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〔市長部局〕
【部長級】
自治振興部長　市川信男
子ども未来部長　和田雅子
健康福祉部長　久米原明彦
まちづくり推進部長　細田幸雄
建設部長　柴崎照隆
〔教育委員会〕
【部長級】
教育部長　木村久志
問合せ／職員課　2○内216

市では、平成30～32年度を計画期
間とする第7期高齢者保健福祉計
画の策定に向けて、高齢者の皆さ
んの実態調査を行います。
調査票が届きましたら、ご協力を
お願いします。
調査対象／
介護予防・日常生活圏域ニーズ調査
65歳以上の方で、要介護認定を受
けていない方や要支援認定（要支
援1・2）を受けている方の中から
無作為に抽出した2,500人
在宅介護実態調査
在宅で生活をしながら要介護（要支
援）認定を受けている方の中から抽
出した1,000人
郵送時期／12月初旬
調査方法／郵送によるアンケート
問合せ／高齢者福祉課　2○内391

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。
とき／12月14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

とき／12月4日（日）　※無料
場所／さいたま市産業文化センタ
ー（さいたま市中央区下落合5-4-3）
内容／
第1部  午後1時～2時40分
平成28年度全国中学生人権作文コ
ンテスト埼玉県大会表彰式
第2部  午後3時～4時30分
野原すみれ氏（がんばらない介護応
援団長）による講演
テーマ：家族介護者の心の健康～
知って、気づいて、支え合おう～
問合せ／さいたま地方法務局人権
擁護課　2048-859-3507

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／12月20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
問合せ／産業振興課　2○内243

調理業務に従事している調理師の
方は、2年ごとに、12月31日現在
の従事施設名などを届け出なけれ
ばならないとされています（パー
ト、アルバイト含む）。平成28年度
は、届出の対象年度です。
届出方法／平成29年1月16日（月）
までに指定様式を埼玉
県調理師会へ届け出て
ください。
※指定様式は埼玉県調理
師会のホームページから
入手できます。
問合せ／埼玉県調理師会
2048-862-6443
県健康長寿課　2048-830-3585

消防職員と消防団員の分列行進、
車両行進、消防演技のほか、協力
団体の演技も行い
ます。ぜひお越し
ください。
とき／平成29年1月8日（日）
午前9時20分～11時
場所／ふじみ野市役所第1・2駐
車場（ふじみ野市福岡1-1-1）
※車でお越しの方は、イトーヨーカ
ドー上福岡東店立体駐車場3階をご
利用ください。
問合せ／入間東部地区消防組合消
防本部警防課　2049-261-6659

全国の放火および放火の疑いによ
る出火件数は、全火災件数の約2
割を占めています。
放火火災は、死角となる場所や深
夜に多く発生しています。一人ひ
とりが放火対策を心がけ、放火さ
れない・させない環境づくりを目
指しましょう。
これからの季節は、空気が乾燥し
暖房器具を使う機会も
多くなります。火の元・
火の取扱いには十分に
注意しましょう。
問合せ／入間東部地区消防組合
消防本部予防課　2049-261-6007

（ ）
12・1月

がつ

号
ごう

のテーマ
『粗

そ

大
だい

ごみ』不
ふ

法
ほう

投
とう

棄
き

は違
い

反
はん

です
中
ちゅう

国
ごく

語
ご

、英
えい

語
ご

、韓
かん

国
こく

語
ご

、ポルト
ガル語

ご

、スペイン語
ご

、タガログ語
ご

（フィリピンの言
げん

語
ご

）、日
に

本
ほん

語
ご

の７
か国

こく

語
ご

でお知
し

らせしています。
日
に

本
ほん

語
ご

がよく分
わ

からない近
ちか

くの外
がい

国
こく

人
じん

に教
おし

えてください。その方
かた

に
とって役

やく

立
だ

つ多
た

言
げん

語
ご

による生
せい

活
かつ

情
じょう

報
ほう

です。
問
とい

合
あわ

せ／ふじみの国
こく

際
さい

交
こう

流
りゅう

センター
2049-256-4290

ご 案 内
Guidance

富士見市人事異動（11月1日付）

人権週間記念行事 消防出初式

火災にご注意を！　

行政書士による無料相談会

調理師の方へ
調理師業務従事者届を出しましょう

介護予防・日常生活圏域ニー
ズ調査、在宅介護実態調査に
ご協力を

つきいち～臨時農産物直売所～

INFORMATION FUJIMINO
「インフォメーションふじみの」
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12月17日㈯
 9:50～12:00
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木の実を使ってミニリースなどを
作ります（無料）。
とき／12月14日（水）
午前10時～正午
場所／ふじみ野放課後児童クラブ
（ふじみ野小学校内）
対象／2歳～未就学児と保護者
定員／10組程度（申込順）
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

