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

シニアのための
面接対策セミナーと合同企業面接会

エコアクション21
認証・登録研修会のお知らせ

ご 案 内

Guidance

就職支援セミナー＆就職個別相談
就職活動中の方やこれから就職活動
をはじめる方、ぜひご参加ください。
就職支援セミナー
「応募書類の書き方講座」
とき／8月24日（木）午前10時〜正午
内容／履歴書や職務経歴書を準備
するときのポイント
定員／20人（申込順）
就職個別相談
とき／8月24日（木）午後１時15分
〜4時（1人45分）
内容／就職に関わる全般的な相談、
カウンセリング
定員／3人（申込順）
【共通事項】※いずれも無料、要予約
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
共交通機関などをご利用ください。

対象／市内在住、在勤の方
※託児なし

すの はら よし のり

講師／春 原 義 憲 氏（NPO法人キャ
リアプラザ埼玉）

持ち物／筆記用具
申込み・問合せ／8月1日（火）か
内 383）
へ電話で
ら産業振興課
（2○

人権啓発フェスティバル
ヒューマンフェスタ2017 in 越谷
お互いを思いやる心を大切に。
人権について考えてみませんか。
とき／8月23日（水）午前10時〜午
後3時30分
場所／サンシティホール（越谷市）
内容／
人権講演会 ｢自分
という人生の長距
離ランナー｣
講師：増田明美氏
（スポーツジャーナリスト）

松伏高等学校吹奏楽部による演
奏ほか
※無料、申込不要、先着順

問合せ／県人権推進課
2048‑830‑2255
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とき／9月6日
（水）
午後0時30分〜4時（受付：正午〜）
面接対策セミナー（午後0時30分〜）
企業説明会（午後1時10分〜）
合同企業面接会（午後2時〜）
場所／フォーシーズンズ志木ふれ
あいプラザ（志木駅東口徒歩3分）
対象／原則60歳以上の方
定員／50人（無料、申込順）
参加企業／10社
持ち物／筆記用具、履歴書
※面接に準ずる服装（クールビズ）で
お越しください。

申込み／8月1日（火）から、平日
午前9時〜午後5時に電話で
問合せ／埼玉県セカンドキャリア
センター 2048‑780‑2034

シニア向けの
セミナーとお仕事相談
今後の生活設計とキャリアデザイン
シニア世代が、充実した生活を送
っていくには、一定の収入確保を
見据えた生活設計が必要です。生
活を設計するために、今後のキャ
リアをデザインしませんか。
とき／9月20日（水）午前10時〜正
午（受付：午前9時30分〜）
定員／50人（申込順）
講師／深谷敏夫氏
お仕事相談
とき／9月20日
（水）
1回目 正午〜午後0時30分
2回目 午後0時30分〜午後1時
定員／各回3人（1人30分、申込順）
相談員／埼玉県セカンドキャリア
センター キャリアコンサルタント
【共通事項】
場所／みずほ台コミュニティセン
ター
対象／原則60歳以上の方
持ち物／筆記用具
※無料

申込み／8月1日（火）から、平日
午前9時〜午後5時に電話で
問合せ／埼玉県セカンドキャリア
センター 2048‑780‑2034

事業者の環境経営を促進し、環境
と経済の好循環を推進することを
目的として環境省が策定した環境
マネジメントシステムです。認証
取得に向けた事業者向け無料研修
会（全5回）を富士見市、川越市、日
高市、川島町と共同で開催します。
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。
申込期間／8月1日（火）〜9月8日（金）
内 299
問合せ／環境課 2○

行政書士による無料相談会
相続・遺言・成年後見・各種許認
可などについて相談できます。
とき／8月9日
（水）
午前10時〜午後4時 ※申込不要
場所／鶴瀬西交流センター
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

INFORMATION FUJIMINO
「インフォメーションふじみの」
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おわびと訂正
広報『ふじみ』7月号11ページ
掲載の「高額療養費制度およ
び生活療養標準負担額の見直
しについて」の表に一部誤り
がありました。
表（1）
（2）それぞれの上段「現
役並み（課税所得145万以上）」の
右列「外来＋入院（世帯※1）」の
＜ ＞ 内 の 金 額 が44,000円 と あ
りますが、正しくは44,400円で
す。お詫びして訂正します。
内 313
問合せ／保険年金課 2○

I
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nformation station

ゆるキャラⓇグランプリ2017
にふわっぴーが出場中！

敬老事業が実施されます

15日までに生まれた方）
内 385
問合せ／高齢者福祉課 2○

市議会９月定例会のお知らせ
９月定例会は、８月29日（火）開会
の予定です。９月定例会で審議す
る請願・陳情は、８月14日（月）正
午までに提出してください。
詳しくはお問い合わせください。
内 166
問合せ／議会事務局 2○

