
広報 ふじみ 平成28年１月号15

富士見市役所　2049-251-2711  ℻ 049-254-2000

ご

案

内

市役所からのお知らせ
Fujimi City Information

とき／2月6日（土）午前9時
場所／市民福祉活動センターぱれ
っと
受験資格／
次のすべての条件を満たす方
 20歳以上で、富士見市または三
芳町に在住の方
 富士見市･三芳町手話通訳者養
成講習会を修了している方、ま
たは同等の通訳技術･資格をお
持ちの方
 聴覚障がい者との関わりがおお
むね3年以上で、富士見市･三芳
町内の聴覚障がい者との関わり
がおおむね１年以上ある方
申込み／申込書に必要事項を記入
し、1月4日（月）～20日（水）（必着）
に郵送または直接
（〒354-8511（所在地は
記載不要）富士見市役
所障がい福祉課）
※申込書は障がい福祉
課、富士見市社会福祉
協議会にあります。
問合せ／障がい福祉課　2○内327

　県内市町村職員の仕事の内容や
魅力をＰＲするフォーラムです。
公務員を目指している方など多く
の方の参加をお待ちしています。
とき／2月18日（木）午後1時～4時
（0時30分開場）
※無料、申込不要、入退場自由
場所／さいたま市民会館おおみや
（JR大宮駅東口徒歩15分）
内容／基調講演、大学生、大学職
員、市町村職員によるディスカッ
ション、職員への質問コーナー
定員／1,300人（先着順）
問合せ／彩の国さいたま人づくり
広域連合人材開発部市町村職員担
当　2048-664-6681

　県が決定する ｢富士見都市計画
都市計画区域の整備、開発及び保
全の方針」、｢富士見都市計画区域
区分｣ の変更案を作成するにあた
り、ご意見を伺います。
公聴会
とき／2月16日（火）午後2時
場所／市役所１階全員協議会室
変更の構想（原案）の閲覧
期間／1月15日（金）～29日（金）午
前8時30分～午後5時15分（土･日曜
を除く）
場所／県都市計画課、富士見市ま
ちづくり推進課、ふじみ野市都市
計画課、三芳町都市計画課、県川
越県土整備事務所
※1月15日（金）から県ホームページ
（都市計画課）で閲覧できます。
公述（公聴会で意見を述べること）
の申出
対象／富士見市、ふじみ野市、三芳
町に住所を有する個人および法人
提出方法／1月29日（金）午後5時
15分までに、閲覧場所にある公述
申出書を郵送（必着）または直接
※県電子申請届出サービスからも可。
提出先／〒330-9301（所在地は記載
不要）県都市計画課
〒354-8511（所在地は記載不要）富士
見市役所まちづくり推進課
※公述希望者が多い場合は、公述人
を選定することがあります （公述時
間は1人当たり10分以内）。申出がな
い場合は、公聴会は中止となります。
※傍聴希望の方は、2月5日（金）以降
に市まちづくり推進課にお問い合わ
せください。
問合せ／
県都市計画課　2048-830-5341
市まちづくり推進課　2○内447

とき／2月2日（火）午後1時～4時
（受付：正午～3時30分）
※無料、申込不要、入退場自由
場所／ウェスタ川越多目的ホール
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#）

事業実施区域／さいたま市桜区新
開4丁目2番1号
期間／1月12日（火）～2月12日（金）
午前8時30分～午後5時15分（土・
日曜、祝日を除く）
場所／富士見市役所環境課
※この事後調査書について意見の提
出ができます。2月26日（金）までに
郵送、FAX、電子メールまたは直接
※詳しくはさいたま市ホームページ
をご覧ください。
問合せ／さいたま市環境局環境共
生部環境対策課
〒330-9588
さいたま市浦和区常盤6-4-4
2048-829-1332　℻048-829-1991

縦覧
期間／1月15日（金）～2月15日（月）
午前9時～午後4時30分（土･日曜、
祝日を除く）
場所／富士見市まちづくり推進課、
県環境政策課、県西部環境管理事
務所ほか
※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。
説明会
とき／2月10日（水）午後7時
場所／針ケ谷コミュニティセンター
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