とき／12月25日（日）　
午前9時30分～正午
場所／針ケ谷コミュニティセンター
対象／市内小中学生　
定員／30人（無料、申込順）　
持ち物／課題（手本）、書道セット、
書初め用紙、ごみ袋
協力／硯

けん

友
ゆう

会
かい

申込み／12月5日（月）～16日（金）
午前9時～午後9時に直接または
電話で
※作品は、12月25日（日）～平成29年
1月6日（金）に1階ロビーに展示しま
す。
問合せ／針ケ谷コミュニティセン
ター　2049-251-8478

募集人数／140人程度
内容／確定申告事務補助
場所／川越税務署
時間／午前8時30分～午後5時の間
で3～7時間
期間／平成29年1月上旬～3月末
賃金／時給890円～940円
（別途交通費相当額支給（上限あり））
※申込方法など詳しくは、関東信越
国税局ホームページ（採用案内）をご
覧ください。
問合せ／川越税務署総務課
2049-235-9441
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募 集
Invitation

子 育 て
Child-rearing

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
12月17日㈯
 9:30～15:30

■対初めての出産
を平成29年3・4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
 1月12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

12月12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
12月 6日㈫ ■水

■鶴
■受 12:50～13:40　■場健康増進センター
■対平成28年7月1日～7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

12月19日㈪ ■水
■鶴
■受 12:50～13:40　■場健康増進センター
■対平成28年7月16日～7月31日に生まれた子

12か月健診 12月 7日㈬ ■水
■鶴
■受 12:50～13:40　■場健康増進センター
■対平成27年12月9日～12月31日に生まれた子

１歳６か月健診 12月14日㈬ ■水
■鶴
■受 12:50～13:40　■場健康増進センター
■対平成27年3月11日～3月31日に生まれた子

３歳健診 12月20日㈫ ■水
■鶴
■受 12:50～13:40　■場健康増進センター
■対平成25年6月生まれの子

■予  乳児・母乳相談 12月13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

12月17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

12月12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　■場鶴瀬西交流センター
■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

木の実であそぼう会

子ども書初め練習会

川越税務署 非常勤職員募集
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とき／12月22日（木）
午前10時～午後２時
場所／針ケ谷コミュニティセンター
定員／15人（申込順）　
講師／狩

か

野
の

雪
ゆき

子
こ

氏
参加費／800円（材料代）
持ち物／エプロン、三角きん、手
ふき、筆記用具
申込み／12月1日（木）～15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

子育て

子ども向け映画の上映とクリスマ
スお楽しみ会です。
とき／12月22日（木）
午後2時～4時
場所／諏訪児童館
対象／未就学児と保護者、小学生
内容／森のトントたち、大男のク
リスマスツリー、ミッキーマウス
の楽しい冬など
定員／100人（無料、申込順）
申込み／12月1日（木）午前10時か
ら直接または電話で
問合せ／諏訪児童館　
2049-255-6671

とき／12月18日（日）　
午前11時～午後3時　　
場所／ピアザ☆ふじみ
（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　
内容／サンドイッチやケーキ作り、
レクリエーションなど
定員／25人（申込順）
参加費／500円
持ち物／エプロン、三角きん、ふ
きん、台ふき
主催／富士見市青少年相談員協議会
申込み／12月1日（木）～6日（火）
午前9時から直接または電話で
（土・日曜を除く）
問合せ／子育て支援課　2○内340

子育てに悩んでいませんか。
子どもへの伝え方を学び、より良
い親子関係を築きましょう（無料）。
とき／平成29年1月19日（木）・26
日（木）、2月1日（水）・9日（木）・
16日（木）・23日（木）
いずれも午前10時～11時30分
（受付：午前9時50分～）
場所／鶴瀬西交流センター　
対象／3歳以上の未就学児がいる
保護者
定員／5人（申込多数の場合は抽選）
※保育あり（無料）
申込み／12月5日（月）～16日（金）
午前9時～午後5時に直接または
電話で（土・日曜をのぞく）
問合せ／子育て支援センター「ぴ
っぴ」　2049-251-3005
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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）、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

12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「日本の昔ばなし２」
17日（土）午後２時「クリスマスのおくりもの」

名作映画会 ２日（金）午後２時「釣りバカ日誌2」
18日（日）午後２時「嵐が丘」

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

こども映画会 ３日（土）午後２時「サンタの山　妖精の森」
「ファーザー・クリスマス」

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＆クリスマス
工作会（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「眠れぬ夜の小さなお話５」
「クリスマスリースに飾りをつけよう！（ミニ工作会付き）」

