I
就職活動中の方、
これから就職活動
を始める方、ぜひ
ご参加ください。
就職支援セミナー
ビジネスマナーから学ぶ
面接のポイント
とき／12月1日
（木）
午前10時〜正午
内容／職場マナーのレクチャー、
面接のポイント解説など
定員／20人（申込順）

とき／12月6日（火）
午後1時〜4時

就職個別相談
とき／12月1日（木）午後1時15分
〜4時（1人45分）
内容／就職に関する全般的な相談、
カウンセリング
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
共交通機関をご利用ください。

対象／市内在住、在勤の方
講師／春 原 義 憲 氏（NPO法人キャ
リアプラザ埼玉）

持ち物／筆記用具

※無料、申込不要

場所／ウェスタ川越
対象／保育士や保育補助など保育
分野での仕事を希望する方
持ち物／履歴書（複数枚）、ハロー
ワークカード（お持ちの方）
問合せ／ハローワーク川越 福祉
人材コーナー
2049‑242‑0197（43＃）

11月は
労働保険適用促進強化期間です
労働保険は労災保険と雇用保険の
総称で、政府が管理運営している
強制加入の保険制度です。
労働者を1人でも雇用している事
業主は、労働保険に加入する義務
があります。まだ、加入していな
い事業主の方は、加入の手続をお
願いします。
問合せ／埼玉労働局労働保険徴収課
2048‑600‑6203

11月14日〜20日
女性の人権ホットライン強化週間

※無料、お子さんの同伴不可

申込み・問合せ／11月1日（火）か
内 383）
へ電話で
ら産業振興課（2○

介護就職デイ
西部地区福祉の仕事就職面接会
介護・医療・保育分野企業の合同
就職面接会です。
とき／11月10日（木）午後1時〜4
時（受付：正午〜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

対象／福祉の仕事を希望している
方で、ハローワークに求職登録し
ている方
持ち物／履歴書（複数枚）、ハロー
ワークカード
問合せ／ハローワーク川越
2049‑242‑0197（43＃）

女性の人権ホットラインは、夫や
パートナーからの暴力やストーカ
ー行為など、女性をめぐるさまざ
まな人権問題についての専用相談
電話です。
多くの方が利用できるよう強化週
間を設定し、通常の受付時間を延
長して相談を受け付けます。秘密
は守られますので気軽にご相談く
ださい。
とき／11月14日（月）〜20日（日）午
前8時30分〜午後7時
※11月19日（土）・20日（日）は午前10
時〜午後5時

電話番号／20570‑070‑810
※無料、全国共通、IP電話からは接
続不可

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

12月4日〜10日 人権尊重社会
をめざす県民運動強調週間
児童や高齢者に対する虐待、障害
のある方への差別などさまざまな
人権問題が増加し、インターネッ
トを悪用した人権侵害やヘイトス
ピーチなど新たな人権問題も発生
しています。
この運動は、お互いの人権を尊重
しながらともに生きる社会を実現
するため、県民総ぐるみで取り組
む運動です。
記念イベント
ヒューマン スクウェア
とき／12月3日（土）午前9時〜午
後10時 ※無料
場所／イオンレイクタウンkaze
翼の広場（越谷市）
内容／
サヘル・ローズ氏（タレント）の
トークショー
人権パネルの展示
子ども向け工作コーナー
人権啓発DVDの上映
コバトン、さいたまっちとのふ
れあい
問合せ／
県人権推進課 2048‑830‑2258

内

保育士就職面接会

nformation station

ご 案

就職支援セミナー＆就職個別相談

情報ステーション

11月14日〜29日 多重債務者相談
強化キャンペーン2016
無料相談会
多重債務でお困りの方のために、
弁護士、司法書士による面接相談
会を開催します。
とき／11月16日
（水）・18日（金）
午前10時〜午後4時（1人45分）
場所／さいたま市浦和消費生活セ
ンター（JR浦和駅東口徒歩1分）
申込み／10月31日（月）〜11月28日
（月）午前10時〜午後4時に電話で
（土・日曜、祝日を除く） ※申込順

申込み専用電話／2048‑839‑1730
（申込期間中のみ通話可）

主催／埼玉県多重債務対策協議会
※期間中は、ほかの会場でも相談会
を行っています。詳しくはお問い合
わせください。

問合せ／県消費生活課
2048‑830‑2935
広報 ふじみ 平成28年11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

