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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

国民健康保険事業の運営に関する
重要事項を審議する協議会委員を
募集します。
募集人数／１人程度
応募資格／73歳未満の富士見市国
民健康保険被保険者の方（住所地
特例の方は除く）で、国保税の滞納
がない方
任期／4月1日～平成31年3月31日
会議／年4回程度（主に平日昼間）
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・職業・電話番号を記入し、
郵送または直接
※市ホームページからも応募可
応募期間／
2月6日（月）～24日（金）（必着）
応募先／〒354-8511（所在地は記載
不要）富士見市役所保険年金課
問合せ／保険年金課　2○内278

個別面接会と就職相談を行います。
とき／2月24日（金）
午後1時～4時
（受付：午後0時30分）
※無料、申込不要
場所／越谷サンシティホール
対象／保育士、保育補助などとし
て保育分野での就職を希望する方
持ち物／履歴書、自己ＰＲ書など
（複数枚）、ハローワークカード（お
持ちの方）
参加企業／45社（予定）
※詳しくは、埼玉労働局ホームペー
ジをご覧ください。
問合せ／埼玉労働局職業安定課
2048-600-6208

とき／2月26日（日）午前10時
※荒天の場合は、3月5日（日）に実施
場所／三芳町総合体育館
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
 手話通訳士資格者または手話通
訳者全国統一試験合格者
申込み／障がい福祉課にある申込
書に記入し、2月1日（水）～10日
（金）（必着）までに郵送または直接
（〒354-8511（所在地は記載不要）富
士見市役所障がい福祉課）
※選考会で受験資格を
審査し、2月20日（月）
ごろに受験資格審査結
果通知書を郵送します。
問合せ／障がい福祉課　2○内327

パートタイム労働法セミナー
とき／3月16日（木）午前10時～正午
内容／労働法の解説、就業規則の
確認時に気を付けたい注意点など
定員／20人（申込順）
講師／髙木美香氏（NPO法人キャリ
アプラザ埼玉 社会保険労務士）

就職個別相談
とき／3月16日（木）午後1時15分
～4時（1人45分）
内容／就職・転職に関する全般的
な相談、カウンセリング
定員／3人（申込順）
相談員／春

すの

原
はら

義
よし

憲
のり

氏（NPO法人キャリ
アプラザ埼玉 キャリアコンサルタント）

【共通事項】
場所／鶴瀬駅西口サンライトホール
※駐車場、駐輪場はありません。公
共交通機関をご利用ください。
対象／市内在住、在勤の方
持ち物／筆記用具
※無料、託児なし、どちらか一方の
申込みも可
申込み・問合せ／2月13日（月）か
ら産業振興課（2○内383）へ電話で

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
などの加工品を販売します。
とき／2月21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

縦覧
事業実施区域／朝霞市大字浜崎390
番地の45
縦覧・閲覧期間／2月1日（水）～
28日（火）（土･日曜、祝日を除く）
縦覧場所／朝霞市クリーンセンター
閲覧場所／富士見市役所環境課
意見の書提
提出方法／3月14日（火）までに、
朝霞市クリーンセンターへ郵送、
FAX、電子メールまたは直接
※詳しくは、朝霞市ホームページを
ご覧ください。
問合せ／朝霞市クリーンセンター
〒351-0033　朝霞市大字浜崎390番
地の45
2048-456-1593　℻048-456-3655
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富士見市・三芳町
登録手話通訳者認定試験

平成28年度
県東地域保育士合同就職面接会

パートタイム労働法セミナー
＆就職個別相談

富士見市国民健康保険運営協
議会委員

朝霞市クリーンセンター
ごみ処理施設建設事業生活環
境影響調査書の縦覧

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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ワンプレートの簡単メニューを親
子で楽しく作りませんか。
とき／2月12日（日）午前10時～午
後2時（受付：午前9時45分～）
場所／ふじみ野交流センター
対象／市内在住の年長～小学生の
お子さんと保護者
メニュー／とん汁、オープンいな
り、鮭のちゃんちゃん焼き風、ヨ
ーグルトサラダ、季節のフルーツ
※アレルギーのある方は要相談
定員／8組程度（申込順）
参加費／1人300円（食材費など）
持ち物／三角きん、エプロン、ふ
きん、手ふき、筆記用具
主催／富士見市食生活改善推進員
協議会
申込み・問合せ／2月1日（水）午
前8時30分から健康増進センター
（2049-252-3771）へ電話で

