I
9月1日〜10日
屋外広告物適正化旬間

家庭内のもめごと、結婚、離婚、
夫や恋人からの暴力、ストーカー、
女性特有の人権問題、相隣関係な
ど、気軽にご相談ください。

だれにも話せず悩んでいませんか

女性相談のご案内
女性としてのさまざまな悩み、夫
婦や子どものこと、家庭のこと、
人間関係、体のことなど一人で悩
んでいませんか。
女性の心理カウンセラーが、相談
者一人ひとりに寄
り添い問題解決に
向けてお手伝いし
ます。ぜひご相談
ください。
相談日／毎月第1･3火曜
午後1時〜5時（1人50分）
※無料、要予約。秘密は守られます。

問合せ／
内 271
人権・市民相談課 2○

全国一斉 ｢高齢者・障害者の
人権あんしん相談｣ 強化週間
高齢者や障がい者をめぐるさまざ
まな人権問題について、強化週間
中は相談時間を延長して電話相談
をお受けします。
※秘密は守られます。

強化週間／9月4日
（月）
〜10日
（日）
受付時間／午前8時30分〜午後7時

※無料、
申込不要。秘密は守られます。

※9月9日（土）･10日（日）は午前10時

とき／9月21日
（木）
午前11時〜午後4時
場所／ウェスタ川越（川越駅西口徒

〜午後5時

歩5分）

午後5時15分）
。

問合せ／川越人権擁護委員協議会
事務局・さいたま地方法務局川越
支局 2049‑243‑3824

電話番号／20570‑003‑110
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

全国一斉！法務局休日相談所
休日相談所を県内2か所で開設し
ます。人権問題、公正証書、登記
手続、隣地との境界に関する相談、
戸籍・国籍、供託などの相談がで
きます。
とき／10月1日
（日）
午前10時〜午後3時
場所／ さいたま地方法務局本局
（JR埼京線｢与野本町｣駅東口徒歩8分）

ウェスタ川越（川越駅西口徒歩5分）
問合せ／さいたま地方法務局総務
課 庶 務 係 2048‑851‑1000（ 音 声
ガイダンス5番）

※強化週間以外でも、電話相談をお
受けしています（平日午前8時30分〜

司法書士無料法律相談
登記・供託・成年後見・訴訟手続
などの相談ができます。
とき／10月3日
（火）
午後1時30分〜3時30分
※申込不要

場所／鶴瀬駅西口サンライトホー
ル
主催／埼玉司法書士会
問合せ／埼玉司法書士会志木支部
担当：伊藤 2048‑424‑5855

9月10日〜16日
自殺予防週間
自殺は、社会の変容に伴い悩みも
多様化し、失業、多重債務、長時
間労働、人間関係などさまざまな
要因とこころの健康問題が複雑に
関係しているといわれています。
あなたやあなたの大切な人の命を
まもるために、自殺対策は社会全
体で取り組むべき課題です。
悩みを抱えている人に気づいたら、
声をかけ、悩みに傾聴し、寄り添
い、相談窓口や専門家へ相談する
ようにすすめましょう。
また、市では、いつでもストレス
などをチェックできる「こころの
体温計」を導入しています。ご自
身や家族の心のケアにお役立てく
ださい。
相談窓口／
富士見市障がい福祉課
2049‑251‑2711
入間東部障がい者相談支援センター
2049‑274‑3472
生活サポートセンター☆ふじみ
2049‑265‑6200
埼玉いのちの電話
2048‑645‑4343
日本司法支援センター（法テラス）
203‑6745‑5600
暮らしとこころの総合相談室
（予約制。平日午前10時〜午後5時）

2048‑782‑4675
金融庁相談窓口一覧
http://www.fsa.go.jp/soudan/
いのちと暮らしの相談ナビ
http://lifelink-db.org
ためしてみましょう
｢こころの体温計｣
♥こころの体温計（本人モード）
ストレス度・落ち込み度が分かります。

猫
社会的な
ストレス

水槽のヒビ
住環境の
ストレス

黒金魚
対人関係の
ストレス

赤金魚
自分自身
のストレス

水の透明度
落ち込み度

石 その他の
ストレス
結果画面（例）

問合せ／障がい福祉課

内 335
2○
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内

女性人権擁護委員による
特設人権相談所

nformation station

ご 案

街で見かける広告板や立看板など
の屋外広告物には、設置に関して
のルールがあります。
屋外広告物は、さまざまな情報の
提供、まちの活気やにぎわいを演
出する一方で、無秩序な設置によ
り景観を損なうだけでなく、管理
が不十分なため人に危害を及ぼす
恐れがあります。
埼玉県屋外広告物条例では、良好
な景観の形成と公衆に対する危害
の防止を目的に、設置に当たって
の許可基準を定めています。
屋外広告物を設置する方や設置場
所を提供する方は、この機会に許
可申請に関する確認と、広告物の
老朽化などの点検をお願いします。
内 418
問合せ／建築指導課 2○

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

ご案 内

多子世帯の住宅取得・リフォー
ムに補助金を交付

利活用可能な空き家を流通させましょう

マイホーム借上げ制度の説明会

ご 案 内

Guidance

平成29年
就業構造基本調査を実施します
総務省統計局（埼玉県・富士見市）で
は、10月1日を基準日として、就
業構造基本調査を実施します。
この調査では、全国の世帯から無
作為に選定した世帯の15歳以上の
方を対象に、就業・不就業の状態
を調査します。この調査から得ら
れるデータは、雇用政策や経済政
策などの企画・立案をするうえで
重要な指標として利用されます。
調査の対象となった世帯には統計
調査員が伺います。回答はパソコ
ンやスマートフォンからも可能で
す。ご協力をお願いします。
内 225
問合せ／総務課 2○

小規模工事･修繕受注希望者の
新規登録と更新
市が発注する、小規模な工事・修
繕などを行う事業者の登録を行い
ます。すでに登録をしている事業
者の方は、10月31日で登録期間が
満了となりますので更新手続きを
お願いします。
対象／市内に主たる事業所がある
法人または個人で、市税の滞納が
ない方
※入札参加資格者名簿（工事）に登録
している場合は申請できません。