ご 案 内
Guidance

　　　　　　　　　　お知らせ
　キラリ☆ふじみのイベント内
容などは、ＨＯＴキラリ１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　2  049-268-7788

福祉の仕事就職面接会 都市計画に関する公聴会

富士見市・三芳町
登録手話通訳者認定試験

埼玉県市町村職員
採用情報フォーラム2016

さいたま市新クリーンセンター
整備事業（ごみ処理施設の建設）
環境影響評価事後調査書の縦覧

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準
備書の縦覧および説明会
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【一般事務員】
　小学校または中学校で事務の補
助を行います。
募集人数／3人
勤務時間／週5日（月～金曜）1日3
時間または4時間
期間／原則1年間（年間222日）
賃金／時給890円（予定）
※給食仕分け員と兼ねることができます。

【給食仕分け員】
　小学校または中学校で給食実施
日に給食の仕分けを行います。
募集人数／8人
時間／週5日（月～金曜）1日2時間
期間／原則1年間（年間190日）
賃金／時給910円(予定)
※一般事務員と兼ねることができます。

【中学校学習支援員】
　学習指導の補助をしながら、学
習が遅れがちな生徒の個別対応･
指導を行います。また不登校傾向
の生徒への支援なども行います。
募集人数／1人
時間／週5日（月～金曜）1日5時間
期間／原則1年間（年間203日）
賃金／時給1,040円（予定）

【ふれあい相談員】
　いじめや不登校など、児童生徒
の悩みについて面
接相談、電話相談、
家庭訪問を行いま
す。また通学区の
小学校での相談も
行います。
募集人数／4人
時間／週5日（月～
金曜）1日4時間
期間／原則1年間（年間203日）
賃金／時給890円（予定）

【ＡＥＴ（外国語指導助手）】
　小学校の外国語活動、中学校で
の英語授業の補助を行います。
募集人数／1人
時間／週5日（月～金曜）1日7.5時間
期間／原則1年間（年間180日）
賃金／日給16,020円（予定）

【すこやか支援員】
　小・中・特別支援学校で、特別
な支援が必要な児童生徒の日常生
活の介助や学習活動の支援などを
行います。
募集人数／7人
時間／週5日（月～金曜）1日6時間
期間／原則1年間（小中学校年間203
日、特別支援学校年間211日）
賃金／時給910円（予定）

【共通事項】
応募方法／応募用紙に記入し、1
月12日（火）～22日（金）に郵送また
は直接
（〒354-0021 鶴馬1873-1 学校教育課）
※応募条件など詳しくは、市ホームペ
ージまたは募集要項をご覧ください。
※募集要項、応募用紙は、市ホーム
ページ、学校教育課にあります。
※書類選考後、面接を行います。
問合せ／学校教育課　2○内622

　子どもたちの給食づくりを一緒
にしませんか。
募集人員／
①フルタイム1人
②パートタイム1人
勤務内容／調理全般、洗浄作業
勤務日／①週休2日制
②週3勤1休のシフト制（給食実施日）
勤務時間／午前8時30分～午後5時
（昼休憩含む）
賃金／日額7,590円（年数加算あり）
※休暇などは富士見市非常勤嘱託職
員勤務要綱によります。
※調理師免許不要、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

とき／1月18日（月）午後1時～4時
（受付：正午～3時30分）
※面接会前に直前セミナーを行いま
す（0時15分～45分）。
※無料、申込不要、入退場自由
場所／キラリ☆ふじみマルチホール
対象／正社員を希望する若年者（平
成28年3月大学等卒業予定者を含む）
参加企業／約25社（予定）
持ち物／履歴書、ハローワークカ
ード（お持ちの方）　※職務経歴書を
作成している方はお持ちください。
問合せ／ハローワーク川越
2049-242-0197（48#）