子 育 て

市役所分館
エレベーター工事のお知らせ

子 育 て

Child-rearing

親子サロン

ご
案
内

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

ご 案 内
Guidance

特定疾患に該当する方に
見舞金を支給します

市役所分館のエレベーター更新工
事を12月16日（金）まで行っていま
す。工事期間中は分館エレベータ
ーは利用できませんので、階段や
本庁舎エレベーターをご利用くだ
さい。
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。
内 222
問合せ／総務課 2○

野外焼却（野焼き）はやめましょう
「近所でごみを燃やしていて、煙
や臭いで困っている」
、「洗濯物に
臭いがついて困る」などの苦情が
多く寄せられています。
県生活環境保全条例では、基準に
適合した焼却炉を使用せずに、野
外で廃棄物などを燃やすことを原
則禁止しています。市のごみ収集
など定められた処理方法で適切に
処理しましょう。

日本赤十字社員増強運動の
ご協力ありがとうございました
皆さんのご支援とご協力により、
総額5,702,442円の社資が寄せら
れました。皆さんから寄せられた
社資により、災害救護活動、国際
救援活動、血液事業、医療事業な
ど幅広い事業が支えられています。
今後ともご支援をお願いします。
内 333
問合せ／福祉課 2○
15 広報 ふじみ 平成28年11月号

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、買い物袋をお
持ちください。

とき／11月15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○

事業主の方へ
退職金のこと考えてみませんか

めるものは除外とな

中小企業退職金共済制度（中退共）
は中小企業で働く従業員のための
国の退職金制度です。この制度を
利用すれば、安全・確実・有利で、
しかも管理が簡単です。
中退共なら…
国の掛金助成を受けられます。
掛金は全額非課税です。
社外積立なので管理が簡単です。

る場合があります。

※パートタイマーのための特例掛金

内 242
問合せ／環境課 2○

月額もあります。ほかの退職金・企

※農業者の稲わらの

市に住民登録をしている方で、指
定難病医療受給者証、小児慢性特
定疾病医療受給者証の交付を受け
ている方に見舞金（年額12,000円）
を支給します。
現在、見舞金受給中の方には、
11月中旬に現況届の用紙を郵送
します。受給者証の写しと一緒
に提出をお願いします。
転入された方などで受給資格が
あり、まだ申請をしていない方
は、受給者証と振込口座（郵便
局は除く）の確認できるものを
持参し、手続きをお願いします。
内 373
問合せ／障がい福祉課 2○

つきいち〜臨時農産物直売所〜

焼却など、規則で定

業年金制度などとのポータビリティ

夕焼け放送の
時刻と曲目が変わります
11月1日（火）〜平成29年2月28日
（火）の放送時刻は、午後4時30分、
曲目は「たき火」です。
内 446
問合せ／安心安全課 2○

緑の募金
（家庭募金）
の
ご協力ありがとうございました
皆さんのご理解と各町会のご協力
により、総額3,324,065円の募金
が寄せられました。この募金は、
県の緑化事業（学校緑化、温暖化防
止緑化）や市の緑地保全基金への
積み立てに活用させてい
ただきます。今後も
緑化推進へのご協力
をお願いします。
問合せ／まちづくり推進課
内 454
2○

も可能です。

問合せ／（独）勤労者退職金共済機
構 中小企業退職金共済事業本部
203‑6907‑1234

麻薬・覚醒剤乱用防止運動
（11月30日まで）
覚醒剤などの薬物乱用は、個人の
問題にとどまらず、社会全体に計
り知れない危害をもたらします。
特に、危険ドラッグの乱用が若者
を中心に広がっており、使用者本
人の健康被害や二次的な死傷事故
が発生しています。正しい知識を
身につけ、薬物乱用を根絶しまし
ょう。
問合せ／
朝霞保健所 2048‑461‑0468
2048‑830‑3633
県薬務課

I
問合せ 2049‑255‑6671

（受付：午前9時50分〜）

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）を持つ親
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、申込順）
※保育あり
（定員12人
（申込順）
）

内容／小麦粉風船、紙コップロケ
ット、泥だんご、ゴムブレスレット、
クリスマスリース、バルーンアー
ト、どんぐり工作、巨大迷路など

持ち物／母子健康手帳
申込み・問合せ／
11月28日
（月）
から健康増進センター
（2049‑252‑3771）
に電話で

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
…主催

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

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 ■
11月28日㈪ ■
他 1人30分程度
9:00〜15:00 ■