おはなしかい（乳幼児） 21日（水）午前10時
（ふじみ野交流センター クリスマス会）

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。
※12月29日（木）・30日（金）は、システムメンテナンス作業のため図書館ホームペ
ージの閲覧ができません。

読み聞かせ初級講座
とき／平成29年1月27日（金）
午前10時～正午
場所／中央図書館
対象／小学校などで読み聞かせを
している方またはこれから始めよ

うとしている方
定員／15人（申込順）
講師／池

いけ

山
やま

房
ふさ

子
こ

氏（おはなしボラン
ティア「すぷんふる」）
申込み／12月22日（木）午前9時か
ら中央図書館へ直接または電話で

白菜キムチを作りませんか クリスマス会

クリスマス映画会・お楽しみ会

子育て講座「叱
しか

らない子育て」
（全6回） 
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とき／平成29年3月12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9部門、種目
別競技（読上算・読上暗算）
定員／100人程度　参加費／500円
申込み／平成29年1月20日（金）ま
でに直接
問合せ／富士見市商工会　
（羽沢3-23-15)　2049-251-7801

とき／12月3日（土）
午後4時～5時30分　※無料、申込不要
場所／水谷東公民館
出演／中村友美氏（ピアノ弾き語り
シンガーソングライター）
共催／水谷東4町会、水谷東公民館
※イルミネーション点灯式は午後5
時10分から行います。
問合せ／水谷東公民館
2048-473-8717

耳の聴こえない方や聴こえづらい
方に、話の内容を要約した文章を
書き記し、相手に伝える要約筆記
の方法を学びます。
とき／
平成29年1月16日～2月27日
毎週月曜午前10時～正午　
場所／市民福祉活動センターぱれっと
対象／高校生以上の富士見市およ
び三芳町在住、在勤、在学の方
定員／15人（申込順）
参加費／500円（資料・保険代など）
申込み／申込書に記入し、12月
1日（木）～26日（月）(必着)に郵送、
FAXまたは直接
※申込書は富士見市社会福祉協議会
または障がい福祉課にあります。
問合せ／富士見市社会福祉協議会
〒354-0021　
富士見市大字鶴馬1932-7
2049-254-0747　℻049-252-0111

バランスの良い食事から、生活習
慣病を予防しましょう。
とき／12月13日（火）
午前9時45分～午後2時
（受付：午前9時30分～）
場所／ピアザ☆ふじみ
対象／市内在住の18歳以上の方
定員／20人（申込順）
参加費／450円（材料代など。当日集金）
メニュー／青魚のハンバーグ、ナ
ムル風サラダ、ニンジンとパプリ
カの豆乳ポタージュ、デザート
持ち物／エプロン、三角きん、ふ
きん、手ふき、筆記用具
申込み・問合せ／健康増進センター
2049-252-3771　
※参加するご本人がお申し込みください。

初めての方にも楽しく分かりやす
く解説します（無料、申込不要）。
とき／12月8日（木）午後2時～
場所／鶴瀬コミュニティセンター
内容／トゥーランドット
講師／東

し ょ う じ

海林尚
なお

文
ふみ

氏（新国立劇場合
唱団登録メンバー）
主催／富士見市オペラ振興委員会
問合せ／鶴瀬公民館
2049-251-1140

ラジオ体操で、楽しくエクササイ
ズしませんか（無料、申込不要）。
とき／12月24日（土）
午前10時～正午
場所／鶴瀬小学校体育館
指導／鈴木大輔氏（NHKテレビ・ラジ
オ体操指導者）、天

あま

井
い

澤
ざわ

愛
あ

里
り

沙
さ

氏（NHK
テレビ・ラジオ体操アシスタント）
持ち物／室内用運動靴、タオル、
飲み物
※動きやすい服装でお越しください。
問合せ／生涯学習課　2○内634

イ
ベ
ン
ト

学

ぶ

イベント
Event

学 ぶ
Learning

問合せ／地域文化振興課　2○内251
NHKラジオ第一『昭和ヒット倶楽部』公開録音のお知らせ

「昭和ヒット倶楽部」（NHKラジオ第
一／全国放送）の公開録音を行います。
昭和のヒット曲などの歌謡ライブを
お楽しみください（無料）。
とき／平成29年1月27日（金）
午後5時40分～8時（午後5時開場）
場所／キラリ☆ふじみ
司会／水谷彰宏アナウンサー
出演／渥美二郎、竹村こずえ

