
広報 ふじみ 平成28年８月号 14

情報ステーション
nformation station
I

毎年、各町会や各地区社会福祉協
議会で高齢者の皆さんの健康と長
寿をお祝いする敬老会を開催して
います。
開催日などは、地域ごとに異なり
ますので、お住まいの町会などへ
お問い合わせください。
とき／9月中旬ごろから
対象／75歳以上の方（昭和16年9月
15日までに生まれた方）
問合せ／高齢者福祉課　2○内395

縦覧
期間／8月30日（火）～9月13日（火）
午前9時～午後4時30分（土･日曜を
除く）
場所／県環境政策課、県西部環境
管理事務所、富士見市まちづくり
推進課ほか
※新座市ホームページ、富士見市立
中央図書館でもご覧になれます。
問合せ／新座市（仮称）大和田二・
三丁目地区土地区画整理事業推進
室　2048-424-4852
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9月定例会の開会日は、現在保留
中です。新市長が就任後決定しま
すのでご了承ください。
※決定次第、市ホームページなどで
お知らせします。
なお、9月定例会で審議する請願・
陳情は、8月15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。
問合せ／議会事務局　2○内165

　
県では、「伐

き

って・使って、植えて、
育てる」森林の循環を促進してい
ます。
県産木材を使って住宅などを新
築・増築すると一戸当たり最大34
万円の補助が受けら
れます。
詳しくは埼玉県木材
協会ホームページを
ご覧ください。
問合せ／埼玉県木材協会
2048-822-2568

とき／8月30日（火）
午前10時～午後3時30分
場所／ウェスタ川越（川越駅西口徒
歩5分）　※無料、申込不要、先着順
内容／藤岡弘、氏（俳優、武道家）
による人権講演会、星野高等学校
音楽部による合唱ほか
問合せ／県人権推進課
2048-830-2255

　　
相続・遺言・成年後見・離婚・交
通事故・各種許認可などについて
相談できます。秘密は守られます
ので気軽にご相談ください。
とき／8月10日（水）
午前10時～午後4時　※申込不要
場所／市民福祉活動センターぱれっと
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

　
これから就職活
動を始める方や
仕事探しでお悩
みの方、ぜひご
参加ください。
就職支援セミナー
就職活動の進め方～自分に合う業
種や職種を見つけよう～
とき／8月26日（金）
午前10時～正午
内容／自己分析、仕事の探し方、就
職活動の流れについての解説
定員／20人（申込順）
就職個別相談
就職に関する全般的な相談、カウ
ンセリングを行います。
とき／8月26日（金）
午後1時15分～4時（1人45分）
定員／3人（申込順）

【共通事項】
場所／鶴瀬駅西口サンライトホール
※駐車場、駐輪場はありません。公
共の交通機関などをご利用ください。
対象／市内在住、在勤の方
講師／春

すの

原
はら

義
よし

憲
のり

氏（NPO法人キャ
リアプラザ埼玉）
参加費／無料
持ち物／筆記用具
※お子さんの同伴不可
申込み･問合せ／8月1日（月）から
産業振興課（2○内383）へ電話で
※いずれも要申込み

県では、多子世帯（18歳未満の子ど
もが3人以上）の中古戸建住宅の取
得やリフォームに補助金を交付し、
子育てしやすい住環境の整備を支
援しています。詳しくは県ホーム
ページをご覧ください。
問合せ／県都市整備部住宅課
2048-830-5563
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敬老会が各地域で開催されます 議会事務局からのお知らせ 就職支援セミナー＆就職個別相談

行政書士による無料相談会

みんなで使おう埼玉の木
彩の木補助事業

人権啓発フェスティバル
ヒューマンフェスタ2016 in 川越

多子世帯向け
中古住宅取得・リフォーム支援事業

新座都市計画事業（仮称）大和田
二・三丁目地区土地区画整理事業
に係る環境影響評価評価書の縦覧
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募集種目 試験日

航空学生
（自衛隊パ
イロット）

一
次  9月22日㈷

二
次
10月15日㈯～20日㈭の
うち指定した日

三
次
11月12日㈯～12月15日
㈭のうち指定した日

一般曹
候補生

一
次  9月16日㈮･17日㈯

二
次
10月 6日㈭～12日㈬の
うち指定した日

自衛官
候補生

女
子
 9月23日㈮～27日㈫の
うち指定した日

男
子 受付時に通知

受験資格／※平成29年4月1日現在
 航空学生： 高卒（見込み含む）で

18～21歳未満の方
 一般曹候補生：18～27歳未満の方
 自衛官候補生：18～27歳未満の方
申込期限／
9月8日（木）（男子自衛官候補生は予
定）
問合せ／自衛隊埼玉地方協力本部
入間地域事務所　204-2923-4691

