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小児慢性特定疾病医療費

ご 案 内

県立所沢おおぞら特別支援学校
学校見学日

支給継続申請の受付を開始

ご 案 内

Guidance

※申請書類、無事故・無違反証明申

対象／現在、受給者証をお持ちで
引き続き治療が必要な20歳未満の
方の保護者
場所／朝霞保健所
申請期間／6月15日（水）〜7月29
（土・日曜、祝日は除く）
日（金）
必要書類／申請書、医療意見書、
受診者の加入する公的医療保険の
被保険者の市町村・県民税課税（非
課税）証明書、マイナンバーカー
ドまたは通知カードなど

請用紙は事務局で配布

※申請書類などは、朝霞保健所から郵

優良運転者の表彰
東入間交通安全協会では、同協会
に加入されている方で過去5年、
10 年、15 年、20 年、25 年、30 年、
35年、40年、45年間無事故・無違
反の優良運転者の表彰を行います。
表彰を希望される方はお申し込み
ください。

申請期間／6月6日（月）〜8月19日
（土・日曜、祝日を除く）
（金）
問合せ／東入間交通安全協会事務
局（東入間警察署内） 2049‑264‑0991

ナースセンターへの届出制度
法律の改正により、看護職の資格
をお持ちで就業していない方は、
県ナースセンターへの届出が必要
になりました。転居や
出産・育児などで離職
した方は届出をお願い
します。
届出方法／届出支援サイト「とど
けるん」から入力または届出票を
提出
※詳しくはお問い合わせください。

問合せ／埼玉県ナースセンター
2048‑824‑7220

ハチなどの害虫の駆除
暖かい季節はさまざまな虫が活動
します。虫の中には、日常生活に
悪影響を与える害虫も
います。その種類や生
態の違いから駆除方法
も異なります。
毎年ハチなどの害虫に関する相談
が多く寄せられますが、害虫の駆
除は、その土地や建物の所有者な
どの責任で行うこととなっていま
す。駆除の相談は専門業者などに
直接お問い合わせください。
問合せ／
埼玉県ペストコントロール協会
2048‑854‑2890
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送されます。医療意見書は同封しませ
んので指定医に依頼してください。

問合せ／朝霞保健所
2048‑461‑0468

全国一斉
｢子どもの人権110番」強化週間
いじめ、不登校、虐待などについ
て子どもが安心して気軽に相談で
きるよう専用相談電話を設置して
います。
※秘密は守られます。

とき／6月27日（月）〜7月3日（日）
午前8時30分〜午後７時
（土･日曜は午前10時〜午後5時）

電話番号／0120‑007‑110（全国共通、
無料。ＩＰ電話からは接続不可）
相談担当者／法務局職員、埼玉県
人権擁護委員連合会子ども人権委
員会委員
問合せ／さいたま地方法務局人権
擁護課 2048‑859‑3507

INFORMATION FUJIMINO
「インフォメーションふじみの」
こくさいこうりゅう

かくげつ

ふじみの国際交流センターが隔月で発
がいこくせき

かた

せいかつじょうほう し

がつごう

6・7月号のテーマ
こくみんかい ほ けんせい ど

し

国民皆保険制度を知っていますか
ちゅう ごく ご

えい ご

かん こく ご

中国語、英語、韓国語、ポルト
ご
ご
ご
ガル語、スペイン語、タガログ語
に ほん ご
（フィリピンの言 語 ）
、日 本 語 の７
こく ご
し
か国語でお知らせしています。
といあわ
こくさいこうりゅう
問合せ／ふじみの国際交流センター
2049‑256‑4290
げん ご

学部・中学部・高等部）

定員／各80人
申込み・問合せ／県立所沢おおぞら
特別支援学校へFAXまたは電話で
204‑2951‑1102 ℻04‑2951‑1105

富士見特別支援学校 学校公開日
来年度、本校に就学・転学・入学
をお考えの保護者、地域の方、関
係職員の方に、学習内容、学校生
活などを公開します。
とき／6月17日（金）午前10時〜正
午（受付：午前9時〜）
申込み・問合せ／富士見特別支援
学校
（2049‑253‑2820）
へ電話で

日本赤十字社員増強運動にご協力を
日本赤十字社では、活動資金の募
集など ｢赤十字社員増強運動｣ を
展開しており、市でも６月にこの
運動を進めます。皆さんから寄せ
られた社資（社費や寄付金）は、国
際救援活動、国内の災害救護活動、
救急法など講習普及事業、血液事
業、医療事業などに活用されます。
各町会の役員が伺いますので、ご
協力をお願いします。
内 333
問合せ／福祉課 2○