11月 2日㈬

水 ■
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
鶴 ■
対 平成28年6月1日〜6月15日に生まれた子
■

11月15日㈫

水 ■
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
鶴 ■
対 平成28年6月16日〜6月30日に生まれた子
■

４か月健診

11月 8日㈫

水
■

受 12:50〜13:40
■

場 健康増進センター
■

鶴 ■
対 平成27年11月16日〜12月8日に生まれた子
■

11月 1日㈫

水 ■
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
鶴 ■
対 平成27年1月24日〜2月15日に生まれた子
■

11月30日㈬

水 ■
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
鶴 ■
対 平成27年2月16日〜3月10日に生まれた子
■

１歳６か月健診

わくわく子育て
トーキング

※駐車場はありません。公共交通機
関をご利用ください。

（雨天時は鶴瀬小学校体育館）

子育て健康ガイド

予 乳児・母乳相談
■

とき／12月9日（金）午後1時30分
〜3時30分（受付：午後1時〜）
場所／ピアザ☆ふじみ

とき／11月27日（日）
午後1時〜4時 ※無料
場所／鶴瀬放課後児童クラブ、鶴
瀬小学校校庭

テーマ／手話でコミュニケーショ
ンを〜覚えよう、あいさつから〜
定員／30人（無料、申込順）
講師／富士見市聴覚障害者の会
協力／富士見市社会福祉協議会
申込み／11月1日（火）午前10時か
ら直接または電話で

３歳健診

見て！食べて！
すてっぷあっぷ離乳食教室

富士見ともだち広場

※保育あり（おおむね1歳以上）

て

場所／キラリ☆ふじみ
対象／未就園児と保護者、妊娠中の方
定員／300人（無料、申込順）
出演／おひさまにあるず
主催／富士見市母子保健推進員連
絡協議会
申込み・問合せ／
11月1日（火）から健康増進センタ
ー（2049‑252‑3771）に電話で

子 育

とき／11月29日（火）
午前10時15分〜11時30分

子育てボランティア養成講座
とき／11月25日（金）
午前10時30分〜正午
場所／市民福祉活動センターぱれっと
対象／乳幼児・小中学生の保護者、
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

12か月健診

主催／富士見市社会福祉事業団放
課後児童クラブ、富士見市がくど
う保護者連絡会
問合せ／富士見市社会福祉事業団
放課後児童クラブ事務局
2049‑251‑8901

ファミリーコンサート

第11回子育てまちゅり
とき／11月30日
（水）
午前10時〜正午
場所／鶴瀬西交流センター
対象／乳幼児と保護者
内容／フリーマーケット、工作、
電車ごっこ、読み聞かせコーナー、
身体測定コーナー、ゴスペル

事業名

nformation station

親子で音楽を楽しもう

諏訪児童館のお知らせ

予 もぐもぐパクパク
■
食事相談

情報ステーション

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

水 ■
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
鶴 ■
対 平成25年5月生まれの子
■
受 9:40〜10:00 ■
対 １歳までのお子さん
■
（第一子）とお母さん
11月 8日㈫ 場
■
健康増進センター
内
■
ワンポイント保健情報、育児相談、グループトーク、
10:00〜11:30
母乳相談
場 みずほ台
11月22日㈫ ■
※母乳相談のみ経産婦も可。助産師・管理栄養士・保健師の相
10:00〜11:30
コミュニティセンター 談もあります。

11月16日㈬

受 9:45〜10:00 ■
対 1歳くらいまでのお子さんとお母さん ■
場 ふじみ野交流センター
■
11月14日㈪ 内
持 バスタオル、そのほか各自必要なもの
■
お母さんたちの交流
■
10:00〜11:30 主
■富士見市母子保健推進員連絡協議会

広報 ふじみ 平成28年11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

学 ぶ
Learning

子

言葉にはとても強い力が秘められ
ています。毎日当たり前のように
使っている言葉に焦点を当て、言
葉で人を傷つけない、言葉で人を
笑顔にできるよう
な使い方について
考えます。
とき／12月3日
（土）
午後1時30分〜3時
場所／鶴瀬公民館
定員／50人（無料、申込順）
講師／宮腰賢氏（東京学芸大学名誉

