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人も車も自転車も
　　　　　　安心・安全　埼玉県
夏の解放感から起こる交通事故を
防止するため、一人ひとりが交通
安全について考え、交通ルールの
順守と交通マナーの向上に取り組
みましょう。
重点目標／
 子どもと高齢者の交通事故防止
 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
問合せ／交通・管理課　2○内433

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。
とき／7月18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

～犯罪や非行を防止し、立ち直り
を助ける地域のチカラ～
法務省が主唱するこの運動は、す
べての国民が、犯罪や非行の防止
と罪を犯した人たちの更生につい
て理解を深め、それぞれの立場で
力を合わせ、犯罪のない地域社会
を築こうとする全国的な運動で、
今年で67回目を迎えます。
市では、市内3駅でのPR活動や中
学生を対象にした非行防止教室に
参観し、啓発活動を実施していま
す。
安全で安心して暮らせるまち、明
るい地域、犯罪や非行のない明る
い社会の実現に向けご理解とご協
力をお願いします。
問合せ／福祉課　2○内334

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る
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／8月2日（水）午前10時30分～
午後0時30分（受付：午前10時10分～）
定員／50人（申込順）
講師／深谷敏夫氏

お仕事相談
とき／8月2日（水）
1回目  午後0時30分～1時
2回目  午後1時～1時30分
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】※無料
場所／にいざほっとぷらざ
対象／原則60歳以上の方
持ち物／筆記用具
申込み／7月3日（月）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

　　　　　

発売総額／600億円（20ユニット）
発売期間／
7月18日（火）～8月10日（木）
抽選日／8月20日（日）
賞金／<1等> 5億円×20本
　　　<前後賞> 各1億円×20本
※宝くじの収益金は、市町村の明るく
住みよいまちづくりなどに使われます。
問合せ／（公財）埼玉県市町村振興
協会　2048-822-5004

　　
夏から10月下旬ごろは、蚊の活動
が活発になります。蚊自体は病原
体を保有していませんが、ウイル
スなどの病原体に感染した人や動
物の血を吸った蚊に刺されること
で、さまざまな感染症にかかる恐
れがあります。
蚊に刺されないようにしましょう
 海外へ渡航する際は現地の流行
状況を把握し、蚊に刺されない
ように万全な対策をしましょう。
 蚊が多くいる場所では、できる
だけ肌を露出せず、虫よけ剤を
使うなどしましょう。
蚊を増やさないようにしましょう
蚊は、植木鉢の受け皿や屋外に放
置された容器など、小さな水たま
りで発生します。
日ごろから住まいの周囲の水たま
りを無くすように心がけましょう。
問合せ／県保健医療政策課感染症
・新型インフルエンザ対策担当
2048-830-3557

　

　ご　

案　

内

　　　　　　　　　　お知らせ
キラリ☆ふじみのイベント内容
などは、ＨＯＴキラリ７月号ま
たはキラリ☆ふじみホームペー
ジをご覧ください。
問合せ／
キラリ☆ふじみ　2  049-268-7788

サマージャンボ宝くじ

蚊を介する感染症の予防対策7月15日～24日
夏の交通事故防止運動

シニア向けの
セミナーとお仕事相談

7月は｢社会を明るくする運動」
の強調月間です

つきいち～臨時農産物直売所～

富士見市粗大ごみ受付センター
の電話番号は

  　　 0570-001-530です
お間違いなく！
富士見市粗大ごみ受付センター
へ申込みの際に、番号の押し間
違いによる間違い電話が多くな
っています。
申込みの際は、今一度番号をお
確かめのうえ、おかけいただき
ますようお願い
します。
問合せ／環境課
2○内246

おわびと訂正
広報『ふじみ』6月号（P15）「地
域防犯ニュース ひがしいるま」
掲載の表タイトルに誤りがあり
ました。
正しくは、東入間警察署の刑法
犯認知件数です。おわびして訂
正します。
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空家等対策計画の作成や市の空家
等に関する施策について協議し、
意見をいただく協議会委員を募集
します。
募集人数／2人
応募資格／市内在住、在勤、在学
の18歳以上の方
任期／委嘱日から2年間
会議／年3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・性別・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
※応募書類はお返しできません。
応募期間／7月3日（月）～18日（火）
（消印有効）
応募先／〒354-8511（所在地は記載
不要）富士見市役所安心安全課
問合せ／安心安全課　2○内445