出品部門／日本画、洋画、彫刻、
工芸、書、写真
※各部門規格制限あり、開催要項参照
資格／県内在住、在勤、在学の15
歳以上の方（中学生を除く）
出品点数・手数料／各部門3点ま
で。1点につき3,000円
※応募方法など詳しくは、県ホーム
ページ、県生涯学習文化財課、富士
見市地域文化振興課・公民館・図書館
などにある開催要項をご覧ください。
県展開催期間／5月30日（火）～6
月21日（水）（月曜休館）
場所／県立近代美術館
問合せ／県生涯学習文化財課
2048-830-6921

　　　　
4月からの利用者を募集します。
（1世帯1区画。応募多数の場合は抽選）
募集区画数／205区画（1区画約30㎡）
申込資格／市内在住の方で、草刈り
などの適切な区画管理ができる方
場所／鶴馬3丁目地内（山崎公園西側）
利用期間／4月1日から約3年間
利用料／年間6,000円（毎年4月に納入）
申込み／はがきなどに農園利用希
望と書き、住所、氏名、電話番号
を記入し郵送または直接（〒354-
8511（所在地は記載不要）富士見市役
所産業振興課）
申込期間／2月6日（月）～28日（火）
（消印有効）
※利用決定の際は、入間東部シルバ
ー人材センター富士見事務所で手続
きをお願いします。農園に水道、ご
み捨て場、駐車場はありません。
問合せ／産業振興課　2○内244
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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
 2月18日㈯
 9:30～15:30

■対初めての出産
を平成29年5・6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
 3月 2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

 2月27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
 2月 6日㈪ ■水

■鶴
■受 12:50～13:40　■場健康増進センター
■対平成28年9月1日～9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

 2月21日㈫ ■水
■鶴
■受 12:50～13:40　■場健康増進センター
■対平成28年9月16日～9月30日に生まれた子

12か月健診  2月14日㈫ ■水
■鶴
■受 12:50～13:40　■場健康増進センター
■対平成28年2月16日～3月10日に生まれた子

１歳６か月健診
 2月 7日㈫ ■水

■鶴
■受 12:50～13:40　■場健康増進センター
■対平成27年4月24日～5月16日に生まれた子

 2月22日㈬ ■水
■鶴
■受 12:50～13:40　■場健康増進センター
■対平成27年5月17日～6月8日に生まれた子

３歳健診  2月15日㈬ ■水
■鶴
■受 12:50～13:40　■場健康増進センター
■対平成25年8月生まれの子

■予  乳児・母乳相談  2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

 2月18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

おやこ食育教室 「打越市民農園」利用者

第67回埼玉県美術展覧会作品募集
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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

多肉植物を中心
に、箱庭を作り
ます。初心者大
歓迎！
とき／2月16日（木）午前10時～正午
場所／鶴瀬西交流センター　
定員／16人（申込順）
講師／中山由貴氏
（フラワー装飾1級技能士）
参加費／2,000円
申込み／2月1日（水）～10日（金）
に参加費を添えて直接
問合せ／鶴瀬西交流センター
2049-251-2791

生活習慣や食事の基
本を学びませんか。
とき／2月22日（水）
午前9時30分～11時30分
（受付：午前9時15分～）
場所／健康増進センター
対象／おおむね74歳までの方
定員／30人（無料、申込順）
持ち物／健康診査または人間ドッ
クなどの健診結果（お持ちの方）
申込み・問合せ／健康増進センター
2049-252-3771

