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Guidance

エコアクション21の
認証取得を目指しませんか
環境にやさしい企業であることが
ますます求められて
います。より積極的
に環境に取り組むこ
とがビジネスチャン
スにつながります。
市では、認証取得に向けた「エコ
アクション21認証・登録研修会（全
5回）」を10月から行います（無料、
申込期限：8月19日（金）
。川越市・
富士見市・日高市・川島町共同事業）。
詳しくはお問い合わせいただくか、
市ホームページをご覧ください。

エコアクション21とは…
環境への取り組みを効果的・効率
的に行うシステムとして、環境省
が策定した中小事業者などのため
の認証・登録制度です。
エコアクション21については、エ
コアクション21地域事務局さいた
ま（2048‑649‑5496）へお問い合わ
せください。
内 299
問合せ／環境課 2○

蚊を介する感染症の予防対策
夏から10月下旬ごろは、蚊の活動
が活発になる季節です。蚊は、デ
ング熱やジカウイルス感染症など
さまざまな感染症の原因としても
確認されています。次のことに注
意しましょう。
蚊を増やさない
蚊は、植木鉢の受け皿やプラスチ
ック容器など、少量の水がたまる
ところで発生します。日ごろから
住まいの周囲の水たまりを無くす
ように心がけましょう。
蚊に刺されない
蚊が多くいる場所では、できる
だけ肌を露出せず、虫よけ剤を
使うようにしましょう。
ジカウイルス感染症は胎児の小
頭症との関連が指摘されています。
15 広報 ふじみ 平成28年７月号

流行地域へ渡航する妊婦は、蚊
に刺されないように徹底してく
ださい。
問合せ／県疾病対策課
2048‑830‑3557

県文化振興基金助成事業の受付
県では、県民の皆さんが自主的、
自発的に行う文化活動を支援する
ため、
「埼玉県文化振興基金」に
よる助成事業を実施し
ています。詳しくはお
問い合わせください。
対象／①10月〜平成29年3月にア
マチュア文化団体が実施する文化
活動（活動成果の発表など）
②10月〜平成29年3月に伝統・郷
土芸能団体が実施する伝統・郷土
芸能用具の備品整備、後継者育成
など
③10月〜平成29年3月に文化団体
やNPOなどが実施する子どもを
対象とした文化芸術の体験教室や
文化芸術を担う若手人材の発掘・
育成を目的としたワークショップ
など
助成金額／①対象経費の2分の1
以内（上限20万円）
②③対象経費の20万円以内
申込方法／所定の事業計画書を7
（消印有効）
月1日（金）〜25日（月）
に県文化振興課（〒330‑9301 さい
たま市浦和区高砂3‑15‑1）
へ郵送
問合せ／県文化振興課
2048‑830‑2887

求人企業合同面接会
とき／7月27日（水）午後1時〜4時
（受付：正午〜午後3時30分）
※無料、申込不要、入退場自由

場所／大宮ソニックシティビル4
階市民ホール
対象／平成29年3月大学・短大・
専門学校卒業見込みの方、既卒3
年以内の方
持ち物／履歴書（複数枚）
※参加企業など詳しくは、埼玉県雇用対
策協議会ホームページをご覧ください。

問合せ／埼玉県雇用対策協議会
2048‑647‑4185

富士見市社会福祉協議会
からのお知らせ
気軽にご利用くださ
い（無料、申込不要）。
アルコール相談
市 社 協
嫌なことがあるとお
マスキャラ
うさみん
酒に頼ってしまう、
毎日飲まずにはいられないなど、
お酒に関する悩みの相談
とき・場所／
第1水曜 午後1時〜3時
鶴瀬駅西口サンライトホール
※7月6日（水）はお休みです。

第3水曜 午前10時〜午後3時
市民福祉活動センターぱれっと
（酒害教室｢ほっと＆くーる｣午後1時
〜も開催）

高齢者介護相談「サロン温談」
介護をしている人や介護経験のあ
るスタッフたちと話をしませんか。
とき／第2水曜午前10時〜午後2時
場所／市民福祉活動センターぱれっと
男性介護者のつどい「介友」
男性ならではの介護の悩みなどを
話して、気分転換や情報交換をし
ませんか。
とき／第4火曜午後1時〜3時
場所／市民福祉活動センターぱれっと
問合せ／富士見市社会福祉協議会
2049‑254‑0747

サマージャンボ宝くじ
発売総額／690億円（23ユニット）
発売期間／7月6日
（水）
〜29日
（金）
抽選日／8月9日（火）
賞金／<1等>
5億円×23本
<前後賞> 各1億円×46本
※宝くじの収益金は、市町村の明る
く住みよいまちづくりに使われます。