　　　　　
受付期間／8月5日（金）～24日（水）
試験日／9月18日（日）
※募集人数、資格など詳しくは県警
察ホームページをご覧ください。
問合せ／
東入間警察署警務課
2049-269-0110

　
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／8月16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

受験資格／次のいずれかに該当す
る方または準ずる方
①高等学校の土木工学科またはこ
れに相当する課程を修了して卒業
した方
②高等学校を卒業し、排水設備工
事などの設計または施工に関し、
1年以上の実務経験のある方
③排水設備工事などの設計または
施工に関し、2年以上の実務経験
のある方
試験日／11月27日（日）
試験会場／埼玉工業大学（深谷市）
受験料／10,000円
申込方法／8月22日（月）～10月7
日（金）に郵送
※詳しくは受験案内（下水道課で8月
22日（月）から配布）を参照

市では、下水道指定工事店の登録
をする際に、排水設備工事責任技
術者がいることが登録要件となっ
ています。

問合せ／下水道課　2○内428

募

集

ご

案

内

ご 案 内
Guidance

募 集
Invitation

募集項目、内容の問合せ／直接分野別の連絡先へ
会場の問合せ／キラリ☆ふじみ　2049-268-7788

第53回富士見市民文化祭

11月3日（祝）～20日（日）に行われる富士見市民文化祭の出品･出演者を募集します。
展示発表
〔11月3日（祝）～5日（土）〕
募集分野／華道、書道、茶道、絵画、
菊花、山野草、文芸、手工芸、七宝、
俳句、短歌、パンの花、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、パッチワークなど
申込期限／8月19日（金）
連絡先／増岡　2049-253-3594
※販売だけを目的とした出品・展示は
できません。

民謡大会〔11月6日（日）〕
飛び入り参加先着10人まで
当日（午前10時～11時）会場で受付
※1曲2分以内
連絡先／吉川　2049-251-0548

芸能発表〔11月3日（祝）〕
募集分野／日舞、新舞、民舞、詩吟、
三味線、大正琴、端唄、沖縄舞踊、
ハワイアンダンスなど
申込期限／8月19日（金）
連絡先／大橋　2049-252-0018

市民美術展
〔11月13日（日）～20日（日）〕 
募集分野／絵画、彫

ちょう

塑
そ

、工芸、書、
写真
申込期限／10月31日（月）
搬入／11月12日（土）午前10時～正
午、キラリ☆ふじみ（展示・会議室）
連絡先／
小倉　2049-253-0037
上川　2049-252-1661

将棋大会〔11月13日（日）〕
申込期限／11月13日（日）
連絡先／増岡　2049-253-3594

市民音楽祭〔11月20日（日）〕　
募集分野／コーラス、吹奏楽または
器楽演奏（いずれもアンサンブルのみ）
申込期限／8月29日（月）
連絡先／加藤　2049-253-4413

【共通事項】
場所／キラリ☆ふじみ
（将棋大会は鶴瀬西交流センター）
主催／富士見市民文化祭実行委員会
共催／（公財）キラリ財団
後援／市、市教育委員会
※出品・出演は、参加費が必要となる
場合があります。

自衛官採用試験

つきいち～臨時農産物直売所～

埼玉県警察官採用試験 排水設備工事責任技術者共通試験

ポッポくん
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募集職種／①保健師②作業療法士
募集人数／①2人②1人
応募資格／①保健師免許
証②作業療法士免許証
①②普通自動車運転免許
をお持ちの方
勤務内容／介護予防教室の運営、
高齢者サロンなどでの健康教育・
相談、訪問指導および地域活動の
育成、支援などの業務、成人の健
康づくり業務など
勤務場所／健康増進センター
勤務時間／週5日（月～金曜）午前8

時30分～午後5時（昼休憩含む）
雇用期間／
8月～平成29年3月（更新可）
賃金／①②月給233,980円
申込み／随時
問合せ／健康増進センター
2049-252-3771