排水設備工事責任技術者共通試験
受験資格／
次のいずれかに該当する方
①高等学校の土木工学科またはこ
れに相当する課程を修了して卒業
した方
②高等学校を卒業し、排水設備工
事などの設計または施工に関し、
１年以上の実務経験のある方
③排水設備工事などの設計または
施工に関し、２年以上の実務経験
のある方
④ ①〜③に準ずる方
試験日／11月26日
（日）
試験会場／埼玉工業大学（深谷市）
受験料／10,000円
申込み／８月21日（月）〜９月29日
（必着）
に郵送
（金）
※詳しくは受験案内（８月21日（月）か
をご覧ください。
ら下水道課で配布）
市では、下水道指定工事店の登録を
する際に、排水設備工事責任技術者
が専属していることが登録要件となっ
ています。
内 428
問合せ／下水道課 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。
富士見市産の新鮮野菜・米・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／８月15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○

平成29年度
労働力調査を実施しています
総務省統計局（埼玉県）では、労働
力調査を毎月実施しています。
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、
雇用失業対策などの企画・立案を
するうえで重要な指標として利用
されます。
対象の世帯には統計調査員が伺い
ますので、ご協力をお願いします。
問合せ／埼玉県統計課人口統計担
当 2048‑830‑2314

埼玉県交通安全対策協議会では、
県内在住の交通遺児等に一時金を
給付しています。
※交通遺児等とは、18歳以下の方で、

内

毎年、各町会や各地区社会福祉協
議会で高齢者の皆さんの健康と長
寿をお祝いする敬老事業を実施し
ています。
事業の内容は地域ごとに異なりま
すので、お住まいの町会などへお
問い合わせください。
とき／９月中旬ごろから
対象／75歳以上の方（昭和17年９月

全国のゆるキャラⓇがインターネ
ット投票で人気を競う ｢ゆるキャ
ラⓇグランプリ
2017｣ にふわっぴ
ーが出場中です。
公式サイトから
ＩＤを取得し、パソコン、タブレッ
ト、スマートフォン、フィーチャー
フォンから８月１日（火）午前10時
〜11月10日（金）午後６時まで１日１
回投票できます。詳しくは、市ホ
ームページ ｢ふわっぴー
のひろば｣ をご覧くだ
さい。皆さんの投票を
お待ちしています。
内 251
問合せ／地域文化振興課 2○

保護者が交通事故により死亡または
重い障がいを負った方をいいます。

対象／平成28年４月１日以降、交
通遺児等となった県内在住の18歳
以下の方
給付額／子ども１人につき10万円
（１回のみ）

給付時期／11月または平成30年５月
提出期限／
11月給付分 ８月31日
（木）
まで
平成30年５月給付分 平成30年２
月28日
（水）
まで
申請方法／申請書類に記入し、み
ずほ信託銀行浦和支店へ郵送また
は持参（〒330‑0063さいたま市浦和
区高砂2‑6‑18）
※申請書類は市交通・管理課、各学
校で配布

問 合 せ ／ 県 防 犯・ 交 通 安 全 課
2048‑830‑2958

入間東部地区衛生組合
テニスコートの利用再開のお知らせ
工事に伴い利用を中止していたテ
ニスコートを10月１日（日）から再
開します。利用するには、新たに
利用者登録と予約の
手続きが必要です。
詳しくはお問い合わ
せください。
利用者登録と予約の場所／
ふじみ野市運動公園管理棟（ふじ
み野市福岡新田247‑1）

利用者登録受付／８月21日（月）〜
（受付時間：午前９時〜午後５時）

予約受付／９月１日（金）午前９時
30分〜
※毎月初の平日に翌月分の予約受付
を行います。

問合せ／ふじみ野市運動公園指定
管理者 アイル・オーエンスグル
ープ 2049‑266‑3941
入間東部地区衛生組合総務課
2049‑261‑4891
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交通遺児等援護一時金の給付
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富士見市下水道事業審議会委員

募 集
Invitation

募 集

入間東部広域斎場しののめの里
の指定管理者
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／
８月１日
（火）
〜９月15日
（金）
説明会／８月18日（金）午後１時30
分・入間東部広域斎場しののめの
里
※募集要項などは、入間東部地区衛
生組合総務課で配布
（ふじみ野市大井中央1‑1‑19（入間東
部地区消防本部内）平日午前９時〜
午後４時
（正午〜午後１時を除く）
）

公共下水道の整備計画について審
議を行います。
募集人数／３人
応募資格／市内在住で下水道を使
用している方で下水道事業の運営
に関心のある方
任期／２年間
会議／年２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・
・住所・氏名（ふりがな）
・
様式自由）
年齢・職業・電話番号を記入し、
郵送、FAXまたは直接