問合せ／（公財）埼玉県市町村振興
協会 2048‑822‑5004
お知らせ
キラリ☆ふじみのイベント内容
などは、ＨＯＴキラリ7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 2049‑268‑7788
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7月は
『社会を明るくする運動』
の強調月間です

人も車も自転車も
安心・安全 埼玉県
広く交通安全思想の普及・浸透を
図り、交通ルールの遵守と正しい
交通マナーの実践を習慣付けるこ
とにより、夏の解放感などから起
こる夏休み中の児
童・生徒などの交
通事故防止を目的
に実施します。
コバトン
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推進
飲酒運転の根絶と路上寝込みな
どによる交通事故防止
内 433
問合せ／交通・管理課 2○

つきいち〜臨時農産物直売所〜
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。
※レジ袋削減のため、買い物袋をお
持ちください。

とき／7月19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○

平成28年経済センサス活動調査
6月1日を基準として実施しまし
た、平成28年経済センサス活動調
査にご協力いただき、ありがとう
ございました。
調査の速報結果は、総務省統計局
で平成29年5月末までに公表が予
定されています。また、公表結果
を基に統計ふじみの情報更新も行
っていきます。
内 225
問合せ／総務課 2○

中央図書館の開館時間変更
中央図書館では、7月から試行的
に開館時間を30分前倒しし、午前
9時から開館します。
開館時間／
午前9時〜午後7時
問合せ／中央図書館
2049‑252‑5825

計量器（はかり）の定期検査
取引や証明に使用する計量器（は
かり）の定期検査（2年に1回）を行
います。
とき／10月13日
（木）･14日
（金）
午前10時〜正午、午後1時〜3時
場所／市役所本庁舎前駐車場
対象／ひょう量（重さをはかる最大
能力）が250㎏以下の機械式はかり
※ひょう量が250㎏を超える機械式
はかり、電気式はかりは、巡回検査

夏の省エネ・節電にご協力を
市では、この夏も省エネ・節電の
取組みに努めます。市民や事業者
の皆さんも、仕事や生活の中で無
理のない範囲で省エネ・節電にご
協力をお願いします。
光化学スモッグに気をつけましょ
う！
日差しが強くて風の弱い日に光化
学スモッグが発生しやすくなりま
す。光化学スモッグは、目やのど
の粘膜に刺激を与え、健康被害を
引き起こすことがあるので注意が
必要です。
注意報が発令されたら
屋外での激しい運動は避けまし
ょう。
目などに刺激を感じたらすぐ屋
内に入りましょう。
乳幼児、お年寄り、病弱な人は、
健康な成人よりも被害をうけや
すいので特に注意しましょう。
自動車の使用を控えるようご協
力ください。
内 242
問合せ／環境課 2○

市立放課後児童クラブ施設
を利用しませんか
子育て中の市民の方を対象に、
子育
て支援や親子の交流などを目的に
（無料）
。
施設の貸し出しをしています
貸出日／月・水・金曜午前9時〜
正午（小学校の休業日などを除く）
貸出施設／鶴瀬第2･水谷第2･勝
瀬第1･諏訪第1･みずほ台第1･針
ケ谷･ふじみ野第１･つるせ台放課
後児童クラブ
利用例／親子体操、親子ヨガ、あ
そぼう会、子育て交流会など
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

を実施します。
※前回実施した検査の受検状況をも
とに、対象事業者の方には6月下旬
〜７月上旬ごろに事前調査票を郵送
します。事前調査票が届かない場合
や新規事業者の方はご連絡ください。
内 383
問合せ／産業振興課 2○

諏訪第1放課後児童クラブ
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内

7月15日〜24日
夏の交通事故防止運動

〜犯罪や非行を防止し、立ち直り
を助ける地域のチカラ〜
法務省が主唱するこの運動は、す
べての国民が、犯罪や非行の防止
と罪を犯した人たちの更生につい
て理解を深め、それぞれの立場で
力を合わせ、犯罪のない地域社会
を築こうとする全国的な運動で、
今年で66回目を迎えます。
市では、市内3駅でのＰＲ活動や中
学生を対象にした非行防止教室を
実施します。
安全で安心して暮らせるまち、明
るい地域、犯罪や
非行のない明るい
社会の実現に向け
ご理解とご協力を
お願いします。
問合せ／
内 334
福祉課地域福祉係 2○
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ʼ16富士見ふるさと祭り
ステージ出演者