10月28日（土）開催のふるさと祭り
をバンドやダンスなどで盛り上げ
てくれる団体を募集します。
※出店者などの募集は広報『ふじみ』
8月号でお知らせします。
募集数／8団体程度
※応募多数の場合は実行委員による選考
応募条件／主に市内で活動してい
る団体
出演時間／1団体20分程度
応募方法／応募用紙に記入し、7月
21日（金）（必着）までに郵送、FAX
または直接
応募先／〒354-8511（所在地は記載
不要）富士見市役所地域文化振興課
℻049-254-2000
※応募用紙は、市ホームページ、地
域文化振興課、ピアザ☆ふじみ、各
公民館・交流センター・コミュニテ
ィセンターにあります。
問合せ／地域文化振興課　2○内251

募集区画数／約20区画
（1区画約30㎡。1世帯1区画のみ）
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／
契約日～平成32年3月末日
利用料／月額500円（年度ごと換算）
申込み／随時電話で（申込順。土･
日曜、祝日を除く）
※後日契約のために入間東部シルバ
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／入間東部シルバー人材セ
ンター富士見事務所
2049-253-6686

水分を含んだ生ごみの焼却には、
より多くのエネルギーが必要とな
り地球温暖化の加速にもつながり
ます。
生ごみの｢水切り｣
でごみを減量しま
しょう。
 野菜などの使えない部分は、最初
から切り落とし水にぬらさない。
 毎回食べる分だけ作り、残さず
食べる。
 賞味期限切れなどでごみとして
処分することのないようにする。
 生ごみは絞ってから出す。ごみ出
し前の｢もうひと絞り｣の徹底を。

※梅雨どきの植物は水分を多く含ん
でいます。雑草や剪

せん

定
てい

した枝葉をご
みに出すときは、数日間乾燥してか
ら出してください（枝の長さ50㎝以
内、幹の太さ5㎝以内などの制限が
あります）。
問合せ／環境課　2○内248

市では、この夏も省エネ・節電の
取組みに努めます。
市民や事業者の皆さんも、仕事や
生活の中で無理のない範囲で
省エネ・節電にご協力をお
願いします。
問合せ／環境課　2○内242

日差しが強くて風の弱い日に光化
学スモッグが発生しやすくなりま
す。光化学スモッグは、目やのど
の粘膜に刺激を与え健康被害を引
き起こすことがありますので注意
が必要です。
光化学スモッグ注意報が発令され
たら
 屋外での激しい運動は避けまし
ょう。
 目などに刺激を感じたらすぐ屋
内に入りましょう。
 乳幼児、お年寄り、病弱な人は、
健康な成人よりも被害を受けや
すいので特に注意しましょう。
 自動車の使用を控えるようご協
力ください。
問合せ／環境課　2○内242

教育相談会（見えない・見えにくい
ことに関する相談）
とき／8月5日（土）
午前の部  午前10時～午後0時10分
午後の部  午後1時20分～3時30分
場所／さいたま市下落合教育相談
室（さいたま市中央区下落合6-10-3）
申込期限／7月20日（木）
学校公開
とき／9月15日（金）午前9時10分
～午後0時30分
場所／塙

はなわ

保
ほ

己
き

一
いち

学園
（川越市笠幡85-1）
※個別相談希望者は9月4日（月）ま
でに要予約
※相談、見学は随時受付
問合せ／県立特別支援学校塙保己
一学園　2049-231-2121

募

集

ご

案

内

ご 案 内
Guidance

募 集
Invitation

7～9月　ごみ減量のための
水切り推進キャンペーン

県立特別支援学校塙保己一学園
教育相談会と学校公開

’17富士見ふるさと祭り
ステージ出演者

夏の省エネ・節電にご協力を

富士見市空家等対策協議会委員

｢打越市民農園｣の利用者追加募集

光化学スモッグに気をつけましょう

のない範囲で
ご協力をお

2○242
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募集種目 試験日

航空学生

一
次  9月18日㈷

二
次
10月17日㈫～22日㈰の
うち指定した日

三
次
11月18日㈯～12月21日
㈭のうち指定した日

一般曹
候補生

一
次  9月16日㈯～18日㈷

二
次
10月 5日㈭～11日㈬の
うち指定した日

自衛官
候補生

受付時に通知
（年間を通じて募集）

受験資格／※平成30年4月1日現在
 航空学生：高卒（見込含む）また

は高専3年次修了者（見込含む）で、
　　海自：18～23歳未満の方
　　空自：18～21歳未満の方
 一般曹候補生：18～27歳未満の方
 自衛官候補生：18～27歳未満の方
申込期間／
7月1日（土）～9月8日（金）
問合せ／自衛隊埼玉地方協力本部
入間地域事務所　204-2923-4691

