望の稜線ハイキングを楽しみ
ませんか／定員33人（申込順）／参加費
5,500円（バス・保険代含む）／主催埜

や

歩
ほ

歩
ほ

富士見山の会／依
よ

田
だ

　2049-259-4442
（8:00～12:00）

歌を楽しむ会 歌
か

輪
りん

人
と

クラブ
第2・4火曜13:30～15:30／ふじみ野交流セ
ンター／さまざまなジャンルの曲をピアノの
伴奏で歌って楽しみましょう／1回500円／
吉田　2090-3524-0812

古文書を読む会
第1・3火曜9:30～11:00／鶴瀬西交流セン
ター／江戸時代を中心に公文書や読み物
などを輪読します／月会費200円／初心者
歓迎／𠮷原　2049-253-1667

フラワーズ
月4回火曜13:00～16:00／鶴瀬公民館／
人前で歌えるように練習します／月会費
1,500円／狩

か

野
の

　2090-4521-0814

富士見空手サークル
毎週火曜18:15～19:30／鶴瀬公民館／5歳
以上の老若男女／空手の練習とレクリエー
ション／入会金2,500円／月会費3,500円／
秋元　2080-6898-5752

英会話　富士見アカデミア　
毎週土曜10:00～11:40／みずほ台コミュニ
ティセンター／英語圏の外国人講師を招き、
自由に英語で会話しています／月会費
2,000円／体験あり（500円、要予約）／
浜田　2049-268-1302

ゆったりヨガ
第2・4木曜10:30～12:00／鶴瀬西交流セ
ンター（第4木曜）、三芳町立藤久保第3区
集会所（第2木曜）／ヨガ、気功、ティラピ
スを織り交ぜたエクササイズ／3か月4,200
円／見学自由、無料体験あり／
合
ごう

田
だ

　2090-4591-8330

骨盤エクササイズサークル スタイル
月4回木曜ピアザ☆ふじみ、月4回金曜ふ
じみ野交流センター／いずれも①9:50～
10:50②11:00～11:50／①②女性（②は生後
2か月くらいからのお子さんの同伴可）／エク
ササイズで楽しく美しくなりましょう／月会
費3,000円／おりかさ　2090-1042-5310

鶴瀬フォークダンスサークル
第2・4木曜9:30～11:00／鶴瀬公民館／中
高年女性／やさしいフォークダンスを楽し
く踊りましょう／月会費1,000円／
須藤　2049-255-6785

イベント

募　集
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