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富士見市役所 049-251-2711  ℻ 049-254-2000市役所からのお知らせ
Fujimi City Information

皆さんのご支援とご協力により、
総額5,444,832円の活動資金が寄せ
られました。この活動資金により、
災害救護活動、国際救援活動、血
液事業、医療事業など幅広い事業
が支えられています。
今後ともご支援をお願いします。
問合せ／福祉課 ○○○333

市に住民登録をしている方で、指
定難病医療受給者証、小児慢性特
定疾病医療受給者証の交付を受け
ている方に見舞金（年額12,000円）
を支給します。
• 現在、見舞金受給中の方には、
11月中旬に現況届の用紙を郵送
します。受給者証の写しと一緒
に提出をお願いします。
• 転入された方などで受給資格が
あり、まだ申請をしていない方
は、受給者証と振込口座（郵便
局は除く）の確認できるものを
持参し、手続きをお願いします。
問合せ／障がい福祉課 ○○○373

介護・医療・保育分野企業の合同
就職面接会です。
とき／11月24日（金）午後1時～4時
（受付：正午～午後３時30分）
場所／ウェスタ川越（川越駅西口徒
歩5分）　※無料、申込不要
対象／福祉の仕事を希望している
方で、ハローワークに求職登録し
ている方
持ち物／履歴書（複数枚）、ハロー
ワークカード
問合せ／ハローワーク川越
049-242-0197（43

ご 案 内
Guidance

日本赤十字会員増強運動の
ご協力ありがとうございました

特定疾患に該当する方に
見舞金を支給します

介護就職デイ
福祉の仕事就職面接会

女性の人権ホットラインは、夫や
パートナーからの暴力やストーカ
ー行為など、女性をめぐるさまざ
まな人権問題についての専用相談
電話です。
多くの方が利用できるよう強化週
間を設定し、通常の受付時間を延
長して相談を受け付けます。
とき／11月13日（月）～19日（日）
午前８時30分～午後７時
※11月18日（土）・19日（日）は午前10
時～午後５時
電話番号／ 0570-070-810（ナビダ
イヤル）　※無料、全国共通、IP電話
からは接続不可。秘密は守られます。
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 048-859-3507

あなたのトラブルを、裁判所での
話し合いで解決する調停制度の手
続き・利用方法について、裁判所
の調停委員が相談に応じます。
とき／11月13日（月）午前10時～午
後３時30分（受付：午後３時まで）
※申込不要
場所／ウェスタ川越（川越駅西口徒
歩5分）
内容／民事（貸金・借金、土地建物、
交通事故、近隣など）、家事（夫婦、
親子関係、離婚、養育費、相続など）
主催／日本調停協会連合会
問合せ／調停相談会事務局
048-865-6677（月・水・金曜午前

10時～午後4時、祝日除く）

児童虐待は、子どもの人権を侵害
し、時としてその命を奪うなど、
子どもの心身の発達や人格の形成
に大きな影響を与えます。
虐待から子どもを守るには、早期
発見・早期対応が重要になります。
皆さんの力で児童虐待を防ぎまし
ょう。

11月13日～19日
女性の人権ホットライン強化週間

無料調停手続き相談会

11月は
児童虐待防止推進月間です

まずはご相談ください

も話せずに一人で悩んでいません
か。どんなことでも構いませんの
で、気軽にご相談ください。
相談・連絡先／
•家庭児童相談室（障がい福祉課内）
月～金曜午前８時30分～午後５時
○○○336
•健康増進センター
月～金曜午前８時30分～午後５時
049-252-3771
•子ども未来応援センター
月～金曜午前８時30分～午後５時
049-252-3773
•市内各子育て支援センター
※電話番号などは富士見市 DE スマ
イル 子育てガイドまたは市ホームペ
ージをご覧ください。
•子どもスマイルネット
毎日午前10時30分～午後６時
（祝日、年末年始を除く）
048-822-7007
地域で子育てを見守りましょう
児童虐待は社会全体で解決すべき
問題です。予防や早期発見には地
域の皆さんの協力が重要です。虐
待が疑われるときはすぐ連絡して
ください。
－こんなときはすぐに連絡を－
•いつも子どもの泣き声や保護者
の怒鳴り声が聞こえる
•不自然なあざや傷がある
•衣服や体が汚れていたり、にお
いがしたりする
•食べ物に執着が強かったり、い
つも空腹でいたりする

相談・連絡先／
•児童相談所全国共通3桁ダイヤル
1
いちはやく

8 9（24時間対応）
•川越児童相談所
月～金曜午前８時30分～午後６時
15分 049-223-4152
•障がい福祉課児童福祉係
月～金曜午前８時30分～午後５時
15分 ○○○338
※子どもの生命に危険がおよぶと感
じたときは、110番通報してください。
問合せ／障がい福祉 ○○○338
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11月１日（水）～平成30年２月28日
（水）の放送時刻は、午後４時30分、
曲目は「たき火」です。
問合せ／安心安全課 ○○○446