育

学 ぶ

富士見市民大学人権教育講演会

言葉でつむぐ人の和

て

教授、日本語学者）

主催／ＮＰＯ法人富士見市民大学
申込み／11月1日（火）から午前9
時〜午後5時に直接または電話で
（土・日曜、祝日を除く）

問合せ／富士見市民大学事務局
（鶴瀬公民館内） 2049‑251‑1140

わかる！できる！
生活習慣病予防教室
健診結果で気になる数値があった
方、生活習慣や食事のコツを学ん
でみませんか。

ふじみ考古学教室
里浜貝塚の縄文文化と震災復興
「東松島市里浜貝塚と水子貝塚の
文化交流展」（12月11日（日）まで水
子貝塚資料館で展示中）の関連講演
会です。
とき／11月27日
（日）
午後2時〜3時30分
場所／水子貝塚資料館体験学習室
定員／30人（無料、申込順）
講師／岡村道雄氏
（東松島市奥松島縄文村歴史資料館名
誉館長、元文化庁主任文化財調査官）

申込み・問合せ／水子貝塚資料館
（2049‑251‑9686）に直接または電話で

救命講習会（上級・普通）

【共通事項】
時間／午前9時30分〜11時30分
（受付：午前9時15分〜）

場所／健康増進センター
対象／おおむね74歳までの方
定員／30人（無料、申込順）
持ち物／健康診査または人間ドッ
クなどの健診結果（お持ちの方）、
筆記用具、電卓
申込み・問合せ／健康増進センター
2049‑252‑3771
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Child-rearing

おやこ食育教室
ワンプレートの簡単
メニューを親子で楽
しく作りませんか。
とき／11月27日
（日）
午前10時〜午後2時
（受付：午前9時45分〜）

場所／ピアザ☆ふじみ
対象／市内在住の年長〜小学生の
お子さんと保護者
メニュー／とん汁、オープンいな
り、鮭のちゃんちゃん焼き風、季
節のフルーツ

上級救命講習
とき／11月19日
（土）
午前９時〜午後6時
普通救命講習I
とき／11月27日
（日）
午前９時〜正午
【共通事項】
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／11月１日（火）〜８日（火）
午前８時30分〜午後5時に電話で

※アレルギーのある方は要相談。

（土・日曜、祝日を除く）

問合せ／健康増進センター
2049‑252‑3771

問合せ／消防本部救急課
2049‑261‑6673

※3回コースではありません。

とき・内容／
11月22日
（火）
・血圧編
11月28日
（月）
・血糖値編
12月 1日
（木）
・コレステロール、
中性脂肪編

子育て

食事で勝てるカラダをつくる！
〜競技力向上のためのスポーツ栄養学〜
試合で最大限の力を発揮するため
の食事について学
びませんか。
とき／11月20日
（日）
午後１時30分〜3時（午後1時開場）
場所／鶴瀬西交流センター
対象／中学生以上（市外の方も可）
定員／140人
（無料、申込順）
き むらみち よ
講師／木村典代氏（高崎健康福祉大
学 健康福祉学部教授）

申込み・問合せ／健康増進センタ
ーへ直接、FAXまたは電話で
※市HPからも応募可。

2049‑252‑3771
℻049‑255‑3321

定員／10組程度（申込順）
参加費／1人300円（食材費など）
持ち物／三角きん、エプロン、ふ
きん、手ふき、筆記用具
主催／富士見市食生活改善推進員
協議会
申込み／11月1日（火）午前8時30
分から電話で
※参加するご本人がお申し込みくだ
さい。

世界の鬼ごっこを体験しよう!!
青少年相談員のお兄さん、お姉さ
んと一緒にバリエーション豊かな
鬼ごっこを楽しもう。
とき／11月27日
（日）
※雨天中止
午前10時〜正午
もり
場所／文化の杜公園
（現地集合・解散）
※保護者の方が送迎をお願いします。

対象／小中学生
定員／30人（無料、申込順）
持ち物／飲み物、タオル
主催／富士見市青少年相談員協議会
申込み／11月1日
（火）
〜8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

内 340
2○

I
はじめてボクサシェイプ

（受付：午前９時40分〜）

問合せ／健康増進センター
2049‑252‑3771

富士見市中学生の主張大会
中学生が日ごろ思っていることや
伝えたいこと、夢や希望などを発
表します。
「今」を生きる中学生・
高校生の心の呼びかけに耳を傾け
てみませんか。
とき／11月26日
（土）
午後1時〜4時
場所／鶴瀬コミュニティセンター
内容／①市内各中学校の代表各2
人と特別参加として富士見高校の
代表による主張発表
②本郷中学校吹奏楽部の演奏発表
主催／富士見市青少年育成市民会議
内 340
問合せ／子育て支援課 2○