住宅防火に関することをテーマに
した防火標語を募集します。
応募資格／富士見市、ふじみ野市、
三芳町に在住、在勤、在学の方

応募方法／標語・住所・氏名（ふ
りがな）・年齢・性別・電話番号を
記入し、郵送、FAX、
メールまたは各消
防署・分署にある
応募箱に投

とう

函
かん

応募期間／
7月1日（土）～8月31日（木）（必着）
応募先／〒356-0058　ふじみ野市
大井中央1-1-19
℻049-261-4395
□▽yobo-01@irumatohbu119.jp
問合せ／入間東部地区消防組合消
防本部予防課　2049-261-6007

　

　子　

育　

て

募　

集
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　
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

事業名 と　き 詳　　　細

■予  見て！食べて！
　 はじめて
　 離乳食教室

 7月26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、試食（親のみ）、相談　■定 15人（申込順）
■持母子健康手帳、赤ちゃん手帳、筆記用具　■申7月18日（火）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））

■予  もぐもぐパクパク
　 食事相談

 7月31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  7月18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
■場ピアザ☆ふじみ　■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
 7月 4日㈫ ■水

■鶴
■受 12:50～13:40　■場健康増進センター
■対平成29年2月1日～2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

 7月18日㈫ ■水
■鶴
■受 12:50～13:40　■場健康増進センター
■対平成29年2月16日～2月28日に生まれた子

12か月健診
 7月 5日㈬ ■水

■鶴
■受 12:50～13:40　■場健康増進センター
■対平成28年7月1日～7月23日に生まれた子

 7月25日㈫ ■水
■鶴
■受 12:50～13:40　■場健康増進センター
■対平成28年7月24日～8月15日に生まれた子

１歳６か月健診  7月12日㈬ ■水
■鶴
■受 12:50～13:40　■場健康増進センター
■対平成27年10月1日～10月23日に生まれた子

３歳健診  7月19日㈬ ■水
■鶴
■受 12:50～13:40　■場健康増進センター
■対平成26年1月生まれの子

■予  乳児・母乳相談

 7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。

 7月28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

 7月 4日㈫
10:00～11:30

■受 9:40～10:00　■対1歳くらいまでのお子さんとお母さん　■場針ケ谷コミュニティセ
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

自衛官採用試験

平成29年度「防火標語」

消太
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ザリガニ釣りや水遊びを満喫しよう。
とき／７月30日（日）午前８時40分
～午後４時30分
場所／21世紀の森と広場（千葉県松
戸市）※みずほ台駅改札前集合・解散
対象／小中学生
定員／25人（申込順）
参加費／小学生1,000円　
中学生1,980円
持ち物／お弁当、飲み物、雨具、
レジャーシート、着替え、帽子
主催／富士見市青少年相談員協議会
申込み／７月３日（月）～11日（火）
の午前９時から直接または電話で
（土・日曜を除く）
※必ず保護者の方が送迎をお願いし
ます。
※雨天の場合、中止になります。
問合せ／子育て支援課　2○内340

とき／７月28日（金）午前10時～午
後２時（受付：午前９時45分～）
場所／ピアザ☆ふじみ
対象／市内在住の小学３～中学３
年生と保護者
メニュー／ご飯、ABCスープ、夏
野菜のキーマカレー、富士見サラ
ダ、白玉フルーツポンチ
定員／15組30人（応募多数の場合は
抽選）
参加費／１人300円（材料・保険代）
持ち物／エプロン、三角きん、ふ
きん、手ふき、筆記用具
申込み／７月３日（月）・４日（火）
午前９時～午後５時にFAXまたは
電話で（氏名、住所、電話番号、子
どもの年齢をお伝えください）
※参加する本人がお申し込みください。
問合せ／
学校給食センター
2049-252-2881

とき／７月21日（金）
午後１時30分～４時
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
（２年生以下は保護者同伴で可）
定員／25人（申込順）
講師／山

やま

方
がた

明子（けやき花の会）
参加費／500円（材料代）　
持ち物／はさみ
申込み／７月３日（月）～14日（金）
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