受付期間／10月2日
（月）
〜
（平日午前8時30分〜午後5時15分）

登録方法／申請書と必要書類を直接
※申請書は市ホームページ、契約検
査課にあります。

登録有効期間／
11月1日〜平成31年10月31日
内 514
問合せ／契約検査課 2○

11 広報 ふじみ 平成29年９月号

県では、多子世帯による住宅の取
得やリフォームに補助金を交付す
ることで、子育てし
やすい住環境を整備
します。
新築住宅（子育て応援
コバトン
認定を受けた新築住宅）の取得に最
大50万円、中古住宅の取得・リフ
ォームに最大70万円をいずれも取
得などにかかる諸経費に対して補
助します。
募集期限／平成30年3月15日
（木）
※予算がなくなり次第終了。詳しく
は県ホームページをご覧ください。

問合せ／県住宅課総務・民間住宅
担当 2048‑830‑5563

アスベスト対策補助制度を
活用ください
県では、民間建築物のアスベスト
対策として、アスベスト含有のお
それのある吹付け材の含有調査お
よびアスベスト除去などの工事に
対する費用の補助を行う「埼玉県
民間建築物アスベスト対策事業」
を実施しています。
民間建築物のアスベスト対策を検
討中の方は、ご相談ください。
問合せ／県建築安全課
2048‑830‑5525

埼玉県による建築物の耐震診断・
耐震改修に関する補助制度
県では昭和56年5月31日以前に建
築確認を受けて建築された次に掲
げる建物について、耐震診断や耐
震改修工事にかかる費用の一部を
補助していますのでご利用くださ
い。
対象建築物／
診療所や店舗、福祉施設などの
多くの人が利用する建物で一定規
模以上のもの
災害時に救命活動や物資の輸送
を行うための道路をふさいでしま
うおそれのある建物
問合せ／県建築安全課
2048‑830‑5527

空き家になった住宅、または空き
家になる予定の住宅を借上げる制
度の説明会を行います。
｢マイホーム借上げ制度｣ とは、
個人が所有する住宅を（一社）移
住・住みかえ支援機構が借上げ、
転貸する制度で、空室が発生した
場合も一定の賃料収入が保証され
ます。自宅を売却することなく、
住みかえや老後の資金として活用
することができます。
空き家を所有している方、空き家
になる予定の住宅を所有している
方、ぜひ説明会にご参加ください。
とき／9月24日（日）午後2時〜3時
30分 ※申込不要
場所／朝霞市中央公民館（朝霞駅
南口下車徒歩10分）

問合せ／県住宅課
2048‑830‑5571

パソコン相談室を利用しませんか
下記の施設では、パソコン好きの
仲間が集まりボランティアで相談
を受けています。
年賀状やカレンダー作り、デジカ
メ写真活用法、インターネットの
利用など、パソコンを楽しみたい
方なら大歓迎です。
気軽にお越しくだ
さい（無料、申込不
要）
。
施設名・時間／
鶴瀬公民館
毎週水曜午前10時〜正午
水谷公民館
毎週水曜午後1時30分〜3時30分
水谷東公民館
毎週火曜午前10時〜正午
針ケ谷コミュニティセンター
第2・4木曜午後1時30分〜3時30分
主催／公民館PCサポートクラブ
問合せ／鶴瀬公民館
2049‑251‑1140

I

情報ステーション

nformation station

公の施設の指定管理者

※関沢・諏訪・ふじみ野児童館は同

職種／
①嘱託生活支援員（常勤）
②相談支援補助員（パート）
勤務場所／①入間東部みよしの里
（三芳町上富322‑2）

②入間東部障がい者相談支援セン
ター（10月開所。鶴瀬東1‑9‑26）
勤務時間／
①変則勤務（シフト制）
②平日午前8時45分〜午後5時
賃金／①月額180,730円
②時間額1,540円
※①②各種手当、保険あり

問合せ／①入間東部みよしの里
2049‑258‑8130
②入間東部障がい者相談支援セン
ター 2049‑274‑3472

彩の国埼玉環境大賞の候補者募集
県内の環境保全活動を促進するた
め、ほかの模範となる優れた取組
みを実施している団体、事業者、個
人を表彰します（自薦、他薦問わず）。
応募締切／9月29日
（金）

臓器移植について
臓器移植とは
病気や事故などで臓器の機能が低
下し、移植でしか治療できない方
と死後に臓器を提供してもいいと
いう方を結ぶ医療で、善意による
臓器の提供がなければ成り立たな
い医療です。
日本で臓器の提供を待っている方
はおよそ13,000人で、それに対し
て移植を受けられる方は、年間お
よそ300人です。
臓器提供の意思表示
臓器提供の意思表示は、健康保険
証や運転免許証、マイナンバー（個
人番号）カード、意思表示カード、
インターネットでできます。提供
する、しない、どちらの意思も尊
重されます。一人ひとりが、臓器
提供について考え、家族と話し合
い、自分の臓器提供に関する意思
を表示しておきましょう。
※意思表示の方法について詳しくは、
（公社）日本臓器移植ネットワークの

※レジ袋削減のため、買い物袋をお
持ちください。

とき／9月19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○

9月21日〜30日
秋の全国交通安全運動
人も車も自転車も
安心・安全 埼玉県
交通ルールの順守と正しい交通マ
ナーの実践を習慣づけ、交通事故
を防止しましょう。
重点目標／
子どもと高齢者の安全な通行の確
保と高齢運転者の交通事故防止
夕暮れ時と夜間の歩行中・自転
車乗用中の交通事故防止
すべての座席のシートベルトとチャ
イルドシートの正しい着用の徹底
飲酒運転の根絶
内 433
問合せ／交通・管理課 2○
事業主の方へ

退職金のこと考えてみませんか
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。
※パートタイマーのための特例掛金
月額もあります。ほかの退職金・企
業年金制度などとのポータビリティ

※詳しくは県環境部環境政策課のホ

ホームページをご覧ください。

も可能です。

ームページをご覧ください。

問合せ／県疾病対策課
2048‑830‑3599

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

問合せ／県環境政策課
2048‑830‑3019

内

入間東部福祉会職員募集

9月21日〜30日は、
｢愛護動物の遺棄等
虐待防止旬間｣です。
適正飼養 動物の習性、年齢、大
きさなどに適した飼育環境や方法
で飼いましょう。
終生飼養 最後まで愛情と責任を
持って飼いましょう。
繁殖制限 子犬や子ねこが飼えな
い場合は、不妊・去勢手術をして
ください。
犬に関する相談／
朝霞保健所 2048‑461‑0468
猫に関する相談／県動物指導セン
ター南支所 2048‑855‑0484