とき／12月7日〜21日、平成29年
1月11日〜3月15日
いずれも水曜午前10時〜正午
場所／健康増進センター
対象／おおむね65歳以上の運動制
限の無い方
内容／マシントレーニング、脳ト
レ、お口の体操など
定員／15人（申込順）
参加費／390円（保険代）
申込み・問合せ／健康増進センター
（2049‑252‑3771）
に電話で

ぶ

※参加するご本人がお申し込みください。

はつらつ教室〜脳ヂカラ・噛む力
アップコース〜（全13回）

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。

11月のおはなしかい＆映画会
内 容
こども映画会

学 ぶ
Learning

中
央 名作映画会
図書館
おはなしかい（乳幼児）
図書館まつりおはなしかい

日

時

12日
（土）午後２時「フォックスウッド物語」
19日
（土）午後２時「長靴をはいた猫」
４日
（金）午後２時「モダン・タイムス」
20日
（日）午後２時「優駿ORACION」
２日
（水）
・16日
（水）
午前11時
６日
（日）
午前10時

おはなしかい（幼児・小学生） 26日
（土）午後２時

聴こえとコミュニケーションに
関する講演会
「聴こえない」「聞こえにくい」と
いうことはどういうことか聴覚障
がい者のお話を聞き、今年4月に
施行された障害者差別解消法に伴
い、どんな配慮が必要かを考えま
す（手話通訳・要約筆記・磁気ルー
プ有り）
。

とき／11月19日
（土）
午前10時〜11時30分
（午前９時45分開場）

場所／針ケ谷コミュニティセンター
内容／医療機関における聴覚障が
い者への合理的配慮とは何か、ろ
う者・難聴者とのコミュニケーシ
ョン手段
定員／60人（無料、申込不要）
なが い き よ ひこ
講師／永井紀世彦氏（（社）埼玉聴覚
障害者福祉会理事長）
内 327
問合せ／障がい福祉課 2○

学

場所／ピアザ☆ふじみ
対象／市内在住の18歳以上の方で
医師から運動制限を受けていない方
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／運動できる服装、運動靴、
タオル、飲み物
申込み／11月７日
（月）
から電話で

nformation station

イベント

音楽に合わせて、格闘技の動作を
用いたエアロビクスを体験します。
とき／12月４日
（日）
午前10時〜11時30分

情報ステーション

一般映画会
鶴瀬西
おはなしかい（乳幼児）
分
館
おはなしかい（幼児・小学生）

５日
（土）
午後２時「地下鉄
（メトロ）
に乗って」
※午後1時30分から整理券配布
９日
（水）
午前10時30分
20日
（日）午前11時

※要予約

９日
（水）
午後３時30分
20日
（日）午後２時30分

26日
（土）午前11時「日本の昔ばなし（１）花
ふじみ野 こども映画会
さか爺さんほか」
分
館
おはなしかい（乳幼児）
11日
（金）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。

みんなで踊ろう！だるまちゃんおんど
かこさとしさんの絵本「だるまちゃ
んシリーズ」から生まれた「だるま
ちゃん音頭」をみんなで踊ります。
だるまちゃんクイズもあります。
とき／11月19日（土）
午前10時〜11時30分
（保護者同伴可）
対象／幼児、小学生

おとなのためのおはなし会
昔話や地域に伝わるお話を、スト
ーリーテリング（素話）でお楽しみ
ください。
とき／11月27日
（日）
午後２時〜３時
対象／中学生以上
共催／おはなしボランティア「すぷんふる」

【共通事項】
※無料、
申込不要。直接お越しください。
場所／ふじみ野交流センター
問合せ／ふじみ野分館 2049‑256‑8860
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ハートフルライヴ Vol.6

イベント

フルート、エレクトーン、ピアノ、
和太鼓、ダンスのコラボレーショ
ンをお楽しみください（無料）。
とき／11月27日
（日）
午後1時30分（午後1時開場）
場所／鶴瀬コミュニティセンター
出演／音楽ボランティアしゃぼん
玉、かじ兵衛太鼓、つるザイル
問合せ／鶴瀬公民館
2049‑251‑1140