緑の募金（家庭募金）にご協力を

はっ

（ 行する外国籍の方のための生活情報誌 ）
こう

本校に就学・入学・転学をお考え
の保護者や関係者の方に、学習内
容・学校生活などを公開します。
公開日／6月16日（木）
、
7月7日（木）
、
10月26日（水）いずれも午前9時30
分〜正午
公開学部／知的障害教育部門（小

この活動は、
（公社）
埼玉県緑化推進
委員会が行っている募金活動です。
皆さんからの募金は、県内の学校
や公園などの身近な緑化事業に充
てられるほか、市内に残る緑地の
保全に活用させていただきます。
各町会の役員が伺いますので、ご
協力をお願いします。
募金期間／6月1日
（水）
〜30日
（木）
問合せ／
内 454
まちづくり推進課 2○

I
富士見市生涯学習推進市民懇談会

※今年度末までに3回程度開催（平日

nformation station

各公民館・交流センターにあります。
※高校生以下の方は、登録用紙に保
護者の同意が必要

応募先／
郵送：〒354‑8511（所在地は記載不要）
富士見市役所地域文化振興課
持参：地域文化振興課、ピアザ☆
ふじみ、各公民館・交流センター
FAX：049‑254‑2000
内 251
問合せ／地域文化振興課 2○

簡易耐震診断・耐震改修相談会
一級建築士による簡易耐震診断・
耐震改修相談会を行います（無料）。
とき／7月2日（土）午前9時30分〜
正午（受付：午前11時30分まで）
場所／鶴瀬公民館
対象建築物／木造2階建以下の住
ツー バイ フォー
宅（在来工法、2× 4 工法）
申込み／6月24日（金）までに申込
書を郵送または直接
※申込書は市ホームページ、建築指

応募方法／応募の動機（200字程度・
様式自由）
・住所・氏名（ふりがな）
・
年齢・性別・職業（在勤、在学の方
は勤務先または通学先を記入）・電
話番号を記入し、郵送、FAXまた
は直接

導課、各出張所にあります。詳しく
はお問い合わせいただくか、市ホー

問合せ／建築指導課

コスモス街道ボランティア
サイクリングコースの土手沿いに
コスモスの花を咲かせる活動が毎
年行われています。
市ではこの活動を行っている「コス
モスの会ふじみ」と協働して活動に
参加していただけるボランティア
を募集します。
とき

内容

Guidance

平成28年
経済センサス活動調査にご協力を
現在、調査が実施されており、6
月1日（水）から調査員が事業所や
企業を訪問し、調査票の回収を行
います。ご協力をお願いします。
※調査情報は市ホームページや総務

※記入した内容は、

お子さん同伴での受講はできません。

※インターネット回答済の場合は、紙
の調査票提出の必要はありません（イ

6月26日（日） 床作り

問合せ／総務課
内 225
2○

9月４日（日） 苗移植・植え替え

※天候により変更あり。集合場所、
時間などは登録用紙をご覧ください。

活動場所／寿橋（健康増進センター
周辺）から木染橋（水防センター周
辺）
付近の区間
募集人数／50人程度
応募方法／登録用紙に記入し、郵
送、FAX、メール、または直接
※随時受付。登録用紙は市ホームペー
ジ、
地域文化振興課、
ピアザ☆ふじみ、

女性のための
再就職支援セミナーとお仕事相談

ンターネット回答期限：6月7日
（火）
）
。

ています。

6月19日（日） 参加者顔合わせ
10:30〜12:00 （新河岸川河川水防センター）

8月７日（日） 第2回除草作業

「じゃ口から 安心とどけ 未来まで」
水道水は、みなさんの生活や事業
活動などを支える大切な
役割を果たしています。
この機会に、大切な水に
ついて考えてみましょう。
内 506
問合せ／水道課 2○

魅力的に見せる！面接準備セミナー
面接官の視点を知り、第一印象の
重要性やビジネスマナー、よくあ
る質問への準備をします。
とき／6月28日
（火）
午前10時〜正午
定員／20人（申込順） ※保育なし。