案

募集要項の配布・問合せ／
内 203
保育課 2○
老人福祉センター
現地説明会／9月11日（月）午前10
時・老人福祉センター
募集要項の配布・問合せ／
内 385
高齢者福祉課 2○

すてるな！するな！動物虐待！
ペットの遺棄・虐待は犯罪です

市役所臨時農産物直売所は毎月第
3火曜に開設します。
富士見市産の新鮮野
菜・米・みそなどの
加工品を販売します。

ご

一の指定管理者とします。

Guidance

募 集

平成30年3月31日に指定管理期間
が終了するため、指定管理者を募
集します。詳しくは、市ホームペ
ージをご覧ください。
指定期間／平成30年4月1日〜平成
35年3月31日（5年間）
募集期間／9月1日
（金）
〜29日
（金）
関沢・諏訪・ふじみ野児童館
現地説明会／9月7日（木）午前10時
・ふじみ野児童館

つきいち〜臨時農産物直売所〜

ご案内

広報 ふじみ 平成29年９月号

12

市役所からのお知らせ
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Fujimi City Information

募 集
子 育 て

Invitation

小･中・特別支援学校
臨時的任用教員・非常勤嘱託職員

募
集

【すこやか支援員】
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／1人
勤務場所／小･中学校
勤務時間／週5日（1日6時間）
期間／2学期〜
賃金／時間額940円

【共通事項】
応募方法／応募用紙に記入し、郵
送または直接（〒354‑0021 富士見市
大字鶴馬1873‑1 学校教育課）
※詳しくは市ホームページまたは募

事業名
予 見て！食べて！
■
はじめて
離乳食教室

予 もぐもぐパクパク
■
食事相談

予
■

親子サロン

※詳しくはお問い合わせください。

集要項をご覧ください。

内 622
問合せ／学校教育課 2○

※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。

問合せ／教育相談室 2049‑253‑5313
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

健康ガイド

【小･中学校臨時的任用教員】
市内公立学校で児
童生徒の指導を行
います。
募集人数／
小学校 若干名（全科、養護教諭）
中学校 1人（数学）
勤務場所／小･中学校
勤務時間／週5日（1日7時間45分）
期間／ 小学校 ９月中旬〜
中学校 11月初旬〜
賃金／県の条例に基づき支給

【看護師】
児童生徒への医療的ケアを行います。
募集人数／1人
勤務場所／富士見特別支援学校
勤務時間／週5日（1日6時間）
期間／10月1日〜
賃金／時間額1,570円

※聴覚障がいの方はファックスでお申し込みください。

子育て応援情報
モバイルサイト
「スマイルなび」

と

き

…要予約
…申込み

…受付時間
…対象
…場所
…内容
…定員
…持ち物
水 …バス水谷コース ■
鶴 …バス鶴瀬コース
…主催 他…そのほか ■

詳

細

受 13:00〜13:20 ■
対 離乳食初期をこれから始める、または始めたばかりのお子さ
■
内 離乳食初期
場 ピアザ☆ふじみ ■
ん（おおむね生後3〜5か月児）のいる保護者 ■
9月20日㈬
定 15人
（申込順）
の話、調理のデモンストレーション、調理体験、試食
（親のみ）
■
13:30〜15:30
持 母子健康手帳、
申 9月11日
赤ちゃん手帳、
筆記用具、手ふき ■
（月）午前8時30分か
■
ら電話で ※保育あり（おおむね3〜5か月児、定員10人（申込順））
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 ■
9月25日㈪ ■
他 1人30分程度
9:00〜15:00 ■
受 9:45〜10:00 ■
対 出生体重が2,000g未満、養育医療や育成医療を利用、出生後
■
9月 6日㈬
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
10:00〜11:30
内 家族同士や保健師との交流・相談
持 母子健康手帳
場 鶴瀬西交流センター ■
■
■

9月 5日㈫

水 ■
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
鶴 ■
対 平成29年4月1日〜4月15日に生まれた子
■

9月26日㈫

水 ■
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
鶴
対 平成29年4月16日〜4月30日に生まれた子
■ ■

12か月健診

9月12日㈫

水 ■
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
鶴 ■
対 平成28年9月8日〜9月30日に生まれた子
■

１歳６か月健診

9月13日㈬

水 ■
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
鶴 ■
対 平成27年12月9日〜12月31日に生まれた子
■

３歳健診

9月27日㈬

水 ■
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
鶴 ■
対 平成26年3月生まれの子
■

４か月健診

予 乳児・母乳相談
■

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
場 健康増進センター
■
（第一子）
とお母さん ■
9月11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。

わくわく子育て
トーキング
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受 9:40〜10:00 ■
対 1歳くらいまでのお子さんとお母さん ■
場 水谷公民館
■
9月25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
第15回
小さな子どものためのコンサート

主催／
「小さな子どものためのコ
ンサート」実行委員会
申込み／９月11日（月）〜10月10日
（火）に子育て支援センターまたは
市内公私立保育所（園）
、認定こど
も園に料金を添えて直接
※詳しくは市ホームページをご覧く
ださい。

問合せ／子育て支援センター
「ぴっぴ」2049‑251‑3005

保育所のあそぼう会
保育所では月に１〜２回「あそぼ
う会」を行っています。就学前の
お子さんをお持ちの皆さん、気軽
に遊びに来てください。
10月〜平成30年2月の日程／
いずれも木曜午前10時〜11時30分
10月 12日・19日 11月

２日・16日

12月

７日

11日・25日

２月

１日・15日

１月

問合せ／
第一保育所
2049‑251‑6553
第二保育所
2048‑472‑9174
第三保育所
2049‑252‑4811
第四保育所
2049‑251‑9785
第五保育所
2049‑251‑9784
第六保育所
2049‑251‑4741
下記の保育園は日程が異なること
もあります。
ふじみ野保育園 2049‑256‑8862
こばと保育園
2049‑251‑8966

