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手話通訳者派遣事業
利用者懇談会のお知らせ

募 集

よりよい事業運営や事業展開を進
めるために懇談会を開
催します。
とき／3月4日
（土）
午後1時30分〜3時

平成29年度の受付が3月1日（水）
から始まります。
対象／スポーツ活動や文化活動な
どを行う4人以上の団体
保険期間／4月1日〜平成30年3月
31日（4月1日以降の申込みは、払込

※申込不要

日と加入依頼書を郵送した消印日の

Invitation

募 集

富士見市環境施策推進市民会
議の推進員

ご
案
内

環境にやさしい都市づくりに向け
たボランティア活動を行う環境施
策推進員を募集します。
募集人数／若干名
資格／市内在住で、環境活動に興
味がある方または団体の代表の方
任期／4月1日から2年間
会議／平日
活動／平日、場合によっては土・
日曜（地球温暖化防止事業、クリー
ン作戦、富士見ふるさと祭り参加な
ど）

応募方法／応募用紙に記入し、3
月1日（水）〜17日（金）に郵送、ファ
ックスまたは直接（〒354‑8511（所在

市社協

場所／市民福祉活動
マスキャラ
うさみん
センターぱれっと
対象／富士見市・三芳町の手話通
訳者派遣事業を利用している方、
または利用したいと思っている聴
覚障がい者、中途失聴者、難聴者
などの方
問合せ／富士見市社会福祉協議会
2049‑254‑0747 ℻049‑252‑0111

つきいち〜臨時農産物直売所〜

※応募用紙は市ホームページ、環境

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。

課にあります。

※レジ袋削減のた

内 242
問合せ／環境課 2○
℻049‑253‑2700

め、買い物袋をお

地は記載不要）
富士見市役所環境課）

公園清掃員
公園などの清掃、草刈り、樹木せ
ん定作業などを行
います。
募集人数／若干名
応募資格／健康で体力に自信があ
り意欲のある方
勤務時間／週3日シフト制（平日）
午前9時〜午後4時30分（昼休憩含む）
賃金／時給950円
内 443
問合せ／まちづくり推進課 2○

持ちください。

とき／3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
内 243
問合せ／産業振興課 2○

Ｂ型肝炎の医療講演会
最新治療を学びましょう
とき／4月2日
（日）
午後1時30分〜4時30分 ※無料
※講演前に患者交流会を行います
（午前10時〜正午）。

ご 案 内
Guidance

夕焼け放送の
時刻と曲目が変わります
3月1日（水）〜10月31日（火）の放
送時刻は午後5時、曲目は「夕焼
け小焼け」です。
内 446
問合せ／安心安全課 2○
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スポーツ安全保険のご案内

場所／大宮ソニックシティビル棟
4階 市民ホール
対象／Ｂ型肝炎の治療についてお
悩みの方、最新治療について知り
たい方
講師／持田智氏（埼玉医科大学病院
消化器内科･肝臓内科教授）

申込み・問合せ／
全国Ｂ型肝炎訴訟埼玉弁護団
2048‑862‑0377

いずれか遅い日の翌日から有効）

事故の範囲／団体管理下での活動
中（国内）の事故など
補償内容／傷害保険、賠償責任保
険、突然死葬祭費用保険（加入区分
により補償金額は異なります）

掛金／800円〜11,000円（活動内容
により異なります）

申込み／加入依頼書は、市民総合
体育館事務所（南畑公民館内）にあ
ります。また、インターネット加
入依頼システム ｢スポ安ねっと｣
からも加入できます。
問合せ／（公財）スポーツ安全協会
埼玉県支部 2048‑779‑9580

国営武蔵丘陵森林公園
つばき
秘蔵の椿コレクション
解説パネルや江戸時代の椿の図譜
の展示、普段非公開の「ツバキ園」
を特別公開します。500種類を超
えるツバキコレクションをお楽し
みください。
とき／3月18日（土）〜4月16日（日）
午前9時30分〜午後5時
問合せ／森林公園
管理センター
20493‑57‑2111
市役所の電話番号は
049‑251‑2711です
お間違いなく！
市役所の代表電話の市外局番
4 4 4
049だけが違う個人のお宅に間
違い電話が多く、大変ご迷惑を
おかけしています。
市役所にお掛けの際は、くれぐ
れもお間違いない
ようにご協力をお
願いします。
内 222
問合せ／総務課 2○