とき／7月28日（金）午後1時～4時
場所／ふじみ野交流センター
対象／小学３～６年生
定員／８人（申込順）
講師／佐藤泰子氏（市民人材バンク
登録者）
参加費／1,200円（材料代）
持ち物／作品を持ち帰る袋、新聞
紙、飲み物
※汚れてもよい服装でお越しください。
申込み／７月３日（月）から電話で
問合せ／
生涯学習課
2○内633

テントに泊まり、キャンプファイ
ヤーや野外炊事、プラネタリウム
を体験しよう！
とき／８月26日（土）・27日（日）
※26日午前９時にキラリ☆ふじみ駐
車場集合
場所／名栗げんきプラザ（飯能市）

対象／市内在住の小中学生と保護
者２人１組　※未就学児不可
定員／20組40人（申込多数の場合は
抽選）
参加費／１組5,000円（食材費など）
主催／富士見市青少年育成市民会議
協力／富士見市青少年相談員協議会
申込み／７月14日（金）までに往復
はがきで
【はがきの記入方法】
往信の宛先：
〒354-8511（所在地は記載不要）
富士見市役所子育て支援課
裏：参加者の氏名（ふりがな）、住所、
年齢、学校、学年、電話番号
返信の宛先：住所、名前
裏：何も書かないでください。
説明会／８月６日（日）午前
※説明会を欠席すると、キャンセル
扱いとなります。
問合せ／子育て支援課　2○内340

職種・人数／消防職員（救急救命士
含む）・6人程度
受験資格／
大卒（平成3年4月2日以降に生まれた方）
短卒（平成5年4月2日以降に生まれた方）
高卒（平成7年4月2日以降に生まれた方）
試験日／9月17日（日）
会場／入間東部地区消防組合消防本部
申込み／申込用紙に記入し、7月3
日（月）～8月4日（金）（必着）に郵送
（〒356-0058　ふじみ野市大井中央
1-1-19）
※申込用紙は7月3日（月）から消防
本部、各署・分署で配布
問合せ／入間東部地区消防組合消
防本部総務課職員係
2049-261-6004

子

育

て

募

集

募 集
Invitation

子 育 て
Child-rearing

夏休み親子体験キャンプ

夏休み体験教室
「お花とあそぼう！」

平成30年4月1日採用
消防職員採用試験

人材バンクモデル事業
小学生夏休み油絵体験
～あなたもピカソ！～

夏が来た！
自然あふれる公園へレッツゴー！

学校給食の人気メニューを作ろう
親子クッキング教室
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遊びながら手話を覚えます。あい
サポキッズ講習会のみの参加もで
きます。
とき／
①７月28日（金）午前10時～正午
②７月31日（月）午前10時～正午
③７月31日（月）正午～午後３時
④８月３日（木）午前10時～正午
⑤８月３日（木）正午～午後３時
※③、⑤は一緒に昼食を作ります。
※③はあいサポキッズ講習会を開催
場所／市民福祉活動センターぱれっと
対象／富士見市または三芳町在住
の小学４～中学３年生
定員／ 全日参加 15人、③のみ 15人
※いずれも申込多数の場合は抽選
参加費／ 全日参加 1,000円
（テキスト・保険代、昼食材料代）
③のみ参加 300円（昼食材料代）
持ち物／飲み物、エプロン、三角
きん
申込み／７月３日（月）～21日（金）
にFAXまたは電話で（氏名、住所、
電話番号、学年をお伝えください）
問合せ／富士見市社会福祉協議会
2049-254-0747　℻049-252-0111

あいサポキッズとは
障がいについて学び、日常生活で
のちょっとした手助けができる子
どもたちのことです。

下水道のしくみや下水処理場の見
学、水質実験などを体験できます。
とき／７月24日（月）・25日（火）
いずれも午前９時～正午
場所／新河岸川水循環センター
（和光市新倉6‒1‒1）
対象／小学生と保護者
定員／各20組40人
※無料、申込順
申込み／７月３日（月）～14日（金）
午前８時30分～午後５時15分に電
話で
問合せ／県下水道公社・荒川右岸
支社 親子下水道教室係
2048‒466‒2400

　

　子　

育　

て

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。

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

7月のおはなしかい＆映画会
内　容 日　　時

鶴瀬西
分 館

一般映画会 １日（土）午後２時「横綱千代の富士」
おはなしかい（乳幼児） 12日（水）・16日（日）午前11時
おはなしかい（幼児・小学生） 12日（水）午後3時30分
おはなしかい（幼児・小学生） 16日（日）午後2時30分