　　
 産業振興課　2○内253
鶴瀬西地域の活性化のため、地域・
商店会・町会が一体となって開催
します。
とき／10月16日（日）
午前10時30分～午後5時
場所／鶴瀬駅西通り線（鶴瀬駅西口
周辺）
模擬店募集
出店資格：鶴瀬西地区にお住いの

方や町会・商店会の加盟者、よさ
こい祭り実行委員会に協力してい
る団体など
出店者説明会：8月28日（日）
午後7時
場所：鶴瀬西交流センター
参加費：（説明会当日集金）
テントあり　16,000円
テントなし　 8,000円
（道路使用料含む。腸内細菌検査費は
別途）
ボランティア募集
一緒に祭りを盛り上げてくれる方
を募集しています。
模擬店・ボランテ
ィアの問合せ：
事務局　横田
2049-251-6178
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集
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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  パパママ
　 準備教室

1日目
 8月27日㈯
 9:30～15:30

■対初めての出産
を平成28年11･12月
に迎えるご夫婦
■場 針ケ谷コミュ
ニティセンター
■定 15組（申込順）

■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）

2日目
 9月 8日㈭
 9:30～15:30

■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）

■予  もぐもぐパクパク
　 食事相談

 8月29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
 8月 1日㈪ ■水

■鶴
■受 12:50～13:40　■場健康増進センター
■対平成28年3月1日～3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

 8月23日㈫ ■水
■鶴
■受 12:50～13:40　■場健康増進センター
■対平成28年3月16日～3月31日に生まれた子

12か月健診  8月24日㈬ ■水
■鶴
■受 12:50～13:40　■場健康増進センター
■対平成27年8月16日～9月7日に生まれた子

１歳６か月健診
 8月 2日㈫ ■水

■鶴
■受 12:50～13:40　■場健康増進センター
■対平成26年10月24日～11月15日に生まれた子

 8月30日㈫ ■水
■鶴
■受 12:50～13:40　■場健康増進センター
■対平成26年11月16日～12月8日に生まれた子

３歳健診  8月31日㈬ ■水
■鶴
■受 12:50～13:40　■場健康増進センター
■対平成25年2月生まれの子

■予  乳児・母乳相談  8月22日㈪
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　■場ふじみ野交流センター
■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。

■予  初めてパパの
　 子育てサロン

 8月27日㈯
 9:50～12:00

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

わくわく子育て
トーキング

 8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　■場南畑公民館
■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

第11回つるせよさこい祭り

健康増進センターの
非常勤嘱託職員
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諏訪児童館
とき・内容／
縁日 
8月6日（土）
午後1時30分～4時
やきそば、フランクフルト、ポッ
プコーン、アイス、缶バッチ、ヨ
ーヨーつりなど
おばけ映画会
8月22日（月）
午後2時～3時30分
おばけやしき
8月24日（水）・25日（木）
午後2時～4時
問合せ／諏訪児童館
2049-255-6671

ふじみ野児童館
とき／8月19日（金）・20日（土）
午後2時～4時30分
内容／ボウリング、ロケット飛ば
し、簡単工作、福引きなど
問合せ／ふじみ野児童館
2049-257-6996
※ふじみ野児童館には駐車場があり
ません。

楽しいリズムに合わせて人形たち
がおどります。ぜひ遊びにきてく
ださい（無料、申込不要）。
とき／9月15日（木）
午前11時～11時30分
（午前10時45分開場）
場所／鶴瀬西交流センター
対象／未就学児と保護者
出演／子どものそのおかあさん人
形劇サークル
問合せ／子育て支援センター「ぴ
っぴ」　2049-251-3005

とき／8月4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
関などをご利用ください。
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子（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（申込順）、要予約）
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

育

て

子 育 て
Child-rearing

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

８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 13日（土）午後２時「フランダースの犬  完結版」
20日（土）午後２時「おばけうんどうかい」

名作映画会 ５日（金）午後２時「命のビザ」
21日（日）午後２時「市民ケーン」

おはなしかい（乳幼児） ３日（水）・17日（水）午前11時
おはなしかい（幼児・小学生） 27日（土）午後２時
子ども司書おはなしかい ５日（金）午後２時
夏休み特別企画・YA向け映画会 28日（日）午後２時「夏の庭 The Friends」

鶴瀬西
分 館

こども映画会 ６日（土）午後２時「ジャッキーのパンやさん」
「ミッフィーのおじいさまとおばあさま」

おはなしかい（乳幼児） 10日（水）・21日（日）午前11時
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