応募方法／12月26日（月）（必着）までに
往復はがきで（応募多数の場合は抽選）
※抽選結果はがきは、平成29年1月13日
（金）ごろに発送します。
※当選はがき1枚につき2名様まで入場
できます。
※応募の際にいただいた情報は、抽選結
果の連絡のほか、NHKでは受信料のお願
いに使用させていただくことがあります。

簡単！ヘルシーごはん教室

ラジオ体操教室

第8回子ども～高齢者
「そろばんに挑戦」富士見市大会

はじめての要約筆記講習会
（全7回）

オペラ鑑賞講座
～オペラって楽しいな～

音楽の夕べ＆
イルミネーション点灯式

４８

富士見市役所
地域文化振興課
「昭和ヒット
　　  倶楽部」係

申込者の
・郵便番号
・住所
・氏名

申込者の
・郵便番号
・住所
・氏名
・電話番号

なにも記入しないで
ください。

３５ ５１１

往信の表 返信の裏 返信の表 往信の裏
往
復
は
が
き
の
書
き
方
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nformation station
I

キラリ☆スポーツカレッジ
健康増進呼吸法スーパーボイス
（全8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
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／12月7日・21日、平成29年
1月11日・25日、2月8日・22日、
3月1日・22日いずれも水曜
午前9時15分～10時45分
場所／キラリ☆ふじみ
定員／20人（申込順）
参加費／4,000円

生活習慣病予防講座
生活習慣病の基礎を学び、自分の
生活習慣を見直しましょう！
とき／12月21日(水)
午前10時30分～正午
場所／南畑公民館
定員／30人
講師／健康管理士一般指導員
参加費／50円

【共通事項】
主催／（公財）キラリ財団
申込み／12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

お茶を飲みながらクラシックの名
曲をお楽しみください（無料）。
とき／12月18日（日）午後2時～3時30分
場所／ふじみ野交流センター
内容／F.メンデルスゾーン 弦楽の
ための交響曲第8番ニ長調ほか
出演／アンサンブル凜

りん

問合せ／ふじみ野交流センター
2049-261-5371

とき／12月9日（金）午後3時～
場所／鶴瀬コミュニティセンター
出演／春

しゅん

風
ぷう

亭
てい

笑
しょう

好
こう

、春風亭小
こ

柳
りゅう

料金／500円
主催／富士見芸能鑑賞会
問合せ／鶴瀬公民館
2049-251-1140

米国からプロのゴスペルシンガー
を迎えて、クリスマスソングをお
届けします（無料）。
とき／12月23日（祝）
午後2時開演（午後1時30分開場）
場所／針ケ谷コミュニティセンター
内容／ゴスペル・ソング、クリス
マス讃美歌、みんなで歌おう
出演／針ヶ谷ゴスペル・グレープ
バイン
問合せ／針ケ谷コミュニティセン
ター　2049-251-8478

とき／平成29年1月21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／阿部寛、真木よう子、樹木
希林ほか
チケット／全席自由  前売り800円
（当日1,000円）
※チケットは鶴瀬公民館で発売中!
問合せ／鶴瀬公民館
2049-251-1140

　

　イ
ベ
ン
ト

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

正月飾り材料の予約販売
受付／12月1日（木）～20日（火）
午前9時～午後5時に電話で
料金／1セット1,000円
（わら付きは1,100円）
お渡し日／12月24日（土）午後1時～3
時に難波田城資料館で
主催／難波田城公園活用推進協議会

子ども書初め練習会
とき／12月23日（祝）
①午前9時30分～10時30分
②午前11時～正午
場所／講座室
対象／市内小中学生
定員／各15人（申込順）
持ち物／書道セット、書初め用紙、
お手本、新聞紙
協力／硯友会
申込み／12月1日（木）午前9時から電
話で

ふるさと体験「正月飾りづくり」
とき／12月25日（日）午前10時～正午
場所／旧金子家住宅
対象／市内在住、在勤の方
定員／15人（申込順）

指導／吉
きっ

川
かわ

節
せつ

男
お

氏
参加費／1,200円（材料代）
持ち物／はさみ
申込み／12月1日（木）午前9時から電
話で

餅
もち

つき実演と餅の販売
とき／12月23日（祝）
午前11時～午後1時 ※売切れ次第終了
場所／旧金子家住宅
料金／１パック200円
主催／難波田城公園活用推進協議会

12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
３日（土） わらで遊ぼう
４日（日） クリスマスカード作り
10日（土） はたおり
11日（日） わたくり
17日（土） いろりの日
18日（日） クリスマスリース作り
23日（祝） 墨流し
24日（土） ミニ正月飾り作り
25日（日） お年玉袋作り