省統計局ホームページでお知らせし

統計を作成するため

7月24日（日） 第1回除草作業

内

ご案内

有効）

℻049‑254‑2000
内 252
問合せ／地域文化振興課 2○

内 422
2○

6月1日〜7日は水道週間です

応募締切／6月17日（金）
（当日消印
応募先／〒354‑8511（所在地は記載

案

ムページをご覧ください。

※市ホームページからも応募可

不要）富士見市役所地域文化振興課

ご

昼間を予定）

だけに使用されます。

行政書士による無料相談会
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／6月8日（水）
午前10時〜午後4時 ※申込不要
場所／ふじみ野交流センター
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

お仕事相談
応募書類の書き方や面接の練習な
どさまざまな相談に応じます。
とき／6月28日（火）午後1時15分
〜4時（1人45分）
定員／3人（申込順）
※お子さん同伴でご相談できます。

【共通事項】
場所／鶴瀬駅西口サンライトホール
講師／キャリアカウンセラー（埼
玉県女性キャリアセンター）

参加費／無料
持ち物／筆記用具
申込み･問合せ／6月1日（水）から
内 383）
へ電話で
産業振興課
（2○
広報 ふじみ 平成28年６月号

募 集

生涯学習の推進にあたり、広く意
見などをいただくために参加者を
募集します。
募集人数／2人程度
応募資格／市内在住、在勤、在学
の18歳以上の方
開催期間／最初の懇談会から2年
を越えない期間

情報ステーション
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スチューデントサポーター

年齢・性別・職業・電話番号を記
入し、郵送または直接

募 集
子 育 て

Invitation

募

県教育委員会では、スチューデン
トサポーターとして相談室などで
ボランティア（教育相談の補助）を
してくれる学生を募集します。
活動場所／中学校内の相談室や市
町村の教育支援センターなど
対象／教員を目指している、
または
心理学・社会福祉学などを学んでい
る大学生、
大学院生、
専門学校生
内容／教員、相談員、スクールカ
ウンセラーの補助
活動日／週１回（3〜4時間程度）

※応募用紙は人権・市民相談課また

富士見市男女共同参画社会確
立協議会

集

男女共同参画の推進にあたり、広
く意見などをいただくために委員
を募集します。
募集人数／2人
応募資格／市内在住の20歳以上の方
任期／10月１日から2年間
会議／年3回程度（平日の昼間）
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）
・

は市ホームページにあります。
※応募書類はお返しできません。
※市ホームページからも応募可

応募期間／
（必着）
6月1日
（水）
〜21日
（火）
応募先／〒354‑8511（所在地は記載
不要）富士見市役所人権・市民相
談課
内 273
問合せ／人権・市民相談課 2○

※詳しくは県ホームページをご覧ください。

問合せ／県教育委員会生徒指導課
2048‑830‑6745
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

と

…受付時間
他 …そのほか

…対象
…場所
…内容
…定員
水 …バス水谷コース ■
鶴 …バス鶴瀬コース
■

き

詳
受 9:20〜9:30
■

予 パパママ
■
準備教室

予 もぐもぐパクパク
■
食事相談

４か月健診

12か月健診

１歳６か月健診

３歳健診
予 乳児・母乳相談
■

1日目
対 初めての出産
6月18日㈯ ■
9:30〜15:30 を平成28年9･10月
に迎えるご夫婦
場 針ケ谷コミュ
■
ニティセンター
2日目
定 15組
（申込順）
7月14日㈭ ■
9:30〜15:30

…持ち物

細

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）
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）

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 ■
6月27日㈪ ■
他 1人30分程度
9:00〜15:00 ■
水 ■
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
6月 8日㈬ 鶴 対
■ ■平成28年1月1日〜1月15日に生まれた子
水 ■
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
6月20日㈪ 鶴 対
■ ■平成28年1月16日〜1月31日に生まれた子
携帯版乳幼児
健診専用バス運行表
水 ■
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
6月14日㈫ 鶴 対
■ ■平成27年6月9日〜6月30日に生まれた子
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
■
6月 7日㈫ 鶴 対
■ ■平成26年8月16日〜9月7日に生まれた子
水 ■
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
6月28日㈫ 鶴 対
■ ■平成26年9月8日〜9月30日に生まれた子
水 ■
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
6月21日㈫ 鶴 対
■ ■平成24年12月生まれの子
受 9:40〜10:00 ■
対 １歳までのお子さん
場 ふじみ野交流センター
■
（第一子）
とお母さん ■
6月15日㈬ 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
10:00〜11:30