募 集

平成28年度「防火標語」

子 育 て
募
集

住宅防火に関すること
をテーマにした防火標
語を募集します。最優
秀賞作品は、一年間火
災予防運動などの P R
消太
に活用させていただきます。
応募資格／富士見市、ふじみ野市、
三芳町に在住、在勤の方
応募方法／標語・住所・氏名（ふ
りがな）・年齢・性別・電話番号
を記入し、郵送、FAX、メールま
たは各消防署にある応募箱に投函
応募期間／7月1日（金）〜8月31日
（必着）
（水）
応募先／〒356‑0058
ふじみ野市大井中央1‑1‑19
入間東部地区消防組合消防本部予
防課
℻ 049‑261‑4395
▽ yobo-01@irumatohbu119.jp
□
問合せ／消防本部予防課
2049‑261‑6007

Invitation

10月22日（土）に開催するふるさと祭
りのステージをバンドや
ダンスなどで盛り上げて
くれる団体を募集します。

富士見市環境審議会委員
環境の保全などに関する基本的事
項について調査、審議を行います。
募集人数／若干名
応募資格／市内在住の方
任期／10月1日から2年間
会議／年2〜4回程度（平日昼間）
報酬／市の条例に基づき支給
応募方法／応募の動機（400字程度･
様式自由）
・住所・氏名（ふりがな）
・
年齢・性別・職業・電話番号を記
入し、郵送、FAXまたは直接

※出店者などの募集は広報『ふじみ』
8月号でお知らせします。

募集数／若干数 ※応募多数の場合
は実行委員による選考

応募条件／主に市内で活動してい
る団体
出演時間／1団体20分程度
応募方法／応募用紙に記入し、7
（必着）までに郵送、
FAX
月29日（金）
または直接
応募先／〒354‑8511（所在地は記載
不要）富士見市役所地域文化振興
課 ℻ 049‑254‑2000

※市ホームページからも応募可

応募締切／7月29日
（金）
（必着）
応募先／〒354‑8511（所在地は記載
不要）富士見市役所環境課
℻ 049‑253‑2700
内 299
問合せ／環境課 2○

※応募用紙は市ホームページ、地域
文化振興課、ピアザ☆ふじみ、各公
民館・交流センター・コミュニティ
センターにあります。
内 251
問合せ／地域文化振興課 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

事業名
予 もぐもぐパクパク
■
食事相談

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 ■
7月25日㈪ ■
他 1人30分程度
9:00〜15:00 ■

7月 5日㈫

水 ■
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
鶴 ■
対 平成28年2月1日〜2月15日に生まれた子
■

7月20日㈬

水 ■
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
鶴 ■
対 平成28年2月16日〜2月29日に生まれた子
■

４か月健診

7月 6日㈬
12か月健診

水
■

受 12:50〜13:40
■

場 健康増進センター
■

鶴 ■
対 平成27年7月1日〜7月23日に生まれた子
■

7月26日㈫

水 ■
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
鶴 ■
対 平成27年7月24日〜8月15日に生まれた子
■

１歳６か月健診

7月13日㈬

水 ■
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
鶴 ■
対 平成26年10月1日〜10月23日に生まれた子
■

３歳健診

7月19日㈫

水 ■
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
鶴 ■
対 平成25年1月生まれの子
■

予 乳児・母乳相談
■

わくわく子育て
トーキング
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…持ち物

7月 5日㈫ 場
■ 健康増進センター
10:00〜11:30
場 みずほ台
7月27日㈬ ■
10:00〜11:30
コミュニティセンター

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

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。

受 9:45〜10:00 ■
対 1歳くらいまでのお子さんとお母さん ■
場 針ケ谷コミュニティセンター
■
7月 1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

I
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人材バンクモデル事業

夏休み体験教室

夏休み小学生体験

子ども向けアートフラワー作り

（1〜3年生は保護者同伴で可）

定員／15人（申込順）
講師／中嶋恵實子氏（資料館友の会

（2年生以下は保護者同伴で可）

定員／20人（申込順）
講師／山方明子氏（けやき花の会）
参加費／500円（材料代）
持ち物／はさみ
申込み／7月1日
（金）
〜13日
（水）
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

参加費／500円（資料・材料代）

申込み／7月4日（月）午前9時から
電話で
内 632
問合せ／生涯学習課 2○

子ども大学5周年記念公開講座

恐竜くんといく
「探検! 驚きの恐竜世界」
恐竜くん（田中真士氏）のトークラ
イブです。リアルな恐竜ワールド
を体感しましょう。
とき／7月25日
（月）
午後1時30分開演（午後1時開場）
場所／キラリ☆ふじみメインホール
対象／未就学児〜中学生
（保護者同伴可）
※入場無料（入場整理券が必要です。