学校給食センター調理員
勤務内容／給食調理、洗浄作業
勤務時間／週５日（月〜金曜）午前
８時30分〜午後５時（昼休憩含む）
勤務場所／学校給食センター
賃金／日額7,830円
（年数加算あり）
※調理師免許不要、未
経験者可、性別不問

問合せ／学校給食セ
ンター 2049‑252‑2881

埼玉県育児休業等代替職員登録試験

※選考結果は９月上旬までに通知

県では、職員の育児休業などの代
替として勤務する育児休業等代替
職員の登録試験を行います（フル
タイム、短時間）
。
募集職種／一般事務など

※市ホームページからも応募可
※応募書類はお返しできません。

応募締切／８月25日
（金）
（必着）
応募先／〒354‑8511（所在地は記載

※免許資格職は随時受付中

不要） 富士見市役所下水道課

試験日／９月24日
（日）

℻049‑254‑0210
内 431
問合せ／下水道課 2○

※詳しくは登録案内
（県庁人事課、県各
地域振興センターなどで配布。県ホー

問合せ／入間東部地区衛生組合総
務課 2049‑261‑4891

ムページでも閲覧可）
をご覧ください。

第54回富士見市民文化祭

募集項目、内容の問合せ／直接分野別の連絡先へ
会場の問合せ／キラリ☆ふじみ 2049‑268‑7788

問合せ／県総務部人事課人事管理
担当 2048‑830‑2431

11月３日
（祝）
〜19日
（日）に行われる富士見市民文化祭の出品･出演者を募集します。
芸能発表〔11月３日
（祝）
〕
募集分野／日舞、新舞、民舞、詩吟、
南京玉すだれ、琴、端唄、沖縄舞踊、
フラダンスなど
申込期限／８月18日
（金）
連絡先／大橋 2049‑252‑0018
は うた

民謡大会〔11月５日
（日）
〕
飛び入り参加先着10人（個人のみ、
１曲２分以内）

将棋大会〔11月12日
（日）
〕
申込期限／11月12日
（日）
連絡先／増岡 2049‑253‑3594

※当日（午前10時〜11時）会場で受付

連絡先／吉川 2049‑251‑0548

市民美術展
〔11月12日
（日）
〜19日
（日）
〕
展示発表
募集分野／絵画、彫塑、工芸、書、
〔11月３日
（祝）
〜５日
（日）
〕
募集分野／華道、書道、茶道、絵画、 写真
菊花、山野草、文芸、手工芸、七宝、 申込期限／10月31日
（火）
俳句、短歌、マミ・フラワー、パ
搬入／11月11日（土）午前10時〜正
ン の 花、 押 し 花、 将 棋 コ ー ナ ー、
午、キラリ☆ふじみ（展示・会議室）
連絡先／
フランス刺しゅう、そろばん交流、
小倉 2049‑253‑0037
陶芸、パッチワークなど
1258
上川 2090‑1117‑1258
申込期限／８月18日
（金）
連絡先／増岡 2049‑253‑3594
ちょうそ

お ぐら

かみかわ

市民音楽祭〔11月19日
（日）
〕
募集分野／コーラス、吹奏楽、器
楽演奏（いずれもアンサンブルのみ）
申込期限／８月28日
（月）
連絡先／加藤 2049‑253‑4413
【共通事項】
場所／キラリ☆ふじみ
（将棋大会は鶴瀬西交流センター）

主催／富士見市民文化祭実行委員会
共催／（公財）キラリ財団
後援／市、市教育委員会
※出品・出演は、参加費が必要となる

※販売だけを目的とした出品・展示は

場合があります。詳しくはお問い合わ

できません。

せください。
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I
第12回つるせよさこい祭り

内 253
問合せ／産業振興課 2○

予 見て！食べて！
■
すてっぷあっぷ
離乳食教室

ボランティア募集
一緒に祭りを盛り上げてくれる方
を募集しています。
模擬店・ボランテ
ィアの問合せ：
事務局 岡
2049‑251‑3336

※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

…要予約
…申込み

き

…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

1日目
対 初めての出産
8月26日㈯ ■
9:30〜15:30 を平成29年11･12月
に迎えるご夫婦
場 針ケ谷コミュ
■
2日目
ニティセンター
9月14日㈭ ■
定 15組
（申込順）
9:30〜15:30

集

予 パパママ
■
準備教室

※申込多数の場合は抽選

募

事業名

費は別途)

