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12月は地球温暖化防止月間です
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消防出初式

荒川緑肥を無償で配布します
河川の堤防の刈草から作った堆肥
を配布します。
配布期間／平成30年１月22日
（月）
（１月28日
（日）
を除く）
〜２月３日
（土）
申込み／12月13日（水）
（当日消印有
効）までに往復はがきで

※車でお越しの方は、富士見市役所

※今まで使っていた照明器具にLED

駐車場をご利用ください。

問合せ／荒川上流河川事務所
荒川緑肥事務局 2049‑246‑1031

電球を取り付ける場合、器具と電球

問合せ／入間東部地区消防組合消
防本部警防課 2049‑261‑6659

の組み合わせを誤ると火災などの危
険性がありますので、販売店などに
ご確認ください。

問合せ／県温暖化対策課
2048‑830‑3035
忘年会・新年会のシーズンです！

｢食べきりタイム｣ で
食品ロス削減にご協力を
日本ではまだ食べられるのに捨て
られている食べ物、いわゆる食品
ロスが年間約621万トンも発生し
ています。
｢もったいない｣ というだけでな
く、外食店舗や家庭で発生した食
品ロスはほとんどが焼却処分され
ており、地球環境にも大きな負荷
を与えています。
忘年会・新年会などの席では、お
開き前の15分間を「食べきりタイ
ム」として残った料理を食べ切り
ましょう。食品ロスの削減にご協
力ください。
問合せ／環境課 2○
○248

埼玉県最低賃金の改定
埼 玉 県 最 低 賃 金 が10月 １ 日 か ら
「時間額871円」に改定されました。
埼玉県最低賃金は、県内すべての
労働者とその使用者に適用されま
す。
なお、特定の産業には特定（産業別）
最低賃金が定められています。
問合せ／川越労働基準監督署
2049‑242‑0892

保育士就職面接会

※応募多数の場合は抽選
※記入方法など詳しくは荒川上流河川
事務所ホームページをご覧ください。
※販売などを目的とする方には配布
できません。

埼玉司法書士会浦和総合相談
センター 出張法律相談会

場所／ウェスタ川越（川越駅西口徒

相続、遺言、登記、債務整理、成
年後見、不動産の名義変更などに
ついて相談できます。
とき／12月14日
（木）
午後１時30分〜４時30分
場所／伊奈町コミュニティセンター

歩５分）

(伊奈町大字小室5161）

とき／12月19日
（火
火）
午後１時〜４時
（受付：正午〜
午後３時30分）

対象／保育士や保育補助など保育
分野での仕事を希望する方

申込み／浦和総合相談センター
（2048‑838‑7472）
に電話で

※平成30年３月に大学（院）、短大、

※無料、１組１時間

高専、専修学校を卒業予定の方も可

問合せ／埼玉司法書士会事務局
2048‑863‑7861

持ち物／履歴書（複数枚）、ハロー
ワークカード（お持ちの方）
問合せ／ハローワーク川越
福祉人材コーナー
2049‑242‑0197(43♯)

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

はっ

ふじみの国際交流センターが隔月で発

（ 行する外国籍の方のための生活情報誌 ）
こう

がいこくせき

かた

せいかつじょうほう し

がつごう

12月
号のテーマ
ち いき
ほ けん
い
地域の保健センターに行きましょう
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。
に ほん ご
わ
ちか
がい
日本語がよく分からない近くの外
こくじん
おし
かた
国人に教えてください。その方に
やく だ
た げん ご
せいかつじょう
とって役立つ多言語による生活情
ほう
報です。
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

デマンド交通実証実験
（H29.8.1〜H30.1.31）
電話番号の掛け間違いにご注意
ください
タクシー会社への電話の際に、
間違い電話が多くなっています。
ご利用の際は、今一度電話番号
をお確かめのう
え、お掛けいた
だきますようお
願いします。
タクシー会社

電話番号

鶴瀬交通㈱

2049‑251‑0377

みずほ昭和㈱

2049‑221‑7771

東上ハイヤー㈱

2049‑245‑7171

ダイヤモンド交通㈱ 2049‑265‑3610
三和富士交通㈱

2049‑293‑2750

問合せ／交通・管理課 2○
○412
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内

消防職員と消防団員の分列行進、
車両行進、消防演技のほか、協力
団体の演技も
行います。
ぜひお越しく
ださい。
とき／
平成30年１月14日
（日）
午前９時20分〜11時
場所／入間東部地区消防組合東消
防署 消防訓練場（鶴馬1850‑1）