ティータイム・コンサート

つるコミ寄席「落語二人会」市民総合体育館のお知らせ
 2049-251-5555

アット・ホームな　
クリスマスコンサート

げんもりかん映画会
「海よりもまだ深く」

分
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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

申込み／12月2日（金）～平成29年
1月10日（火）に次のいずれかに参
加費を添えて直接
生涯学習課
午前8時30分～午後5時15分
（土・日曜、祝日を除く）
市民総合体育館事務所

（南畑公民館内）
午前9時～午後10時
（第3月曜の休館日を除く）

代表者会議
参加チームは必ず出席してください。
とき／平成29年2月2日（木）午後7時
場所／南畑公民館

問合せ／生涯学習課　2○内634

とき／平成29年2月19日（日）
午前9時スタート
※小雨・小雪決行、中止決定午前6時
コース／諏訪小学校前（5.1㎞）→
南畑小学校前（4.1㎞）→さぎの森
小学校前（2.6㎞）→大井東中学校
前（5.9㎞）→三芳中学校（2.9㎞）→
三芳町役場（合計20.6㎞）
部門／一般の部、壮年の部（40歳
以上）、女子の部
登録チーム／1チーム8人
（選手5人、控え選手3人以内）
参加チーム数／計100チーム（申込順）
参加費／1チーム6,000円、中学生
チーム2,000円（保険代など）
※中止の場合も含み、参加費の返還
はできません。

紅白の洋風ドア飾り
とき／12月22日（木）
午前10時～正午
講師／中山由

ゆ

貴
き

氏
（フラワー装飾一級
技能士）

わらのお正月飾り
とき／12月26日（月）
午後1時～3時
講師／勝

かつ

瀬
せ

昔
せき

承
しょう

会
かい

【共通事項】
場所／ふじみ野交流センター
対象／市内在住、在勤の方
定員／15人（申込順）
参加費／1,500円（材料代）
持ち物／はさみ、持ち帰り用の袋
申込み／12月1日（木）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

イベント
Event

イ
ベ
ン
ト

市
民
伝
言
板

く
ら
し
の
リ
ユ
ー
ス

第3回 平和のための富士見・戦争パネル展
12月6日㈫～11日㈰9:00～19:00（初日は
13:00から、最終日は15:00まで）／中央図
書館／平和の大切さを伝える写真パネル
の展示／主催富士見市平和委員会／無料
／高瀬　2049-255-1506

柳瀬川～水谷田んぼ野鳥観察会
12月17日㈯9:00～11:30（雨天中止）／柳瀬
川駅東口集合／「野鳥と富士山」ウォッチ
ング／定員30人（要予約）／参加費100円／
持ち物防寒着、双眼鏡（お持ちの方）／主
催埼玉県生態系保護協会富士見支部／
千
ち

種
くさ

　2049-252-2328

ふじみギターフレンズ 30＋3コンサート
12月18日㈰13:30開演（13:00開場）／鶴瀬
コミュニティセンター／午後のひと時をクラ
シックからポピュラーまでギターの音色で
お楽しみください／無料／
三井　2049-251-1285

ボーイスカウト富士見第一団
月2回土・日曜／新年長～小6の男女／家庭
や学校では学ぶことができない活動を、大
自然の中で異年齢の仲間たちと行うことで
健全な心と体を育てます／入団金3,000円
／月会費1,000円／〒354-0026　鶴瀬西
2-11-35 氏家治子（はがきで資料請求して
ください）

ギターサークル アリア
月3～4回土曜13:30～17:00／南畑公民館／
クラシックギターアンサンブル／月会費300円
／初心者歓迎／小林　2080-5456-5329

掲載方法
掲載は受付順です。原則として掲載月の
前 月々の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。

電動リクライニングベッド／テーブル／カラーボックス（3段）
／ガス炊飯器（5.5合炊き）／布団乾燥機／健康器具（フィットネ
スバイク）／つり具（さお・リール・背

しょ

負
い

子
こ

）／絵画（額付き）／
ランドセル／犬小屋（室内用）／四角い植木鉢／座布団／きたは
ら幼稚園制服（男児用120㎝）・体操着（110～120㎝）

布団乾燥機／幼児用ペダル無し自転車／自転車（女性
用24～26インチ）／大人用三輪車／勝瀬中夏・冬用制
服（女子用175cm）／富士見台中体操着・ジャージ一式
（130～140cm）／ベビーベッド

ゆずってくださいゆずります

•●● 11月9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

入間東部地区駅伝競走大会

自分で作るお正月飾り

イベント

募　集
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