こども動物自然公園へ行こう!
動物たちとのふれあいや水遊びを
満喫しよう。
とき／8月7日
（日）
午前9時〜午後4時
※ふじみ野駅改札前集合・解散

場所／埼玉県こども動物自然公園
（東松山市岩殿554）

対象／小中学生
定員／25人（申込順）
参加費／
小学生770円、中学生1,310円
持ち物／弁当、飲み物、雨具、レ
ジャーシート、着替え
主催／富士見市青少年相談員協議会
申込み／7月12日
（火）
〜19日
（火）
午前9時から直接または電話で
（土・日曜を除く）

整理券は、
7月4日
（月）
から各公民館・

※必ず保護者の方が送迎をお願いし

交流センター・コミュニティセンタ

ます。

ー、ピアザ☆ふじみで配布します。
）

問合せ／子育て支援課
内 340
2○

問合せ／生涯学習課

内 631
2○

場所／新河岸川水循環センター
（和光市新倉6‑1‑1）

対象／小学生と保護者
定員／各20組40人
※無料、申込順

内容／施設見学と水質実験
申込み／7月4日
（月）
〜15日
（金）
午 前8時30分 〜 午 後5時15分 に 電
話で
問合せ／県下水道公社・荒川右岸
支社親子下水道教室係
2048‑466‑2400

親子サロン

（受付：午前9時45分〜10時）

【共通事項】
持ち物／作品を持ち帰る袋、筆記
用具、新聞紙、タオル、飲み物
い。

※現地集合

家族同士や保健師との交流・相談
を行います。
とき／7月12日
（火）
午前10時〜11時30分

拓本部会）

※汚れてもよい服装でお越しくださ

とき／7月25日
（月）
・26日
（火）
いずれも午前9時〜正午

て

富士見の昔話と拓本体験
とき／8月2日
（火）
午前10時〜正午
場所／難波田城資料館
対象／小学生4年生以上

アートフラワー（造花）で花かごを
作りませんか。夏休みの課題や、
思い出作りにお越しください。
とき／7月21日
（木）
午後1時30分〜4時
場所／針ケ谷コミュニティセンター
対象／市内在住の小学3〜6年生

子 育

油絵体験
とき／7月30日
（土）
午前9時30分〜午後1時
場所／ふじみ野交流センター
対象／小学生
（申込順）
定員／10人
とうげ と く み
講師／峠徳美氏（日本美術協会会員）
参加費／1,500円（材料代）

夏休み親子下水道教室

場所／ピアザ☆ふじみ
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

七夕あそぼう会
七夕飾り作りや小麦粉ねんどを使
って遊ぼう。
とき／7月6日
（水）
午前10時〜11時30分
場所／つるせ台放課後児童クラブ
（つるせ台小学校内）

対象／未就学児と保護者
定員／20組程度（申込順）
参加費／1人30円(保険代)
申込み・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
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学校給食の人気メニューを作ろう
親子クッキング教室

学 ぶ
Learning

学 ぶ

子どもたちが普段食べている給食
の人気メニューを作ります。旬の
味覚を使って親子で楽しい時間を
過ごしませんか。
とき／7月29日
（金）
午前10時〜午後2時

普通救命講習Ⅰ

子
育

とき／7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／7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

て

場所／ピアザ☆ふじみ
対象／市内在住の小中学生と保護者
メニュー／キムチご飯、ABCスー
プ、タンドリーチキン、カラフル
サラダ
定員／15組30人（申込順）
参加費／1人300円（材料・保険代など）

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。

７月のおはなしかい＆映画会
内 容

中 央
図 書 館 名作映画会
おはなしかい（乳幼児）

日

子育て
Child-rearing

救命入門コース
とき／8月6日
（土）
午前9時30分〜11時30分
場所／消防本部大講堂
対象／市内在学の小学4〜6年生
と保護者
定員／30人（申込順）
申込み／7月25日
（月）
〜29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

夏休み親子体験キャンプ

１日（金）午後２時「カサブランカ」
17日（日）午後２時「みすゞ」

テントに泊まってキャンプファイ
ヤーなどアウトドア体験をしよう!
とき／8月20日
（土）
・21日
（日）

６日（水）・20日（水）
午前11時

※20日午後1時現地集合

鶴瀬西
おはなしかい（乳幼児）
13日（水）・17日（日）午前11時
分 館
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
一般映画会
３日
（日）午後1時30分「アヒルと鴨のコインロッカー」
23日（土）午前11時「のっぺらぼう」
「ムーミン 消えないおばけ」
８日(金)午前11時