I
子 育 て

定員／12組程度
か つ せ せ き しょう か い
講師／勝瀬昔承会
参加費／1組300円（当日集金）
持ち物／ノコギリ（お持ちの方）
※動きやすく汚れても良い服装でお
越しください。

お父さんと一緒に昔ながらの伝統
的な竹馬を作ります。自分で作っ
た竹馬で公園を歩いてみよう！
とき／3月12日（日）午前10時〜正午
場所／勝瀬原記念公園
（雨天時はふじみ野児童館）

対象／小学生とお父さん

募集

自衛官採用試験
募集種目・試験日／
募集種目

試験日

①幹部候補生
5月13日（土）
（一般）
･14日
（日）
1次
②幹部候補生
（14日 は 飛 行
（歯科･薬剤）
要員）
③医科・歯科
幹部自衛官

5月12日
（金）

今年は、7月1日（土）
・2日（日）に
開催（予定）します。コンサートや
市民構成劇、市民のメッセージ展
示、戦時中の暮らし体験などを企
画しています。
運営や準備に協力していただける
実行委員を募集します。
※ピースフェスティバルは、｢富士見
市非核平和都市宣言｣（1987年）の理
念を市民に広げようと始まりました。

資格／
①20〜26歳未満の方（22歳未満は大

この事業はピースフェスティバル実

卒者
（見込含む）
）
※院卒者は修士課程修了者などで、

で取り組んでいます。

20〜28歳未満の方

行委員会、市、市教育委員会の共催

問合せ／鶴瀬公民館
2049‑251‑1140

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

※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
…主催

事業名
予 もぐもぐパクパク
■
食事相談

非核平和都市宣言30年記念
ピースフェスティバル実行委員

Invitation

…受付時間
他 …そのほか

…対象
…場所
…内容
…定員
水 …バス水谷コース ■
鶴 …バス鶴瀬コース
■

…持ち物

と き
詳
細
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 ■
3月27日㈪ ■
他 1人30分程度
9:00〜15:00 ■
3月 1日㈬

水 ■
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
鶴 ■
対 平成28年10月1日〜10月15日に生まれた子
■

3月15日㈬

水 ■
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
鶴 ■
対 平成28年10月16日〜10月31日に生まれた子
■

12か月健診

3月 7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
■

１歳６か月健診

3月 8日㈬

水 ■
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
鶴 ■
対 平成27年6月9日〜6月30日に生まれた子
■

３歳健診

3月14日㈫

水 ■
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
鶴 ■
対 平成25年9月生まれの子
■

４か月健診

予 乳児・母乳相談
■

集

お父さんと遊ぼう
竹馬づくり

申込み／３月１日（水）午前10時か
ら電話で
問合せ／ふじみ野児童館
2049‑257‑6996

募

親子でいろいろなボール遊びを体
験しよう！
とき／３月18日
（土）
午前10時30分〜11時15分
午前11時30分〜午後０時15分
場所／諏訪児童館
対象／未就学児と保護者
定員／各15組
講師／こどもに楽しさ伝えたい研究会
申込み／３月１日（水）午前10時か
ら直接または電話で
問合せ／諏訪児童館
2049‑255‑6671

②20〜30歳未満の方（薬剤は28歳未
満の方）で専門の大学を卒業（見込
含む）
した方
③医師･歯科医師
の免許をお持ち
の方
サイポン
申込期間／
①②3月1日
（水）
〜5月5日
（祝）
③2月1日
（水）
〜4月21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

て

みんな集まれ！
親子でボールあそび

nformation station

子 育

Child-rearing

情報ステーション

3月 1日㈬ 場
■ 健康増進センター
10:00〜11:30
場 みずほ台
3月23日㈭ ■
10:00〜11:30
コミュニティセンター

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
■
（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。
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シルバードライバードック

学 ぶ
Learning

学 ぶ

書道教室
毛筆できれいに名前を書きたい方、
同じ趣味を持つ仲間と楽しい時間
を過ごしたい方、ぜひ参加してみ
ませんか。
とき／第2・4月曜午後1時30分〜
場所／入間東部シルバー人材セン
ター（富士見事務所）
参加費／10,800円（半年分）
問合せ／入間東部シルバー人材セ
ンター（富士見事務所）
務所）
2049‑266‑3001