いじめにあったり気がついたりし
たら、一人で悩まずご相談ください。
相談窓口／
〈よい子の電話教育相談〉
（24時間365日対応）
•18歳以下の子ども専用
　＃7 3 0 0 または 0120-86-3192
•保護者専用 048-556-0874
•Ｅメール相談
　soudan@spec.ed.jp
•いじめメール
　相談フォーム
〈ヤングテレホンコーナー〉
（埼玉県警察少年サポートセンター）
月～土曜午前８時30分～午後５時
15分（祝日、年末年始を除く）
048-861-1152

〈子どもスマイルネット〉
毎日午前10時30分～午後６時
（祝日、年末年始を除く）
048-822-7007

〈埼玉いのちの電話〉
（24時間365日対応）
048-645-4343

〈さいたまチャイルドライン〉
（18歳以下の子ども専用）
毎日午後４時～９時（年末年始を除く）
0120-99-7777

〈埼玉県こころの電話〉
（精神保健やこころの悩みに関する相
談）
平日午前９時～午後５時（土･日曜、
祝日、年末年始を除く）
048-723-1447

〈子どもの人権110番〉
（さいたま地方法務局人権擁護課所管）
平日午前８時30分～午後５時15分
（土･日曜、祝日、年末年始を除く）
0120-007-110
問合せ／県県民生活部青少年課
048-830-5858

夕焼け放送の
時刻と曲目が変わります

11月は
いじめ撲滅強調月間です

とき／12月３日（日）
午前11時～午後３時
場所／鶴瀬西交流センター
※現地集合・解散。必ず保護者の送
迎をお願いします。
対象／小・中学生
内容／クレープ・ミニピザ作り、
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（バン
ダナなど）、手ふき、台ふき
主催／富士見市青少年相談員協議会
申込み／11月６日（月）～10日（金）
午前９時から直接または電話で
問合せ／子育て支援課 ○○○340

とき／11月28日（火）午前10時15分
～11時30分（受付：午前９時50分～）
場所／キラリ☆ふじみ
対象／未就園児と保護者、妊娠中の方
定員／300人（無料、申込順）
出演／のんちゃん＆まきちゃん
（おひさまにあるず）
主催／富士見市母子保健推進員連
絡協議会
申込み／11月１日（水）から電話で
問合せ／健康増進センター
049-252-3771

親子で簡単クッキング

とき／11月18日（土）
午前10時～午後１時30分
場所／鶴瀬公民館
対象／小学生の子どもと保護者
メニュー／デコレーションずし、
ミルクゼリーほか
定員／６組
参加費／1人500円程度
講師／富士見市食生活改善推進員
協議会
持ち物／エプロン、三角きん、布
きん２枚
申込み／11月１日（水）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
049-251-1140

クリスマス会

親子で音楽を楽しもう
ファミリーコンサート

給排水管などの改修工事実施に伴
い臨時休館します。
工事期間中は、公民
館施設と図書室の利
用ができなくなりま
す。ご不便をおかけしますが、ご
理解とご協力をお願いします。
※水谷東出張所は通常通り業務を行
います。また、予約図書の受取りと返
却ポストは利用できます（平日午前
８時30分～午後５時15分）。
臨時休館期間／12月１日（金）～平
成30年２月28日（水）（予定）
問合せ／
水谷東公民館 048-473-8717

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／11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 ○○○243

皆さんのご理解と各町会のご協力
により、総額3,217,453円の募金が
寄せられました。この募金は、県
の緑化事業（学校緑化、温暖化防止
緑化）や市の緑地保全基金への積み
立てに活用させていただきます。今
後も緑化推進へのご協力をお願い
します。
問合せ／
まちづくり推進課　
○○○454

ご 案 内
Guidance

水谷東公民館
臨時休館のお知らせ

つきいち～臨時農産物直売所～

緑の募金（家庭募金）の
ご協力ありがとうございました
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子 育 て
Child-rearing

諏訪児童館
子育てまちゅり
とき／11月22日（水）
午前10時～正午
場所／市民総合体育館
内容／フリーマーケット、工作、
電車ごっこ、読み聞かせコーナー、
身体測定コーナー、つりあそび
※無料、申込不要

児童館からお知らせ

子育て講座
「おやこでゆったりパネルシアター」
ワークショップでパネルシアター
を作ります。
とき／11月28日（火）
午前10時30分～正午
場所／諏訪児童館
定員／20組（無料、申込順、保育あり）
講師／小

お

栗
ぐり

知
とも

実
み

氏、梶
かじ

田
た

沙
さ

織
おり

氏
申込み／11月１日（水）午前10時か
ら直接または電話で

【共通事項】
対象／乳幼児と保護者
問合せ／諏訪児童館
049-255-6671

ふじみ野児童館
お父さんと遊ぼう！小学生編
～親子で楽しむ手作りおもちゃ～
とき／12月２日（土）午前10時～正午
場所／ふじみ野交流センター
対象／小学生とお父さん
内容／コリントゲーム（スマートボ
ール）作り
定員／10組（申込順）
講師／山本欣