おはなしかい（幼児・小学生） 16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。

めざせ! キッズ・ライブラリアン
（全3回）
子ども司書講座
図書館ツアー、読み聞かせ、本の返
却など図書館員の体験をします。
とき／8月3日
（水）
〜5日
（金）
午前10時30分〜午後3時30分
場所／中央図書館
対象／市内在住の小学4〜6年生
（無料、申込順）
定員／10人
申込み／7月1日（金）から中央図
書館へ直接または電話で
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さい。

時

９日（土）午後２時「アンパンマンまじょの
くにへ」「アニメイム」
16日（土）午後２時「日本の昔ばなし１」

おはなしかい（幼児・小学生） ２日（土）・23日（土）
午後２時
一般映画会
２日
（土）午後２時「父と暮せば」

ふじみ野 こども映画会
分 館
おはなしかい（乳幼児）

※参加するご本人がお申し込みくだ

（受付：午前9時45分〜）

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

こども映画会

持ち物／エプロン、三角きん、ふ
きん、手ふき、筆記用具
協力／女子栄養大学、市栄養士
申込み・問合せ／7月4日（月）午
前8時30分から学校給食センター
（2049‑252‑2881）
へ電話で

夏休みこども工作会
とき／7月27日
（水）
①午前10時〜正午 ②午後2時〜4時
場所／中央図書館
対象／①市内在住の小学1〜3年生
②市内在住の小学4〜6年生
定員／各10人
（無料、申込順）
内容／①のぼりにんぎょう作り
②にじいろ紙バネ作り
申込み／中央図書館へ直接または
電話で

場所／びん沼自然公園、旧富士見
青年の家
対象／市内在住の小中学生と保護者
定員／20組40人
※申込み多数の場合は抽選

参加費／1組2,700円（食材費など）
主催／富士見市青少年育成市民会議
協力／富士見市青少年相談員協議会
申込み／7月15日（金）までに往復
はがきで
【はがきの記入方法】
往信の宛先：
〒354‑8511（所在地は記載不要）
富士見市役所子育て支援課
裏：参加者氏名（ふりがな）、住所、
年齢、学校、電話番号
返信の宛先：住所、名前
裏：何も書かないでください。
説明会／8月7日
（日）
内 340
問合せ／子育て支援課 2○

I

情報ステーション

nformation station

市民演劇のつどい

イベント

富士見市青少年健全育成市民大会

アニメだ! 埼玉
〜埼玉まるごとアニ玉祭〜

※入場無料（入場整理券が必要です。
整理券は6月27日（月）午前9時から
各公民館・交流センター・コミュニ
ティセンター、キラリ☆ふじみ、子
育て支援課で配布しています。
）

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○

市民後見人養成講座
認知症や知的障がいなどの理由で
判断能力が不十分な方に代わり、
財産の管理などを行う市民後見人
を養成します。
とき／10月4日（火）〜12月1日（木）
のうち11日間
場所／市民福祉活動センターぱれっと
対象／市内在住で市民後見人の活
動ができる方
定員／30人
参加費／5,800円予定（テキスト代）
※9月6日（火）・8日（木）・9日（金）
のいずれかに面接を行います。

申込み／富士見市社会福祉協議会
にある申込書に記入し、7月1日
（金）
〜29日
（金）
に直接持参
問合せ／富士見市社会福祉協議会
2049‑254‑0747

富士見ガーデンビーチ便り 第２号

シーズン到来！ オープン初日は先着200人に粗品進呈！ 問合せ／富士見ガーデンビーチ 2049‑254‑4349
利用期間／7月9日
（土）
〜8月31日
（水）
午前9時〜午後5時（入場は午後4時まで）
※7月11日
（月）
〜13日
（水）
は休業します。
・15日（金）
、8月29日（月）
・30日（火）
・31
また、7月14日（木）
日
（水）
は午後1時からオープンします。

（予備日：22日
（金）
・25日
（月）
）

※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）
。

備考

500円
300円
100円

中・高校生
小学生

駐車場

プール

利用料

一般

第2回 8月１日
（月）
・２日
（火）
・３日
（水）
（予備日：４日
（木）
・５日
（金）
）

入場料金
区分

小学生向け水泳教室参加者募集
小学4〜6年生を対象に水泳教室を開催します。
とき／いずれも午前10時30分〜正午
第1回 7月19日
（火）
・20日
（水）
・21日
（木）

区分

利用料

普通車

300円
1,000円

中型バス
二輪車

無料

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。

売店抽選会
（7月21日
（木）
・28日
（木）
、8月18日
（木）
）
当日、場内売店を利用された方の入場半券裏に100円につ
き1個スタンプします。スタンプ6個で、1回抽選でき、そ
の場で記念品をプレゼント。
（8月3日
（水）
）
入場券番号抽選会
当日の入場券番号で記念品プレゼント。空クジなしです!