ご 案

LED照明への交換のススメ
これから年末の大掃除時期を迎え
時期を迎え
ます。この機会に家庭
の照明をLED照明へ交
換しましょう。
LED電球の消費電力は、白熱電球
に比べ６分の１、電球の寿命は40
倍と地球にも家計にもやさしく、
色や明るさなど多彩な商品が発売
されています。
地球温暖化防止にも貢献できる
LED照明を活用しましょう。

市役所からのお知らせ

富士見市役所 2049‑251‑2711 FAX 049‑254‑2000

Fujimi City Information

ご案内
ご

Guidance

案

人権擁護委員に委嘱

内

10月1日付で、井上恭子氏（鶴瀬西
在住）が人権擁護委
員として法務大臣か
ら委嘱されました。
主に市民相談員とし
て、人権擁護に関わ
井上恭子氏
る活動に従事します。
問合せ／人権・市民相談課 2○
○270
戦没者等のご遺族の皆さまへ

特別弔慰金の
請求はお済みですか
第十回特別弔慰金の請求期限が
近づいています。
平成30年４月２日（月）までに、
ご請求ください。
戦没者などの死亡当時のご遺族で、
平成27年４月１日において「恩給
法による公務扶助料」や「戦傷病
者戦没者遺族等援護法による遺族
年金」などを受ける方がいない場
合に、次の順番による先順位のご
遺族一人に特別弔慰金が支給され
ます。
対象／
１．
平成27年４月１日において戦傷
病者戦没者遺族等援護法による
弔慰金の受給権者
２．
戦没者などの子
３．
戦没者などの①父母②孫③祖父
母④兄弟姉妹
４．
上記１〜３以外の戦没者などの
おい
めい
三親等内の親族（甥、姪など）
※戦没者などの死亡時まで引き続き
１年以上の生計関係を有していた方

12月４日〜10日は人権週間です

野外焼却（野焼き）
はやめましょう

1948年（昭和23年）12月10日に国際
連合は世界人権宣言を採択し、そ
の日を記念して12月10日を「人権
デー」と定めました。法務省と全
国人権擁護委員連合会は、12月４
日〜10日を「人権週間」と定め、さ
まざまな啓発活動を行っています。
近年ではインターネットを使った
人権侵害など、新たな人権問題も
発生しています。そのような状況
の中、平成28年12月には部落差別
の解消を推進し、部落差別のない
社会を実現すること
を目的に ｢部落差別
の解消の推進に関す
る 法 律（ 平 成28年 法
部落差別
律第109号）
｣ が公布、 解消法（全文）
施行されました。
人権尊重社会の実現に向けて、こ
の機会に人権について考えてみま
せんか。
問合せ／
人権・市民相談課 2○
○270

｢近所でごみを燃やしていて、煙
や臭いで困っている｣、｢洗濯物に
臭いがついて困る｣ などの苦情が
多く寄せられています。
廃棄物の処理及び清掃に関する法
律や埼玉県生活環境保全条例によ
り、野外で廃棄物（ごみ）を燃やす
ことは原則禁止とされています。
市のごみ収集など定められた処理
方法で適切に処理しましょう。

人権週間記念行事
とき／12月10日
（日） ※無料
場所／さいたま市産業文化センター
内容／
第１部 午後１時〜２時40分
平成29年度全国中学生人権作文コ
ンテスト埼玉県大会表彰式
第２部 午後３時〜４時30分
やぶもと

藪本雅子氏（元日本テレビアナウン
サー）
による講演
｢共に生きる社会〜障がい者によ
りそう、平等社会への一歩〜｣
問合せ／さいたま地方法務局人権
擁護課 2048‑859‑3507

12月10日〜16日
北朝鮮人権侵害問題啓発週間

に限ります。

支給内容／額面25万円、５年償還
の記名国債
請求期限／平成30年４月２日
（月）
※詳しくはお問い合わせください。

問合せ／
福祉課地域福祉係 2○
○334
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北朝鮮による拉致問題の解決には、
｢拉致は許さない｣ という市民の
皆さんの一人ひとりの声が大きな
力となります。拉致問題を理解い
ただき、関心を一層高めていただ
くようお願いします。
問合せ／県社会福祉課
2048‑830‑3277