きん

司
じ

氏（元諏訪児童館館長）
参加費／300円（当日集金）
持ち物／汚れてもよい服装、軍手
申込み／11月20日（月）午前10時か
ら電話で
問合せ／ふじみ野児童館 
049-257-6996

子

育

て

事業名 と　き 詳　　　細

■予  見て！食べて！
　 はじめて
　 離乳食教室

11月17日㈮
13:30～15:30

■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
ん（おおむね生後3～5か月児）のいる保護者　■場ピアザ☆ふじみ　■内離乳食初期
の話、調理のデモンストレーション、調理体験、試食（親のみ）　■定 15人（申込順）
■持母子健康手帳、赤ちゃん手帳、筆記用具、手ふき　■申 11月6日（月）午前8時30
分から電話で　※保育あり（おおむね生後3～5か月児、定員10人（申込順））

■予  もぐもぐパクパク
　 食事相談

11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

■予  親子サロン 11月22日㈬
10:00～11:30

■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
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
■場健康増進センター　■内家族同士や保健師との交流・相談　■持母子健康手帳

４か月健診
11月 6日㈪ ■水

■鶴
■受 12:50～13:40　■場健康増進センター
■対平成29年6月1日～6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

11月21日㈫ ■水
■鶴
■受 12:50～13:40　■場健康増進センター
■対平成29年6月16日～6月30日に生まれた子

12か月健診 11月14日㈫ ■水
■鶴
■受 12:50～13:40　■場健康増進センター
■対平成28年11月16日～12月8日に生まれた子

１歳６か月健診
11月 7日㈫ ■水

■鶴
■受 12:50～13:40　■場健康増進センター
■対平成28年1月24日～2月15日に生まれた子

11月22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

３歳健診 11月15日㈬ ■水
■鶴
■受 12:50～13:40　■場健康増進センター
■対平成26年5月生まれの子

■予  乳児・母乳相談

11月 6日㈪
10:00～11:30

■場健康増進
　 センター

■受 9:40～10:00　■対１歳までのお子さん（第一子）とお母さん　
■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。

11月29日㈬
10:00～11:30

■場  みずほ台コミュ
ニティセンター

わくわく子育て
トーキング

11月 9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　■場ふじみ野交流センター
■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

子育て健康ガイド 問合せ／健康増進センター 049-252-3771 ℻ 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
…申込み　 …主催　他…そのほか　■水…バス水谷コース  ■鶴…バス鶴瀬コース健康ガイド

子育て応援情報
モバイルサイト
「スマイルなび」
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聴こえとコミュニケーションに
関する講演会　～聴こえない・
聴こえにくいってどんなこと？～

聴こえにくいとはどのような状態
なのか、専門家や当事者の話を聞
いて考えます（三芳町との共催）。
とき／11月22日（水）午前10時～正
午（午前９時45分開場）
場所／三芳町立藤久保公民館
定員／80人（無料、先着順）
※手話通訳、要約筆記、磁気ループ
あり
講師／
佐々木美奈子氏（特別養護老人ホー
ム「ななふく苑」）
柳田美佐氏（「そうか光生園」言語
聴覚士）
問合せ／障がい福祉課　 ○内335

生活文化講座
はじめての俳句講座（全４回）

とき・場所／いずれも月曜
午後１時30分～４時30分
とき 場所

11/27
12/４・11

みずほ台中央公園
（交流施設）

12/18 水谷小学校（郷土資料室）
※車での来場はご遠慮ください。
定員／20人
講師／斉藤道

どう

正
せい

氏、小峰光
こう

子
こ

氏
（爽

そうじゅ

樹俳句会、俳人協会会員）
参加費／1,000円（資料代）
持ち物／ノート、筆記用具、国語
辞典・歳時記（お持ちの方）
申込み／11月１日（水）から直接ま
たは電話で
問合せ／水谷公民館
049-251-1129

11月11日は介護の日

「介護の日」にあわせて介護に関す
る講座を開催します（無料）。

介護者サロン「まどび」と
認知症サポーター養成講座
介護者の交流と、認知症サポータ
ーになる講座を開催します。
とき／11月10日（金）午後１時30分
～３時（受付：午後１時15分～）
場所／鶴瀬公民館

申込み／午前８時30分～午後５時
に電話で
問合せ／高齢者あんしん相談セン
ターふじみ苑　 049-293-1168

介護者教室「認知症の介護や予防
に役立つ食事と運動」
とき／11月17日（金）午後１時30分
～２時30分（受付：午後１時15分～）
場所／ふじみ野交流センター
定員／50人
講師／理学療法士、作業療法士
申込み／午前９時～午後５時に電
話で
問合せ／高齢者あんしん相談セン
ターむさしの　 049-255-6320