定員／各20人
（申込順）
参加費／500円
（保険代含む）
申込み／7月4日
（月）
から電話で
※第1回・2回ともに同じ内容です。
※参加者は、参加費のみで終日プールを利用できます。

プールサイドパフォーマー募集
学校サークル（部活動など）や市内で活動しているサークル
の皆さん、練習成果をプールサイドで披露しませんか。
詳しくはお問い合わせください。
水中パフォーマンスショー
「トゥリトネス」
8月7日
（日）
午後5時30分からプールを
舞台に笑いと感動のパフォーマンス
ショーを上演します。詳しくはお問
い合わせください。
広報 ふじみ 平成28年７月号
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ぶ

県内にはアニメの聖地が数多くあ
ります。期間中には県内各地でア
ニメ関連のイベントを開催してい
ます。詳しくは県ホームページ
「ア
ニメだ! 埼玉」で検索してください。
とき／7月1日
（金）
〜10月31日
（月）
問合せ／県観光課
2048‑830‑3955

Learning

学

青少年の健やかな成長を願い、健
全育成活動を盛り上げる場として
開催します。諏訪小学校合唱部の
発表（富士見市青少年の歌）と、オ
ペラシアターこんにゃく座による
「ピノッキオ」の公演を行います。
ご家族お揃いでお越しください。
とき／7月24日
（日）
午後1時30分開会（午後1時開場）
場所／キラリ☆ふじみ
内容／大会宣言、表彰式

学ぶ

イベント

とき／8月6日
（土）
午後1時30分開演（午後1時開場）
場所／鶴瀬コミュニティセンター
ホール
出演／ピースフェスティバル市民
構成劇、南畑お月見一座、もくよう
会（朗読）、富士見高等学校演劇部
参加費／無料
主催／市民演劇のつどい実行委員会
問合せ／鶴瀬公民館
2049‑251‑1140

Event
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ピースフェスティバル2016
イベント

憲法公布70年！ ふみだそう 平和を守る第一歩
富士見市非核平和都市宣言（1987年）を記念し、その理念を多く
の市民に広げることを目的にピースフェスティバルを開催します。
今年も皆さんのご来場をお待ちしています。

とき／7月6日（水）〜10日（日）
場所／キラリ☆ふじみ
主催／ピースフェスティバル実行委員会、市、市教育委員会
問合せ／鶴瀬公民館 2049‑251‑1140

今年のタペストリー（原画）

憲法キルト
市民団体による展示

展示
とき／7月6日
（水）
〜10日
（日）
午前9時30分〜午後5時

（7月9日
（土）
・10日
（日））

巡回原爆展

（最終日は午後4時まで）

市民平和作品展
「戦争と富士見」

模擬店・喫茶コーナー
とき／7月9日
（土）
・10日
（日）
午前10時〜午後4時
うどん、パン、コーヒー、焼きそ
ば、マドレーヌ、花、手すきはが
き、似顔絵など

（難波田城資料館資料）

写真展「この子たちの未来のた
めに」
ピースカードの展示
市内小学6年生のピースメッセージ

ピースタペストリー
市内の小中学生や市民の皆さん
が作った折り鶴で、県立富士見高
等学校美術部が巨大タペストリー
を制作し、展示します。
フェスティバル終了後は市内公
共施設で巡回展示をします。

9日
（土）
舞台

10日
（日）
舞台

市民平和祈念のつどい
時間／午後1時〜1時40分
場所／マルチホール

市民構成劇
「夢のほとり」
時間／午後1時〜2時
場所／マルチホール

愛と平和のコンサート
時間／午後2時〜4時
場所／マルチホール
出演／コーラス歌音、
ヘルマンハープ “あい”、
T.O.P.、ミュージカル・
ソー、キラリ☆かげき
団、東中学校吹奏学部

書道パフォーマンス
時間／午後3時〜3時30分
場所／マルチホール
出演／富士見高等学校書道部

キラリ☆かげき団

※みんなで歌おうコーナーもあります。

市民構成劇

キッズ&若者ライブ
時間／午前11時〜午後0時10分、午後2時〜3時10分
場所／メインホール
出演／プアヒナノ フラマリエ ヒナノ オリタヒチ、
VIOLET、ひまわりキッズ、mamaʼco family、
LOVE KIDS、MISA KID☆S