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

(道路使用料を含む。腸内細菌検査

模擬店募集
出店資格：鶴瀬西地区にお住まい
の方や町会・商店会の加盟者、よ
さこい祭り実行委員会に協力して
いる団体など
出 店 者 説 明 会：8月27日(日)午 後
７時30分
場所：鶴瀬西交流センター
参加費：(説明会当日集金)
テントあり 16,000円
テントなし 10,000円

て

周辺）

nformation station

子 育

鶴瀬西地域の活性化のため、地域・
商店会・町会が
一体となって開
催します。
とき／10月15日(日)
午前10時30分〜午後５時
場所／鶴瀬駅西通り線(鶴瀬駅西口

情報ステーション

細

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
■
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）

受 13:00〜13:20 ■
対 離乳食中期をこれから始める、または始めたばかりのお子さ
■
内 離乳食中期
場 ピアザ☆ふじみ ■
ん（おおむね生後6〜8か月児）のいる保護者 ■
8月30日㈬
定
（申込順）
の話、調理のデモンストレーション、試食
（親のみ）
、相談 ■ 15人
13:30〜15:30
持 母子健康手帳、
申 8月21日
筆記用具 ■
（月）
午前8時30分から電話で
■

※保育あり（おおむね生後6〜8か月児、定員12人（申込順））
予 もぐもぐパクパク
■
食事相談

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 ■
8月28日㈪ ■
他 1人30分程度
9:00〜15:00 ■

8月 2日㈬

水 ■
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
鶴 ■
対 平成29年3月1日〜3月15日に生まれた子
■

8月21日㈪

水 ■
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
鶴 ■
対 平成29年3月16日〜3月31日に生まれた子
■

8月22日㈫

水 ■
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
鶴 ■
対 平成28年8月16日〜9月7日に生まれた子
■

8月 1日㈫

水 ■
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
鶴 ■
対 平成27年10月24日〜11月15日に生まれた子
■

8月23日㈬

水 ■
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
鶴 ■
対 平成27年11月16日〜12月8日に生まれた子
■

8月29日㈫

水 ■
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
鶴
対 平成26年2月生まれの子
■ ■

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
■

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 ふじみ野交流セン
■
（第一子）とお母さん ■
8月22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
ター ■
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

受 9:40〜9:50 ■
対 1歳までのお子さん
（第一子）
とお父さん
■
8月26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 南畑公民館
■
8月31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
■
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学 ぶ

体験型交通安全教室
「高齢運転者泣き笑い」

Learning

学 ぶ

第３回ひとり親のための
パソコン教室（全２回）
とき／９月２日（土）・３日（日）
午前10時〜午後４時
場所／With You さいたま
（埼玉県男女共同参画推進センター）
（さいたま市）

子
育

対象／ひとり親家庭の親
内容／選べるワード・エクセル講座
「就活にむけたスキルチェック＆レ
ベルアップ」

て

※ワードかエクセルを選択し、レベル
に応じたパソコン技能を習得できます。

体験型実車走行、ディスカッショ
ンなどを行います。
とき／９月17日
（日）
午前８時45分〜正午
場所／セイコーモータースクール
対象／東入間警察署管内在住の65
歳以上の方
定員／110人（無料、申込順）
申込み／８月14日（月）から平日午
前９時〜午後５時に電話で
問合せ／東入間警察署交通課
内 411
2049 269 0110 ○

子育て
Child-rearing

定員／25人（応募多数の場合は抽選）
※保育あり（未就学児、無料）

参加費／800円（教材代）
申込み／８月23日（水）
（必着）までに
往復はがきまたはメールで
※「パソコン教室（第３回）」と書き、

募

住所、氏名、電話番号、年齢を記入。

集

保育希望者は、保育希望と書き、お子
さんの年齢を記入。

申込先：
〒330 0074
さいたま市浦和区北浦和5 6 5
（埼玉県浦和合同庁舎内）

（公財）
埼玉県母子寡婦福祉連合会
▽
□info@saiboren.or.jp
問合せ／（公財）埼玉県母子寡婦福
祉連合会
2048‑822‑1951 ℻048‑822‑1955

第２回里親入門講座
さまざまな理由で家族と暮らせな
い子どもたちの里親になる方法を
学びます（無料）。
とき／９月２日（土）午後２時〜４時
場所／ピアザ☆ふじみ
対象／県内在住の方
定員／40人（申込順）
主催／県川越児童相談所
申込み／８月１日
（火）
から電話で
問合せ／川越児童相談所
2049‑223‑4152

17 広報 ふじみ 平成29年８月号

児童館の夏祭り

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

募集
Invitation

市営つるせ台住宅補欠入居登録者
市営つるせ台住宅（UR賃貸住宅コン
フォール鶴瀬内）は、現在空室はあ
りませんが、今後空室が出たとき
速やかに入居できるよう1DK（単
身者用）と2DK（家族用）ともに3世
帯を補欠登録者として募集します。
申込方法／補欠入居者募集案内で申
込資格などを確認し、次の書類を添
えて建築指導課へ直接