参加・体験型の講習を通じて、自
分の運転能力について学ぶ安全運
転教室です。
とき／４月９日
（日）
午前９時〜正午
場所／セイコーモータースクール
（上沢3‑7‑37）

対象／東入間警察署管内に居住する
65歳以上の普通免許をお持ちの方
定員／50人（無料、申込順）
申込み／３月６日（月）から午前９
時〜午後５時に電話で

スポーツ指導者養成講座

競技力・健康力UPの食事とは!!
ちょっとの工夫で差をつけるスポ
ーツ健康栄養講座です。
とき／３月18日
（土）
午後７時開演（午後6時30分開場）
場所／ふじみ野交流センター
※無料、申込不要

講師／宮崎美紀氏（管理栄養士、女
子栄養大学生涯学習講師）

主催／市教育委員会、市体育協会、
市スポーツ推進委員連絡協議会
内 636
問合せ／生涯学習課 2○

（土・日曜、祝日を除く）

問合せ／東入間警察署交通課
内 413
2049‑269‑0110 ○
ふわっぴー

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（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。

3月のおはなしかい＆映画会
内 容
こども映画会
中 央
図書館

鶴瀬西
分 館

名作映画会

日
時
11日（土）午後２時「王さまでかけましょう」
「おれたち、ともだち！シリーズともだちや」
18日（土）午後２時「うっかりペネロペ 家族と
いっしょ編」
３日（金）午後２時「レナードの朝」
19日（日）午後２時「おくりびと」

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）・25日（土）午後２時
４日（土）午前10時、午後2時
一般映画会
「遺体 明日への十日間」
※いずれも30分前から整理券配布

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
こども映画会
25日（土）午前11時「こねこのぴっち」
ふじみ野
おはなしかい（乳幼児）
10日（金）午前11時
分 館
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。

カセットテープ、ビデオテープ
貸出終了のお知らせ
テープの劣化や家庭での再生機器の
減少などにより、3月31日（金）をも
って、カセットテープ、ビデオテー
プの貸出を終了します。なお、CD、
DVDは引き続きご利用いただけま
す。
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カフェトーク
お茶を飲みながら、おすすめの
本の紹介を聞きませんか。
とき／3月11日
（土）
午後２時〜３時
場所／ふじみ野交流センター
（無料、申込不要）
定員／20人
問合せ／図書館ふじみ野分館
2049‑256‑8860

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
加した後、ぬいぐるみだけ図書館に
お泊りします。お迎え時に、おとま
り会の写真をプレゼントします。ま
た、ぬいぐるみが選んだ本も貸し出
しします。
とき／3月20日
（祝）
おはなし会とぬいぐるみお預け
午後2時〜2時30分
ぬいぐるみお迎え
22日
（水）
午後3時30分〜5時30分
場所／中央図書館
対象／市内在住の３歳〜小学２年生
とぬいぐるみ
（ぬいぐるみは1人一体まで）

定員／15人（無料、申込順）
持ち物／図書館利用カード
申込み／3月１日（水）午前9時から
中央図書館へ直接または電話で
※申込時に、ぬいぐるみの名前を教え
てね！

問合せ／中央図書館
2049‑252‑5825

I
市民総合体育館のお知らせ
問合せ 2049‑251‑5555

学 ぶ
Learning

普通救命講習Ⅰ
とき／3月25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／３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
2049‑261‑6673

場所・問合せ／針ケ谷コミュニティセンター 2049‑251‑8478
とき／３月11日
（土）
・12日
（日）
午前10時〜午後５時
（12日
（日）
は午後４時まで）

オープニングセレモニー
（11日
（土）
午前11時〜11時15分）

針ヶ谷保育園園児による太鼓演奏
作品展示（両日） ※ は体験、 は
販売。篆刻は実演もしています。

書、水墨 、絵、七宝 、篆刻
、
俳句、連句、和小物 、リメイク 、
手芸 、フラワーアレンジメント、
パソコン作品、写真、絵手紙、能面、
昔あそび
舞台発表
（12日
（日）
午前10時30分〜午後3時40分）