ふじみ野
分 館

こども映画会 22日（土）午前11時「ムーミン谷の彗星」
おはなしかい（乳幼児） 14日（金）午前11時
おはなしかい（幼児・小学生） 15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。

磁石であそぼう！
磁石を使った実験をしたあと、
パタパタ動く「パタリン魚」を
つくって遊びます。
とき／８月３日（木）午前10時～
正午
場所／ふじみ野交流センター
対象／小学３～６年生
定員／20人（申込順）
※家族の見学可
講師／小林眞理子氏（仮説実験授
業研究会）
持ち物／図書館利用カード
申込み／７月11日（火）午前９時
30分から直接または電話で

ぬいぐるみおとまり会
ぬいぐるみと一緒におはなし会
に参加したあと、ぬいぐるみは
図書館にお泊まりし、図書館探
検などをします。お迎え時に、
そのようすの写真をプレゼント
します。ぬいぐるみが選んだ本
も貸し出します。
とき／
受付とおはなし会 
７月30日（日）午後２時～３時
お迎え
８月１日（火）午後１時～
場所／ふじみ野交流センター
対象／３歳～小学２年生
定員／15人（申込順）
持ち物／ぬいぐるみ１つ、図書
館利用カード
申込み／７月８日（土）
午前９時30分から直接

中央図書館は大規模改修工事のため休館します
【7月1日（土）～平成30年3月31日（土）予定】
中央図書館は空調設備の更新や内装の一部リニューアルなどの大規模改
修を行います。７月中は予約受付および公共施設への配送も停止します
のでご注意ください。
８月１日（火）以降は、臨時窓口を設置し予約資料の貸出・返却などの一
部業務を行います（午前10時～午後５時）。
大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いします。
※鶴瀬西分館・ふじみ野分館・水谷東公民館図書室は通常どおり開館します。

【共通事項】
問合せ／図書館ふじみ野分館
2049-256-8860
※参加する本人、または家族の
方がお申し込みください。
※キャンセルの場合は事前にご
連絡ください。

学　

ぶ

はじめてのこども手話講座
(全５回)

夏休み親子下水道教室
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イ
ベ
ン
ト

学

ぶ

ミニチュア土器づくり
とき／７月1日（土）
ウッドクラフト
とき／７月15日（土）

【共通事項】
時間／午前10時、午後1時30分
（いずれも30分前から受付）
場所／水子貝塚資料館
対象／小学生以上
（未就学児は保護者同伴）
定員／各40人
※申込不要。直接お越しください。
参加費／100円
問合せ／水子貝塚資料館
2049-251-9686

ヨガよりも筋肉や体幹を鍛
きた

えます。
※埼玉県コバトン健康マイレージポ
イントが付きます。
とき／７月29日（土）
午後２時30分～３時30分
（受付：午後2時15分～）
場所／鶴瀬西交流センター
対象／18歳以上の市民で医師から
運動制限を受けていない方
定員／25人（申込順）
講師／ピラティ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、タオル、
飲み物 
申込み／７月３日（月）から電話で
問合せ／健康増進センター
2049-252-3771

出産後の体の変化や、トラブルとセ
ルフケア方法などについて学び、後
半はゆったりと音楽を楽しみます。
とき／７月８日（土）
午前10時30分～正午
（受付：午前10時15分～）
場所／針ケ谷コミュニティセンター
対象／妊婦さんとその家族
定員／32人（申込順）
※保育あり（１歳以上、申込順）
講師／
産後ケア講座  吉田紫

し

磨
ま

子
こ

氏（NP
O法人マドレボニータ）
音楽会  ムジカベベ０歳からの音
楽会
参加費／大人1人500円
持ち物／飲み物、動きやすい服装、
昼食（参加希望者）
申込み／
右記からメールで
【メール記入方法】
件名：プレママ講座申込み
本文：①氏名（ふりがな）※参加す
る家族の氏名も記入②電話番号③
メールアドレス④保育希望の場合
お子さんの氏名（ふりがな）、年齢
問合せ／健康増進センター
2049-252-3771