Event

イベント

まちバル☆ふじみ
〜市内３駅をバルチケットでハシゴ〜
鶴瀬駅、みずほ
台駅、ふじみ野
駅周辺のさまざ
まなお店を、食
べ歩き、飲み歩
き、まち歩きし
ながら楽しむイベントです。
バルマップを片手にグルメ探検し
て、あなたのお気に入りのお店を
見つけませんか。
とき／11月17日
（木）
〜19日
（土）

第5回入間東部地域史研究発表会
〜戦後の町並み風景〜

※日時はお店により異なります。

場所／鶴瀬駅、みずほ台駅、ふじ
み野駅周辺エリア
参加方法／バルチケット（1セット
つづ
700円×3枚綴り）を富士見市商工会
または取扱い店舗で購入し、参加
店で使用してください。
※取扱い店舗や参加店など詳しくは、
富士見市商工会ＨＰをご覧ください。

問合せ／富士見市商工会（まちバル
☆ふじみ実行委員会）

2049‑251‑7801

難波田城資料館のお知らせ

富士見市、ふじみ野市、三芳町の
各市町の学芸員・研究者が戦後史
についてわかりやすく解説します。
とき／11月19日
（土）
午後１時30分〜４時
場所／ふじみ野交流センター
内容／
ふじみ野の「一丁目の夕日」
〜駅前ガス工場、商店街、映画館、
物価〜
写真で見る30年前の三芳
富士見還暦〜３村合併から60年〜
定員／70人（無料、申込不要）
主催／入間東部地区文化財保護連
絡協議会
内 637
問合せ／生涯学習課 2○

富士見市新春縄文マラソン大会
問合せ／富士見市体育協会 2049‑254‑9510
とき／平成29年1月9日（祝）
※雨天決行。降雪時は中止の場合

種目・対象

あり。

一般10km

場所／水子貝塚公園

一般男子5km

（スタート・ゴール）

申込み／11月18日（金）までに申
込書に参加費を添えて次のいず
れかに直接
富士見市体育協会
（中央図書館２階）

定員

参加費

200人 2,500円
100人 1,500円

麦づくり体験
（全6回）
とき・内容／いずれも土曜午前10
時〜正午（7月8日は午後1時まで）
※小雨決行

と

き

11/26

内

H29. 1 /28

土入れ、麦踏み

3 /11

草取り、土寄せ

5 /27

麦刈り

6 /10

麦打ち（脱穀）

7/ 8

石うすひき、試食

場所／難波田城公園内の田んぼ
対象／市内在住、在学、在勤の方
を含む家族または友人
定員／5組（1組4人以内、申込順）
参加費／１組年間500円（通信費・材
料代）

持ち物／汚れてもよい服装、田ん
ぼに入るときの履物
申込み／11月1日（火）午前9時か
ら電話で
11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㈷

昔の道具で計ろう

5 日㈯

ヘチマのたわし

6 日㈰

竹とんぼ

12日㈯

はたおり

13日㈰

大学生企画イベント

19日㈯

いろりの日

20日㈰

わたくり

23日㈷

木の実であそぼう

26日㈯

はたおり
トントン紙ずもう

50人 1,500円

27日㈰

一般女子5km

50人 1,500円

針ケ谷コミセン寄席

中学男子・女子
5km

男200人
女100人

小学4〜6年

男100人

600円

（子どもは小学 4 年以下）

容

耕起、
種まき（小麦）

シニア（60歳以上）
5km

500円
時 間： 午 前9時 〜 正 午、 午 後1
男子・女子1.6km
女 50人
時〜4時（土・日曜、祝日を除く）
親子 1km
南畑公民館
105組 1,500円
（子どもは小学1〜3年）
時 間： 午 前8時30分 〜 午 後9時
縄文５種競技
30分（11月1日（火）を除く）
50組
500円
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問合せ 2049‑253‑4664