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／3月1日（水）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
メニュー／簡単手作りパン、鯵

あじ

の
アクアパッツァ風、ブロッコリーと
コーンの豆乳チャウダー、デザート
定員／20人（申込順）
参加費／450円（材料代など。当日集金）
申込み・問合せ／健康増進センター
2049-252-3771　

起業したい・経営を学びたい方を
対象に、起業に関する基礎知識を
学ぶセミナーを開催します。 
※セミナー受講後は、特定創業支援
事業の証明書を発行します。
とき／2月19日（日）、3月5日（日）・
11日（土）・18日（土）
いずれも午前10時～正午
場所／鶴瀬西交流センター
内容／起業のポイント、事業計画
の作り方、マーケティング戦略、
財務知識、人材活用など
定員／20人（無料、申込順）
講師／中小企業診断士など
申込み／2月1日（水）から電話で
問合せ／産業振興課　2○内253

ドナルド・トランプ氏がアメリカ
大統領に就任すると、世界はどの
ような影響を受けるのか。また、
対日関係はどう変化していくのか、
その真相に迫ります。
とき／2月25日（土）
午後1時30分～3時30分
場所／鶴瀬コミュニティセンター
定員／200人（無料、先着順）
講師／堀江則雄氏
（法政大学社会学部講師）
主催／NPO法人富士見市民大学
問合せ／富士見市民大学事務局
（鶴瀬公民館内）　2049-251-1140

とき／2月3日（金）
午後4時～4時30分
対象／小学生以上
（未就学児は要相談）
場所・問合せ／諏訪児童館　
2049-255-6671

とき／2月19日（日）　
午前8時40分～午後4時30分
※みずほ台駅改札前集合
※保護者の方が送迎をお願いします。
場所／S

スキップ

KIPシティ　彩の国ビジュ
アルプラザ（川口市上青木3-12-63）
対象／小中学生
定員／25人（申込順）
参加費／小学生780円、
中学生1,340円（交通費など）
持ち物／弁当、飲み物、レジャー
シート
主催／富士見市青少年相談員協議会
申込み／2月1日（水）～7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

とき／2月26日（日）
午前10時～午後2時（雨天決行）
場所／関沢小学校校庭・体育館
子どもたちや地域の人たちによる
遊びのコーナー（無料）
かえっこバザール（使わないおもち
ゃを持ってきてね。交換できるよ！）、
昔あそび、グラウンドゴルフなど
模擬店　フランクフルト、うどん、
射的、みそ田楽、とん汁、被災地
支援物資販売（手芸品など）
主催／せきざわ子どもまつり実行委員会
問合せ／関沢児童館
2049-251-9786

家族同士や保健師との交流・相談
を行います。
とき／3月6日（月）
午前10時～11時30分
（受付：午前9時45分～10時）
場所／鶴瀬西交流センター
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

学

ぶ

子

育

て

子 育 て
Child-rearing

学 ぶ
Learning

ガーデニング講座

簡単！ヘルシーごはん教室vol.2

みんな集まれ豆まき大会

親子サロン

せきざわ子どもまつり

1980年代のレトロなゲームや
映像制作体験を楽しもう！

わかる！できる！
生活習慣病予防教室
～コレステロール・中性脂肪編～

創業支援セミナー 夢をカタチに！
ゼロから学ぶ社長になるため
の4Daysセミナー（全4回）

富士見市民大学公開講演会
アメリカ トランプ号の出航
その行方を探る
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戦後70年を越え、忘れ去られそう
な戦争の記憶。アニメ映画や朗読
劇などを通して、平和への想いを
伝えます（無料、申込不要）。
とき／3月4日（土）午前10時～正午
（午前9時30分開場）
※2月25日（土）～3月5日（日）は、埼
玉県下の空爆被害などに関するミニ
展示を開催します。
場所／水谷公民館
内容／ アニメ映画上映『青い目
の人形物語』
サークルこみち朗読劇『戦争を