あいサポート運動を広める講師
（メッセンジャー）を養成する講座
です。
※あいサポート運動は障がいのある
方に日常生活でちょっとした手助け
をして誰もが暮らしやすい社会を作
る運動です。
とき／7月9日（日）午前10時～正午
場所／市民福祉活動センターぱれ
っと
対象／あいサポーター研修を受講
した方
定員／20人（無料・申込順）
問合せ／富士見市社会福祉協議会
2049-254-0747

とき／７月26日（水）
①午前10時～11時30分
（受付：午前９時30分～）
②午後６時30分～８時
（受付：午後６時～）
場所／①鶴瀬公民館
②ケアセンターふじみ
内容／認知症の基礎的な知識や応
対など（受講すると受講の証である
オレンジリングと埼玉県認知症サポ
ーター証がもらえます）
参加費／無料
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

とき／７月22日（土）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（申込順）
申込み／７月３日（月）～７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

とき／7月23日（日）
午後４時～７時
場所／関沢児童館
※駐車場はありません。
※雨天時はコーナーを縮小して開催
します。
内容／
遊びのコーナー
おばけやしき、射的、くじ引き、
ヨーヨーつり、缶バッチなど
模擬店
カレー丼、わたあめ、フランクフ
ルト、ポップコーンなど
問合せ／
関沢児童館　2049-251-9786

イベント
Event

子

育

て

学 ぶ
Learning

子 育 て
Child-rearing

ピラティス

普通救命講習Ⅰ

あいサポート運動
メッセンジャー研修

認知症サポーター養成講座プレママに贈る
産後ケア講座＆音楽会

土曜おもしろミューズランド

夏まつり in 関沢児童館

71
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青少年の健やかな成長を願い、健
全育成活動を盛り上げる場として
開催します。つるせ台小学校合唱
部の発表（富士見市青少年の歌など）
と、T-WAVE合唱団による合唱・
和太鼓・フルートの演奏などを行
います。
とき／７月29日（土）午後１時30分
（午後１時開場）
場所／キラリ☆ふじみ
内容／大会宣言、表彰式
※入場無料（入場整理券が必要です。
整理券は7月3日（月）午前9時から各
公民館・交流センター・コミュニテ
ィセンター、キラリ☆ふじみ、ピアザ
☆ふじみ、子育て支援課で配布予定）
主催／富士見市青少年育成市民会議
問合せ／子育て支援課　2○内340

とき／９月25日（月）午後６時開演
（午後５時30分開場）
場所／キラリ☆ふじみ
演目／猩

しょう

々
じょう

、襲名披露口上、熊谷
陣屋
出演／中村芝

し

翫
かん

、中村橋之助、
中村福之助、中村梅

ばい

玉
ぎょく

 ほか
料金／大人6,000円、学生3,000円
主催／富士見市舞台芸術鑑賞会実
行委員会
申込み／７月３日（月）から
「web松竹」またはキラリ☆ふじ
みへ直接
※学生料金のチケットはキラリ☆ふ
じみのみ。学生証を持参ください。
※未就学児は入場不可。保育あり（定
員５人、先着順）
問合せ／
事業に関する問合せ
地域文化振興課　2○内252
チケットに関する問合せ
キラリ☆ふじみ　2049-268-7788

　

　イ
ベ
ン
ト

問合せ　2049-253-4664
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

夏休み古民家宿泊体験
古民家に泊まって、昔の暮らしを
体験しよう！
とき／８月５日（土）午後１時～
６日（日）午後２時
対象／市内在住の小学４～６年生
内容／竹細工、うどん作り、ごえ
もん風呂、七輪で焼き魚など
定員／16人（申込順）
参加費／1,500円（材料･食事代）
申込み／７月１日（土）午前９時か
ら電話で

ふるさと体験「藍
あい

の生
なま

葉
ば

染め」
藍の葉で絹のストールを染めます。
とき／７月29日（土）午前９時30分
～正午　※雨天時は30日（日）
場所／旧金子家住宅
定員／10人（申込多数の場合は初参
加優先）
参加費／2,000円
持ち物／エプロン、ゴム手袋、
ぬれてもよい履物、時計または
タイマー
指導／河

こう

野
の

悦
えつ

子
こ

氏（染色愛好家）
申込み／７月１日（土）～５日（水）
午前９時～午後５時に電話で（６
日（木）に結果連絡）。参加が決まっ
た方は16日（日）までに参加費を資
料館へお持ちください。