けやき子ども園「けやきっ子」
2049‑268‑7255
子どものそのBaby保育園
2049‑261‑7077
勝瀬こばと保育園 2049‑263‑8800
けやきわかば保育園 2049‑253‑8811
富士見すくすく保育園「きーちゃ
ん広場」
2090‑9442‑6517
針ヶ谷保育園
2049‑275‑0077
ナーサリースクール☆SUKUSUKU
「すーちゃん」 2090‑9442‑4899
南畑幼稚園 なんばた保育園
2049‑251‑0410
富士見れんげこども保育園
2049‑275‑0138

親子でうどん作り
「お父さん出番ですよ！」
お父さん集まれ！粉から作る本格
手打ちうどんを作りませんか。
※地域の方が指導します。

とき／９月24日
（日）
午前10時〜午後０時30分
場所／
市民福祉活動センターぱれっと
対象／小学生と保護者
定員／10組（申込順）
参加費／１組400円
持ち物／エプロン、三角きん、マ
スク、飲み物
申込み／９月７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

親子で野あそび教室（全２回）
〜楽しい魚とり・昆虫採集〜
とき・集合場所／
9月10日
（日）
・山崎公園
9月24日
（日）
・柳瀬川駅東口
いずれも午前９時集合
対象／市内在住、在勤の親子
参加費／１家族200円（保険代など）
申込み／参加費を添えて直接
問合せ／富士見市民大学事務局
（鶴瀬公民館内）

2049‑251‑1140
0

子育てコーチング講座
ぢから

「コーチングでママ力アップ！」
（全２回）
子どもの自主性をはぐくみ、親子
の信頼関係を深めるコミュニケー
ションスキルを学びます。
とき／９月21日
（木）
・28日
（木）
午前10時〜正午
場所／鶴瀬公民館
対象／幼児から小学生までの保護者
定員／30人（無料、申込順）

て

（大人300円、子ども無料）
※申込み後の返金はできません。

nformation station

子 育

とき／10月18日（水）午前10時20分
開演（10時５分開場）
場所／キラリ☆ふじみ
対象／未就学児と保護者
内容／子どものためのクラシック
曲ほか（東邦音楽大学生による演奏）
定員／400人（申込順、全席自由）
料金／親子300円

情報ステーション

※保育あり
（定員15人、申込順）

講師／斉藤智子氏（東京コーチング
スクール校長）

申込み／９月４日（月）から平日午
前9時〜午後5時に
直接または電話で
問合せ／
鶴瀬公民館
2049‑251‑1140

さいたまの水と森ふれあい体験
（水源林散策、滝沢ダム見学）
とき／10月29日
（日）
午前７時20分〜午後６時
※熊谷駅（午前７時20分）または西武
秩父駅（午前８時40分）集合

場所／荒川上流の水源林、滝沢ダ
ム（秩父市）
※バスで移動します。

対象／県内在住の小学生以上
※小・中学生は保護者同伴で可

定員／50人
（無料。応募多数の場合は抽選）
※初めて参加する方を優先します。

持ち物／昼食
申込み／９月１日（金）〜29日（金）
（必着）
に往復はがきで
※
「さいたまの水と森ふれあい体験」、
住所、氏名、電話番号、学年（小・中
学生の場合）
、希望の集合場所を記入

申込先：
〒330‑9301（所在地は記載不要）
県土地水政策課
※県ホームページからも応募可

問合せ／県土地水政策課
2048‑830‑2189
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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
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ふじみ野じゅく公開講座

学 ぶ
Learning

感染症に気をつけましょう！
〜お口のケアを大切に〜

学 ぶ
子
育
て

食を通じて、地域の健康を推進し
てくださる方を養成する講座です。
とき／10月４日・18日、11月１日、
12月６日・20日、２月７日
いずれも水曜午前10時〜午後２時
45分（下線日は午前10時〜正午）

だ液の減少や薬の副作用は口内ト
ラブルの原因となり、感染症にか
かりやすくなります。予防のため
の口腔ケアについて学びましょう。
とき／９月15日
（金）
午前10時〜11時30分
場所／ふじみ野交流センター
定員／40人（申込順）
講師／平野道夫氏（富士見市・三芳

※上記のほか、
「健康づくり料理講習

町薬剤師会学術部理事）

会」に参加していただきます。

申込み／９月５日
（火）
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

ヘルスメイト（食生活改善推進員）
養成講座（全６回）

場所／ふじみ野交流センター
※10月4日、2月7日はピアザ☆ふじみ

対象／ヘルスメイトとしてボラン
ティア活動ができる市内在住のお
おむね62歳までの女性
内容／調理実習、運動実習（ヨガ）、
栄養に関する講義など
定員／15人程度（申込順）
費用／60円（保険代）
申込み／9月27日（水）までに電話で
※参加する本人が
お申し込みください。

問合せ／
健康増進センター
2049‑252‑3771

食文化講座 太巻き祭りずし
房総地方でお祝い事
などに作られる「太
巻き祭りずし」を作
ります。
とき／9月29日
（金）
午前10時〜午後0時30分
場所／ふじみ野交流センター
対象／市内在住、在勤の方
定員／16人（申込順）
講師／地域活動栄養士PFCの会
参加費／800円（材料代）
持ち物／エプロン、三角きん、さ
らしふきん、巻きす、ラップ、持
ち帰り用の入れもの
申込み／９月５日（火）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
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消費者被害防止サポーター
養成講座
とき／９月20日
（水）
午前10時〜午後３時
場所／三芳町役場
内容／消費者被害の状況や実例に
ついて学びます。受講後、希望者
は消費者被害防止サポーターに登
録することができます。
※年に数回、サポーター向けのフォ
ローアップ講座を開催します。

参加費／300円（保険・山ごはん代）
※別途電車代など実費負担あり
や

ほ

ほ

講師／埜歩歩富士見山の会
申込み／平日午前９時〜午後５時
に直接または電話で
問合せ／
鶴瀬公民館 2049‑251‑1140

子育て
Child-rearing

子育て講座「にんぎょうげき」
人形劇を初めてみるお子さんも楽
しめるにんぎょうげきです。
※無料、申込不要

とき／９月15日
（金）
午前11時〜11時30分
（午前10時45分開場）

場所／鶴瀬西交流センター
対象／未就学児と保護者
出演／人形劇あゆ（東風）
持ち物／靴袋
問合せ／子育て支援センター
「ぴっぴ」2049‑251‑3005

スポーツの秋到来！
スケートへ行こう!!