※農業者の稲わらの
焼却や神社のおたき
上げなど、除外とな
な
る場合があります。

問合せ／環境課

2○
○242
2

河川などの
水質事故防止にご協力を
県内で、河川や水路に油や薬品な
どが流れ、魚が死んだり、水道水
や農業用水の取水に影響を及ぼす
水質事故が多く発生しています。
年末の大掃除などの際は、いらな
くなった塗料や油、薬品などを河
川や水路、側溝に流さないように
お願いします。
水質事故を見つけた場合には、県
西部環境管理事務所または環境課
にご連絡ください。
※対応に係る費用は原則事故原因者
の負担となります。

問合せ／県西部環境管理事務所
2049‑244‑1250
環境課 2○
○299

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／12月13日
（水）
午前10時〜午後４時 ※申込不要
場所／鶴瀬公民館
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

I
募 集
Invitation

情報ステーション
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会本部事務局にあります。

福祉課面接相談員（非常勤嘱託職員）

問合せ／福祉課保護係 2○
○328

川越税務署 非常勤職員
募集人数／140人程度
勤務内容／確定申告事務補助
勤務場所／川越税務署
勤務時間／午前９時〜午後５時の
間で３〜７時間
期間／平成30年１月上旬〜３月末
賃金／時給900〜950円
※別途交通費相当額支給
（上限あり）

勤務時間／月〜金曜午前８時30分
〜午後５時
賃金／月額236,000円
問合せ／ふじの木作業所
2049‑254‑0683
支援員
障がい者への日常支援を行います。
募集人数／５人
勤務場所／入間東部福祉会の運営
する施設
勤務時間／月〜金曜
賃金／月額171,250円〜
※複数施設での募集のため、詳しく
はお問い合わせください。

問合せ／入間東部福祉会本部事務
局 2049‑258‑8120

※申込方法など詳しくは、関東信越
国税局ホームページ（採用案内）をご

ご案内

覧ください。

問合せ／川越税務署総務課
2049‑235‑9441

入間東部福祉会職員
【正規職員】
施設利用者などの生活･就労･相談
支援業務を行います。
募集人数／１人
職種／支援員
勤務場所／入間東部福祉会の運営
する施設
採用日／平成30年４月１日
（日）
応募期限／平成30年１月29日
（月）
試験日／平成30年２月９日
（金）
応募方法／応募用紙に記入し、郵
送または直接（〒354‑0045 三芳町上
富322‑2 入間東部福祉会本部事務局）
※１Dayインターンシップあり
※募集要領、応募用紙は、入間東部

Guidance

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／12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
問合せ／産業振興課 2○
○243

国営武蔵丘陵森林公園
スターライトイルミネーション
星空をテーマに、中央口エリアの
樹木や花壇が45万球を超えるイル
ミネーションできらめきます。
とき／12月９日〜24日の土・日曜、
祝日、12月25日(月)〜30日(土)、平
成30年１月２日(火)〜８日(祝)
いずれも午後４時〜８時30分
問合せ／森林公園管理センター
20493‑57‑2111
広報 ふじみ 平成29年12月号
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格があればなお可

保3655）

案

※社会福祉士、精神保健福祉士の資

問合せ／入間東部福祉会本部事務
局 2049‑258‑8120
【臨時職員】
看護師
障がい者への医療的ケアを行います。
募集人数／１人
勤務場所／ふじの木作業所（東大久

ご

社会福祉に理解と熱意のある方を
募集します。
募集人員／１人
勤務内容／生活保護に関する面接
相談や電話相談、申請手続きの書
類作成
勤務場所／福祉課内
勤務時間／月〜金曜午前８時30分
〜午後５時
賃金／月額185,530円