子ども裁
さい

縫
ほう

教室
縫い物の基本を習い、作品を作り
ます。
とき／８月２日（水）
午前10時～午後２時
場所／講座室
対象／小中学生
作品／どちらかを選択
初心者向け
きんちゃく袋（17×17㎝）
経験者向け
ペンケース（９×20㎝）
定員／15人（申込順）
指導／美

み

楽
らく

の会
持ち物／昼食、飲み物　
参加費／200円（材料代）
申込み／直接または電話で

ちょっ蔵市　流しそうめん
古民家で流しそうめんをします。
とき／７月23日（日）午前11時～
午後１時ごろ（売切れ次第終了）
場所／旧金子家住宅
参加費／200円
主催／難波田城公園活用推進協議会

７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
１日（土） 七夕かざり
２日（日） 七夕かざり
８日（土） わたくり
９日（日） てるてる坊主
15日（土） いろりの日
16日（日） 笹舟
17日（祝） シュロの葉のふとんたたき
22日（土） はたおり
23日（日） トントン相撲
29日（土） はたおり
30日（日） 水でっぽう作り

富士見市青少年健全育成市民大会

松竹大歌舞伎
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ラケットの握り方などの基礎から
始めます。
とき／７月25日（火）・26日（水）・
27日（木）
低学年クラス
午前９時～10時30分
高学年クラス
午前10時45分～午後０時15分

場所／市民総合体育館
対象／
低学年クラス  小学１～３年生
高学年クラス  小学４～６年生
定員／各20人（申込順） 
参加費／1,500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／市民総合体育館
2049-251-5555 

とき／８月６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／ピースフェスティバル構成
劇、もくよう会（朗読）、南畑お月
見一座（寸劇）、富士見高等学校演
劇部
参加費／無料
主催／市民演劇のつどい実行委員
会
問合せ／
鶴瀬公民館　2049-251-1140

イ
ベ
ン
ト

イベント
Event

問合せ／富士見ガーデンビーチ　2049-254-4349

富士見ガーデンビーチ便り　第２号
ついにシーズン到来！オープン初日は先着200人に粗品進呈！

利用期間／７月８日（土）～９月３日（日）の午前９時～午後５時（入場は午後4時まで）
※７月10日（月）～14日（金）は休業します。
　また、７月18日（火）～20日（木）、８月25日（金）、28日（月）～９月１日（金）は午後１～５時のオープンです。
　（入場は午後４時まで）

抽選会のお知らせ
売店抽選会
とき／７月28日（金）、８月２日（水）・23日（水）
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。
入場券番号抽選会
とき／８月９日（水）
内容／当日の入場券のシリアルナンバーで記念品をプ
レゼント。空クジなしです。

プールサイドパフォーマー募集のお知らせ
市民サークルや学校サークル（部活動）の皆さん、真夏の
プールサイドを皆さんのパフォーマンスで盛り上げて
みませんか。
詳しくはお問い合わせください。

小学生向け水泳教室参加者募集
小学４～６年生を対象に水泳教室を開催します。
とき／いずれも午前10時30分～正午
第１回  ７月31日（月）、８月１日（火）・２日（水）
　　　  （予備日：８月３日（木）・４日（金））
第２回  ８月７日（月）・８日（火）・９日（水）
　　　  （予備日：８月10日（木）・11日（金））
定員／各20人（申込順）
参加費／500円（保険代含む）
申込み／７月４日（火）から電話で
※第１・２回とも同じ内容です（重複参加可）。
※当日は参加費のみで終日プールを利用できます。
諸事情により、日程が変更になる場合があります。

ガーデンビーチ耳より情報
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。
※お盆期間は除く

入場料金／

プ
ー
ル

区分 利用料
駐
車
場

区分 利用料
一般 500円 普通車 300円

中・高校生 300円 中型バス 1,000円
小学生 100円 二輪車 無料

備
考
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。

市民演劇のつどい

キラリ☆スポーツカレッジ
夏休み卓球教室（全３回）
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掲載方法の問合せ／秘書広報課　2○内  240
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•●● 6月 9日現在●●•
問合せ／環境課　2○内  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）。ゆずります・ゆずってくださいとも市内在
住の方が対象です。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

洗濯機／折りたたみベッド／学習机･イス／スチ
ールハンガーラック／座イス／仏壇／エレクト
ーン／チャイルドシート

炊飯器（3合）／電子レンジ／オーブントースター／子ども用自転車
（16～22㌅）／大人用三輪自転車／自転車（大人用）／みふじ幼稚園体操
着（4号以上）／みずほ台小ジャージ（紺140～150㎝）／富士見台中夏･
冬用制服･ジャージ（女子用150～160㎝･緑L）／本郷中制服（男子用150
㎝以上）／本郷中ジャージ（赤M）