協賛券200円（中学生以下は無料）：2日間共通、1枚購入ですべてご覧いただけます。
協賛券が必要なイベント／愛と平和のコンサート、キッズ＆若者ライブ、市民構成劇
※協賛券は鶴瀬公民館で販売しています
（当日はキラリ☆ふじみで購入できます）
。
※この収益は、ピースフェスティバル運営費、広島市平和祈念式典市民派遣事業などに充てられます。

平和の鐘を鳴らそう in ピースフェスティバル2016
再びあの悲惨な戦争を繰り返すことのないよう平和を願い、
「平和の鐘」を鳴らします。
とき／7月9日
（土）
午後0時30分〜0時45分（集合：午後0時25分）
場所／富士見市役所前 平和の鐘
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土曜おもしろミューズランド

nformation station

陸上自衛隊第1音楽隊コンサート
内 251
問合せ／地域文化振興課 2○

練馬駐屯地を拠点に活動する「陸上自衛隊第1音楽隊」の演奏会を開催し
ます。市内中学校吹奏楽部とコラボレーションした演奏もありますので、
ぜひお楽しみください。
とき／8月24日
（水）
午後2時〜4時（午後1時30分開場）
場所／キラリ☆ふじみメインホール ※乳幼児の入場はご遠慮ください。
内容／子どもから大人まで楽しめるクラシックや軽音楽など
定員／500人（無料、申し込み多数の場合は抽選）
申込み／往復はがきを記入し郵送（7月22日（金）当日消印有効）※応募は1人1回まで
※当日正午からキラリ☆ふじみで返信はがき１枚につき２枚まで入場券と引き換えします。

【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／水子貝塚資料館
対象／小学生以上
（未就学児は保護者同伴で可）

定員／各40人
※申込不要。直接お越しください。

問合せ／水子貝塚資料館
2049‑251‑9686

往復はがきの書き方
（例）
往信の表

返信の裏

ふるさと体験「藍の生葉染め」
藍の葉で絹のストールを染めます。
とき／7月30日
（土）
午前9時30分〜正午 ※雨天時は31日（日）
場所／旧金子家住宅
定員／10人（申込順、初参加優先）
材料代／2,000円
持ち物／エプロン、ゴム手袋、ぬれ
てもよい履物、時計またはタイマー
指導／河野悦子氏（染色愛好家）
申込み／7月1日（金）〜5日（火）午前
9時〜午後5時に直接または電話で

往信の裏

３５４８５１１

申込者の
・郵便番号

富士見市役所
地域文化振興課
「陸上自衛隊
コンサート」係

なにも書かないで
ください

申込者の

・住所

・郵便番号

・氏名

・住所

・電話番号

・氏名

・入場希望人数
（1枚2人まで）

問合せ 2049‑253‑4664
休館日：月曜（祝日の場合は翌日）

難波田城資料館のお知らせ
夏休み古民家宿泊体験
古民家に泊まって、昔の暮らしを体
験しよう!
とき／8月6日
（土）
午後1時〜7日
（日）
午後2時
対象／市内在住の小学4〜6年生
内容／竹細工、うどん作り、ごえも
ん風呂、七輪で焼き魚など
定員／16人（申込順）
参加費／1,500円（材料・食事代）
申込み／7月2日（土）午前9時から電
話で

返信の表

ちょっ蔵市 流しそうめん
とき／7月24日（日）午前11時〜午後
1時ごろ（なくなり次第終了）
場所／旧金子家住宅
参加費／1人200円
主催／難波田城公園活用推進協議会
子ども裁縫教室
とき／8月3日
（水）
午前10時〜午後2時
場所／講座室 対象／小中学生
内容／どちらかを選択
初心者 きんちゃく袋（17cm×17cm）
経験者 ミニバッグ（15cm×9cm）
定員／15人（申込順）
指導／美楽の会
参加費／200円（材料代）
持ち物／昼食、飲み物
申込み／直接または電話で

早朝の蓮を見に来ませんか
「古代蓮の里」からいただいた行田
蓮が見ごろを迎えます。朝早く開い
て昼に閉じる蓮の花をご覧ください。
とき／6月18日（土）〜7月18日（祝）
の土・日曜、祝日は午前6時開園
※資料館や古民家は午前9時開館。

場所／公園内蓮池
7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
２日
（土） 七夕かざり
３日
（日） 七夕かざり
９日
（土） はたおり
10日
（日） 笹舟ながし
16日
（土） いろりの日
17日
（日） シュロの葉バッタ
18日
（祝） 水でっぽう作り
23日
（土） はたおり
24日
（日） トントン相撲
30日
（土） わたくり
31日
（日） プラ板アクセサリ
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イベント