※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

わくわく子育て
トーキング
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受 9:40〜9:50 ■
対 1歳までのお子さん
（第一子）
とお父さん
■
6月18日㈯ 場
内 子育ての話、情報交換、保健情報
■
針ケ谷コミュニティセンター
■
9:50〜12:00 持
■母子健康手帳、バスタオル、そのほか各自必要なもの
受 9:45〜10:00 ■
対 1歳くらいまでのお子さんとお母さん ■
場 市民総合体育館
■
6月 9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
イングリッシュ・サマー・キャ
ンプ

情報ステーション

nformation station

紙芝居講座

子育て

紙芝居の世界と演じ方

Child-rearing

聴覚障がい者の集い

内容

申込期限

6/16（木）
フットケア講座
13:30〜
（足の健康）
15:30

6/9
（木）

9/15（木） もっと知りたい
マイナンバー講
13:30〜
座
15:30

9/8
（木）

11/5（土）
郊外に出て交流
10:00〜
しよう！
15:00

10/27
（木）

H29.3/16
（木）
調理実習
10:00〜
14:00

H29.3/9
（木）

場所／市民福祉活動センターぱれ
っと、鶴瀬西交流センターなど
対象／富士見市、三芳町在住の聴
覚に障がいのある方
※材料・交通費などが必要になるも
のもありますので、お問い合わせく
ださい。

申込み／FAXまたは電話で
問合せ／富士見市社会福祉協議会
2049‑254‑0747 ℻049‑255‑4374

ワードで魅せる文章
を作ってみようⅡ
ワードアート、文字の装飾、表の
作成、画像挿入などを学びます。
とき／６月18日
（土）
午後１時〜４時
場所／鶴瀬西交流センター
定員／30人（申込順） 参加費／300円
持ち物／ワードがインストールさ
れているノートパソコン、筆記用具
主催／つるせ西ＰＣクラブ、鶴瀬
西交流センター
申込み／６月１日（水）から直接ま
たは電話で
問合せ／鶴瀬西交流センター
2049‑251‑2791

はつらつ教室〜腰痛ひざ痛予
防コース〜（全８回）
生活機能を維持するために大切な
「腰痛とひざ痛予防」を中心とし
た介護予防教室です。
とき／６月21日〜８月９日
毎週火曜午前10時〜正午
場所／健康増進センター
対象／運動制限がなく、腰痛ひざ
痛予防に関心がある方
内容／マシーントレーニング、体
操による姿勢や歩き方の調整など
定員／15人（申込順）
参加費／240円（保険代）
申込み・問合せ／健康増進センタ
ー（2049‑252‑3771）に直接または
電話で

※全日程参加で
きない方はご相
談ください。

問合せ／
諏訪児童館

2049‑255‑6671

募集
Invitation

富士見市安全安心なまちづくり
防犯推進市民懇談会

集

とき

問合せ／鶴瀬西交流センター
2049‑251‑2791

募

聴覚に障がいがある方への情報提
供や交流の場を提供しています。
さまざまな学びや仲間づくりの場
に参加しませんか。

※保育あり（1歳以上、定員4人、要予約）

て

内 622
問合せ／学校教育課 2○

申込み／６月１日（水）から直接ま
たは電話で

楽しい遊びを通して、たくさんの
親子と交流しましょう（無料）。
とき／６月８日・15日・22日
いずれも水曜
午前10時30分〜11時30分
場所／ふじみ野交流センター
対象／未就園児と保護者
申込み／６月１日（水）午前10時か
ら直接または電話で

育

します。

（子ども文化研究家）

なかま作り講座 子育てサーク
ルを作っちゃおう！
（全3回）

子

※詳しくは小学校を通してお知らせ

紙芝居の歴史や魅力、演じ方につ
いて学びます。
とき／６月22日
（水）
午後１時30分〜４時30分
場所／鶴瀬西交流センター
（無料、申込順）
定員／30人
なかひらより こ
講師／中平順子氏

学 ぶ

夏休みの３日間、AET（外国語指導
助手）の先生たちと日本語に頼らず
英語だけで活動しませんか。
とき／８月22日（月）・23日（火）
・
24日
（水）
午前コース
午前９時30分〜午後０時５分
場所：ピアザ☆ふじみ
午後コース
午後１時30分〜４時５分
場所：鶴瀬西交流センター
対象／小学５年生
内容／会話練習、調理など
定員／各コース20人
参加費／1,000円（保険代など）
申込期限／６月10日
（金）

より一層の犯罪のない安全で安心
なまちづくりの推進にあたり、広
く意見などをいただくために参加
者を募集します。
募集人数／2人
応募資格／市内在住、在勤、在学
の18歳以上の方
開催期間／最初の懇談会から2年
を超えない期間
※今年度末までに3回程度開催（平日
夜間を予定）