ふじみ野
分 館

こども映画会 27日（土）午前11時「名探偵ホームズ　劇場版」
おはなしかい（幼児・小学生） 20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。

ぬいぐるみおとまり会
とき／8月21日（日）午後2時～3時
おはなし会とぬいぐるみお預け
8月23日（火）午後1時～
ぬいぐるみお迎え
場所／ふじみ野交流センター
対象／3歳~小学2年生とぬいぐ
るみ（ぬいぐるみ1人一体まで）
定員／15人（無料、申込順）
内容／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、図書館を探
検します。お迎え時に、おとまり
会の写真をプレゼントします。
申込み／8月2日（火）から図書館
ふじみ野分館へ直接

ドライアイスであそぼう!
とき／8月11日（祝）午前10時～正午
場所／ふじみ野交流センター
対象／小学3年生～中学生

定員／15人（無料、申込順）
講師／小林眞理子氏（NPO埼玉た
のしい科学ネットワーク）
申込み／図書館ふじみ野分館へ直
接または電話で

実験教室『紫外線とオゾン層』
とき／8月19日（金）
午後2時～3時30分
場所／図書館鶴瀬西分館
対象／市内在住の小学生
定員／20人（無料、申込順）
講師／下村正樹先生（国立研究開発
法人産業技術総合研究所）
申込み／8月2日（火）から鶴瀬西
分館へ直接または電話で

【共通事項】
持ち物／図書館利用カード、筆記
用具
※保護者同伴可

児童館の夏祭り

子育て講座「にんぎょうげき」

見て! 食べて!
すてっぷあっぷ離乳食教室

時
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市内で昔から食べられていた焼きび
んのレシピコンテストを開催します。
※焼きびんとは、水で溶いた小麦粉に
ご飯を混ぜ小判型に丸めて焼いたもの。
応募資格／市内在住、在勤、在学
の方
応募条件／
 ご飯と小麦粉を使用すること
 おおむね1時間以内で作れるもの
 材料費500円以内で作れるもの
 未発表のオリジナルレシピであ
ること
賞品／ららぽーと商品券など
一次審査／書類選考
二次審査／11月5日（土）調理・試
食審査
入賞発表／11月23日（祝）開催のふ
じみマーケットで発表・販売
応募方法／8月5日（金）～9月30日
（金）（必着）に応募用紙と調理途中
と出来上がりの写真（各1枚）を添
付し、郵送、メールまたは直接
※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。
※応募作品の一切の権利は富士見市
商工会、富士見市商店会連合会に帰
属します。
問合せ／
〒354-0033 富士見市羽沢3-23-15
富士見市商工会　2049-251-7801
□▽hujimi@syokoukai.jp

とき／8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（無料、申込順）
申込み／8月1日（月）～5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

点字の仕組みや点字器・パソコン
を使用して学びます。
とき／8月29日、9月5日・12日・
26日いずれも月曜
午後1時30分～3時30分
場所／市民福祉活動センターぱれっと
対象／点訳ボランティアに興味が
あり受講後活動する意欲がある方、
市内小中学校の点字学習に参加で
きる方
定員／10人
参加費／580円（テキスト代）　
持ち物／筆記用具　
申込み／8月5日（金）までに直接
または電話で
主催／富士見市社会福祉協議会
協力／点訳グループきつつき
問合せ／富士見市社会福祉協議会
2049-254-0747

夏休みの自由課題づくりに自分だ
けのオリジナル印を作ろう。
とき／8月8日（月）
午前10時～正午
（受付：午前9時30分）
場所／針ケ谷コミュニティセンター
対象／市内在住の小学3年生～6
年生（2年生以下は保護者同伴で可）
定員／25人（申込順）
講師／針

しん

篆
てん

会
かい

参加費／300円（材料代）
申込み／7月21日（木）～8月4日（木）
午前9時～午後9時に直接または
電話で
問合せ／針ケ谷コミュニティセン
ター　2049-251-8478
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問合せ／ふじみ野交流センター　2049-261-5371
勝瀬の七夕まつり

昭和初期の勝瀬地域の情景を再現し
ます。また七夕に関するイベントを
行いますのでぜひ、お越しください。

笹飾り
願い事を短冊に書き、
飾りつけをします。
とき／8月2日（火）～
７日（日）

まこも馬作り
勝瀬地域に伝わる七夕の風習を再現
した「まこも馬」を作ろう（無料）。
とき／8月2日（火）
午後1時30分～3時30分
対象／小学3年生以上
申込み／直接または電話で