いざという時にあわてないための
救急法 ～家族の緊急時の対応の仕方～
とき／11月27日（月）午後１時30分
～３時（受付：午後１時15分～）
場所／鶴瀬駅西口サンライトホール
内容／救急車が到着するまでの対
応、救急処置実技演習など
講師／入間東部地区消防組合
申込み／午前８時30分～午後５時
に電話で
問合せ／高齢者あんしん相談セン
ターえぶりわん鶴瀬Nisi
049-293-8330

はつらつ教室（全13回）
～脳ヂカラ・噛む力アップコース～

とき／12月５日～19日、平成30年
１月９日～３月13日毎週火曜
午前10時～正午
場所／健康増進センター
対象／おおむね65歳以上の方で医
師から運動制限を受けていない方
※なるべく13回すべてにご参加くだ
さい。
内容／マシーントレーニングや脳
トレ、口の体操など
定員／15人（申込順）
参加費／390円（保険代）
申込み／直接または電話で
問合せ／健康増進センター
049-252-3771

とき・内容／午前10時～正午
とき 内容

11/9
(木)

ラジオ体操と骨盤底筋体操
～尿漏れ予防に効果あり！～
講師：川

かわ

畑
ばた

静
しず

美
み

氏（市民人材バ
ンク登録講師）
※体操のできる服装で参加くだ
さい。

11/16
(木)

役に立つ!!
～お薬の飲み方・使い方～
講師：亀

かめ

村
むら

大
だい

氏（イムス富士見
総合病院薬剤師）

11/30
(木)

インフルエンザから身体を守る
～猛威をふるう季節を前に～
講師：冨

とみ

沢
ざわ

京
きょう

子
こ

氏（感染管理認
定看護師、イムス富士見総合病
院看護師）

場所／鶴瀬公民館
対象／市内在住、在勤の方
定員／25人（無料、申込順）
申込み／11月１日（水）から平日の
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
049-251-1140

代謝アップ ! !
スマートウォ－キング教室

簡単な筋力運動と正しいウォーキ
ング方法を身に付けます。
※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。
とき／11月22日（水）午前10時～11
時30分（受付：午前９時40分～）
場所／健康増進センター
対象／市内在住の18歳以上の方で
医師から運動制限を受けていない方
※持病のある方は申込時にご相談く
ださい。
定員／30人（申込順）
講師／健康運動指導士
参加費／30円（保険代）
持ち物／運動できる服装、室内用
運動靴、タオル、飲み物 
申込み／11月１日（水）から電話で
問合せ／健康増進センター
049-252-3771

健康スマイル講座
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学 ぶ
Learning

富士見市民大学人権教育講演会
「意味のない命はない」～重度の
てんかん・知的障がいのある奈緒
ちゃんと家族のドキュメンタリー～

育み、育まれる家族の幸せのカタ
チを、映画「奈緒ちゃん」の上映
と監督の話から考えます。
とき／12月17日（日）
午後１時30分～４時
場所／鶴瀬コミュニティセンター
定員／200人（無料、申込順）
講師／伊勢真一氏（映画監督）
主催／NPO法人富士見市民大学、
市教育委員会
申込み／11月１日（水）から午前９
時～午後５時に直接または電話で
（土・日曜、祝日を除く）

富士見市民大学運営スタッフ募集中
一緒に企画・運営をしていく仲間
を募集します。詳しくはお問い合
わせください。

問合せ／富士見市民大学事務局
（鶴瀬公民館内）　 049-251-1140

とき／12月８日（金）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18歳以上の方（ご
家族の方も可）
定員／20人（無料、申込順）
※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。
講師／保健師、管理栄養士
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）、
筆記用具、電卓
申込み／直接または電話で
問合せ／健康増進センター
049-252-3771

生活習慣病予防教室
若さを保つ血管の話 ～血圧編～

上級救命・普通救命講習

上級救命講習
とき／11月18日（土）
午前９時～午後６時
普通救命講習Ⅰ
とき／11月25日（土）午前９時～正午

【共通事項】
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（無料、申込順）
申込み／11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
049-261-6673

富士見市中学生の主張大会

とき／11月25日（土）午後1時～4時
場所／鶴瀬コミュニティセンター
内容／
・市内中学校代表（各２人）と富士
見高等学校代表（１～２人、特別参
加）による主張発表
・西中学校吹奏楽部の演奏
主催／
富士見市青少年育成市民会議
問合せ／子育て支援課　 ○内340

学

ぶ

中央図書館 049-252-5825
鶴瀬西分館 049-252-5945
ふじみ野分館 049-256-8860
【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（土）まで休館します。なお、臨時窓口は、平成
30年2月28日（水）まで設置しています。
※水谷東公民館図書室は、改修工事のため12月1日（金）～平成30年2月28日（水）まで休室します。