語り継ぐ 1945・日本』
問合せ／水谷公民館
2049-251-1129

温室効果ガス削減のため、私たち
が身近でできる地球温暖化対策に
ついて学び、日ごろのライフスタ
イルを見直しませんか。
とき／2月25日（土）
午前9時30分～11時30分
場所／鶴瀬西交流センター
定員／100人（無料、申込順）
講師／秋元智

とも

子
こ

氏
（県環境アドバイザー）
主催／市、富士見市環境施策推進
市民会議
申込み・問合せ／2月24日（金）ま
でに環境課（2○内242）へ電話で

とき／2月25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／米粉のニョッキスープ、
ブロッコリーとえのきだけののり
酢かけ、米粉抹茶豆乳プリン
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、ふ
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

悩み苦しんでいる子どもや若者が
自分の道を歩むようになるには、
親や関係者はどのように支援すれ
ばよいか考えます（無料、申込不要）。
とき／2月25日（土）
午後1時30分～4時
（午後1時開場）
場所／水谷公民館
講師／村上公

きみ

平
ひ ら

氏（NPO法人おお
さか教育相談所 理事・相談員）

相談・意見交換会（要予約）
講師を交え、自由に話し合います。
とき／2月26日（日）
午前9時30分～正午
場所／水谷公民館

共催／不登校･引きこもりを考え
る親の会 ｢まわりみち｣
問合せ／水谷公民館
2049-251-1129

　

　
学　

ぶ

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）

※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

2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 11日（祝）午後２時「ペンギンと白熊」「雪渡り」
18日（土）午後２時「ムーミン 消えないおばけ」

名作映画会 ３日（金）午後２時「鉄道員－ぽっぽや－」
19日（日）午後２時「野ばら」

おはなしかい（乳幼児） １日（水）・15日（水）午前11時
おはなしかい（幼児・小学生） ４日（土）午後２時

鶴瀬西
分 館

こども映画会 ４日（土）午後２時「忍たま乱太郎」（映画版）
おはなしかい（乳幼児） ８日（水）・19日（日）午前11時
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

ふじみ野
分 館

一般映画会 ５日（日）午後２時「そして父になる」

こども映画会 25日（土）午前11時「にんぎょひめ」「ディズ
ニーのいなかのねずみ」

おはなしかい（乳幼児） 10日（金）午前11時
おはなしかい（幼児） 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。

絵本「はらぺこあおむし」の “土曜
日のカップケーキ”をつくろう！
とき／2月12日（日）午前10時～正午
場所／ふじみ野交流センター
対象／4歳～小学2年生
※未就学のお子さんは保護者の方と
参加してください。
定員／8人（申込順）
参加費／100円（材料費）
持ち物／エプロン、マスク、図書
館利用カード

申込み／ふじみ野分館へ直接また
は電話で

蔵書点検にともなう図書館の休館
休館中は予約の受付や資料に関す
る問い合わせができません。ご協
力をお願いします。
休館日／
中央図書館：2月20日（月）～27日（月）
鶴瀬西分館：2月9日（木）・10日（金）
ふじみ野分館：2月27日（月）・28日（火）

手づくりの味料理教室ピースサロン・朗読劇公演 
戦争を語り継ぐ1945・日本

身近なことからできる
地球温暖化対策

教育講演会 
いま最も大切な 親・家族の役
割とは～社会的ひきこもりと
不登校からの旅立ちに～
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※消防では、定期的に普通救命講習
（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）、上級救命講習、救命入
門コースの5種類の救命講習を実施
しています。詳しくは、入間東部消
防組合ホームページをご覧ください。

花やみどりの楽しみ方を提案する
展示会を行います。
とき／2月24日（金）～26日（日）
場所／ららぽーと富士見1階屋内
広場
志
し

穂
ほ

美
み

悦
えつ

子
こ

さんのトーク＆デモン
ストレーション
とき／2月25日（土）
午後2時～3時30分

子どもたちの花育体験（要申込）
いけばな体験　
とき／2月25日（土）
午前10時30分～11時30分
フラワーデザイン体験　
とき／2月26日（日）午前11時～正午
寄せ植え体験　
とき／2月26日（日）午後2時～3時