とき／1月22日（金）午後1時～4時
（受付：0時15分～3時）
場所／ふじみ野市立市民交流プラザ
（フクトピア内） ※無料、手話通訳あり
内容／企業との面接、就職相談
持ち物／障害者手帳（原本とコピー）、
履歴書（複数枚）、ハローワークカ
ード、筆記用具
※平成28年3月に県内高等学校（特別
支援学校含む）卒業予定者は、履歴書で
はなく「全国高等学校統一用紙」を用意。
※ハローワークカードを持っていな
い方はお問い合わせください。
※職務経歴書や自己PR書を作成して
いる方はお持ちください（複数枚）。
共催／富士見市、ふじみ野市、三
芳町、ハローワーク
問合せ／ハローワーク川越
2049-242-0197（46#）

　相続・遺言・各種許認可などの相
談ができます。※秘密は守られます。
とき／2月10日（水）
午前10時～午後4時　※申込不要
場所／針ケ谷コミュニティセンター
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

　

　
募　

集

ご　

案　

内

ご 案 内
Guidance

富士見市マスコットキャラクター
ふわっぴー

学校給食センター調理員

第2回若者就職面接会

入間東部障害者就職面接会

行政書士による無料相談会

平成28年度
教育委員会の支援員など
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　子どもたちを主人公に、みんな
でつくるお祭りです。
とき／4月24日（日）　
場所／文化の杜

もり

公園周辺
①参加形態
 工作や遊びの指導（個人・団体）
 模擬店の出店（個人・団体）
 ステージ出演者（小学生～高校生
くらいの個人・サークル8組程度）

※参加する個人･団体の方は実行委員
会に出席してください。
第1回実行委員会
とき：1月29日（金）午後7時30分
場所：鶴瀬公民館

②ポスター原画
対象／市内在住、在学の小中学生
（個人）
 題材は自由。ただし、｢第43回富
士見市子どもフェスティバル」
の文字を入れる。
 4ツ切または8ツ切画用紙
　 絵の具、クレヨンなどを使用（色
鉛筆以外）

※作品の裏に氏名（ふりがな）、学校
名、学年、住所、電話番号を記入
③子どもフェスティバルテーマ
　選ばれたテーマはポスターに掲
載します。
（参考）前回のテーマ：｢みんなで楽
しもう子どもフェスティバル｣

④ボランティア隊員
対象／中学生～大学生くらい
内容／放送、会場案内、コーナー
手伝い、記録用写真撮影、迷子の
世話など
※発足式を予定（3月下旬）

①～④の申込締切日／1月22日（金）
までに直接または電話で

⑤子どもフリーマーケット出店者
募集数／40区画
対象／市内在住、在学の小中学生
（小1～3年生は保護者同伴で可）
申込み／1月16日（土）午前9時か
ら直接または電話で（先着順）
※店長会議を予定（3月上旬）
問合せ／鶴瀬公民館
2049-251-1140

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　
…申込み　 …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

 1月18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
 1月13日㈬ ■水

■鶴
■受 12:50～13:40　■場健康増進センター
■対平成27年8月1日～8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

 1月25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～8月31日に生まれた子

12か月健診
 1月 6日㈬ ■水

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

 1月26日㈫ ■水
■鶴
■受 12:50～13:40　■場健康増進センター
■対平成27年1月24日～2月15日に生まれた子

１歳６か月健診  1月19日㈫ ■水
■鶴
■受 12:50～13:40　■場健康増進センター
■対平成26年4月1日～4月23日に生まれた子

３歳健診  1月20日㈬ ■水
■鶴
■受 12:50～13:40　■場健康増進センター
■対平成24年7月生まれの子

■予  乳児・母乳相談

 1月12日㈫
10:00～11:30

■場ふじみ野
　交流センター

■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。

 1月27日㈬
10:00～11:30

■場 みずほ台
　コミュニティセンター

■予  もぐもぐ
　 離乳食教室

 2月10日㈬
13:30～15:00

■受 13:10～13:30　■対離乳食の2回食をこれから始める、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）とその保護者　■場ピアザ☆ふじみ　■内離乳食
の話・相談、調理のデモンストレーション、お母さんたちの交流　■定 15組（申込順） 
■持母子健康手帳、そのほか各自必要なもの　■申 1月25日㈪～
※調理実習、試食はありません。
※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。