ージをご覧ください。

人も車も自転車も
安心・安全 埼玉県
重点目標／
高齢者の交通事故防止
夕暮れ時と夜間の歩行中・自転
車乗用中の交通事故防止
飲酒運転の根絶および路上寝込
みなどによる交通事故防止
高齢者の交通事故防止
夕暮れ時や夜間に外出
するときは反射材を身
につけ、明るく目立つ
色の衣服を着用しまし
ょう。高齢ドライバーの方は、加
齢に伴う身体機能の変化を自覚し
て、ゆとりある安全運転を心がけ
ましょう。
飲酒運転は ｢しない、させない、
許さない｣
飲酒運転は悲惨な重大
事故を引き起こす悪質
な犯罪です。二日酔い
での運転も絶対にやめ
ましょう。また、飲酒などで路上
に寝込んでいる人を発見した場合、
すぐに110番通報をお願いします。
夕暮れ時早めのライト点灯運動
交通事故は、夕暮れ時
から夜間の時間帯に多
く発生する傾向があり、
特に午後４時から午後
コバトン
６時の間に最も多く発
生しています。自動車や自転車を
利用するときは、午後４時になっ
たらライトを点灯しましょう。
問合せ／交通・管理課 2○
○433

募 集

※詳しくは入間東部福祉会ホームペ

12月１日〜14日
冬の交通事故防止運動

市役所からのお知らせ

富士見市役所 2049‑251‑2711 FAX 049‑254‑2000

Fujimi City Information

子育 て
子

Child-rearing

問合せ／針ケ谷コミュニティセン
ター 2049‑251‑8478

定員／30人（無料、申込順）
持ち物／課題（手本）、書道セット、
書初め用紙、ごみ袋
協力／硯友会
申込み／12月５日（火）〜16日（土）
午前９時〜午後９時に直接または
電話で
けんゆうかい

育

子ども書初め練習会

て

冬休みの宿題「書初め」を書きに
来ませんか。
とき／12月25日
（月）
午前９時30分〜正午
場所／針ケ谷コミュニティセンター
対象／市内小中学生

※参加者の作品は、12月25日（月）〜
平成30年１月８日（祝）に１階ロビー
に展示します。

子育て健康ガイド

健康ガイド

事業名

予 パパママ
■
準備教室

予 見て！食べて！
■
すてっぷあっぷ
離乳食教室

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。
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

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 ■

き

詳

1回目
対 初めての 出 産
12月 9日㈯ ■
9:30〜15:30 を平 成30年3･4月
に 迎 えるご 夫 婦
場 針 ケ 谷 コミュ
■
2回目
ニ
ティセ ン タ ー
平成30年
定 15組
（申込順）
■
1月11日㈭
9:30〜15:30

受 9:20〜9:30
■

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･手鏡(ご夫婦各自)、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 ■
12月26日㈫
定 15人
（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
■
13:30〜15:30
持 母子健康手帳、筆記用具 ■
申 12月18日
（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
12月25日㈪ ■
他 1人30分程度
9:00〜15:00 ■

内 食事についての相談
場 健康増進センター ■
■

12月 4日㈪

水 ■
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
鶴
対 平成29年7月1日〜7月15日に生まれた子
■ ■

12月20日㈬

水 ■
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
鶴 ■
対 平成29年7月16日〜7月31日に生まれた子
■

12か月健診

12月12日㈫

水 ■
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
鶴 ■
対 平成28年12月9日〜12月31日に生まれた子
■

１歳６か月健診

12月13日㈬

水 ■
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
鶴 ■
対 平成28年3月11日〜3月31日に生まれた子
■

３歳健診

12月19日㈫

水 ■
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
鶴 ■
対 平成26年6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 ふじみ野交流センター
■
（第一子）
とお母さん ■
12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 はじめてパパの
■
子育てサロン

受 9:40〜9:50 ■
対１歳までのお子さん
（第一子）
とお父さん
■
12月 9日㈯ 場
内 子育ての話、
針ケ谷コミュニティセンター
■
情報交換、保健情報
■
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
■

わくわく子育て
トーキング

受 9:45〜10:00 ■
対 1歳くらいまでのお子さんとお母さん ■
場 鶴瀬西交流センター
■
12月 7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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そろばんに挑戦！富士見市大会

nformation station

はじめての要約筆記講習会
（全７回）

水谷東子育てサロン
サポーター養成講座（全２回）

※受講後、水谷東子育てサロンサポ
ーターや学級講座開催時の保育スタ
ッフとして登録できます。

とき・内容／
いずれも午前10時〜正午
12月５日
（火）
地域で子育てを支えるとは
講師／森田圭子氏（NPO法人わこう
子育てネットワーク代表）
平成30年１月16日（火）