諏訪児童館
とき・内容／
縁日 ８月５日
（土）
午後１時30分〜４時
やきそば、ポップコ
ーン、フランクフルト、アイス、
缶バッチ、ヨーヨーつりなど
おばけやしき
８月24日
（木）
・25日（金）
午後２時〜４時
問合せ／諏訪児童館
2049‑255‑6671
ふじみ野児童館
とき／８月18日
（金）
・19日（土）
午後２時〜４時30分
内容／くじ引き、ゲーム、かんた
ん工作など

募集案内や申込書などの配布／
８月14日（月）から建築指導課、各
出張所で配布

※駐車場はありません。

※市ホームページからも入手可

問合せ／ふじみ野児童館
2049‑257‑6996

申込期間／9月4日（月）〜8日（金）
午前8時30分〜午後5時15分

夏休み小学生の「篆刻体験教室」
とき／８月８日
（火）
午前10時〜正午（受付：9時30分）
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
※低学年は保護者同伴で可

しんてんかい

定員／25人
（先着順） 講師／針篆会
参加費／300円（材料代）
申込み／７月21日
（金）
〜31日（月）

※その場で簡易審査があります。

申込書および添付書類／
市営住宅入居申込書
住宅困窮度判定票
入居者全員の所得を証明する書類
市税などの滞納がないことを証
明する書類
住民票
※詳しくは募集案内をご覧いただくか
お問い合わせください。

※9月7日
（木）は午後7時まで

審査／困窮度判定票に従い順位を
決定します。
※審査の結果登録されても、有効期
限（平成30年9月30日まで）に空室が
出なかった場合は登録が無効になり
ます。また、入居するときは、入居
者負担金（家賃）
、共益費･敷金･火災
保険の加入などが必要です。

問合せ／建築指導課

内 418
2○

I
南畑排水機場見学と
減災にむけた公開講座

内 445
問合せ／安心安全課 2○

排 水機場の見学や災害時の対応、
減災の取組みについて学びます。
とき／９月２日
（土）
午前の部 午前10時〜正午
午後の部 午後２時〜４時
場所／南畑排水機場
定員／各40人（申込順）
申込み／８月10日（木）までに下記
のコードから
問合せ／
荒川上流河川事務所
2049‑241‑0380

平成29年度介護職員初任者
研修
（旧ホームヘルパー２級）

※住所・氏名・電話番号・補聴器使
用の有無をお伝えください。

問合せ／富士見市社会福祉協議会
2049‑254‑0747 ℻049‑252‑0111

「こころ」と「からだ」
のアルコール健康連続講座
お酒の付き合い方と節酒の具体的
な手法を学びます。
とき／９月15日、10月20日、
11月17日いずれも金曜
午後２時30分〜４時30分
場所／フォーシーズンズ志木ふれ
あいプラザ（志木駅東口徒歩３分）
定員／50人
（無料、申込順）
かきぶち
講師／垣渕洋一氏（東京アルコール
医療総合センター長）

問合せ／
朝霞保健所 2048‑461‑0468

内容／講義（全17回）、通信研修、
現場見学（３回）
定員／24人（各コース12人）

研修修了者には介護職員初任者研
修修了証が発行され、有資格者と
して介護現場へ就労することが可
能となります。
とき／９月下旬から平成30年２月
上旬（金曜日コース、土曜日コース

※応募多数の場合は選考を行い、受
講決定は９月上旬に通知します。

料金／3,000円（テキスト代）
申込み／市ホームページ、高齢者
福祉課または各出張所などにある
申込書に記入し、８月14日（月）〜
31日（木）に本人確認書類の写しを
添付して直接または郵送
申込先：
〒354 8511（所在地は記載不要）
富士見市役所高齢者福祉課
内 392
問合せ／高齢者福祉課 2○

のどちらかを選択）

場所／市民福祉活動センターぱれ
っと、埼玉福祉カレッジ（ふじみ
野市）ほか
対象／市内在住で、研修修了後に
市内介護現場での就労が可能であ
り、すべての日程に参加できる方

はじめての手話体験講座
（全５回）
難聴、中途失聴者向けの手話体験
講座を開催します。
とき／８月25日（金）・28日（月）、
９月４日
（月）
・８日（金）
・11日（月）
いずれも午前10時〜正午
場所／三芳町総合体育館（三芳町）
対象／難聴・中途失聴の方で、富
士見市および三芳町在住、在勤、
在学の高校生以上の方
定員／15人（応募多数の場合は抽選）
参加費／500円（テキスト・保険代）
申込み／８月１日（火）〜18日（金）
に直接、FAXまたは電話で

nformation station

学 ぶ

はいすいきじょう

情報ステーション

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。
※中央図書館は大規模改修工事のため 7 月 1 日〜平成 30 年 3 月 31 日まで休館します。8 月 1 日
以降は臨時窓口を設置します。