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

11月のおはなしかい＆映画会
内　容 と　　き

鶴瀬西
分 館

一般映画会 ４日（土）午後２時「真珠湾攻撃」（1943年、米国）
※午後１時30分から整理券配布

おはなしかい（乳幼児） ８日（水）午前11時・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

こども映画会 25日（土）午前11時
「ミッフィーとどうぶつえん」ほか

おはなしかい（乳幼児） 10日（金）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。

わらべうたで遊ぼう（全２回）
～子育ての知恵のつまった
　遠野のわらべうたに学ぶ～
とき・対象／11月15日、平成30年
３月７日いずれも水曜

時間 対象
①10:00～10:30 6か月児（お座り前）まで
②10:40～11:10 1歳児（あんよ前）まで
③11:20～11:50 1歳児
場所／図書館鶴瀬西分館
定員／①５組 ②③４組
※①は妊娠中の方3人まで見学可
講師／柴

しば

﨑
さき

妙
たえ

子
こ

氏
持ち物／ハンカチーフ
申込み／11月１日（水）午前９時30
分から鶴瀬西分館へ直接または電
話で

楽しく作ろう
X’mas★スノードーム
～キラキラ輝く夢の世界～
とき／12月16日（土）
午後２時～４時
場所／図書館鶴瀬西分館
対象／市内在住の小学生
定員／20人
講師／福

ふく

島
しま

祐
ます

美
み

氏
持ち物／瓶（ジャムの空瓶など）、
スノードームの中に入れたいフ
ィギュアなど（ガラス不可）、図書
館利用カード
申込み／11月18日（土）午前９時
30分から鶴瀬西分館へ直接また
は電話で
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水子貝塚資料館のお知らせ
 問合せ 049-251-9686

土曜おもしろミューズランド
どんぐりクラフト
とき／11月18日（土）
午前10時、午後１時30分
定員／各40人（申込順）
参加費／100円（材料代）
申込み／いずれも30分前から直接

縄文クッキーづくり
とき／12月16日（土）
午前10時、午後１時30分
定員／各回親子10組（申込順）
参加費／200円（材料代）
持ち物／エプロン、三角きん
申込み／11月18日（土）から直接ま
たは電話で

【共通事項】
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

　

　イ
ベ
ン
ト

学
　
ぶ

ストレス解消！ ボクサシェイプ

ボクシングの動きを音楽のリズム
に合わせて行います。
※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。
とき／12月９日（土）午前10時～11
時30分（受付：午前９時40分～）
場所／健康増進センター
対象／市内在住の18歳以上の方で
医師から運動制限を受けていない方
定員／30人（申込順）
講師／健康運動指導士
参加費／30円（保険代）
持ち物／運動できる服装、室内用
運動靴、タオル、飲み物
申込み／11月１日（水）から電話で
※参加するご本人がお申し込みください。
問合せ／
健康増進センター
049-252-3771

とき／11月11日（土）・12日（日）
午前10時～午後４時30分（12日は
午後３時まで）
場所／水谷公民館
内容／ 11 ミニセレモニー、舞日 
台発表、スタンプラリー（お楽しみ
抽選会）、展示、模擬店、パソコ
ン体験、ふわっぴーと撮影コーナ
ー、野球体験など
12 展示、舞台発表、模擬店、日 
パソコン体験、ベーゴマ大会、あ
そびコーナー、野球体験コーナー、
ミニステージコーナー、野点（お
茶の体験）など
主催／水谷文化祭実行委員会
問合せ／水谷公民館
049-251-1129

学 ぶ
Learning

創業支援セミナー（全４回）
「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」

起業に関する基礎知識を学びます。
とき／12月3日・17日、平成30年1
月14日・28日いずれも日曜
午前９時30分～正午
場所／鶴瀬西交流センター
※公共交通機関をご利用ください。
対象／起業したい方、すでに起業
しているが経営を学びたい方
内容／創業のポイント・心構えなど、
資金調達方法や財務知識、従業員
の雇用や人材の活用方法、事業計
画の作り方
定員／20人（無料、申込順）
講師／三