Learning

あいサポート３周年イベント
〜知ろう！学ぼう！当事者から〜
とき・内容／12月16日
（土）
午前11時〜午後４時20分
11:00 展示販売（15:00まで）
13:00 盲ろう者による講演会
「盲ろう者の日常、
障がいについて」
14:30 あいサポーター研修
DVD上映「どんぐりの家」
※無料、申込不要

場所／鶴瀬コミュニティセンター
てる こ
講師／大澤光子氏（全ろう全盲の重
複障がい者）

問合せ／富士見市
社会福祉協議会
2049‑254‑0747

子どもと保育
講師／森田いづみ（第二保育所副所
長）
けがや緊急時の対応
講師／中村実穂（健康増進センター
保健師）

※申込書は富士見市社会福祉協議会、

場所／水谷東２丁目集会所

障がい福祉課にあります。

（水谷東２ 38 ７）

問合せ／富士見市社会福祉協議会
〒354‑0021 鶴馬1932‑７
市民福祉活動センターぱれっと内
2049‑254‑0747 ℻049‑252‑0111

※車での来場はご遠慮ください。

定員／20人程度（先着順）
※保育あり
（５人）

問合せ／水谷東公民館
2048‑473‑8717

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

12月１日（金）〜平成30年２月
28日（水）は休室。予約図書の
開館時間 午前9時30分〜午後7時 受取りと返却ポストは利用可
（平日午前８時30分〜午後５時15分）

休館日：月曜（祝日の場合は翌平日）

※ふじみ野交流センターが休館の場合は分館も休館し、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月末ごろまで休館します。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。

12月のおはなしかい＆映画会
白菜キムチを作ってみませんか！
とき／12月20日
（水）
午前10時〜午後２時
場所／針ケ谷コミュニティセンター
（申込順）
定員／15人
か の ゆき こ
講師／狩野雪子氏
参加費／800円（材料代）
持ち物／エプロン、三角きん、手
ふき、筆記用具
申込み／12月６日（水）〜15日（金）
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

内 容

こども映画会

と

き

２日（土）午後２時「チップとデール リスのいたずら合戦」

鶴瀬西
おはなしかい（乳幼児）
13日（水）・17日
（日）午前11時
分
館
おはなしかい（幼児・小学生） 13日（水）午後３時30分、17日(日)午後２時30分
こども映画会
（ミニ工作会つき）

ふじみ野
分
館 おはなしかい（乳幼児）

23日
（祝）
午前11時
「クリスマスのおくりもの」
８日
（金）
午前11時

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。

対象／中学生以上（無料、申込不要）
おとなのためのおはなし会
クリスマスの話などを、ストーリー 共催／おはなしボランティア
（素話）
でお楽しみください。「すぷんふる」
テリング
とき／12月24日
（日）
午後２時
問合せ／ふじみ野分館
場所／ふじみ野交流センター
2049‑256‑8860
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学

耳の聴こえない人や聴こえにくい
人に、話の内容を要約した文章を
書き記し、相手に伝える要約筆記
の方法を学びます。
とき／
平成30年１月15日〜３月５日
毎週月曜午後１時〜３時
場所／
市民福祉活動センターぱれっと
対象／高校生以上の富士見市また
は三芳町在住、在勤、在学の方
定員／15人（申込順）
参加費／500円（テキスト・保険代）
申込み／申込書に記入し、12月１
（必着）に郵送、
日（金）〜26日（火）
FAXまたは直接

地域で子育てを支えるサポーター
を養成します。

イベント

とき／平成30年３月11日
（日）
午前９時30分〜午後３時
場所／鶴瀬西交流センター
内容／個人総合競技９部門・種目
別競技８部門（暗算・読上暗算）
定員／100人程度
参加費／500円
申込み／平成30年１月19日（金）ま
でに参加費を添えて直接
問合せ／富士見市商工会
（羽沢３‑23‑15) 2049‑251‑7801

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 FAX 049‑254‑2000

Fujimi City Information

イベント

キッズレスリング体験教室
初・中級編

アット・ホームな
クリスマスコンサート

Event

イベント

うたごえ喫茶 in みずたに

とき／平成30年１月13・20・27日
いずれも土曜午後３時〜５時
場所／
市民総合体育館
対象／市内在住、
在学の幼児〜小学生
生
（申込順）
定員／各20人
ひ と み
講師／小原日登美氏（富士見市PR大