楽器演奏、コーラス、舞踊、詩吟、
フラダンス、朗読、銭太鼓、津軽三
味線、キッズギター、のこぎり演奏

喫茶コーナー
（両日・午前10時〜午後４時）

コーヒー、パン、健康スープ、山
菜おこわ、お餅など（餅つき体験もで
きます）

体験コーナー
①筋力バランスアップ体操
とき／11日
（土）
午後1時〜1時30分
協力／パワーアップ針ケ谷青空
②気功・太極拳
とき／11日
（土）
午後1時45分〜２時30分
協力／楊名時気功太極拳椿会
③ストレッチ体操
とき／11日
（土）
午後２時45分〜３時30分
協力／イージーストレッチング真
向法愛好会

ぶ

【共通事項】
主催／
（公財）
キラリ財団
申込み／3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
休館日／第3月曜、3月26日
（日）

第12回針ケ谷・みずほ台コミュニティセンター合同文化祭

学

春休み卓球教室
（全３回）
卓球台の設置やラケットの握り方
といった基礎から学びます。
とき／4月3日（月）
・4日（火）
・5
日
（水）
小1〜3 午前8時45分〜10時15分
小4〜6 午前10時30分〜正午
場所／健康増進センター
定員／20人（申込順）
参加費／1,500円

nformation station

イベント

キラリ☆スポーツカレッジ
家でも出来るトレーニング＆スト
レッチ
誰でもできるトレーニングで、筋
力アップを目指します。ダイエッ
ト効果も期待できます。
とき／３月23日
（木）
午前10時30分〜11時30分
場所／水谷公民館
定員／20人（申込順）
参加費／50円

情報ステーション

【共通事項】
定員／各20人（無料）
持ち物／動きやすい服装と底の低い靴
申込み／３月10日
（金）
まで

創立開校11年目 更なる飛躍

第11期富士見市コミュニティ大学
高齢者のさらなる生きがいを追求
する生涯学習と、親睦交流を深め
る富士見市コミュニティ大学は、第
11期の受講生を募集します。
春・秋のウォーキング大会や修学
旅行、ゲートボール大会、作品展
示会、課外活動、10種目のクラブ活
動などがあります。
開校期間／４月14日〜平成30年２
月16日の第１･３金曜（全19回）
場所／老人福祉センター「びん沼
荘」（送迎バスあり）
対象／市内在住で満60歳以上の方
内容／
午前 一般教養講座（健康・福祉や安

歌謡教室、心身太極健康、健康ウォー
キング、折紙教室）

定員／原則130人
参加費／受講運営協力金3,000円、
自治会費500円
申込み／３月20日（祝）までに老人
福祉センター、各公民館・各交流
センター・コミュニティセンター、
高齢者福祉課（土・日曜、祝日を除く）
にある申込書を直接
問合せ／富士見市コミュニティ大学
事務局
角谷 2090‑4373‑9253
白井 2090‑4719‑4261

心･安全など、日々の暮らしと生活・
地域社会に密着した内容や、文芸･歴
史・政治･環境などの学習）

午後 クラブ活動（民謡、俳句、社交
ダンス、美術、書道、ゲートボール、
広報 ふじみ 平成29年３月号

18

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

３.11を忘れないコンサート

イベント
Event

イベント

ふじみ野じゅく公開公演
人情時代劇
ばなし
「情けは人の為ならず噺」
早春のひと時を心温まる演劇でお
過ごしください（無料）。
とき／３月17日
（金）
午前10時〜正午
場所／ふじみ野交流センター
出演／
さかどシニア劇団「極楽とんぼ」
えん ちょう
いち やなぎ ち づ
（口演：三遊亭円朝、脚本：一柳千都
め

女、演出：唐沢民賢）

問合せ／ふじみ野交流センター
2049‑261‑5371

難波田城資料館のお知らせ
春季企画展 武鑑の世界
〜江戸時代の大名ガイドブック〜
江戸時代を通じて出版された武鑑は、
大名や幕府役人に関する情報の宝庫
です。寺田図書助勝廣氏のコレクシ
ョンからその魅力をお伝えします。
とき／３月18日
（土）
〜６月11日
（日）
場所／特別展示室 ※入場無料

とき／３月11日
（土）
午後１時30分開演（１時開場）
場所／鶴瀬コミュニティセンター
出演／富士見高等
学校吹奏楽部、コ
か のん
ーラス歌音、邦楽
そう
アンサンブル奏SO、アンサンブ
ルスマイル（琴生流大正琴）、ふじ
み野小学校歌声リーダー、音楽ボ
ランティアしゃぼん玉、被災者の
話（福島県浪江町）