※消費者被害とは、振り込め詐欺や、

とき／10月１日
（日）
午前８時50分〜午後５時

架空請求などの悪徳商法による被害

※みずほ台駅改札前集合、解散

のことです。

※保護者の送迎をお願いします。

共催／非営利法人埼玉消費者被害
をなくす会、三芳町
申込み／電話で（無料、要予約）
問合せ／三芳町観光産業課
商工観光担当
内 215
2049‑258‑0019 ○

場所／さいたまアイスアリーナ

山のススメ
〜公民館の山登り入門講座〜
気軽で安全に楽しめる山登りを一
緒に学びませんか。
とき／
講義 ９月23日
（祝）
午後１時30分
実習 10月28日
（土）
場所／ 講義 鶴瀬公民館
実習 高尾山（東京都八王子市）
対象／市内在住・在勤者
定員／20人

（上尾市）

対象／小学３〜中学３年生
定員／25人（申込順）
参加費／
小学生 1,800円 中学生 2,560円
※交通費、入場料など

持ち物／昼食、飲み物、雨具、手
袋、長袖、長ズボン、帽子
主催／富士見市青少年相談員協議会
申込み／９月１日（金）〜12日（火）
午前９時から直接または電話で
（土・日曜除く）
内 340
問合せ／子育て支援課 2○

I

情報ステーション

nformation station

かんたんエアロビクス

学 ぶ
Learning

〜初秋の水子貝塚公園を描こう〜
とき／９月27日
（水）
午前９時〜午後３時
場所／水子貝塚公園
定員／15人
とうげ と く み
講師／峠徳美氏（市美術協会・市民
人材バンク登録者）

持ち物／鉛筆（2B）、画用紙（B4か
らB3程度）、水彩道具、画板、イ
ーゼル、いす、昼食
申込み／９月４日
（月）
から電話で
内 633
問合せ／生涯学習課 2○

音楽にあわせて有酸素運動を行い、
楽しく健康・体力づくりを行いま
しょう。
※埼玉県コバトン健康マイレージ参
加者には市のポイントがつきます。

問合せ／
健康増進センター
2049‑252‑3771

学 ぶ

市民人材バンクモデル事業
スケッチ体験

申込み／９月１日
（金）
から電話で
※参加するご本人がお申し込みください。

普通救命講習Ⅰ

とき／10月１日
（日）
午前10時〜
11時30分（受付：９時40分）
場所／健康増進センター
対象／市内在住の18歳以上で医師
から運動制限を受けていない方
内容／初心者向けのエアロビクス
定員／30人（申込順）
講師／エアロビクスインストラク
ター
参加費／30円（保険代）
持ち物／運動できる服装、シュー
ズ、タオル、飲み物

とき／９月23日
（祝）
午前９時〜正午
場所／消防本部４階大講堂
対象／市内在住、在勤、在学の方
定員／30人（申込順）
申込み／９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

市民大学後期講座追加募集
後期講座の受講者を追加募集して
います。
とき・内容／
いずれも午前10時〜正午
とき

内容

行政と市民生活
（全4回）
9/8（金）
〜快適なマンション生活
〜29（金）
を送るために〜

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）
※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。
※中央図書館は大規模改修工事のため平成30年3月31日まで休館します。なお、臨時窓口は、平成
30年2月28日まで設置しています。

９月のおはなしかい＆映画会
内 容

※そのほか公開講座1回あり

ことばと文化
9/30（土） （全6回）
〜11/4（土） 〜古事記と風土記とを深
読みする〜
ゆたかな日本語
平成30年
（全5回）
1/14（日）
〜俳句を深く味わうため
〜2/11（祝）
の文語文法〜
国際社会学
（全6回）
1/13（土）
〜アメリカトランプ号出
〜2/17（土）
航１年、その政策を読み
解く〜

場所／
みずほ台コミュニティセンター
※「国際社会学」
のみ鶴瀬公民館

対象／市内在住、在勤の方
申込み／平日午前９時〜午後５時
に直接または電話で
問合せ／富士見市民大学事務局
（鶴瀬公民館内） 2049‑251‑1140

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

一般映画会
鶴瀬西
分
館 おはなしかい（乳幼児）

と

き

２日
（土）
午後２時「夏の庭」
（1994・日本）
監督／相米慎二 出演／三國連太郎
※当日午後１時30分から整理券配布

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
おはなしかい（幼児・小学生） 17日(日)午後２時30分
こども映画会
23日（祝）午前11時「日本の昔ばなし」
ふじみ野
おはなしかい（乳幼児）
８日
（金）
午前11時
分
館
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。

多肉植物の寄せ植え講座
多肉植物の寄せ植えを手軽にで
きる体験型の講座です。
とき／９月21日
（木）
１回目 午前10時〜10時40分
２回目 午前11時〜11時40分
※各回とも内容は同じです。

場所／図書館鶴瀬西分館
対象／18歳以上
定員／各回15人（申込順）

講師／ガーデニング専門店スタ
ッフ
参加費／1,500円（材料代）
持ち物／エプロン
申込み／９月1日（金）午前９時
30分から鶴瀬西分館へ直接また
は電話で
問合せ／図書館鶴瀬西分館
2049‑252‑5945
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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

イベント

国際交流フォーラム2017
世界への「とびら」

Event

イベント

第19回勝瀬de縁日
〜地域の絆 勝瀬de縁日〜
地域の子どもたちのふるさとづく
りと住民交流を目的に開催します。
とき／9月2日
（土）
正午〜午後5時
場所／勝瀬原記念公園
（ふじみ野駅東口徒歩5分、
、
駐車場はありません）
※天候不良時はふじみ野
交流センターで開催
遊び

内容／
竹とんぼ、けん玉、ヨーヨー釣
り、
くじ、
ストラックアウトなど

模擬店

焼きそば、焼き鳥、だんご、か
けうどん、コロッケ、かき氷、
大学イモ、飲み物、手作り小物
など

催し物

正午〜 寄せ太鼓、子ども山車、
お囃子
午後１時〜 ピエロパフォーマ
ンス、ふじみ野小学校歌声リー
ダー、
勝瀬小学校ダンスクラブ、キッ
ズダンス、勝瀬中学校吹奏楽、和
太鼓
午後４時30分〜 盆踊り