竹細工と流しそうめん
竹の箸

はし

と器を作ってそうめんを食べよう
とき／8月6日（土）午前10時～正午
対象／小学生
（小学2年生以下は保護者同伴で可）
参加費／1人150円（そうめん代）

定員／30人（申込順）
申込み／直接または電話で
※流しそうめんのみの参加も可

勝瀬の七夕
かつて「桔

き

梗
きょう

ケ
が

原
はら

」と呼ばれていた、
田園地帯が広がる勝瀬地域の七夕の
一日を再現します。ぜひ浴衣でお越
しください。
とき／8月7日（日）
第1部  午前10時30分～11時10分
内容／乳幼児向けパネルシアター、
自転車紙芝居、読み聞かせなど
第2部  午後0時30分～7時
内容／勝瀬地域の七夕の一日の再現、
自転車紙芝居、花火など
※第1・2部ともおまんじゅうの販売あり。
※不用になった浴衣がありましたらお
譲りください。

【共通事項】
協力／勝

かつ

瀬
せ

昔
せき

承
しょう

会
かい

場所／ふじみ野交流センター 

普通救命講習Ⅰ

焼きびんレシピコンテスト

夏休み小学生の「篆
てん

刻
こく

体験教室」

点訳ボランティア養成講座
（全４回）
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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

県内のものづくりの
現場や、県立の博物
館・美術館などを巡
ってスタンプを集め
よう。色々なモノが

作られるまでの秘密や職人技を見
学・体験しよう。　
※抽選で参加企業・施設が提供する
素敵なプレゼントが当たります。
とき／平成29年1月16日（月）まで
場所／県内工場、伝統工芸産地、
博物館、美術館など
参加費／無料（入館・体験料などは別途）
※参加用紙は県観光課ホームページ
から入手できます。
問合せ／
県観光課スタンプラリー本部
2048-830-3955　℻048-830-4819
http://www.sainokuni-kanko.jp/

市内商店会が参
加する夏祭りが
行われます。ぜ
ひお越しくださ
い。
第24回東みずほ台まつり
とき／8月20日（土）
（雨天時は21日（日））
午後1時～8時
場所／みずほ台中央公園
内容／子ども山

だ

車
し

、盆踊り、スイ
カ割りなど
問合せ／東みずほ台1丁目町会
2049-252-0307

第35回みずほ台まつり
とき／8月27日（土）
午後2時～8時30分（雨天決行）
場所／みずほ台駅西口ロータリー
内容／子どもみこし、太鼓ショー、
歌謡ショー、西中吹奏楽演奏、ダ
ンスチームの演技など
問合せ／西みずほ台商店会
2049-251-2000

腰や肩を床と平行に別々に動かす
ダンスで、健康的なダイエット効
果が期待できます。
とき／8月25日、9月8日、10月20
日・27日、11月10日・17日・24日、
12月15日・22日
いずれも木曜
午後6時45分～7時45分
場所／キラリ☆ふじみ
定員／15人（申込順）
参加費／4,500円
主催／（公財）キラリ財団
申込み／8月2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／市民総合体育館仮事務所
2049-251-5555

7月20日から市民総合体育館の工
事に伴い、事務所が南畑公民館に
移転しました。

イ
ベ
ン
ト
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問合せ／富士見ガーデンビーチ　2049-254-4349
富士見ガーデンビーチ便り 第３号
8月31日までオープン!

開場期間　午前9時～午後5時（入場は午後４時まで）
※8月29日（月）～31日（水）は午後1時からの利用となります。
※月～土曜の午前9時～10時50分は50mプールに完泳専用コー
スを設置します（お盆期間は除く）。

入場料金

プ
ー
ル

区分 利用料
駐
車
場

区分 利用料
一般 500円 普通車 300円

中・高校生 300円 中型バス 1,000円
小学生 100円 二輪車 無料

備
考

未就学児は無料ですが、保護者がいないと入場できま
せん。保護者１人につき未就学児２人まで利用できます。

※おむつが必要な方は、場内規則で水に入ることはできません。

毎年恒例の来場者謝恩企画　ニジマスつかみ取り大会
とき／9月4日（日）午前10時30分～
対象／小学生　　
定員／50組(申込順)
参加費／1,000円
受付／8月1日（月）から直接