申込み／直接または電話で
ちょこっと体験
昔の着物を着てみよう
野良着や羽織などを着て、ちょっ
と昔の気分を味わってみませんか。
子ども用もあります
（無料、予約不要）
。
とき／３月25日
（土）
・26日
（日）
19 広報 ふじみ 平成29年３月号

写真展
東松島市の歴史文化と震災・復興
東日本大震災の発生から６年とな
ります。震災後から被災地支援を
通して交流している宮城県東松島
市をより身近に知る機会として、
写真パネル展を開催します。里浜
貝塚や松島の景観の歴史文化とと
もに、震災当時や現在の復興状況
などを紹介します。

流センターで配布
（当日券あり）

主催／３.11を忘れないコンサー
ト実行委員会
問合せ／鶴瀬公民館
2049‑251‑1140

問合せ 2049‑253‑4664
休館日：月曜（祝日の場合は翌日）
午後1時〜3時（受付終了：午後2時30分）
場所／資料館講座室
協力／和道文化着装協会
※混雑状況により、順番待ちをしてい
ただく場合もあります。

古民家消防訓練のお知らせ
古民家から出火したという想定で、
消防訓練を実施します。来園者の方
は避難訓練にご協力をお願いします。
訓練後には、消火器の体験もできま
すので、ぜひご参加ください。
違えにならないよう、ご注意ください。

（川越藩火縄銃鉄砲隊保存会）

問合せ 2049‑251‑9686

※入場無料。整理券は各公民館・交

※サイレンが鳴りますが、火災とお間

企画展関連講演会
武鑑あつめて60年その魅力と楽しみ
とき／3月18日（土）午後1時30分〜3時
場所／資料館講座室
定員／30人（無料、申込順）
講師／寺田図書助勝廣氏

水子貝塚資料館のお知らせ

とき／３月11日（土）午前11時〜11時30分
場所／難波田城公園古民家ゾーン
3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／いずれも午後1時〜3時
４日
（土）
５日
（日）
11日
（土）
12日
（日）
18日
（土）
19日
（日）
20日
（祝）
25日
（土）
26日
（日）

麦の石臼ひき
パッチンなんばった
はたおり
わたくり
いろりの日
トントン紙相撲
わたくり
はたおり、昔の着物を着てみよう
昔の着物を着てみよう

とき／３月９日
（木）
〜20日
（祝）
場所／中央図書館展示ロビー
協力／東松島市奥松島縄文村歴史
資料館
企画展 富士見市の富士山
〜富士見市内の
「塚」
いろいろ〜
おんたけづか
市内に残る「富士塚」や「御嶽塚」
などの塚や、地名に見られる塚な
どについて紹介します（無料）。
とき／
３月18日
（土）
〜５月28日
（日）
場所／資料館展示室
記念講演会「富士信仰と富士塚」
とき／３月25日
（土）
午後1時30分〜3時
場所／資料館体験学習室
定員／30人(無料､ 申込順)
講師／中嶋信彰氏
（富士山文化研究会）

申込み／直接または電話で

南畑ふるさとまつり
とき／3月11日(土)午後1時〜5時
12日(日)午前9時〜午後3時30分
内容／舞台発表、作品展示、模擬
店、お楽しみ抽選会、子どもみこ
しなど
主催／南畑公民館利用者の会
場所・問合せ／南畑公民館
2049‑251‑5663

I

nformation station

Event

菜の花まつり
〜消費者と生産者の交流会〜
とき／３月26日
（日）
午前10時〜午後２時（雨天決行）
場所／南畑直売センター周辺

※雨天の場合は内容を変更します。

（難波田城公園東側）

内容／
無料 かまど炊きご飯・けんちん

やさしい米作りの肥
料にするために栽培
しています。

菜の花摘み（無料）
３月26日（日）〜４月９日（日）の期
間、難波田城公園周辺と東大久保
地区の菜の花の咲いている田んぼ
でできます。
内 243
問合せ／産業振興課 2○

市民伝言板

主催／富士見有機生産者集団
後援／富士見市農業研究団体連絡
協議会、難波田城公園地域環境保
全協議会

※菜の花は、環境に

イベント

汁の試食、お抹茶・お花の体験（な
くなり次第終了）、リラクゼーショ
ンの体験
イベント 玉入れ、どじょうすく
い、富士見太鼓の会演舞
販売 地元野菜、お米、手づくり
加工品など