わくわく子育て
トーキング

 1月29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
■場みずほ台コミュニティセンター　■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43回富士見市
子どもフェスティバル参加者募集
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　ヨガで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
とき 内容
 1/21
 9:30～
11:30
（受付:
 9:15～）

講
義
健康長寿サポーター
講師：保健師

実
技
ヨガ
講師：ヨガインストラ
クター

 1/28
 9:45～
14:00
（受付:
 9:40～）

調
理
実
習

健康づくりのための食
生活
講師：管理栄養士

 2/4
 9:30～
11:30 
（受付:
 9:15～）

講
義
お口の中から健康ＵＰ
講師：歯科衛生士

実
技
ヨガ
講師：ヨガインストラ
クター

場所／ピアザ☆ふじみ
対象／医師から運動制限を受けて
いない18歳以上の方
（第1回講座に参加していない方）
定員／20人（申込順）
参加費／60円（保険代）
申込み・問合せ／健康増進センター
2049-252-3771

　家族同士や保健師
との交流・相談を行
います。
とき／1月21日（木）
午前10時～11時30分
（受付：9時45分～10時）
場所／ふじみ野交流センター
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

　お子さんと一緒に
クッキングを楽しみ
ましょう。
とき／1月24日（日）
午前10時～午後1時
※9時45分集合
場所／ピアザ☆ふじみ食育推進室
対象／小学生とお父さん
メニュー／ひじき入りハンバーグ、
中華風豆腐サラダほか
定員／12組（申込順）
講師／滝村雅晴氏（パパ料理研究家、
ビストロパパ代表）
参加費／1組500円（当日集金）
持ち物／エプロン、三角きん、マ
スク、タオル
申込み／1月5日（火）午前10時か
ら電話で
問合せ／ふじみ野児童館
2049-257-6996

とき／2月7日（日）
午前9時10分～午後4時30分
※ふじみ野駅改札前集合
場所／鉄道博物館
（さいたま市大宮区大成町3丁目47番）
対象／小中学生
定員／25人（申込順）
参加費／
小学生1,600円、中学生2,260円
持ち物／お弁当、飲み物
主催／富士見市青少年相談員協議会
申込み／1月13日（水）～19日（火）
午前9時から直接または電話で
（土・日曜を除く）
（グループでの申込みはできません）
※保護者の方が送迎をお願いします。
問合せ／子育て支援課　2○内204

みんな集まれお正月あそび大会
　いずれも小学生以
上が対象です。幼児
はご相談ください。
書初め
とき：1月5日（火）
午後3時～4時30分
百人一首体験、ふれあい囲碁、動
物将棋など
とき：1月6日（水）
午前10時30分～正午
協力：子ども伝統文化体験教室 
in 富士見
郷土ジャンボカルタ
とき：1月7日（木）
午前10時30分～正午
お茶会、俳句
とき：1月7日（木）
午後2時～4時

たこを作ろう
とき／1月13日（水）～22日（金）
午後3時～4時30分（17日（日）を除く）
対象／小学生以上
（幼児はご相談ください）
内容／ビニールのぐにゃぐにゃた
こ、和紙のダイヤたこ、こまたこ
など

たこあげをしよう
とき／1月23日（土）
午後2時～4時（雨天中止）
場所／諏訪小学校校庭

子育てボランティア養成講座
とき／1月22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／乳幼児親子、
子育て支援に関心の
ある方
内容／乳幼児の応急手当（誤飲、異
物除去など）
講師／日本赤十字社埼玉県支部
申込み／1月4日（月）午前10時か
ら直接または電話で
※保育あり（おおむね1歳以上）

　

　
学　

ぶ

子　

育　

て

子 育 て
Child-rearing

親子サロン

お父さんと遊ぼう

てっぱくに行こう！

第2回健康な私づくり講座
（3日間コース） 

諏訪児童館からのお知らせ
 問合せ　2049-255-6671
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とき／1月30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／樹木希林、永瀬正敏、内田
伽
きゃ