ゆずってくださいゆずります

L
ラ ス タ ー

uster －横田綾
りょう

子
こ

日本画展－
7月2日㈰～30日㈰ 9:00～17:00（最終日は
12:00まで）／難波田城資料館／市内の風景
を描いた日本画を中心とした平面作品20～30
点の展示／主催横田綾子日本画展実行委
員会／無料／横田　2080-4610-9248

第29回七夕コンサート
7月5日㈬19:00開演（18:30開場）／キラリ☆
ふじみ／諏訪コーラス、水野晃（フルート）、
シュウミン（二胡）、チャンリン（揚

よう

琴
きん

）／無料
（整理券はキラリ☆ふじみ、鶴瀬公民館など
で配布）／水野　2049-253-6863

第48回富士見母親大会
7月9日㈰13:00～16:00／水谷公民館／分科
会で話合う ｢安心・安全の街づくり｣、「子育
て・教育について」／主催第48回富士見母
親大会実行委員会／無料／
岡本　2049-251-6248

お茶会ごっこ
7月21日㈮・22日㈯10:00～12:00／市民福祉
活動センターぱれっと／小学生以上／みんな
で茶道を学び、最終日にミニ茶会をします／
1回300円（1回だけの参加も可）／主催瑞

ずい

順
じゅん

庵
あん

／田中　2049-253-5210

サマーコンサート
7月23日㈰18:00～20:00／キラリ☆ふじみ／
暑い夏の夕べに水辺のデッキで気楽な音楽会
（コーラス、吹奏楽、器楽演奏）／主催富士
見市音楽連盟／無料／
加藤　2049-253-4413

コーラス“これから”女声合唱月3～4回水曜10:00～12:00／みずほ台コミ
ュニティセンター／60歳以上の女性／先生指
導のもと、懐かしい歌を歌っています／入会
金1,000円／月会費3,000円／見学随時／
中野　2049-255-2921 

富士見日本語サークル
①月4回火曜10:00～11:30②月4回金曜13:30
～15:30③月4回土曜14:00～16:00／鶴瀬西
交流センター／日本語を学びたい外国人／楽
しく日本語を学びます／無料／
森田　2090-4955-4389

富士見ミルフィーユ
①毎週火曜13:30～17:00②毎週木曜9:00
～11:00／市民総合体育館／女性／バドミン
トンの練習／入会金1,000円／月会費1,500円
／初心者歓迎／佐藤　2049-254-4895

パンサーズ
月4回日曜10:00～12:00／鶴瀬小学校／18
～65歳／楽しくソフトボールをして、運動不足
を解消しましょう／月会費1,000円（保険代別
途）／女性歓迎／塩野　2049-251-2026

神
かん

無
な

月
づき

毎週土曜19:00～21:00／勝瀬小学校体育
館／20～55歳／富士見市発祥のニュースポ
ーツ ｢バトテニス｣ を楽しみませんか／年会
費1,200円／松原　2090-1540-0448

問合せ／地域文化振興課　2○内251
陸上自衛隊東部方面音楽隊演奏会

朝霞駐屯地を拠点に活動する「陸
上自衛隊東部方面音楽隊」の演奏
会を開催します。
とき／８月９日（水）午後２時
～４時（午後１時20分開場）
場所／キラリ☆ふじみ
内容／クラシックから軽音楽、洋
楽・邦楽と幅広く、子どもから大
人まで楽しめる曲を演奏します。

料金／無料（入場整理券が必要）
申込み／７月14日（金）（消印有効）
までに往復はがきで

※応募は１人１枚まで
※応募者多数の場合は抽選
※乳幼児の入場はご遠慮ください。

イベント

募　集

４８

富士見市役所
地域文化振興課
「陸上自衛隊
コンサート」係

申込者の
・郵便番号
・住所
・氏名

申込者の
・郵便番号
・住所
・氏名
・電話番号
・入場希望人数
 （1人もしくは2人）

なにも書かないで
ください

３５ ５１１

往信の表 返信の裏 返信の表 往信の裏

※入場整理券を印刷
して返信します。

往
復
は
が
き
の
書
き
方（
例
）
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