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（在勤、在学の方は勤
務先または通学先を記入）・電話番
号を記入し、
郵送・FAXまたは直接
※市ホームページからも応募可

応募締切／6月17日（金）
（当日消印
有効）

応募先／〒354‑8511（所在地は記載
不要）富士見市役所安心安全課
℻049‑251‑2760
内 445
問合せ／安心安全課 2○
広報 ふじみ 平成28年６月号
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学 ぶ
Learning

学 ぶ

甲種新規および
乙種防火管理講習
とき／
甲種新規：６月21日
（火）
・22日（水）
乙種：６月21日
（火）
いずれも午前９時〜午後４時30分
場所／消防本部大講堂
対象／
富士見市、ふじみ野市、三芳町に
在住または在勤で管理監督的な立
場にある方（各事業所２人以内）
定員／
甲種新規、乙種合計90人（申込順）
受講料／4,000円（テキスト代など）
申込み／６月６日（月）午前８時30
分〜午後４時に消防本部予防課・
東消防署のいずれかに直接
問合せ／
消防本部予防課 2049‑261‑6007
東消防署消防課 2049‑255‑4119

あいサポーター
メッセンジャー研修
あいサポート運動
はさまざまな障が
いの特性や障がい
のある方の困って
いることを理解し、
日常生活で“ちょっとした手助け”
をすることで誰もが暮らしやすい
地域を作る運動です。今回は、あ
いサポーターを育成する「メッセ
ンジャー」の研修を行います。
とき／６月17日
（金）
午前10時〜正午
場所／市民福祉活動センターぱれっと
対象／あいサポーター研修を受講
した方
定員／20人（無料、申込順）
申込み・問合せ／富士見市社会福
祉協議会（2049‑254‑0747）または障
内 335）
へ直接または
がい福祉課（2○
電話で
あいサポーター養成研修は毎月開
催しています。詳しくは、お問い
合わせください。
23 広報 ふじみ 平成28年６月号

シルバードライバードック

普通救命講習Ⅰ
とき／６月19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（申込順）
申込み／６月６日（月）〜10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

参加・体験型の講習を通じて自分
の運動能力について学ぶ安全運転
教室です。
とき／７月17日
（日）
午前９時〜正午
場所／セイコーモータースクール
（上沢3‑7‑37）
対象／東入間警察署管内に居住する
65歳以上の普通免許を所持する方
定員／60人（無料、申込順）
申込み・問合せ／平日の午前８時
30分〜午後５時に東入間警察署交
内 413）
へ電
通課（2049‑269‑0110 ○
話で

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
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。

６月のおはなしかい＆映画会
内 容
こども映画会
中
央
図 書 館 名作映画会
おはなしかい（乳幼児）

日

時

11日
（土）午後２時「とらねこめいたんてい」
「セロひきのゴーシュ」
18日
（土）午後２時「七夕さま」
「10＋１ぴきのかえる」
３日
（金）
午後２時「霧の旗」
19日
（日）午後２時「恋愛小説家」
１日
（水）
・15日
（水）
午前11時

おはなしかい（幼児・小学生） ４日
（土）
・25日
（土）
午後２時
こども映画会
４日（土）
午後２時「かぼちゃ屋」「おばけ長屋」
鶴瀬西
おはなしかい（乳幼児）
８日
（水）
・19日
（日）
午前11時
分
館
おはなしかい（幼児・小学生） ８日（水）午後3時30分、19日（日）午後2時30分
こども映画会
25日（土）
午前11時「ミッフィーのゆめ」
ふじみ野
おはなしかい（乳幼児）
10日(金)午前11時
分
館
おはなしかい（幼児・小学生） 18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。

ラベンダースティックポプリを作
ろう
リボンを使ったかわいいポプリを
作ります。
とき／６月３日
（金）
午前10時〜正午
場所／ふじみ野交流センター
対象／18歳以上の方
（無料、申込順）
定員／８人
持ち物／図書館利用カード
申込み／図書館ふじみ野分館
（2049‑256‑8860）に直接または電
話で

読み聞かせスキルアップ講座
赤ちゃんを対象とした読み聞かせの
コツやおすすめの本を紹介します。
とき／６月22日
（水）
午後２時〜４時
場所／中央図書館
対象／読み聞かせボランティアを
している方、これからやりたいと
思っている方
（無料、申込順）
定員／30人
講師／渡部美帆氏
申込み／中央図書館（2049‑252‑
5825）
へ直接または電話で