イベント

市民伝言板

情報ステーション

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○

0歳からの音楽会
〜オーケストラがやってくる♪〜
3月20日㈷11:00、14:00（いずれも30分前開
場）
／キラリ☆ふじみ／主に未就学児と保護
者／オーケストラとうたの親子向けコンサ
ート／各1,200円
（2歳以下のひざ上鑑賞無
料）／要申込（http://musicaybebe.wixsite.
com/musicaybebe）／主催ムジカベベ0歳
からの音楽会／稲葉 2050‑5580‑7436

イキイキ健康体操サークル
無料体験…3月7日㈫･21日㈫･28日㈫10:00
〜11:30／ふじみ野交流センター
会員募集…月2回火曜10:00〜11:30／ふじ
み野交流センター／中高年／ラバーを使っ
たストレッチと美姿勢を作るヨガエクササ
イズ／入会金1,000円／月会費1,000円／
塩野 2049‑262‑0330（午前中）

桜を愛でる会
3月31日㈮12:30〜15:00／山崎公園（せせ
らぎ菖蒲園）／桜を見ながらハーモニカの
生演奏をお楽しみください。困りごとや悩
み事など、安心しておしゃべりできる場を
用意しました／100円／主催介護者支援の
会まどび･つるせ／
三木 2070‑6483‑8831

映画「じんじん」チャリティー上映会
4月16日㈰10:00、14:00（いずれも30分前開
場）／キラリ☆ふじみ／絵本がつなぐ親子
の心の絆をテーマに描く映画／大人1,000
円、小中高生800円／富士見ライオンズク
ラブ 2049‑253‑4501

書道あすなろサークル
無料体験…3月25日㈯、4月22日㈯、5月20
日㈯、6月24日㈯9:30〜11:00／ふじみ野
交流センター
会員募集…月2回土曜9:30〜11:00／ふじ
み野交流センター／入会金1,000円／月会
費2,500円／土橋 2049‑262‑2948

ミュージカル
ピーターパン・ネバーランド
4月1日㈯18:00・2日㈰13:00、17:00（ いず
れも30分前開場）
／鶴瀬コミュニティセンタ
ー／定員各250人／主催子どもミュージカ
ルＳＫＹ／無料／中澤 2049‑254‑0093

●

2 月 9 日現在●

問合せ／環境課

内 246
2○

ゆずります
机（上置き・引き出し）
・イス／敷布団／アルミ製やかん
／そば用せいろ（7枚）／タンス（135×43×76㎝）／石油ス
トーブ／ブロワー／耐火金庫／ピアノ用イス／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
／五月人形／そろばん／犬小屋（屋外用）／湯の花／水槽
／スキーウェア上下（男性用M・女性用L）

くらしのリユース

レディースバドミントン 1日無料体験教室
3月7日㈫･14日㈫･16日㈭10:00〜12:00、3
月9日㈭･21日㈫12:00〜14:00／三芳町総
合体育館または大井総合体育館／20〜50
歳代の女性／主催富士見クリア／要申込／
小田 2090‑6042‑5859

書道サークルふじみ
一日無料体験…3月22日㈬、4月26日㈬、5
月24日㈬、6月28日㈬ 9:30〜11:30／みず
ほ台コミュニティセンター
会員募集…第2･4水曜9:30〜11:30／みず
ほ台コミュニティセンター／書道の練習を
通じて会員相互の親交を図る／入会金
1,000円／月会費2,500円／初心者歓迎／
鹿討 2049‑252‑4022

イベント

募 集
Mani Belly dance
第2･3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／
間仁田 2090‑4170‑7823

ご利用ガイド
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
炊飯器（3合）／電子レンジ／オーブントースター／掃除機
／アップライトピアノ／ドライブレコーダー／電子辞書／
自転車（女性用）／子どものその幼保連携型認定こども園制
服・体操着・カバンなど一式
（男児用）／西中夏･冬用制服（女
子用150〜160㎝）／勝瀬中夏･冬用制服（男子用160㎝・女子
用155〜160㎝）／勝瀬中体操着（155〜160㎝ ･赤）／富士見台
中制服・体操着･ジャージ一式（140㎝くらい･赤）
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