8月のおはなしかい＆映画会
内 容
こども映画会

日

時

５日（土）
午後２時「キャスパー」

９日(水)･20日(日)午前11時
鶴 瀬 西 おはなしかい（乳幼児）
分
館 おはなしかい（幼児・小学生） ９日(水)午後3時30分
おはなしかい（幼児・小学生） 20日（日）午後2時30分
こども映画会
26日（土）午前11時「わすれた森のヒナタ」
ふじみ野
おはなしかい（乳幼児）
18日(金)午前11時
分
館
おはなしかい（幼児・小学生） 19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。

わらべうた講座
わらべうたを実践し、おはなし
会でのわらべうたの取り入れ方
を学びます。
とき／９月22日（金）午後２時〜４時
場所／ふじみ野交流センター
対象／乳幼児への読み聞かせや
おはなし会の経験者
※お子さんを連れての参加はご遠
慮ください。

定員／20人（申込順）
講師／落合美知子氏
申込み／８月23日（水）午前10時
から中央図書館臨時窓口へ直接
または電話で

教えて！天気のひみつ
〜実験でもわかる空のふしぎ〜
とき／８月18日（金）午後２〜４時
場所／図書館鶴瀬西分館
対象／小学１〜６年生
内容／熊谷はなぜ暑いか、気象
台のお仕事の話や、気象実験〜
雲をつくってみよう〜など
定員／24人（申込順）
講師／熊谷地方気象台職員
持ち物／筆記用具、図書館利用
カード
申込み／７月20日（木）午前９時
30分から図書館鶴瀬西分館へ直
接または電話で
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富士見の歴史を学ぼう！

イベント

学ぶ

Event

Learning

イベント

勝瀬の七夕まつり
昭和初期の勝瀬地域の情景を再現
し、七夕週間としていろいろなイ
ベントを行います。

学

笹飾り
願い事を短冊に書
き、笹に七夕の飾
りつけをします。
とき／８月１日
（火）
〜７日
（月）

ぶ

まこも馬作り
勝瀬地域に伝わる七夕の風習を再
現した「まこも馬」を作ろう（無料）。
とき／８月１日
（火）
午後１時30分〜３時30分
対象／小学生（小学2年生以下は保
護者同伴で可）

申込み／直接または電話で
竹細工と流しそうめん はし
〜自分で作った竹のお箸と器で食
べよう！〜
とき／８月５日（土）午前10時〜正午
対象／小学生

とき／８月23日
（水）
午前10時〜11時30分

るものではありません。

※修了後、受講の証であるオレンジ

（受付：午前９時30分〜）

場所／鶴瀬コミュニティセンター
申込み／午前８時30分〜午後５時
に電話で
問合せ／富士見市社会福祉事業団
2049‑251‑1030

心と体のバランスの整え方や歯と
口の健康など、日々の生活の中で
の健康な体づくり（私づくり）につ
いて学びます。
とき・内容／
とき
9月5日(火)
9:30〜11:45
(受付9:15〜)

9月12日(火)
9:30〜11:45
(受付9:15〜)

内容
健康づくりで大切
なこと
ヨガ
講師：ヨガインス
トラクター
お口の中から健康
ＵＰ
講師：歯科衛生士
ヨガ
講師：ヨガインス
トラクター

とき・内容／
午後１時30分〜３時30分
8 月26日
（土）

富士見市のむかし①
−旧石器〜縄文時代−

9月9日
（土）

富士見市のむかし②
−弥生〜平安時代−

9 月23日
（祝）

富士見市のむかし③
−鎌倉〜戦国時代−

（土）
10月 7 日

富士見市のむかし④
−江戸時代−

10月21日
（土）

富士見市のむかし⑤
−明治〜昭和時代−

11月11日
（土）

富士見市のむかし⑥
−市内の文化遺産−

11月25日
（土）

体験事業の実践
−難波田城資料館−

（土）
12月 9 日

体験事業の実践
−水子貝塚資料館−

場所／難波田城資料館

講座室

（12月9日は水子貝塚資料館）

定員／50人（無料、申込順）
申込み／直接または電話で
問合せ／
水子貝塚資料館 2049‑251‑9686
難波田城資料館 2049‑253‑4664

場所／鶴瀬西交流センター
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
（２回参加できる方）

定員／20人（申込順）
参加費／60円（保険代）
※１日目に集金

持ち物／運動しやすい服装、飲み
物、タオル、筆記用具
申込み・問合せ／健康増進センター
（2049‑252‑3771）へ電話で
※参加する本人がお申し込みください。
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※６回以上の出席で修了です｡