思い出の懐かしい歌をみんなで歌
いましょう！
とき／12月９日
（土）
午後２時〜４時
場所／水谷公民館
定員／100人（先着順）
チケット代／500円

使、ロンドン五輪レスリング女子金

※チケットは、水谷公民館で販売中！

メダリスト）

事前にチケットをご購入ください。

参加費／各200円（保険代など）
持ち物／運動着、タオル、飲み物
申込み／12月１日（金）から平日午
前９時〜午後５時に直接または電
話で
問合せ／生涯学習課 2○
○636

主催／うたごえ喫茶 in みずたに実
行委員会
問合せ／
水谷公民館
2049‑251‑1129

米国からプロのゴスペルシンガー
をソリストに迎え、クリスマスソ
ングをお届けします（無料）。
とき／12月16日
（土）
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／ゴスペル・ソング、クリス
マス讃美歌、みんなで歌おう
出演／針ケ谷ゴスペル・グレープ
バイン
問合せ／針ケ谷コミュニティセン
ター 2049‑251‑8478

入間東部地区駅伝競走大会
とき／平成30年２月18日
（日）
午前９時スタート
※小雨・小雪決行、中止決定午前６時

コース／周回コース全19.3㎞

難波田城資料館のお知らせ
正月飾り材料の予約販売
受付／12月１日（金）〜17日（日）午前
９時〜午後５時に電話で
※締切り後のキャンセルはご遠慮ください。

料金／１組1,000円（わら付き1,100円）
お渡し日／12月27日（水）午後１時〜
３時に難波田城資料館で
主催／難波田城公園活用推進協議会
もち

餅つき実演と餅の販売
ちょっ蔵市で、餅つきの実演とつき
たての餅を販売します。
とき／12月23日（祝）午前11時〜午後
（売切れ次第終了）
１時
場所／旧金子家住宅
価格／１パック200円
主催／難波田城公園活用推進協議会
ふるさと体験「正月飾りづくり」
とき／12月27日
（水）
午後１時〜３時
場所／旧金子家住宅
対象／市内在住、在勤の方
（申込順）
定員／15人
きっかわせつ お
指導／吉川節男氏
参加費／1,200円（材料代）
持ち物／はさみ
申込み／12月１日（金）午前９時か
ら電話で
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問合せ 2049‑253‑4664
休館日：月曜（祝日の場合は翌日）
子ども書初め練習会
とき／12月23日
（祝)
①午前9時30分〜10時30分
②午前11時〜正午
場所／講座室
対象／市内小中学生
定員／各15人（申込順)
持ち物／書道セット、書初め用紙、
お手本、新聞紙
協力／硯友会
申込み／12月２日（土)午前９時から
電話で
12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
（無料、予約不要）
。
体験です
２日
（土） シュロの葉バッタ
３日
（日） わたくり
９日
（土） はたおり
10日
（日） お年玉袋づくり
16日
（土） いろりの日
17日
（日） わたくり
23日
（祝） クリスマスリース作り
24日
（日） ミニ正月飾りづくり

（１周3.9㎞×５区間 ※１区のみ3.7㎞）
※南畑小学校スタート・ゴール

部門／一般の部、壮年の部（40歳
以上）、女子の部
登録チーム／１チーム８人
（選手５人、控え選手３人以内）

参加費／１チーム10,000円、中学
生チーム3,000円（保険代など）
※中止の場合を含め、参加費の返還
はできません。

申込み／12月１日（金）〜平成30年
１月９日（火）に次のいずれかに参
加費を添えて直接
生涯学習課
平日午前８時30分〜午後５時15分
市民総合体育館事務所
午前９時〜午後９時30分
（第３月曜休館日を除く）

代表者会議
参加チームは必ず出席ください。
とき／平成30年２月１日（木）午後７時
場所／ふじみ野市立市民交流プラ
（ふじみ野市福岡
ザ（フクトピア内）
１‑２‑５）

問合せ／生涯学習課 2○
○636

I

情報ステーション

nformation station

市民総合体育館からのお知らせ

イベント

自分で作るお正月飾り

問合せ 2049‑251‑5555
家でも出来る
トレーニング＆ストレッチ
とき／12月26日
（火）
午前10時〜11時
定員／20人（申込順）
参加費／300円