主催／
第19回勝瀬de縁日実行委員会
問合せ／ふじみ野交流センター
2049‑261‑5371

針コミでJAZZ!! Vol.４
とき／９月24日
（日）
午後２時
場所／針ケ谷コミュニティセンター

さまざまな外国文化のイベントを
通じて、交流を楽しめます。
外国のお菓子のプレゼントタイム
もあります。お気軽にお立ち寄り
ください。
とき／10月７日
（土）
午前11時30分〜午後３時30分
場所／キラリ☆ふじみ
内容／
外国籍市民の主張 文化の違いな
どを日本語でスピーチします。
アトラクション 富士見太鼓の会
の演奏、太極拳の演舞、フラダン
ス、ベリーダンス、ゴスペルなど
体験ブース 民族衣装や着物の試
着と記念写真プレゼント、外国の
てん
遊び体験、フラワーアレンジ、篆
こく
刻体験、ミニ白バイ展示と警察官
制服試着体験など
主催／市、市教育委員会、富士見
市国際友好協会
問合せ／
内 270
人権・市民相談課 2○
内
生涯学習課 2○632

ミニ鉄道クラブによる
ミニ鉄道運転会（９〜12月）
運転日／いずれも日曜（雨天中止）
午前10時〜正午、午後１時〜２時

※無料

９月 10日・24日

10月 ８日

曲目／オン・ザ・サニー・サイド・
オブ・ストリート、A列車で行こ
う、世界は日の出を待っている、
ダイナ、聖者の行進ほか
出演／早稲田大学ニューオルリン
ズジャズクラブ
主催・問合せ／
針ケ谷コミュニティセンター
2049‑251‑8478

11月 12日・26日

12月 10日

場所／むさし野緑地公園
参加費／無料
※車での来場はご遠慮ください。自
転車は指定の場所（公園内）に駐車し
てください。
※未就学児は、保護者同伴で可
※傷害保険（無料）へ加入するため氏
名、住所の記入が必要です。
※富士見ふるさと祭り（10月28日（土）
、
文化の杜公園）でも実施します。
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富士見市ミニ鉄道クラブ会員募集
ミニ鉄道の運転などをボランティ
アで行っています。興味のある方
は、当日直接お申し出ください。
内 257
問合せ／協働推進課 2○

第12回鶴瀬西交流センター
フェスティバル
とき／
９月30日
（土）
、10月１日
（日）
場所／鶴瀬西交流センター
※駐車場はありません。
30日
（土）
午前10時〜午後４時30分
開会式（午前10時）
つるせ台小学校合唱部による合唱、
尚美学園大学「匠 」による合唱、
富士見高等学校吹奏楽部による演
奏
あそびのひろば（午前11時〜午後3時）
プラバンなど
展示
絵 画、 俳 句、 手 芸 品、 写 真、 書、
七宝焼、陶芸、飾り凧絵、はがき絵、
水墨画、子どもの書道、絵手紙、篆刻
模擬店
飲み物、わたあめ、焼きそばなど
１日（日）午前10時〜午後４時
展示
舞台発表
コーラス、パワーアップ体操、詩吟、
現代尺八・オカリナ・ピアノ・ギ
ター演奏、空手演舞、太極拳、フ
ラダンス、ラウンドダンス、舞踊、
子ども舞踊、マジック、
カラオケ
模擬店
飲み物、フリーマーケット、新米
のつかみどりなど
閉会式（午後４時）

主催／第12回鶴瀬西交流センター
フェスティバル実行委員会
問合せ／鶴瀬西交流センター
2049‑251‑2791

第42回
ふうじゅさい
富士見高等学校文化祭（楓樹祭）
とき／９月24日
（日）
午前10時〜午後３時
場所・問合せ／富士見高等学校
関谷 2049‑253‑1551

I
市民総合体育館のお知らせ
問合せ 2049‑251‑5555

※優勝チームには賞品あり

とき／９月23日
（祝）
午前10時〜午後３時
対象／高校生以上
定員／８チーム
参加費／１チーム 8,000円
キラリ☆スポーツカレッジ
楽しい卓球（全10回）
とき／いずれも水曜
10月 ４日・11日・25日
11月 １日・８日・15日・29日
12月 ６日・13日・20日

初心者コース
午前９時〜10時50分
経験者コース
午前11時〜午後０時45分
定員／各20人（申込順）
参加費／5,000円
弓道教室 後期（全５回）
心得から作法まで丁寧に指導します。
とき／いずれも土曜
午前9時45分〜11時45分
９月 23日・30日
10月 ７日・14日・21日

対象／高校生以上
定員／20人（申込順）
参加費／2,000円
健康増進呼吸法スーパーボイス
（全９回）

腹式呼吸によるトレーニングを行
い、新陳代謝を高めます。
とき／いずれも水曜
午前10時〜11時30分
９月 13日・27日

nformation station

水子貝塚星空シアター2017
とき／９月２日（土）午後３時〜８
時15分 ※雨天時は９月３日（日）
場所／水子貝塚公園
※ペットを連れての入場はご遠慮ください。
※駐車場は水谷小学校校庭をご利用ください。

やきこども園・みずたに幼稚園・ほんご
う幼稚園・富士見れんげこども園）
、御
柱行列、みんなで歌っておどろう
縄文体験 午後３時〜５時
まが玉づくり（150円）、火起こし・
やり投げ体験、つると麻ひもの壁
飾りづくりなど

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
ミニチュア土器づくり
とき／９月16日
（土）
・18日
（祝）
午前10時、午後１時30分
（いずれも30分前から受付）

場所／体験学習室
対象／小学生以上
（未就学児は保護者同伴で可）

※映画鑑賞には敷物をご用意ください。

主催／水子貝塚星空シアター実行
委員会、水子貝塚資料館
協力／富士見市消防団第７・８分
団、水谷公民館

問合せ 2049‑251‑9686
休館日：月曜（祝日の場合は翌日）
ふじみジュニア考古学クラブ
目指そう！未来の考古学者（全５回）
とき・内容／
10月７日
（土）「考古学ってなあに？」
9:00〜12:00 黒曜石の石器づくり
「縄文土器と水子貝塚を
10月21日
（日）
知ろう」
9:00〜12:00
土器の模様を写しとろう