I
川の探検隊員募集

※水谷東公民館集合・解散（小学３
年生以下の児童は必ず保護者の方が
送迎をお願いします）

対象／小学生以上
行程／水谷東公民館から新座柳瀬
（約8㎞）
高校付近までの往復
か な ざ わ ひかる
指導／金澤光氏（県環境科学国際セ
ンター）

持ち物／弁当、飲み物、着替え、
タオル、雨具、筆記用具ほか
主催／やなせ川いかだラリー実行
委員会、水谷東公民館
申込み／6月6日
（月）
〜13日
（月）
午前９時〜午後５時に直接または
電話で（土・日曜は除く）
問合せ／水谷東公民館
2048‑473‑8717

nformation station

富士見ガーデンビーチ便り 第１号

ガーデンビーチは７月９日（土）オープン!
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）
の終日および
7月14日（木）
・15日（金）
、8月29日（月）
〜31日（水）の午後１時までは、一般の
方は利用できません。
入場料金／※未就学児は無料
区分
一般
中・高校生
小学生

利用料
500円
300円
100円

草木染でハンカチを染める
とき／６月18日
（土）
参加費／200円
（材料代）
定員／各20人
（先着順）

（いずれも30分前から受付）

場所／学習広場
対象／小学生以上
（未就学児は保護者同伴で可）
※申込不要。直接お越しください。

※参加記念品付！

とき／７月３日
（日）
午後２時〜４時
対象／小学４〜６年生
（３年生以下は保護者同伴で可）

内容／プール内各施設見学、スタッ
フによる救命・救急法デモンストレ
ーション見学、救命・救急法体験
定員／20人
（申込順）
申込み／６月16日
（木）
から電話で

問合せ 2049‑251‑9686
休館日：月曜（祝日の場合は翌日）
夏の縄文土器づくり
（全３回）
とき
７月３日㈰
午後１時〜４時

内容
粘土をこねる

７月９日㈯
午前10時〜午後４時

土器の形を
つくる

７月31日㈰
午後１時〜５時

土器を焼く

場所／資料館体験学習室ほか
対象／小学４年生〜中学生
定員／15人
（申込多数の場合は抽選）
参加費／300円
（材料・保険代など）
申込み／６月１日（水）〜17日（金）に
直接または電話で
夏休み縄文体験と自然観察
（全２回）

【共通事項】
時間／午前10時、午後１時30分

施設見学会
（バックヤードツアー）
参加者募集
オープン前の普段見られないガーデ
ンビーチを見てみませんか。

プールサイドパフォーマー募集
真夏のプールサイドを皆さんのパフ
ォーマンスで盛り上げませんか。市
民サークルまたは学校サークル（部
活動）の皆さんに活動成果発表の場
として提供します。
詳しくは６月16日（木）以降にお問い
合わせください。

水子貝塚資料館のお知らせ
土曜おもしろミューズランド
まがたまペンダントづくり
とき／６月４日
（土）
参加費／150円
（材料代）
定員／各40人
（先着順）

イベント

柳瀬川の魚やエビを投網でとった
り、水の検査を行いながらリバー
ウォッチングをします（無料）。
とき／６月26日
（日）
午前8時30分〜午後２時

情報ステーション

とき

内容

７月23日㈯
午後２時
〜８時

石器づくり、縄文食づく
り、夜の竪穴住居体験、
夜の自然観察

７月24日㈰
午前５時
〜８時

朝の自然観察、火おこし、
やり投げ体験など

定員／15人
（申込多数の場合は抽選）
参加費／1,000円
（材料・保険代など）
申込み／６月１日（水）〜17日（金）に
直接または電話で
縄文土器づくり作品展
市内または近隣で出土した縄文土器を
モデルにして製作した資料館友の会土
器づくり部会の作品を展示します。
とき／６月８日
（水）
〜７月10日
（日）
午前９時〜午後５時
場所／資料館展示室
土器づくりの実演会
とき／６月19日
（日）
、７月10日
（日）
午前10時〜午後３時
場所／資料館体験学習室