とき／11月26日
（土）
午後２時開演
場所／針ケ谷コミュニティセンター
※入場無料

演目／古典落語
出演／明治大学落語研究会
問合せ／針ケ谷コミュニティセン
ター 2049‑251‑8478

I
水子貝塚資料館のお知らせ

情報ステーション

nformation station

市民総合体育館のお知らせ

問合せ 2049‑251‑9686

（午後1時30分開場）

場所／展示館
定員／150人（無料、先着順）
※申込不要。直接お越しください。

出演／牧田ゆき氏
（アコーディオン奏者）

土曜おもしろミューズランド
アンギン編みのコースターづくり
とき／11月19日
（土）
午前10時、午後1時30分
（いずれも30分前から受付）

場所／資料館体験学習室
対象／小学生以上
（未就学児は保護者同伴で可）

定員／各15人（先着順）
参加費／100円（材料代）
※申込不要。直接お越しください。

キラリ☆スポーツカレッジ
ボクシングエクササイズ（全5回）
効果的な有酸素運動で、ウエスト、
背中、二の
腕のダイエ
ットに効果
が期待でき
ます。
とき／11月15日・22日・29日、
12月6日・13日
いずれも火曜午後1時〜2時
誰でも踊れるフラダンス
（全5回）
明るく健康的な踊りで誰でも気軽
に体験できます。
とき／12月6日・20日、平成29年
1月17日・31日、2月7日
いずれも火曜午前10時30分〜11時
30分
【共通事項】
場所／南畑ふれあいプラザ
定員／30人（申込順）
参加費／2,500円
主催／（公財）キラリ財団
申込み／11月2日（水）から午前8
時30分〜午後9時30分に直接また
は電話で

富士見市スポーツフェスティバル
問合せ／富士見市体育協会

2049‑254‑9510

とき／11月23日
（祝）
午前9時〜午後2時30分
※雨天時は、開催種目の変更あり

場所／諏訪小学校体育館・校庭、文化の杜公園
持ち物／室内用運動靴（室内競技のみ）
主催／富士見市スポーツフェスティバル実行委員会
9:00 9:30 10:00

開会式

諏訪小校庭

11:00

学童ドッジボール大会
予選

12:00 13:00

14:00

学童ドッジボール大会
3位決定戦、決勝

表彰式

陸上ミニ3種チャレンジ、パターゴルフ
模擬店

諏訪小体育館

スポーツ
玉入れ

幼児
玉入れ

ウォーク＆ウォーク（約5km、受付 9:30、スタート 10:00）
文化の杜公園

ティーバッティング、サッカーフリーキック、ストラッ
クアウト、スピードガン測定、グラウンドゴルフ、ゲー
トボール
（受付 9:30〜、10:00〜14:00）

14:30

第9回ふじみマーケット
〜いいヒト・いいモノ・いい
フジミ！〜

イベント

縄文の森コンサート
アコーディオン弾き語り
アルゼンチン
のダンス音楽
「チャマメ」の
音色をお楽し
みください。
とき／
11月13日
（日）
午後2時〜3時

問合せ 2049‑251‑5555

富士見市商工会では、毎年11月23
日を「いいふじみの日」とし、富
士見市の魅力を発見していただく
ためのさまざまなイベントを実施
します。
とき／11月23日
（祝）
午前10時〜午後3時
（雨天決行）
いいヒト・いいモノ交流物産展
市内農家・商工業者による採れた
て野菜や米、自慢の逸品を販売し
ます。
時間／午前10時〜午後3時
場所／ららぽーと富士見鉄道広場

焼きびんレシピコンテスト
焼きびんレシピコンテストの入賞
作品の発表・試食をします。
時間／午前10時10分〜
場所／ららぽーと富士見鉄道広場
元気くんコンテスト
事前に応募いただいた富士見市が
大好きで元気な子どもたちが市の
好きなところをPRするコンテスト
を行います。
時間／正午〜
場所／ららぽーと富士見屋外広場
〇×クイズふじみ
富士見市に関するクイズを◯×ク
イズ形式で出題します。
時間／午後0時45分〜
場所／ららぽーと富士見屋外広場
賑わいスタンプラリー
ふじみる2016大抽選会
時間／午後2時〜
場所／ららぽーと富士見屋外広場
問合せ／富士見市商工会
2049‑251‑7801
内 253
産業振興課 2○
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験コーナーなど
13日（日） 展示、舞台発表、模擬
店、パソコン体験教室、ベーゴマ
大会、野球体験コーナーなど
主催／水谷文化祭実行委員会
問合せ／水谷公民館
2049‑251‑1129

イベント
Event

イベント

第33回水谷文化祭
〜ふれあい ひろがれ〜
とき／11月12日
（土）
・13日
（日）
午前10時〜午後4時30分

主催／水谷東文化祭実行委員会
問合せ／水谷東公民館
2048‑473‑8717

市民伝言板

場所／水谷公民館
12日（土） 舞台発表（けやき保育
園・水谷小学校など）、スタンプラ
リーとお楽しみ抽選会、展示、模
擬店、パソコン体験教室、野球体

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○

ハート♡プッチフルコンサート
（13:00開場）／鶴瀬
11月19日㈯13:30開演
コミュニティセンター／シャンソン、タンゴ
など。ミニ劇場
（おかしな動物達の物語り）
／主催はっ♡ぴれた塾／無料／
福田 2049‑235‑5822（夜間）