み

上
かみ

康
こう

一
いち

氏（中小企業診断士）
申込み／11月１日（水）から電話で
問合せ／産業振興課 ○○○253

水谷文化祭「ふれあい ひろがれ」

とき／11月23日（祝）午前9時～午後3時30分
※雨天時は、開催種目の変更あり
場所／市民総合体育館、諏訪小学校校庭、文化の杜

もり

公園
持ち物／室内用運動靴（室内競技のみ）
主催／富士見市スポーツフェスティバル実行委員会

9:00 9:30 11:00 12:00 12:45 14:30

問合せ／富士見市体育協会 049-254-9510
富士見市スポーツフェスティバル

市
民
総
合
体
育
館

メインアリーナ

ス
ポ
ー
ツ
玉
入
れ

表
彰
式

幼
児
玉
入
れ

※
事
前
受
付

午
前
９
時
45
分
〜

学
童
ド
ッ
ジ
ボ
ー
ル

大
会
決
勝
抽
選
会

学童ドッジボール
大会
決勝戦・３位決定戦

表
彰
式

少
林
寺
拳
法
演
武

抽
選
会

サブアリーナ バトテニス、インディアカ（9:30~12:00、13:00~14:30）

柔道場 輪投げ、パターゴルフ（9:30~12:00、13:00~14:30）

剣道場 ユニカール（9:30~12:00、13:00~14:30）

体育館玄関前
ウォーク＆ウォーク（受付 9:30、スタート10:00）

模擬店（10:00~）

1Fロビー ピンポンコーナー（9:30~12:00、13:00~14:30）

諏訪小校庭　　
学童ドッジボール
大会予選

陸上ミニ３種チャレンジ

文化の杜
公園

総
合

開
会
式

サッカーフリーキック、ストラックアウト、
ティーバッティング・スピードガンテスト、ゲートボール、
グラウンドゴルフ（受付 9:30）

15:3013:00
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イベント
Event

ふじみマーケット
～いいヒト・いいモノ交流物産展～

毎年11月23日を「いい富
ふ

士
じ

見
み

の日」
とし、さまざまなイベントを実施
します。
とき／11月23日（祝）
午前10時～午後３時（雨天決行）
場所・内容／
ららぽーと富士見特設会場
ふじみマーケット（午前10時～午後３時）
市内農家・商工業者による採れた
て野菜や米、自慢の逸品を販売し
ます。
※お買い物スタンプ抽選会あり
焼きびん試食会（午前10時15分）

ららぽーと富士見屋外ステージ

元気くん集まれ!! （午前11時25分）
元気な声であいさつができる小学
生たちによる大声パフォーマンス
イベント
こけぴよミニコンサート（午後1時30分）

元気くん集まれ!! 参加者募集
対象／市内在住の小学生
※参加者はイベント終了後にあばれる
君と集合写真が撮れます。
定員／20人（応募多数の場合は抽選）
応募方法／応募用紙に記入し、11
月１日（水）～10日（金）（必着）に、
郵送、FAXまたは直接
※応募用紙は、富士見市商工会、産
業振興課、西出張所、ピアザ☆ふじみ、
各公民館・交流センター・コミュニテ
ィセンター、市ホームページにあります。
問合せ／富士見市商工会
〒354-0033 羽沢3-23-15
049-251-7801　℻049-251-7624

イ
ベ
ン
ト

問合せ／生涯学習課　 ○内634
市民総合体育館リニューアルイベント
日本ハンドボールリーグ戦

とき／
①11月18日（土）午後２時（正午開場）
②11月26日（日）午後２時（正午開場）
場所／市民総合体育館
内容／①大崎電気×トヨタ車体
②大崎電気×琉球コラソン
料金／一般・大学生 2,000円　
中・高校生 1,500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
担当：矢

や

内
ない

　 049-258-1200

小学生ハンドボール体験教室
とき／11月18日（土）
午前９時30分～11時30分
（受付：午前９時～）
対象／市内在住の小学４～６年
定員／30人（無料、申込順）
講師／内田雄

たけ

士
し

氏（大崎電気OB）
持ち物／室内用運動靴、飲み物、タ
オル
申込み／11月13日（月）までの平日
午前９時～午後５時に生涯学習課
へ直接または電話で

富士見市民限定　チケットプレゼント
11月26日（日）の試合へ特別ご招待します！
定員／100人 ※申込多数の場合は抽選。結果は11月22日（水）までに発送します。
申込み／11月16日（木）（必着）までに往復はがきで
※チケットは、当日に市民総合体育館受付でお渡しします。当選はがきをお持ち
ください。

富士見市教育委員会
生涯学習課
「11月26日
日本ハンドボール
　　 リーグ戦」係

富士見市鶴馬1873ー1
申込者の
・郵便番号
・住所
・氏名

申込者の
・郵便番号
・住所
・氏名
・チケット
　　　希望枚数
 （1人4枚まで）

なにも書かないで
ください。

354 002 1

往信の表 返信の裏 返信の表 往信の裏

※抽選結果を印刷
して返信します。

往
復
は
が
き
の
書
き
方（
例
）

種目・対象 定員 参加費

一般10km 200人 2,500円

一般男子5km 100人 1,500円

シニア（60歳以上）
5km 50人 1,500円

一般女子5km 50人 1,500円

中学男子・女子
5km

男200人
女100人 600円

小学4～6年
男子・女子1.6km

男100人
女  50人 500円

親子 1km
（子どもは小学1～3年） 105組 1,500円

縄文５種競技
（子どもは小学4年以下） 50組 500円

問合せ／富士見市体育協会　 049-254-9510
富士見市新春縄文マラソン大会

とき／平成30年1月8日（祝）
※雨天決行。降雪時は中止の場合
あり。
場所／水子貝塚公園
（スタート・ゴール）
申込み／11月30日（木）までに上
記ホームページ、郵便振替また
は下記へ直接
•富士見市体育協会
　（受付：平日午前９時～午後４時
（正午～午後１時を除く））
•市民総合体育館
　（受付：正午～午後1時、午後４時
～９時(土･日曜、祝日も受け付け））
※いずれも第３月曜は除く