場所／水子貝塚公園
対象／小学４〜６年生
広報 ふじみ 平成28年６月号

24

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

市民健康増進スポーツ大会

イベント

（６〜９月）

Event

イベント

難波田城公園まつり
とき／6月5日
（日）
午前10時〜午後3時

参加希望の方はお問い合わせください。
場所／運動公園など
種目
ソフトテニス
軟式野球

※雨天時は内容を一部変更して実施

場所／難波田城公園
内容／
武者行列 午後1時に南畑八幡神社
を出発
火縄銃演武 午後2時〜
芸能 和太鼓、鼓笛隊、よさこい
など
昔あそび 射的、ベーゴマ、竹と
んぼなど
体験・実演 はたおり、お茶席、竹
細工、紙芝居、拓本など
模擬店 だんご、まんじゅう、やき
そばなど
人力車（料金：500円）
※当日1,000人目の入館者には記念
品を贈呈。
※駐車場に限りがあるため、車での

軟式少年野球
社交ダンス
サッカー
健康体操
弓道
ソフトボール
卓球
バレーボール
ソフトバレー
硬式少年野球
ゲートボール
バウンドテニス

日程
６月19日（日）
６月12日
（日）〜
８月28日
（日）
６月11日
（土）〜
７月30日
（土）
６月19日（日）
６月26日
（日）〜
９月30日
（金）
７月１日（金）
７月10日
（日）
７月10日
（日）〜
８月28日
（日）
７月17日
（日）
８月７日（日）
８月28日（日）
７月18日（祝）
９月17日（土）
９月19日（祝）

難波田城資料館のお知らせ
ゆかた着付け教室
とき／６月25日
（土）
午前10時〜正午
場所／資料館講座室
対象／中学生以上
定員／15人（無料、申込順）
持ち物／
女性 ゆかた、半幅帯、裾 よけ、伊 達
じめ、腰ひも２本、肌じゅばん（タ
、タオル３本（お
ンクトップでも可）
持ちの方は帯板、コーリンベルト）

第10回針ケ谷コミセン寄席
とき／６月26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／紙入れ、猿後家、短命など
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
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手作りいかだで柳瀬川下りに挑戦
しませんか。
とき／7月24日
（日）
午前11時〜午後3時 ※雨天中止
場所／柳瀬川志木大橋周辺
参加費／1人500円（昼食代など）
主催／やなせ川いかだラリー実行
委員会、水谷東公民館
申込み／6月30日（木）までに直接
または電話で
※7月12日（火）午後7時から水谷東
公民館で説明会を行います。

問合せ／水谷東公民館
2048‑473‑8717

問合せ／富士見市体育協会
2049‑254‑9510

来場はご遠慮ください。

主催／難波田城公園活用推進協議
会、難波田城資料館
問合せ／難波田城資料館
2049‑253‑4664

やなせ川いかだラリー

男性 ゆかた、帯、ランニングシャツ
指導／和道文化着装協会
申込み／直接または電話で
じゃがいも掘り
とき／６月26日
（日）
午前10時〜正午
集合場所／旧金子家住宅前
定員／30組（申込順）
参加費／1組1,000円
持ち物／持ち帰り用の袋、シャベル、
汚れてもよい服装・靴
主催／難波田城公園活用推進協議会
申込み／６月４日（土）午前９時か
ら直接または電話で

問合せ 2049‑253‑4664
休館日：月曜（祝日の場合は翌日）
竹かご教室
「パンかご」を作ります。
とき／６月19日
（日）
午前９時30分〜午後４時
場所／資料館講座室
対象／中学生以上
定員／10人（申込順。初参加の方優先）
参加費／1,000円
持ち物／前掛け（エプロン）、昼食
指導／資料館友の会竹かご部会
申込み／６月１日
（水）
〜８日
（水）
午前
９時〜午後５時に電話で
6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
４日
（土）

紙でっぽう

11日
（土）

はたおり

12日
（日）

縄ない

18日
（土）

いろりの日

19日
（日）

てるてる坊主

25日
（土）

はたおり

26日
（日）

わたくり

I

情報ステーション

nformation station

※参加賞と上位入賞チームには賞品

イベント

あり！

Event

（受付：午前9時〜）

ラケットテニス大会

場所／三芳町総合体育館
定員／24チーム（20歳以上、1チーム

ラケットテニスは、バドミントン
コートで公式テニスのルールを適
用して行うニュースポーツです。
やわらかいスポンジボールを使う
ので、大人から子どもまで気軽に
楽しめます。

4〜6人の男女または女性同士のチ
ーム）

参加費／1チーム1,200円（保険・賞
品代）

持ち物／動きやすい服装、室内運

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○

募 集

シニア世代のインターネット初級講座
6月6日㈪･13日㈪･20日㈪14:00〜16:00／
Kon Kon Park（諏訪1-2-25）／60歳以上
の方／定員20人（申込 順）／参加費1回
500円／持ち物 ノートパソコン、電源アダ
プター、マウス／主催fujimi大人クラブ／
平井 2049‑255‑7485