石のペンダントづくり
とき／7月2日
（土）
参加費／150円（材料代）
ウッドクラフト
とき／7月16日
（土）
参加費／100円（材料代）

情報ステーション

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

小学1〜3年生
午前8時45分〜10時15分
小学4〜6年生
午前10時30分〜正午
場所／健康増進センター
定員／各20人（申込順）
参加費／1,000円

イベント
Event

イベント

キラリ☆スポーツカレッジ

市民伝言板

健康体操教室（全5回）
体への負荷が少ない軽体操や気功
太極拳など、
楽しく体を動かします。
とき／8月8日・29日、9月5日・26
日、10月3日いずれも月曜
午後1時30分〜午後2時30分
場所／健康増進センター
定員／20人（申込順）
参加費／2,500円

健康増進呼吸法スーパーボイス
（全6回）

腹式呼吸による「呼吸」と「発声」
のトレーニングを行います。ゆっ
たりとした長い呼吸で効率よく酸

夏休み卓球教室（全2回）
卓球の基礎から学びます。
とき／8月2日
（火）
・4日
（木）

くらしのリユース

市民伝言板

素を取り入れ、血液の流れを良く
し、新陳代謝を高めます。
と き ／8月10日・31日、9月7日・
21日、10月5日・19日
いずれも水曜
午前10時15分〜11時45分
場所／キラリ☆ふじみ
定員／20人（申込順）
参加費／3,000円
主催／（公財）キラリ財団
申込み／7月2日（土）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 ※休館日(第3月曜
（祝日の場合は翌平日）
）

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○

公民館／入会金1,000円／年会費2,000円
／月例会
（将棋大会）
あり。参加費1,000円／
随時会員募集中／渡邉 2049‑254‑4433

イベント
第28回七夕コンサート
（18:30開場）／キラリ
7月6日㈬19:00開演
☆ふじみ／諏訪コーラス、
水野晃
（フルート）
、
シュウミン
（二胡）
、グォミン
（揚琴）／入場
無料
（整理券はキラリ☆ふじみ、鶴瀬公民
館などで配布）
／水野 2049‑253‑6863

お茶会ごっこ
7月29日 ㈮・31日 ㈰10:00〜12:00／ 市 民
福祉活動センターぱれっと／小学生以上
／みんなで茶道を学び、最終日にミニ茶
会をします／1回300円／主催瑞 順 庵／
田中 2049‑253‑5210

富士見市将棋連盟

募 集

（平成28年度文化庁文化芸術振興費補助金活動団体）

ふじみ子ども将棋教室…7月9日㈯〜平成
29年1月28日㈯10:00〜12:00
（全18回。途
中参加も可）
／鶴瀬公民館／将棋ができる
小中学 生／20人／受講 料無料（保 険代
800円）
会員募集…月1回日曜10:00〜17:00／鶴瀬

富士見市ニューイヤーガラコンサート2017
合唱団
月3〜4回日曜18:30〜21:00／鶴瀬公民館
ほか／高校生以上／平成29年1月開催の
コンサートに向けて、イタリアオペラの合

唱曲
（オペラ ｢椿姫｣ 乾杯の歌ほか）を練
習します／ニューイヤーコンサート実行委
員会 東海林 2049‑263‑6951
▽ colcanto2013@gmail.com
□
あずま歌謡くらぶ 鶴瀬駅西口
第1･3木 曜13:00〜16:00／鶴瀬西交流セ
ンター／カラオケを楽しみましょう。講師
による歌唱指導あり／月会費2,000円／初
心者歓迎、見学随時／
大塚 2049‑255‑1922
パンサーズ
月4回日曜10:00〜12:00／鶴瀬小学校／
18〜65歳／楽しくソフトボールをして、運
動不足を解消しましょう／月会費1,000円
（保険代別途）／塩野 2049‑251‑2026

ご利用ガイド
●

6 月 9 日現在●

問合せ／環境課

内 246
2○

ゆずります
折りたたみベッド／セミダブルベッド／洋服タンス／学習
机／本棚／カラーボックス／冷蔵庫(アウトドア用) ／クー
ラーボックス／電動製めん機／のし板と棒／すしおけセッ
ト／火起こし／蚊帳／水槽／電話機／二槽式洗濯機／琴／
すわ幼稚園制服･体操着ほか一式(男児用130㎝ )／富士見台
中制服・短パン（女子用160㎝ ･緑L）
か

や
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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）。ゆずります・ゆずってくださいとも市内在
住の方が対象です。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
電動アシスト自転車（後部荷台付）／電子ピアノ／キーボー
ド（音楽用）／芝刈り機（手動式）／電気ストーブ／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）／本郷中制服（女子用160㎝）／抱っこひも