健康な私づくり講座（全２回）

実技

【共通事項】
場所／ふじみ野交流センター
せきしょうかい
協力／勝瀬昔承会
問合せ／ふじみ野交流センター
2049‑261‑5371

※博物館法上の学芸員資格を得られ

認知症の正しい理解を習得し、職
場や地域で、認知症の方やご家族
を見守る「応援者」になるための
講座です（無料）。

講義

勝瀬の七夕の一日
〜昭和30年代にタイムスリップ〜
ききょうがはら
かつて「桔梗ケ原」と呼ばれてい
た、田園地帯が広がる勝瀬地域の
七夕の一日を再現します。
とき／８月５日
（土）
午後０時30分〜７時
内容／むかしの勝瀬地域の農家の
再現、昔のあそび、おまんじゅう
の販売、ゆかた体験、花火など

がもらえます。

認知症サポーター養成講座

実技

参加費／１人150円（そうめん代）
定員／30人（申込順）
申込み／直接または電話で

リングと埼玉県認知症サポーター証

富士見市の歴史や文化に興味のあ
る方のため、３年に一度開催する
講座です。年齢を問わず、市外の
方も、受講できます。
この講座の修了者は、１〜３月に
行われる専門講座を受講・修了す
ることで、資料館ボランティアで
ある「市民学芸員」として登録（任
意）し、活動することができます。

講義

（小学2年生以下は保護者同伴で可）

−市民学芸員養成講座−

市民学芸員による来園者ガイド

I
商店街の夏まつり
問合せ／産業振興課

情報ステーション

nformation station

難波田城資料館のお知らせ

内 253
2○

８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

第25回東みずほ台まつり
とき／８月19日
（土）
午後１時〜
８時30分（雨天時は20日（日））
場所／みずほ台中央公園
だ し
内容／子ども山車、盆踊り、スイ
カ割りなど
問合せ／東みずほ台２丁目町会
2049 254 1792

５日(土) はたおり
11日(祝) 麦わらで遊ぼう
12日(土) わたくり
13日(日) 手描きうちわ（材料代100円）
19日(土) いろりの日

第36回みずほ台まつり
とき／８月26日
（土）
午後２時〜８時30分（雨天決行）
場所／みずほ台駅西口ロータリー
内容／子どもみこし、中水子囃子、
西中吹奏楽演奏、ダンスチーム演
技、こけぴよなど
問合せ／西みずほ台商店会
2049‑251‑2000

20日(日) 水でっぽう作り

27日(日) プラ板アクセサリー

穀蔵展示「なつかしの観光旅行」
昭和の時代の観光旅行をふり返り
ます。
とき／８月５日
（土）
から約１年間
場所／穀蔵展示室

第３号

９月３日（日）までオープン！
開場時間
午前９時〜午後５時（入場は午後４時まで）
※８月25日（金）
・28日（月）〜9月1日（金）は午後１時〜５時
までの開場です。
※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
（お盆期間除く）
。

入場料金

備考

利用料

一般

500円

中・高校生

300円

中型バス

1,000円

小学生

100円

二輪車

無料

駐車場

プール

区分

普通車

※予約不要。直接お越しください。

26日(土) はたおり

富士見ガーデンビーチ便り

区分

糸つむぎ体験
ワタから糸ができる不思議を体験
してみませんか。小学１年生国語
の教科書「たぬきの糸車」に出て
くる“昔の仕事”です。
とき／７月27日（木）、８月３日
（木）・10日（木）午前10時〜正午、
午後１時〜３時（5〜10分程度）
場所／旧大澤家住宅
対象／どなたでも
指導／資料館友の会木綿部会

利用料
300円

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。

着衣泳体験教室
万が一の時に身を守る方法を、服を着たままプールに
入って体験します。
とき／９月９日
（土）
午後２時
対象／小学生と保護者（幼児不可）
定員／15組30人（申込順）
参加費／500円
申込み／８月７日
（月）
から直接または電話で

問合せ／富士見ガーデンビーチ 2049‑254‑4349
売店抽選会お知らせ
とき／８月２日・９日・23日いずれも水曜
内容／当日に場内売店を利用された方の入場半券裏に
100円で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。
来場者謝恩企画ニジマス摑み取り大会
とき／９月10日
（日）
午前10時30分
対象／小学生と保護者
定員／50組（申込順） 参加費／1,000円
申込み／８月７日
（月）
から直接
水中パフォーマンスショー（トゥリトネス）を開催します！
笑いと感動のショーをお楽しみください。
とき／９月９日
（土）
午前11時
定員／300人（申込順）
料金／
前売り券
中学生以上1,200円
小学生500円
当日券
中学生以上1,500円
小学生800円
※未就学児無料
（保護者の付添いをお願いします）