司会

下
しもかわら

川原利
り

紗
さ

（富士見市PR大使）

特別ゲスト

あばれる君
（お笑い芸人）
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問合せ　 049-253-4664
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

入間東部地区地域史研究発表会
「陸の道・川のみち」
入間東部地区（富士見市・ふじみ野
市・三芳町）の江戸時代の街道や舟
運について、各市町の学芸員が最
新の研究成果を発表します。
とき／11月18日（土）
午後1時30分～4時
場所／講座室　
定員／50人（無料、申込順）
主催／入間東部地区文化財保護連
絡協議会
申込み／11月3日（祝）午前9時から
電話で　※発表会終了後、開催中の
企画展「村の暮らしと河

か し ば

岸場」の展示
解説を行います。

扇だこづくり（全２回）
市の特産品として知られた郷土民
芸「扇だこ」をつくります。
とき／12月2日（土）・3日（日）
午前10時～午後３時
場所／講座室　対象／中学生以上
内容／骨組みから絵付けまでの体験
定員／10人（申込順）
参加費／1,000円（材料代、当日集金）
持ち物／エプロン（前掛け）、昼食
講師／富士見市扇だこ保存会
申込み／直接または電話で

麦づくり体験（全６回）
種まきから試食までを体験します。
とき・内容／
いずれも土曜午前10時～正午（７月
７日は午後１時まで）　※小雨決行

とき 内容
11月11日 畝

うね

立て、種まき
平成30年１月27日 麦踏み、土入れ

３月10日 草取り、土寄せ
５月26日 麦刈り
６月９日 脱穀、選別
７月７日 石臼ひき、試食

場所／園内の田んぼ
対象／市内在住、在学、在勤者を
含む家族または友人
定員／７組（１組４人以内、申込順）
参加費／１組年間500円
持ち物／汚れてもよい服装・履物
申込み／11月３日（祝）午前９時から
電話で
協力／難波田城いきものがかり

11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）。
3日（祝）わたくり
4日（土）昔の道具で計ろう
5日（日）大学生による企画 お楽しみに
11日（土）はたおり
12日（日）ヘチマのたわし
18日（土）いろりの日
19日（日）木の実であそぼう
23日（祝）草花のしおり作り
25日（土）はたおり
26日（日）トントン紙すもう

水谷東文化祭
～交流の輪を広げ、誰もが笑顔に～

とき／11月18日（土）・19日（日）
いずれも午前10時
場所／水谷東公民館
内容／
展示　作品展示、水墨画体験、即売
舞台発表　歌、踊り、楽器演奏など
模擬店・催事　カレー、手作りケー
キ、綿菓子、子ども生け花体験
主催／水谷東文化祭実行委員会
問合せ／水谷東公民館
048-473-8717

市民人材バンクモデル事業
～やってみよう！ ハワイアンダンス～

とき／11月21日（火）
午後１時30分～３時30分
場所／ピアザ☆ふじみ
定員／20人（無料、保育あり）
講師／H

ホ ア

oa k
カ マ リ ー

amalii（野崎千絵）氏
（市民人材バンク登録者）
持ち物／動きやすい服装、タオル、
飲み物、練習用スカート
申込み／11月６日（月）午前９時か
ら電話で
問合せ／生涯学習課　 ○内633

とき／11月20日（月）
午後０時30分～３時40分（予定）
場所／キラリ☆ふじみ
※駐車場に限りがあります。
内容・講師／
講演１「同和問題の解決をめざして」
講師　県県民生活部人権推進課
講演２「音楽は人権をどう表現して
きたか」
講師　青島広志氏（ピアノ、お話）
　　　小野勉氏（テノール）
※無料、申込不要、手話通訳あり
※ふじみ風物詩上映などもあります。
※保育あり（１歳から未就学児、定員
10人程度（申込順）、11月９日（木）ま
でに要予約）
問合せ／人権・市民相談課
○内270

ティータイム・コンサート

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。
とき／11月12日（日）
午後2時～3時30分　※無料
場所／ふじみ野交流センター
曲目／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
演奏／アンサンブル凜

りん

問合せ／ふじみ野交流センター
049-261-5371

クリスマスコンサート

クリスマスにちなんだ名曲や楽し
い映画で素敵なひと時を過ごしま
しょう（無料）。
とき／12月３日（日）午後２時
（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／クリスマスソング、アヴェ
マリア、日本の四季の歌、チャッ
プリンのサイレント映画
出演／岩

い わ た

田恵
え み

美氏（ソプラノ）
天
あまいけ

池穂
ほ

高
だか

氏（作曲、ピアノ）
※未就学児の入場はご遠慮ください。
問合せ／針ケ谷コミュニティセン
ター　 049-251-8478

人権フェスティバル
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市民総合体育館からのお知らせ
 問合せ 049-251-5555