【共通事項】
対象／5～18歳 
定員／35人（無料、応募多数の場合
抽選）
※申込方法など詳しくは、さいたま
の花普及促進協議会のホームページ
をご覧ください。

問合せ／県生産振興課 
2048-830-4381

とき／
3月4日（土）午後
1時～4時
5日（日）午前10時
～午後3時30分
場所／リサイクルプラザ利彩館
（富士見環境センター内）
内容／再生家具（小物）・食器類の
販売、パッチワーク・さき織り教
室などによる作品展示・販売、パ
ッチワーク・さき織り・木工など
の体験
問合せ／リサイクルプラザ利彩館
2049-254-1160
（午前10時～午後5時、月曜休館）

学ぶ

とき／2月9日（木）
午後1時30分～4時 
（午後0時30分開場）
場所／さいたま市文化センター
（ＪＲ南浦和駅西口から徒歩７分）
内容／
D
ディーマット

MAT（災害医療派遣チーム）の活動
を通して考える震災対策について
講演：近

こん

藤
どう

久
ひさ

禎
よし

氏
（厚生労働省ＤＭＡＴ事務局次長）
子どもから大人まで楽しみながら
学べる防災について
講師：永

なが

田
た

宏
ひろ

和
かず

氏
（NPO法人プラスアーツ理事長）
定員／1,558人　
※そのほか防災・地震に関する展示、
建築職員による無料耐震診断、大学
生ボランティアによる東北復興支援
活動の報告をします。
※無料、申込不要、先着順
問合せ／県危機管理課
2048-830-8141

とき／
甲種新規：2月16日（木）・17日（金）
乙種：2月16日（木）
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／2月2日（木）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

とき／2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（無料、申込順）
申込み／2月1日（水）～7日（火）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

相手にそっと手をあてて、心と身
体の声に耳を傾ける方法を学ぶ講
座です。育ち盛りのお子さんのい
る方や介護をしている方など、ぜ
ひご参加ください。
※年齢・性別不問
とき／2月27日（月）
午前10時～11時30分
場所／鶴瀬公民館
定員／20人（無料）
講師／鈴木直美氏
（タッチケアセラピスト）
申込み／2月1日（水）午前9時から
直接または電話で
問合せ／鶴瀬公民館
2049-251-1140

講義やグループワークを通して、
子どもへの接し方や自立について
の手だてを考えます。
とき／2月18日（土）
午後1時30分～4時30分
場所／ふじみ野市役所3階会議室
対象／義務教育を修了した15～39
歳の未就労の子どものいるご家族
内容／若者と就職事情、わが子へ
の接し方、どこで、どのような支
援を受けられるか
定員／20人（無料、申込順）
申込み・問合せ／午前11時～午後
6時に若者自立支援センター埼玉
（2048-255-8680）に電話で

イ
ベ
ン
ト

学

ぶ

イベント
Event

学 ぶ
Learning

さいたまの花文化展示会 埼玉県地震対策セミナー

普通救命講習Ⅰ

タッチケア講座

リプラ祭

甲種新規および乙種
防火管理講習会

保護者のための「わが子」の
自立支援セミナー
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nformation station
I

水曜学級14サークルの活動成果を
発表します。

とき／2月17日（金）午後1時～5時
18日（土）午前10時～午後5時
19日（日）午前10時～午後3時
場所／鶴瀬西交流センター
展示内容／パソコン、料理、俳句、
レクダンス、文章、手芸、気功、
折り紙、コーラス、ちぎり絵、絵
画、書道・硬筆、いけ花、パワー
アップ体操
問合せ／鶴瀬西交流センター　
2049-251-2791

第20作目は「嘘つきはオリンピッ
クのはじまり」を上演します（無料）。
とき／2月12日（日）
午後2時開演（午後1時30分開場）
場所／南畑公民館
出演／南畑お月見一座
問合せ／南畑公民館 
2049-251-5663