羅
ら

、市原悦子ほか
チケット／ 全席自由 前売り800円
（当日1,000円）
※鶴瀬公民館で発売中！
主催／げんもりかん、鶴瀬公民館
問合せ／鶴瀬公民館
2049-251-1140

とき／2月27日（土）
午前9時30分～
午後0時30分
場所／市民福祉活動
センターぱれっと
内容／日用品、雑貨、衣類、食品、
模擬店など
※日用品、衣類などの提供品を募集中
問合せ／富士見市社会福祉協議会
2049-254-0747 

とき／1月23日（土）・24日（日）
午前10時～午後6時
（24日（日）は4時まで）
※無料、申込不要
場所／ウェスタ川越　
（川越駅西口徒歩5分）
内容／県内職業訓練校の生徒によ
る作品展示と即売、ものづくり体
験教室
問合せ／県産業人材育成課
2048-830-4598
http://www.pref.saitama.lg.jp/
a0811/ginouten-h27.html

とき／1月23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（申込順）
申込み／1月4日（月）～8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

　最近、飼い主のモラル低下や犬
の習性などの理解不足によるトラ
ブルが大変多くなっています。人
と犬がともに幸せな家族として暮
らしていくには、「しつけ」が必
要です。しつけの方法がわからな
い方を対象に、模範犬を使ったし
つけ方教室を開催します。
※当日、飼い犬の同伴はできません。
とき／1月23日（土）
午後1時30分～3時30分
場所／ふじみ野市立市民交流プラザ
（フクトピア内）
（ふじみ野市福岡1-2-5）
定員／80人（無料、申込順）
講師／ジャパンケネルクラブ公認
訓練士
主催／朝霞保健所管内ふじみ野地
区狂犬病予防協会
申込み・問合せ／1月7日（木）～
22日（金）に健康増進センター
（2049-252-3771）へ電話で

とき／1月30日（土）　
午前10時～午後1時
場所／鶴瀬西交流センター　
対象／市内在住、在勤の方
メニュー／
 ライスロールキャベツ
 季節野菜の粉豆腐ディップ
 甘酒寒天

定員／16人（申込順）
講師／富士見市食生活改善推進員
参加費／300円
持ち物／エプロン、三角きん、布
きん、手ふき、筆記用具
主催／富士見市農業研究団体連絡
協議会
申込み・問合せ／産業振興課　
2○内243
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学 ぶ
Learning

げんもりかん映画会「あん」

犬の飼い方・しつけ方教室

社協ふれあいバザー

普通救命講習Ⅰ

手づくりの味料理教室

ものづくりイベント
平成27年度彩の国総合技能展

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
休館日：月曜（祝日の場合は翌平日）、年末年始（12月28日～1月4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

１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
９日（土）午後2時「ミッキーマウスの思いやり」
「シートン動物記 峰の王者羊のクラッグ」
16日（土）午後2時「鬼がら」

名作映画会 10日（日）午後2時「蒲田行進曲」
24日（日）午後2時「セブン・イヤーズ・イン・チベット」

おはなしかい（乳幼児）  6日（水）・20日（水）午前11時
おはなしかい（幼児・小学生） 23日（土）午後2時

鶴瀬西
分 館

一般映画会 ９日（土）午後2時「富士山麓日記」
おはなしかい（乳幼児） 13日（水）・17日（日）午前11時
おはなしかい（幼児・小学生） 13日（水）午後3時30分、17日（日）午後2時30分

ふじみ野
分 館

こども映画会 23日（土）午後2時「ムーミン ゆめ・ゆめ・ゆめ」
おはなしかい（乳幼児） ８日（金）午前11時
おはなしかい（幼児・小学生） ９日（土）午後2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。