定員／各40人（先着順）
参加費／100円（材料代）

11月11日
（土）「県内の史跡めぐり」
9:00〜17:00 さきたま古墳ほか
（予定）

※申込不要。直接お越しください。

11月25日
（土）「遺跡を発掘してみよう」
9:00〜15:00 （市内）

土器づくり教室
（全４回）
市内の遺跡から出土した縄文土器
をモデルに、粘土をこねるところ
から、本格的な縄文土器づくりに
挑戦します。
とき・内容／いずれも日曜
10月１日 粘土こね、事前学習

11月 １日・８日・22日

10月22日 粘土をつみあげ土器を成形

12月 ６日

10月29日 土器をみがいて仕上げ

【共通事項】
場所／市民総合体育館
申込み／午前８時30分〜午後９時
30分に直接または電話で
主催／
（公財）
キラリ財団

模擬店 午後３時〜８時10分
映画「SING シング」
午後６時30分
〜８時10分

内容／
ステージ 午後３時〜６時30分
富士見太鼓の会、こけぴよミニライブ、
プアヒナノフラマリエ、おみこし（け

10月 ４日・18日・25日

定員／30人（申込順）
参加費／4,500円

問合せ 2049‑251‑9686
休館日：月曜（祝日の場合は翌日）

12月３日 製作した土器を焼成して完成

場所／体験学習室、水子貝塚公園
定員／15人
参加費／500円（材料代など）
協力／富士見市資料館友の会土器
づくり部会
申込み／９月９日（土）から直接ま
たは電話で

「弥生時代と古墳時代を
12月９日
（土） 知ろう」
9:00〜12:00 貝のブレスレット（腕輪）
づくり

対象／小学４〜６年生
定員／15人（応募多数の場合は抽選）
参加費／500円
申込み／９月９日
（土）
〜24日
（日）
午前９時〜午後５時に直接または
電話で

土器の模様を写しとっているようす
（拓本）
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イベント

フットサル交流大会
リーグ戦を行います。

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

イベント
Event

鶴瀬駅集合Ｄコース ｢新河岸川
サイクリングと歴史巡りコース｣

イベント

（富士見市･ふじみ野市方面）

県南西部地域自転車ツアー
とき／①９月24日（日）午前９時〜
午後３時（荒天時：10月１日（日））
②10月14日（土）午前９時〜午後３
時（荒天時：10月21日（土））
対象／小学生以上（小・中学生は保護者
同伴で可。13歳未満はヘルメット着用）
※飲食代、拝観料などは自己負担

内容／南西部地域をボランティア
ガイドと巡ります（無料）。
①コース
鶴瀬駅集合Ｃコース
「川越街道と
循環型農業の三富新田巡りコース」
（富士見市･ふじみ野市･三芳町方面）

難波田城資料館のお知らせ
資料館友の会作品展
手作りの土器、拓本、織物、竹か
ごなどの作品を展示します。
とき／９月９日
（土）
〜10月１日
（日）
午前9時〜午後5時（最終日は午後3時）
場所／特別展示室（無料）
ちょっ蔵市「おはぎ」販売
手作りあんこを使った、田舎風お
はぎを販売します。
とき／９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
ちょこっと体験
子どもでも手軽にできる昔体験です。
※無料、申込不要

とき・内容／午後１時〜３時
２日
（土） 縄ない
３日
（日） パラシュート作り
９日
（土） はたおり
10日
（日） 新聞弓矢
16日
（土） いろりの日
17日
（日） パッチンなんばった
18日
（祝） 紙ひこうき
23日
（祝） はたおり
24日
（日） トントン相撲
30日
（土） わたくり
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②コース
志木駅集合Ａコース「女子大生
推薦！パワースポット・グルメコ
ース」（志木市・朝霞市・新座市方面）
和光市駅集合Ｂコース「オリン
ピック・パラリンピックの街体感
（朝霞市・和光市・新座市方面）
コース」
定員／①各コース12人
②各コース30人

※詳しくは県ホームページをご覧く
ださい。

問合せ／県南西部地域振興センター
2048‑451‑1110 ℻048‑451‑1113
▽ j5111104@pref.saitama.lg.jp
□

第39回市民健康増進スポーツ
大会（10月〜平成30年３月）
種目・とき／
種目

とき

柔道

10月１日
（日）

ソフトバレーボール

10月９日（祝）

※応募多数の場合は抽選

空手道

10月15日（日）

申込み／①９月14日（木）、②10月
２日（月）までにメール、FAXまた
は電話で

ゴルフ

10月11日（水）

ボウリング

10月22日（日）

剣道

10月29日（日）

※申込書は9月1日（金）から県ホー

少林寺拳法

10月29日（日）

ムページで入手可

グラウンドゴルフ

10月29日（日）

ペタンク

11月26日（日）

陸上競技

12月10日（日）

小学生バレーボール

12月24日（日）

スキー

２月３日（土）

バスケットボール

２月４日（日）

バドミントン

２月11日（祝）

問合せ 2049‑253‑4664
休館日：月曜（祝日の場合は翌日）
ふるさと体験「お月見だんごづくり」
お月見団子を作り、試食します。
とき／９月10日
（日）
午前10時〜正午
場所／旧金子家住宅
定員／８組（申込順）
講師／市民学芸員
参加費／１組500円
持ち物／エプロン、三角きん、持ち
帰り容器
申込み／９月１日（金）〜３日（日）
午前９時〜午後５時に電話で

場所／市民総合体育館、第２運動
公園ほか
※詳しくはお問い合わせください。

平成30年度市民健康増進スポーツ
大会開催種目募集
大会開催を希望する団体などは、
申込書を記入し９月30日（土）まで
に提出してください。
※申込書は富士見市体育協会にあり
ます。

拓本体験教室
石碑の文字を和紙に写しとる「拓
本 」を体験します。作品はカレン
ダーに仕上げます。
とき／９月30日
（土）
午前10時〜午後３時
場所／講座室 定員／８人（申込順）
講師／資料館友の会拓本部会
参加費／500円（材料代）
持ち物／昼食
申込み／直接または電話で