申込み／８月１日
（火）
から直接または電話で
広報 ふじみ 平成29年８月号
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イベント

市内商店会が参加する夏祭りが行
われます。ぜひお越しください。

問合せ 2049‑253‑4664
休館日：月曜（祝日の場合は翌日）

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

参加費／3,000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
問合せ／（公財）キラリ財団
2049‑251‑5555

イベント
Event

イベント

キラリ☆スポーツカレッジ
ボクシングエクササイズ
（全６回）
有酸素運動で健康になろう！
とき／８月22日、29日、９月５日、
26日、10月10日、24日いずれも火
曜午後１時15分〜２時15分

いろいろなモノが作られるまでの
秘密や職人技を見学、
体験できます。
※スタンプを集めると抽選でスタン

市民伝言板

はじめてのヨガ
（全６回）
呼吸を意識して健やかに！
とき／８月28日、９月４日、25日、
10月２日、23日、30日いずれも月
曜午前10時〜11時30分

プラリー参加企業・施設からの素敵
なプレゼントが当たります。

初めてのピラティス
（全６回）
インナーマッスルを鍛えよう！
とき／８月28日、９月４日、25日、
10月２日、23日、30日いずれも月
曜午後１時30分〜２時30分

くらしのリユース

【共通事項】
場所／市民総合体育館
定員／20人（申込順）

市民伝言板

発見！体験！
埼玉スタンプラリー2017

とき／平成30年１月15日
（月）
まで
場所／県内工場、伝統工芸産地、
博物館、美術館など
内容／ものづくりの現場や博物館、
美術館などを巡るスタンプラリー
参加費／無料（入館・体験料などは別途）
問合せ／
埼玉県観光課スタンプラリー本部
2048‑830‑3955 ℻048‑830‑4819

第42回日本ハンドボールリーグ戦
問合せ／生涯学習課
オ

ー

ソ

内 634
2○

ル

大崎ＯＳＯＬ（大崎電気工業株式会
社男子ハンドボール部）のホームゲ
ームを開催します。
とき／９月９日
（土）
午後２時
（開場：正午）

場所／市民総合体育館
内容／
大崎OSOL×豊田合成（愛知県）
料金／ 一般・大学生 2,000円
中・高校生 1,000円
小学生 500円、未就学児 無料
申込み／当日正午〜午後２時に市
民総合体育館内の受付にて
チケットの問合せ：
大崎電気ハンドボール事務局
2049‑258‑1200

※詳しくは県ホームペー
ジをご覧ください。

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

富士見市民吹奏楽団
第35回定期演奏会…9月17日㈰13：30開演
ギターを弾いて歌いましょう！
！
（13：00開場）／キラリ☆ふじみ／ドラゴンクエ
無料講習会（全4回）
スト序曲、虹の彼方に、宝島ほか／無料
9月9日㈯･30日㈯、10月7日㈯･28日㈯13：00
会員募集…毎週水曜19：00〜22：00／鶴瀬
〜16：00／針ケ谷コミュニティセンター／4歳
コミュニティセンター／高校生または16歳以上
〜大人／ひき語り、アンサンブルほか／20人
の楽器経験者／年1回の定期演奏会と依頼
程度／持ち物クラシックギター（お持ちの方） 演奏を中心とした活動／月会費一般2,000円、
／主催針ヶ谷うたうギターサークル／
高校生500円／佐藤 2050‑5307‑0240
吉田 2049‑253‑3075

●

ゆずります
洗濯機／折りたたみベッド／座イス／仏壇／外
壁用タイル（DIY用10×10㎝）／エレクトーン／チ
ャイルドシート／夏・冬用洋服（女児用110〜130㎝）

募 集
富士見空手サークル
毎週火曜18：15〜19：30／鶴瀬公民館／5
歳以上の老若男女／空手の練習とレクリエー
ション／入会金4,000円／月会費3,700円／
秋元 2090‑3506‑6169
ハタヨガサークル
第1･3水曜10：30〜11：45／ピアザ☆ふじみ／
市内在住の16歳以上の女性／初心者向けのヨ
ガ／月会費2,500円／髙三 2080‑3025‑4049

ご利用ガイド

7 月 7 日現在●

内 246
問合せ／環境課 2○
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市民総合体育館リニューアルイベント

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／炊飯器（3合）／電子レンジ／オーブントースター／卓上ミシン／子ども用自転
車（16〜22㌅）／大人用三輪自転車／自転車（大人用）／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㎝）