和墨の会（はがき絵）
第2･4金曜10:00〜12:00／針ケ谷コミュニ
ティセンター／水墨画をベースに色彩を加
えて、四季折々の草花や風景を描きます
／年会費1,000円／月会費2,500円／
鈴木 2049‑254‑3095

富士見小品盆栽会 展示会
6月11日㈯10:00〜17:00・12日㈰9:00〜16:00
／キラリ☆ふじみ／入場無料／
山賀 2049‑251‑4481
社交ダンスパーティー
6月19日㈰13:00〜16:00／鶴瀬西交流セン
ター／参加費1,000円／主催富士見市社交
ダンス協会／古賀 2090‑2224‑8641
第15回華朋の会 花展
（26日は
6月25日㈯・26日㈰10:30〜18:00
17:00まで）／キラリ☆ふじみ／生け花展
／入場無料／神藤 2090‑7904‑7005

●

麻雀「卓 笑 会」
月4〜5回火曜9:00〜17:30／ピアザ☆ふじ
み／娯楽と親睦を図り楽しく交流しましょ
う／月会費500円／初心者無料体験講習あ
り／渡辺 2080‑1248‑0666
親子体操ドラえもん
①月3回月曜②月4回水曜10:00〜11:30／
市民総合体育館
（柔道場）／よちよち歩き
〜未就園児のお子さんと親／親子体操と
ママのストレッチ／入会金1,000円／月会
費①800円②1,100円／無料 体験あり
（要
予約）／相澤 2090‑1539‑5024
コーラス“これから 女声合唱
”
月3〜4回水曜10:00〜12:00／みずほ台コ
ミュニティセンター／女性／入会金1,000円
／月会費3,000円／横田 2049‑251‑6001
5 月 11 日現在●

問合せ／環境課

折りたたみベッド／マッサ
ージチェア／琴／ポータブ
ルトイレ／登山ズボン（女
性用・黒、グレー、茶）

内 246
2○

ハナミズキ
毎 週 火 曜11:00〜13:00／鶴 瀬公民 館／
女性／３Ｂ体操。音楽に合わせて体を動
かしましょう／入会金1,000円／月会 費
2,000円／山下 2049‑255‑1277
おもちゃクリニックふじみ
第4日曜13:00〜15:30／鶴瀬西交流センタ
ー／壊れたおもちゃの修理／年会費500
円／野口 2049‑251‑5792

くらしのリユース

イベント

ゆずります

市民伝言板

市民伝言板

イベント

とき／7月18日
（祝）
午前9時15分〜

動靴、飲み物、タオル
主催／富士見市スポーツ推進委員
連絡協議会
申込み／６月30日（木）までに電話
予約し、参加費を添えて直接
内 634
問合せ／生涯学習課 2○

姫沙羅俳句会
第3木曜13:00〜17:00／鶴瀬駅西口サン
ライトホール／俳 句の 勉 強 会／月会 費
1,000円／加茂 2049‑251‑1666
太極拳でリラックス
第1･3･4土曜14:00〜15:30／みずほ台コミュ
ニティセンター／足腰を鍛え、心身のバラ
ンスと集中力を養います／月会費2,000円
／初心者歓迎／中村 2049‑254‑1811
男の料理クラブ
第2木曜9:30〜12:00／水谷公民館／男性
／家庭で作る簡単な料理の習得／入会金
1,000円／月会費500円／体験あり
（500円。
要予約）／初心者歓迎／
永田 2090‑6227‑4480

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
子ども乗せ自転車／子ども用自転車（14〜16㌅、女児用22㌅）／電動アシスト自転車（後
部荷台付）／電気ヒーター／電子ピアノ／キーボード（音楽用）／陶芸用電気炉／芝刈り機
（手動式）／電気ストーブ／ナンバーディスプレイ付電話機／ノート／ストライダー／着
物（訪問着）･帯／銀の鈴幼稚園の制服･体操着･ジャージ（男児120〜130㎝）／谷津幼稚園
冬用制服（女児110㎝以上）／つるせ台小夏･冬用体操着一式（110〜130㎝）／西中夏用制服
･体操着･ジャージ･柔道着（女子用165㎝以上･青）／本郷中制服（女子用160㎝）／富士見台
中夏用制服ズボン（M〜2L）／富士見台中ジャージ・短パン（男子用･青･M〜2L）／チャイ
ルドシート／抱っこひも
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