①はじめてのヨガ（全６回）
とき／11月13・27日、12月４・11日、
平成30年１月22・29日いずれも月
曜午前10時～11時30分
定員／20人（申込順）

②初めてのピラティス（全７回）
インナーマッスルを鍛えよう！
とき／11月13・27日、12月４・25日、
平成30年1月8・22・29日いずれも
月曜午後1時30分～２時30分
定員／30人（申込順）

③ボクシングエクササイズ（全６回）
有酸素運動でダイエットに効果抜群!
とき／11月14・21・28日、12月５・12・
19日いずれも火曜午後１時15分～
２時15分
定員／30人（申込順）

④Z
ズ ン バ

UMBA（全６回）
とき／11月30日、12月７・14・21日、
平成30年１月11・18日いずれも木曜
午後２時～３時15分
定員／20人（申込順）

【共通事項】
場所／市民総合体育館
参加費／3,000円(②のみ3,500円）
主催／（公財）キラリ財団
申込み／11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

コーラス、子どもヒップホップダ
ンス、フルート・エレクトーン・
ピアノ演奏のコラボレーションラ
イヴをお楽しみください（無料）。
とき／12月３日（日）午後１時30分
（午後１時開場）
場所／鶴瀬コミュニティセンター
出演／コーラス野ばら、PSDA、
音楽ボランティアしゃぼん玉
主催／ハートフルライヴ実行委員
会、音楽ボランティアしゃぼん玉
問合せ／鶴瀬公民館
049-251-1140

ハートフルライヴ

Learning

•●● 10 月10 日現在●●•

問合せ／環境課　 ○○○246

冷蔵庫（2ドア･高さ150㎝･平成2年製）／学習机・イス
／スチールラック／鏡台／全身指圧マッサージ機／小
型こたつ／エレクトーン／かぶと飾り／ひな人形親王
飾り（ケース入り）／鍵盤ハーモニカ／子ども用自転車
（18㌅･水色）／七五三用作り帯（女児用）／ペット用クレ
ート（犬･猫）／金魚飼育用エアーポンプ／生地（多数）

冷蔵庫（300L以上）／オーブントースター／アイロン台／物干
しピンチハンガー／米びつ／卓上コンロ／自転車（26㌅･後部
カゴ付）／（子ども用自転車（男子用20㌅）／富士見台中夏･冬用
制服（女子用165㎝以上）／本郷中体操着･ジャージ（160㎝以上･
赤MまたはL）／社交ダンス女性用シューズ（スタンダード22.5
㎝）／女性用ウィッグ（カールスタイル）／ベビーカー（B型）

ゆずってくださいゆずります

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

市民伝言板 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。
掲載方法の問合せ／秘書広報課　 ○○○240

傾聴ボランティア・やまぶき
傾聴（お話相手）ボランティア基礎講座
（全2回）…①11月10日㈮ ②11月24日㈮ 
9:30～12:00／①みずほ台コミュニティセン
ター②富士見市社会福祉協議会／傾聴ボ
ランティアとは？ 入門基礎講座／定員15人
／500円（資料代）／11月9日㈭までに要申込
会員募集…月2回各1時間程度／市内の高
齢者施設／施設利用者の話し相手／年会費
1,000円／瀬戸  049-253-3936（夕方以降）

無の会陶芸展
11月28日㈫～12月3日㈰10:00～17:00／キ
ラリ☆ふじみ／花と器と食器をテーマに／
無料／岡田　 049-251-9415

家事家計講習会
11月16日㈭10:00～12:00／鶴瀬西交流セン
ター／食事･収納･家計…よりよく生活する
ためのヒント／定員30人（申込順）／参加費
300円／主催婦人之友友の会／保育あり
（1歳以上、10人（申込順）、200円）／
仲山 048-474-8900

食改料理教室
12月6日㈬10:00～14:00／ピアザ☆ふじみ
／クリスマスのケーキを作りましょう／定員15
人／主催富士見市食生活改善推進員／
無料（材料代別途）／11月30日㈭までに要
申込／佐藤 049-251-3490

ふじみ彩の会 水彩画展
12月4日㈪～8日㈮ 10:00～17:00（最終日
は16:00まで）／キラリ☆ふじみ／無料／
須田 049-251-2383

●

　　　募　集　　　
●

M
マ ニ

ani B
ベ リ ー

elly d
ダ ン ス

ance
月2～3回月曜13:30～14:30／ピアザ☆ふ
じみ／成人女性／ベリーダンスを通じて楽し
く美を磨きましょう／月会費3,000円／
佐久間 090-4170-7823

小筆＆ペン字の会
第1･3火曜10:00～12:00／ふじみ野交流
センター／小筆、筆ペン、ペン字の練習／
入会金1,000円／月会費2,000円／
佐藤 049-252-5895（19:00～21:00）

イベント
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