イベント
くらしのリユース

点字利用者との交流・懇親会
11月5日㈯10:00〜12:00／鶴瀬駅西口サン
ライトホール／点字の利用者・利用したい
方・関心のある方／交流と情報交換／主
催点訳グループ富士見市 ｢きつつき｣ ／
11月2日㈬までに要申込み／無料／富士見
市社会福祉協議会 2049‑254‑0747

第42回無の会陶芸展
11月22日㈫〜27日㈰10:00〜17:00／キラリ
☆ふじみ／花の器と食器をテーマに／無
料／岡田 2049‑251‑9415

歌謡バンド ハーフトーンズ
第19回コンサート
11月6日㈰14:00〜16:00／針ケ谷コミュニテ
ィセンター／懐かしい歌謡曲の生演奏と歌
謡をみんなで歌いましょう／定員150人／
無料／萩原 2049‑251‑5495
こばと保育園バザー
11月13日㈰10:00〜14:00／こばと保育園／
雑貨、衣類
（新品）の販売、模擬店
（もち、
うどん、コロッケ、わたあめ、飲み物、チ
ュロスなど）
、的あてゲームなど／雑貨、
衣類
（新品）などの提供品を募集中／こば
と保育園 2049‑251‑8966

●

ハッピー音楽祭
11月20日㈰13:00〜15:30（12:30開場）／鶴
瀬コミュニティセンター／なつかしい歌をお
楽しみください／主催ふじみハッピーバンド
／無料／萩原 2049‑251‑5495
クリスマスコンサート2016
（18:00開場）／キラリ
12月16日㈮18:30開演
☆ふじみ／華麗なるオペレッタの世界と美
しきクリスマスソング／定員90人／4,000円
／主催コル・カントコンサート実行委員会
／東海林 2049‑263‑6951

第36回サケの卵わけのご案内
12月4日㈰10:00〜12:00／鶴瀬公民館中庭
（雨天：屋内）
／サケの卵をふ化させ、放流
をしてみたい方／広口の小さい容器持参
（牛乳パックなどOK）
／放流：平成29年2月
11日㈷13:00秋ヶ瀬せき下／主催荒川にサ
ケを放す会富士見／無料
（運営は募金で行
っています）
／内池 2048‑474‑1661

ハタヨガサークル
① 毎週日曜13:00〜14:00② 毎週木曜18:
45〜19:45／ピアザ☆ふじみ／16歳以上の
方／月会費①4,000円②5,500円／
髙三 2080‑3025‑4049

“ つなぐ ”チャリティーコンサート
12月4日㈰13:00開演／鶴瀬コミュニティセ
ンター／音楽コンサート
（歌、楽器）／主催
Ｔ.Ｏ.Ｐ.／無料／飯田 2090‑7178‑6169

みずほ台絵画サークル
月4回金曜13:00〜16:00／みずほ台コミュ
ニティセンター／水彩画習得／月会費3,000
円／初心者歓迎／鹿討 2049‑252‑4022

10 月 11 日現在●

内 246
問合せ／環境課 2○

ゆずります
電動リクライニングベッド／ガス炊飯器（5.5
合炊き）／加湿器／電動シニアカー／博多人
形（ケース付）／節句人形（ケース付）／キジの
はく製／犬小屋（室内用）／四角い植木鉢
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とき／11月19日
（土）
・20日
（日）
午前10時〜
場所／水谷東公民館
内容／作品展示、舞台発表、模擬
店など
※子どものいけ花体験もできます。

（13日は午後3時まで）

市民伝言板

第35回水谷東文化祭
〜交流の輪を広げ、誰もが笑顔に〜

募 集

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
布団乾燥機／掃除機／自転車（女性用24〜26㌅）／大人用三輪車／スポー
ツ用腕時計（男性用・ストップウオッチ付）／富士見台中体操服・ジャー
ジ一式（130〜140㎝）／富士見高校夏用制服（女子用・半袖ブラウス・ベス
ト・Ｍサイズ）／ベビーローチェア／チャイルドシート／ベビーベッド