げんもりかん映画会
「ラ・ラ・ランド」
とき／平成30年1月20日
（土）
午前10時、午後２時、午後６時

（当日1,000円）
※チケットは鶴瀬
公民館で発売中！

問合せ／
鶴瀬公民館
2049‑251‑1140

※写真はイメージです。

【共通事項】
場所／ふじみ野交流センター
対象／市内在住、在勤の方
定員／15人（申込順）
参加費／1,500円（材料代）
持ち物／はさみ、持ち帰り用の袋
申込み／12月１日（金）午前９時か
ら直接または電話で
主催・問合せ／ふじみ野交流センター
2049 261‑5371

くらしのリユース

【共通事項】
主催／(公財)キラリ財団
申込み／12月２日(土)から午前８時30
分〜午後９時30分に直接または電話で

市民伝言板

場所／鶴瀬コミュニティセンター
監督／デイミアン・チャゼル
出演／エマ・ストーン、ライアン・
ゴズリングほか
チケット／ 全席自由 前売り800円

市民伝言板

わらのお正月飾り
とき／12月26日
（火）
午後1時〜3時
か つ せ せ き しょう か い
講師／勝瀬昔 承 会

インディアカ教室（全５回）
羽根の付いた特殊なボールを手で
打ち合うスポーツです。
とき／平成30年１月24日・31日、
２月７日・14日・21日
いずれも水曜午前10時〜正午
対象／16歳以上
定員／20人（申込順）
参加費／1回300円

（いずれも30分前開場）

イベント

洋風ドア飾り
とき／12月21日
（木）
午前10時〜正午
ゆ き
講師／中山由貴氏

Event

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

イベント
平和のための戦争パネル展
昭和の子どもたち写真展…12月12日
（火）
〜
19日
（火）
9:00〜22:00
（最終日は16:30まで）
／鶴瀬西交流センター／子ども〜大人／
戦前･戦後の子どもたちのくらし／無料
近代日本の戦争パネル展…12月13日
（水）
〜15日
（金）9:00〜22:00（14日
（木）は午前
のみ、最終日は16:30まで）
／鶴瀬西交流セ
ンター／子ども〜大人／明治から昭和、戦
争の歴史と社会の動き／主催富士見市平
和委員会（ピースフレンズ）／無料／高田
049‑264‑7037

●

混声合唱団けやき
定期演奏会…12月16日
（土）
14:00〜16:00／
キラリ☆ふじみ／混声合唱発表（フィンランデ
ィア賛歌ほか）
／800円
（全席自由）
会員募集…毎週土曜19:30〜21:30／鶴瀬
公民館ほか／合唱練習／入会金1,000円／
049‑253‑4413
月会費4,500円／加藤
ふじみギターフレンズ30＋４コンサート
12月24日
（日）13:30開演（13:00開場）／鶴
瀬コミュニティセンター／午後のひと時をクラ
シックからポピュラーまでギターの音色でお
楽しみください／無料／
049‑251‑1285
三井

ゆずります
学習机・イス／鏡台／全身指圧マッサージ機／
マッサージ機／小型こたつ／石油ファンヒータ
ー／小型電気ストーブ／電気ストーブ／電動ミ
シン／鍵盤ハーモニカ／かぶと飾り／ひな人形
親王飾り（ケース入り）／自転車（24㌅）／子ども
用自転車（18㌅ ･水色）／乳児用ベビーキャリー／
ベビーサークル

募

集

●

ボーイスカウト富士見第１団
月2回土・日曜／新年長〜小6の男女／家
庭や学校では学ぶことができない活動を、大
自然の中で異年齢の仲間たちと行うことで健
全な心と体を育てます／入会金3,000円／月
会費1,000円／1月に活動説明会を実施（予
定）
／〒354‑0026 鶴瀬西2‑11‑35 氏家治子
（はがきで資料請求してください）

ご利用ガイド

11 月８日現在 ●

問合せ／環境課

●

○ 246

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（300L以上）／オーブントースター／米びつ／卓上コンロ／卓上
ミシン／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）／勝瀬中夏・冬用制服（男
子用160㎝以上）／本郷中体操着･ジャージ（赤MまたはL）／勝瀬中ジャ
ージ（緑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）
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