富士見市社協マスコット
キャラクターうさみん

ライスロールキャベツ
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とき／3月13日（日）
午前9時30分～午後3時
場所／鶴瀬西交流センター
内容／個人総合競技10部門、種目
別競技（暗算・読上暗算）
定員／100人程度
参加費／500円
申込み／1月20日（水）までに電話で
問合せ／富士見市商工会
2049-251-7801

とき／1月27日（水）～2月2日（火）
午前9時30分～午後7時
（最終日は3時まで）
※月曜休館日を除く
場所／中央図書館展示ホール
問合せ／水谷東小学校（小林）
2049-252-3850

　フルート・エレクトーン・ピア
ノ演奏とバンド演奏のコラボレー
ションをお楽しみください（無料）。
とき／1月24日（日）
午後1時30分（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、Chika with Five G（ミュージ
ックフレンズ）
問合せ／鶴瀬公民館
2049-251-1140

とき／1月17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
演目／強

ごう

情
じょう

灸
きゅう

、時
とき

そば、長
ちょう

短
たん

、初
はつ

天
てん

神
じん

、子ほめ　など
出演／立教大学落語研究会
問合せ／針ケ谷コミュニティセン
ター　2049-251-8478

フットサル大会
　4チームずつ予選
リーグを行います。
各リーグ上位2チー
ムが決勝トーナメン
トに進出し、優勝を決定します。
※優勝チームには賞品あり！
とき／2月11日（祝）
午前10時～午後2時
場所／三芳町総合体育館
対象／高校生以上
定員／男性8チーム
参加費／1チーム8,000円

免疫力UP！ 呼吸＆体操教室
　免疫力が低下すると、疲れやす
く体調を崩しやすくなります。呼
吸法と軽い運動で自己免疫力を高
め、寒さに負けず、体の調子を整
えましょう！
とき／1月25日（月）
午前11時～正午
場所／針ケ谷コミュニティセンター
定員／15人（申込順）
参加費／500円

【共通事項】
主催／（公財）キラリ財団
申込み／1月5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

とき／2月20日（土）
午前9時30分～午後2時30分
※雨天中止
集合／西武狭山線 西武球場前駅 
駅前広場 午前9時30分
定員／30人（申込順）
参加費／300円（保険代など）
持ち物／昼食、飲み物、双眼鏡、
筆記用具、雨具
申込み／2月5日（金）までに電話で
問合せ／（公財）さいたま緑のトラ
スト協会　2048-824-3661
http://saitama-greenerytrust.
com/

　

　イ
ベ
ン
ト

ちょっ蔵市　マユ玉ダンゴ
　小正月に農作物や蚕

かいこ

の繭
まゆ

の豊作
を願って飾るマユ玉ダンゴを販売
します。
とき／1月24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

扇だこづくり（全2回）
　郷土民芸「扇だこ」をつくります。
とき／2月11日（祝）・13日（土）
午前10時～午後3時
場所／講座室
対象／中学生以上で両日参加できる方
定員／8人（申込順）
指導／扇だこ保存会
参加費／1,000円（材料代、当日集金）
持ち物／エプロン（前掛け）、昼食、
にぎりばさみ（お持ちの方）
申込み／直接または電話で

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／2月6日・20日、3月5日
いずれも土曜午後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

1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
９日（土） ミニたこ作り
10日（日） お正月あそび
11日（祝） お正月あそび
16日（土） いろりの日
17日（日） ジャンボ郷土かるた
23日（土） わたくり
24日（日） トントン紙ずもう
30日（土） 鬼のお面づくり
31日（日） 鬼のお面づくり

ハートフルライヴVol.5

針ケ谷コミセン寄席

第7回子ども～高齢者
「そろばんに挑戦」

特別支援学級・特別支援学校
児童生徒合同作品展

狭山湖とトラスト樹林地の冬鳥
観察会（狭山丘陵・雑魚入樹林地）

問合せ 2049-253-4664
休館日：月曜（祝日の場合は翌日）、年末年始（12月28日～1月4日）

難波田城資料館のお知らせ

市民総合体育館のお知らせ
 問合せ　2049-251-5555
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　和太鼓の勇壮な響きをお楽しみ
ください（無料）。
とき／1月17日（日）午後1時開演
場所／鶴瀬コミュニティセンター
出演／かじ兵衛太鼓、みずほ子ど
も和太鼓クラブ、和太鼓跳