問合せ／富士見市体育協会
2049‑254‑9510

新体力測定
握力、上体起こし、長座体前屈など
の測定をし、体力年齢を調べます。
とき／10月14日
（土）
午前９時〜正午
場所／市民総合体育館
定員／50人（申込順）
参加費／300円
申込み／午前８時30分〜午後９時
30分に直接または電話で
主催／（公財）キラリ財団
問合せ／市民総合体育館
2049‑251‑5555

I

nformation station

Event

スポーツ交流を通して、
障がいについて知ろう
障がい者スポーツ選手を招き、競
技の体験や講演を行います。
とき／９月30日
（土）
午前10時〜午後3時30分

たかよし

ゆ

み

ひで

かつ

※競技体験希望の方は、9月4日
（月）
〜15日（金）にメール、FAXまたは電

イベント

場所／市民総合体育館
対象／小学4年生以上
内容／車いすバスケットボール・デ
フフットサル・視覚障がい者柔道の
競技体験、デモ試合の観戦、障がい
についての講演など
講師／埼玉ライオンズ（車いすバス
ケットボール）、風間隆由氏・風間
裕 未 氏（デフフットサル）、高橋秀
克氏（視覚障がい者柔道）

イベント

話でお申し込みください（柔道は経
験者のみ）
。
※詳しくは富士見市社会福祉協議会
ホームページをご覧ください。

問合せ／富士見市社会福祉協議会
2049‑254‑0747 ℻049‑255‑4374
▽ kyoudou@fujimi-shakyo.or.jp
□

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○

イベント
第11回絵画クラブ ｢アトリエ｣ 作品展
9月4日㈪ 〜18日㈷10 :00〜17 :00（ 初日は
13:00から、最終日は15:00まで）／針ケ谷コミ
ュニティセンター／水彩画／無料／
横田 2049‑251‑6001

水谷田んぼ展示会
9月23日㈷・24日㈰10:00〜17:00（最終日は
16:00）／キラリ☆ふじみ／水谷田んぼ付近
で撮影した田んぼや生き物の写真展示／主
催水谷田んぼの会／無料／
木内 2090‑6305‑4648
ふれあいの集い歌謡祭
9月24日㈰10:30〜16:30（10:00開演）／キラ
リ☆ふじみ／主催富士見カラオケ愛好会／無
料／小池 2080‑3400‑5577
第17回かがやき文化祭
作品展示 9月25日㈪〜30日㈯9:30〜17:00、
舞台発表 9月28日㈭11:00〜16:00／キラリ☆
ふじみ／無料／主催全日本年金者組合富士
見支部／小倉 2049‑253‑0037

●

ゴルフ富士見オープン兼市民健康増進
スポーツ大会
10月11日㈬／ノーザンCC錦ケ原ゴルフ場／
市内在住、在勤者／参加費5,000円（プレー
代別途）／主催富士見市ゴルフ協会／締切
9月20日㈬ ／共催富士見市／
谷口 2049‑252‑9955
公開ハイキング 赤城長七郎山（群馬県）
10月15日㈰ふじみ野駅東口6:10集合／赤城
の山と湖を楽しみましょう／定員33人（申込
順）／参加費5,500円（バス･保険代）／主催
埜歩歩富士見山の会／
市原 2049‑255‑8495(8:00〜12:00）
第2回デジタル写真講座（全2回）
10月21日㈯･22日㈰9:30〜17:00／鶴瀬駅西
口サンライトホール／写真表現の上手になるコ
ツを学びます／定員10人（申込順）／参加費
2,000円／主催ＪＲＰ埼玉ふじみ野支部／
鈴木 2049‑263‑1526

ゆずります
冷蔵庫（2ドア･高さ150㎝ ･平成2年製）／折りた
たみベッド／座イス／スリムファン（扇風機）／
外壁用タイル（DIY用10×10㎝）／エレクトーン
／夏･冬用洋服（女児用110〜130㎝）／七五三用
作り帯（女児用）／ペット用クレート（犬・猫）／
チャイルドシート

緑のボランティア
10月22日㈰9:00〜12:00／市民緑地 ｢諏訪
の森｣ ※氷川神社境内集合（諏訪1丁目）／
小4以上（小3以下は保護者同伴で可）／ご
み拾い、下枝･下草刈り、木道づくりなどの
環境保全活動（作業のできる服装でお越しく
ださい）／主催すわ･氷川森の会、富士見ロ
ータリークラブ／柳田 2090‑3228‑4092

募 集
hamちゃんず English club
月3〜4回金曜18:00〜18:50／ふじみ野交流
センター／小2〜4程度／ネイティブの外国人
講師と楽しく英会話（初級）／入会金1,000円
／月会費4,000円／阿部 2090‑3908‑1884
英会話 富士見アカデミア
毎週土曜10:00〜11:40／みずほ台コミュニテ
ィセンター／高校生以上／英語圏の外国人
講師を招き、自由に英語で会話しています／
月会費2,000円／体験あり
（500円、要予約）
／浜田 2049‑268‑1302

ご利用ガイド

8 月 7 日現在●

問合せ／環境課

ゴスペル ブライトサイド10周年コンサート
（〜仮面舞10会〜）
10月22日㈰14:00開演／キラリ☆ふじみ／無
料／狩野 2080‑6523‑9702

内 246
2○

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
冷蔵庫／卓上ミシン／アイロン台／物干しピンチハンガー／プラスチ
ック衣装ケース（小）／子ども用自転車（16〜22㌅）／自転車（女子用24
㌅）／自転車（大人用）／大人用三輪自転車／ナンバーディスプレイ対
応電話機／キャンプ用テント（1〜2人用）／本郷中制服（男子用150㎝以
上）／本郷中ジャージ（赤M）／中学のスクール水着（女子用140〜150㎝）

広報 ふじみ 平成29年９月号

20

くらしのリユース

秋の山野草展
9月23日㈷・24日㈰12:00〜17:00（最終日は
16:00）／キラリ☆ふじみ／主催やまびこ山草
会／無料／田村 2049‑252‑4942

第18回植物画同好会作品展
10月1日㈰ 〜6日㈮10 :00〜16 :30（初日は
13:00から、最終日は16:00まで）／キラリ☆ふ
じみ／植物のありのままの姿を細密に描いた
約50点の展示／無料／
佐藤 2049‑251‑8305

市民伝言板

市民伝言板

情報ステーション