とき／2月19日（日）午後1時開演
場所／針ケ谷コミュニティセンター
※無料
曲目／テネシーワルツ、追憶のテ
ーマ、茶色の小瓶、スターダスト、
大きな古時計など
出演／ジョイフルサウンズ ジャ
ズオーケストラ
問合せ／針ケ谷コミュニティセン
ター　2049-251-8478

とき／２月11日（祝）
午後2時開演（午後1時30分開場）
場所／鶴瀬コミュニティセンター
曲目／O

オー

 s
ソ レ

ole m
ミ オ

io、千の風にな
ってなど
出演／隠

お

岐
き

速
はや

人
と

氏（テノール）、村
元彩夏氏（ソプラノ）、木村裕平氏
（ピアノ）
参加券／一般1,000円、中高校生
500円、小学生以下・障がいのあ
る方無料
※チケットは鶴瀬公民館で発売中！
主催／富士見市音楽連盟
問合せ／鶴瀬公民館
2049-251-1140

ふるさと体験
古民家で手作りみそ
みそづくりを体験し、自作のみそ
（2kg分）を持ち帰ります。
とき／2月25日（土）
午後1時30分～3時30分
場所／旧金子家住宅
対象／市内在住、在学、在勤を含
む家族または友人
定員／15組（申込順）
※応募多数の場合は初参加優先
参加費／1,500円（材料代）
持ち物／エプロン、三角きん、持
ち帰り用の容器（3リットル以上）
申込み／2月4日（土）～11日（祝）
午前9時～午後5時に電話で

２月のちょこっと体験
子どもから大人まで手軽にできる
昔体験です（原則無料、予約不要）。
とき・内容／午後1時～3時
４日（土）わたくり
５日（日）バランスとんぼ
11日（祝）紙ねんどのまゆ玉
12日（日）ジュズダマのうでわ
18日（土）いろりの日
19日（日）ひなまつりカード
25日（土）はたおり
26日（日）フィルムケースのおひな様

障がいのあ
る方の文化
活動支援と
地域交流を
目指します
（無料、申込不要）。
とき／2月19日（日）
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
出演／ふじみ青年学級、ゆいの里、
どんどこ、T.O.P.
主催／バレンタインコンサート実
行委員会
後援／富士見市社会福祉協議会
問合せ／鶴瀬公民館　
2049-251-1140

　

　イ
ベ
ン
ト

キラリ☆スポーツカレッジ
ボディポテンシャル（全5回）
骨格を意識しながら体をゆっくり動
かし、痛みの解消・緩和・予防につ
なげます。
とき／2月21日・28日、3月7日・14
日・21日
いずれも火曜午後2時～3時
場所／ふじみ野交流センター
定員／20人（申込順）
参加費／2,500円

はじめてのヨガ（全4回）
初めての方でも手軽に始められるヨ
ガ教室です。カラダを癒してストレ
ス解消しましょう！ 
とき／2月23日、3月2日・9日・23日
いずれも木曜午後2時～3時

場所／南畑公民館
定員／20人（申込順）
参加費／2,000円

フットサル交流大会
８チームでリーグ戦を行います。
※優勝チームには賞品あり！
とき／3月12日（日）
午前10時～午後3時
場所／三芳町総合体育館
対象／高校生以上
募集チーム数／8チーム
参加費／1チーム8,000円

【共通事項】
主催／（公財）キラリ財団
申込み／2月2日（木）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　2049-251-5555
休館日：第３月曜（祝日の場合は翌平日）

市民総合体育館のお知らせ

水曜学級（高齢者学級）作品展 針コミでJAZZ!!　Vol.3

南畑ふれあい劇場

バレンタインコンサート

ファミリーコンサート
～笑ってクラシック～

難波田城資料館のお知らせ
 問合せ　2049-253-4664
 休館日：月曜（祝日の場合は翌日）
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ミニチュア土器づくり
とき／2月18日（土）
参加費／100円（材料代）