はね

っ鼓
こ

、
ふじよし太鼓、荒井清美フラメン
コグループ、富士見太鼓の会
主催／新春太鼓まつり実行委員会
問合せ／鶴瀬公民館
2049-251-1140

土曜おもしろミューズランド
古代の組みひもでミサンガづくり
とき／1月16日（土）
対象／小学生以上
定員／各10人（先着順）
参加費／100円（材料代）

石のアクセサリーづくり
とき／2月6日（土）
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／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／資料館体験学習室
※申込不要。直接お越しください。

とき／1月16日（土）午後1時～4時
30分（入場無料、手話通訳あり）
場所／キラリ☆ふじみ
内容／
 まち歩き通学路防災点検活動発
表（南畑小学校、諏訪小学校）
 ドキュメンタリー映画「和ちゃ
んとオレ」
 講演「俺流オトコ
の介護」

　講師：野田明宏氏
 コンサート♡ハ
ートを添えて

　 出演：埼玉福祉専門学校・ＳＣ
Ｗクワイヤー
 福祉団体の模擬店

主催／第24回ふじみ福祉フォーラ
ム21実行委員会
問合せ／福祉課　2○内334
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第9回富士見市コミュニティ大学作品展示会
1月19日㈫～24日㈰10:00～16:00（最終日
は15:00まで）／中央図書館／絵画、書道、
俳句、水墨画、写真、絵手紙、折り紙
など／渡邉　2049-254-3362

落語講演会｢桂文ぶんさんを囲んで｣
2月20日㈯14:00開演（13:30開場）／鶴瀬
コミュニティセンター／定員100人／桂文
ぶんの落語二席、林家楽一の紙切り／主
催富士見市文化協会／無料／
吉田　2049-251-3259

火曜絵画サークル
第1～3火曜13:00～16:00／みずほ台コミ
ュニティセンター／水彩、油彩など／月会
費3,000円／初心者歓迎、見学自由、無料
体験あり／吉田　2090-6712-2408

富士見剣友会
①毎週日曜13:30～16:30②毎週月曜18:30
～21:30／ふじみ野小体育館または富士
見高剣道場／小1以上の男女／剣道の練
習／入会金1,000円／年会費5,000円（保険
代別途）／関谷　2090-8842-6105

（男の厨
ちゅう

房
ぼう

）キッチン おんどり
第4木曜9:30～12:00／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

七
なな

色
いろ

七
しち

味
み

月4回木曜19:00～21:00／富士見台中体
育館／老若男女問わず／よさこい鳴子踊
り／入会金3,000円／月会費1,000円／鳴
子踊り無料体験見学会1月24日㈰･31日㈰
9:30～11:30鶴瀬西交流センター／
福岡　2090-1614-6239
http//:www.nanairoshichimi.com

畳ベッド（セミダブル）／机／学習机（上置き・イス付）
／本棚（190×180㎝、175×88㎝）／扇風機型電気ストー
ブ／石油ファンヒーター／オイルヒーター／卓上ミシ
ン／幼児用後ろイス付自転車／スキーウェア（男性用M）
／子ども用ローチェア･ハイチェア／エレクトーン

健康器具（ぶら下がり器）／ナンバーディスプレイ付電話機／シル
バーカー／みふじ幼稚園夏･冬用制服（男女児用100㎝以上）／すわ
幼稚園制服（女児用サイズ不問）／谷津幼稚園冬用制服（女児用110
㎝以上）／本郷中夏･冬用制服（女子用170㎝以上）／富士見台中制
服・体操着・ジャージ（男子用165～180㎝･青）

ゆずってくださいゆずります

•●●平成27年12月10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

第4回富士見新春太鼓まつり

第24回ふじみ福祉フォーラム21
安心して暮らせる街をめざして
～人と人を結ぶ　あなたの笑顔～

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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