水中パフォーマンスショー「トゥリトネス」
注目度上昇中のシンクロパフォーマンス！笑いと感動の
パフォーマンスショーをお楽しみください。
とき／8月7日（日）午後5時30分～
定員／300人（申込順）
料金／※未就学児は無料
前売り　中学生以上1,200円
　　　　小学生500円
当　日　中学生以上1,500円
　　　　小学生800円
申込み／直接または電話で

着衣泳体験教室
万が一の時に身を守る方法を、服を着たままプールに入
って体験します！
とき／9月4日（日）午後2時～
対象／小学生と保護者
定員／15組30人（申込順）
参加費／500円
受付／8月1日（月）から
直接または電話で

発見! 体験!
埼玉スタンプラリー2016

商店街の夏まつり
 問合せ／産業振興課　2○内253

キラリ☆スポーツカレッジ
ベリーダンス（全９回）
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糸つむぎ体験
糸車で綿花から木綿糸をつむぐ体
験をしませんか（無料）。
とき／7月28日（木）、8月4日（木）・
11日（祝）
午前10時～正午、午後1時～3時
（5～10分程度）
場所／旧大澤家住宅
※申込不要。直接お越しください。
指導／資料館友の会木綿部会

穀蔵展示「南畑八幡神社の獅子舞」
南畑の地で伝えられてきた獅子舞
の歴史や道具を紹介します。
とき／8月6日（土）から約1年間
場所／穀蔵展示室

８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

６日（土） はたおり

11日（祝） 水でっぽう作り

13日（土） 手描きうちわ（材料代100円）

14日（日） 紋切り

20日（土） いろりの日

21日（日） ジュズダマの腕輪

27日（土） はたおり

28日（日） わたくり

ミニ展示　宮
みや

廻
まわり

遺跡の縄文時代前期
勝瀬中学校や榛名神社周辺に広が
る宮廻遺跡で発見された縄文時代
前期（約6,000年前）の土器や石器を、
２回に分けて展示します。
とき／①8月21日（日）まで
②8月23日（火）～10月10日（祝）
場所／資料館展示室

体験！いつでもセブン＋ワン
夏休み期間にまが玉づくりなどの
体験ができます（材料費実費）。
とき／8月24日（水）まで
場所／体験学習室

水子貝塚星空シアター2016
今年は9月3日（土）に開催します。
上映する映画は『ミニオンズ』です。
詳しくは、広報『ふじみ』9月号
でお知らせします。
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洋服タンス／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

／水槽（モーター付）／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）／飾り馬／あやめ人形／電動芝刈機／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㎝）
／ベビーバス

電子ピアノ／キーボード（音楽用）／富
士見台中夏・冬用制服（男子用・女子
用サイズ不問）／本郷幼稚園制服（半ズ
ボン・男児用サイズ不問）

ゆずってくださいゆずります

•●●7 月7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

脳
のう

梗
こう

塞
そく

からの快復～前兆の概要を語る～
9月4日㈰10:00～11:30／キラリ☆ふじみ／
脳梗塞の予防と対策、生活習慣の改善ほ
か／講師 鷺

さぎ

内
うち

隆
たか

雄
お

氏（イムス富士見総合
病院脳神経外科部長）／定員200人／入場
無料／主催NPO法人ゆめつるせ／
小杉　2090-5794-7952

第9回フォトサロン写楽 写真展
8月23日㈫～28日㈰10:00～18:00（最終日
は17:00まで）／中央図書館／テーマ ｢水の
ある風景｣ ほか自由作品／入場無料／
内田　2049-254-5580

水谷東太極拳同好会
毎週木曜9:30～11:30／水谷東公民館／
二十四式太極拳、四十八式太極拳を中心
に学びます／月会費2,500円／初心者歓迎
／野呂　2048-474-7240

富士見市空手道連盟 元
がん

空
くう

会
かい

月4回土曜9:00～12:00／勝瀬集会所／幼
稚園年少～中学生／空手練習、大会出場
／月会費2,500円／無料体験あり／来

くる

馬
ば

　
2090-4286-8022(9:00～18:00）

掲載方法
掲載は受付順です。原則として掲載月
の前々月の25日 （25日が土･日曜、祝日
の場合はその前日）までにお申し込みく
ださい。

難波田城資料館のお知らせ
 問合せ　2049-253-4664

水子貝塚資料館のお知らせ
 問合せ　2049-251-9686

イベント

募　集
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