どんぐりクラフト
とき／3月4日（土）
参加費／100円
（材料代）

【共通事項】
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
対象／小学生～大人
（未就学児は保護者同伴で可）
定員／各40人（先着順）
※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

イ
ベ
ン
ト

市
民
伝
言
板

く
ら
し
の
リ
ユ
ー
ス

イベント
Event

テーブル／机（上置き・引き出し）・イス／カラーボックス（3段）
／アルミ製やかん／せいろ（7枚）／ユニット畳／タンス（135×
43×76㎝）／ブロワー／マッサージ機／健康器具（フィットネス
バイク）／耐火金庫／製図板／室内物干し（折りたたみ）／タイ
ヤチェーン／人形ケース／そろばん／犬小屋（室内用）／四角い
植木鉢／座布団／湯の花／スキーウェア上下（男性用M）

炊飯器（3合）／電子レンジ／オーブントースター／ア
ップライトピアノ／ドライブレコーダー／電子辞書／
幼児用ペダル無し自転車／自転車（女性用）／勝瀬中夏
･冬用制服（男子用160㎝・女子用155～160㎝・175㎝）
／勝瀬中体操着（155～160㎝・赤）

ゆずってくださいゆずります

玉川美栄と2つの女声合唱団アンダンテ、
コーロ･ラヴァンダのジョイントコンサート
2月19日㈰14:00開演（13:30開場）／キラリ
☆ふじみ／1,500円／
長島　2049-252-4345

信玄のゆかりの地とワイナリー見学
（甲府方面）
3月28日㈫7:00～17:45／躑

つ つ じ

躅ヶ
が

崎
さき

館
やかた

址
あと

、
甲府城址、恵林寺／26人（申込順）／6,000
円（昼食・バス・保険代）／3月1日（水）まで
にFAXまたは電話で／主催富士見市古城
をめぐる会／世羅　2･℻049-252-2007

傾聴ボランティア・やまぶき
月2回各1時間程度／市内の高齢者施設／
施設を利用している方の話し相手／年会費
1,000円／瀬戸　2049-253-3936（夕方
以降）

とき／3月4日（土）・5日（日）
作品展示・模擬店／
午前10時～午後5時（5日は4時まで）
作品展示 書、絵画、絵手紙、篆

てん

刻
こく

、
写真、陶芸、押し花、パステルシャ
インアート、リフォーム作品、郷土
資料・民具など
模擬店 炊き込みご飯、すいとん、
とん汁、カレーライス、焼だんご、
ケーキ、わなげ、バルーンアートなど

舞台発表／
4日 午前10時～正午　
リコーダー演奏、ふじみ野小学校歌
声リーダー、勝瀬小学校ダンスクラ
ブ、合唱、世界のことばなど
5日 午前10時～午後4時10分　
サークル紹介、合唱、太極拳、民謡、
詩吟、リフォームファッションショ
ー、キッズダンス、唱歌、かっぽれ
踊り、オペレッタなど

体験コーナー
内容 とき 参加費

絵手紙 午前11時～午後２時 100円

篆刻印の作成 午前10時～午後４時
（5日は午後3時30分まで） 500円

お絵かき 午前11時～午後4時30分
（5日は午後3時30分まで） 500円

プリザーブドフラワーコサージュ 4日：午後1時～3時 1,500円
足つぼ健康法 5日：午後1時～3時 無料
押し花プレート 午後1時～３時 600円

世界の言葉でシール集め 午前11時～午後3時 
（5日は午前10時から） 無料

スポーツ（体操、ヨガなど） 4日：午後1時～3時 無料

場所・問合せ／ふじみ野交流センター　2049-261-5371
※車での来場はご遠慮ください。

第15回ふじみ野文化祭 ～みんな集まれ文化まつり～
わくわく

•●●1 月10 日現在●●•
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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）。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

土曜おもしろミューズランド

イベント 募　集
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