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市役所からのお知らせ
Fujimi City Information

富士見市役所　2049-251-2711  ℻ 049-254-2000

広報 ふじみ 平成29年１月号

事業実施区域／
さいたま市桜区新開4丁目2番1号
縦覧期間／1月10日（火）～2月10日
（金）（土･日曜を除く）
縦覧場所／富士見市役所環境課
※この事後調査書について意見の提
出ができます。2月24日（金）までに、
郵送、FAX、電子メールまたは直接
※詳しくは、さいたま市ホームペー
ジをご覧ください。
問合せ／さいたま市環境局環境共
生部環境対策課
〒330-9588
さいたま市浦和区常盤6-4-4
2048-829-1332　℻048-829-1991

県警には、年間約70万件を超える
110番通報がありますが、このう
ち約22万件が各種照会や間違い、
いたずらなどの通報です。これら
の通報が緊急を要する110番通報
を遅らせる原因となっています。
緊急ではない各種照会・要望・相
談などは、けいさつ総合相談セン
ター（＃9110または
2048-822-9110）、東
入間警察署にご連絡
ください。
問合せ／
東入間警察署　2049-269-0110

就職支援セミナー
職場で上手にコミュニケーション
をとる方法
とき／1月26日（木）午前10時～正午
内容／職場でのトラブル防止の注
意点、上司や部下と
よりよい関係を築く
ポイントなど
定員／20人（申込順）

就職個別相談
とき／1月26日（木）午後1時15分～
4時（1人45分）
内容／就職・転職に関する全般的
な相談、カウンセリング　
定員／3人（申込順）

【共通事項】
場所／ピアザ☆ふじみ
※駐車場、駐輪場はありません。公
共交通機関をご利用ください。
対象／市内在住、在勤の方
講師／春

すの

原
はら

義
よし

憲
のり

氏（NPO法人キャリ
アプラザ埼玉）
持ち物／筆記用具
※無料、託児なし、どちらか一方の
申込みも可
申込み・問合せ／1月4日（水）から
産業振興課へ（2○内383）電話で

平成29・30年度の入札・見積り参
加希望の法人または個人の資格審
査を行います。
対象業種／
①物品（物品販売、印刷、リース）
②一般業務（建築物維持管理）
③その他（①・②に該当しないもの）
申請方法／2月1日（水）～28日（火）
（土・日曜、祝日を除く）午前9時30
分～午後4時30分（午前11時30分～
午後1時30分を除く）に、審査申請
書を消防本部会議室または総務課
に直接
※申請書様式は、1月上旬に入間東
部地区消防組合ホームページに掲載
問合せ／入間東部地区消防組合消
防本部　総務課　2049-261-6004

とき／2月7日（火）午後1時～4時
（受付：正午～午後3時30分）
※無料、申込不要、入退場自由
※面接会前に直前セミナーを行いま
す（午後0時15分～45分）。
場所／キラリ☆ふじみ
対象／正社員を希望するおおむね
40歳までの方（平成29年3月大学な
ど卒業予定の方も含む）
参加企業／約25社（予定）
持ち物／履歴書、ハローワークカ
ード（お持ちの方）
問合せ／ハロ－ワーク川越
2049-242-0197（41#）

とき／1月27日（金）午後1時～4時
（受付：正午～午後3時）
※無料、手話通訳あり
場所／ふじみ野市立市民交流プラ
ザ（フクトピア内）
※車でお越しの方は、イトーヨーカ
ドー上福岡東店立体駐車場3階もご
利用ください。
内容／企業（人事担当者）との面接、
就職相談
持ち物／障害者手帳（原本とコピー）、
履歴書（複数枚）、ハローワークカ
ード（お持ちでない方は要相談）、筆
記用具
共催／富士見市、ふじみ野市、三
芳町、ハローワーク
※職務経歴書や自己PR書を作成して
いる方はお持ちください。
※平成29年3月に県内高等学校（特別支
援学校含む）卒業予定者は、履歴書では
なく「全国高等学校統一用紙」を用意
問合せ／ハローワーク川越
2049-242-0197（46#）

とき／2月17日（金）午後1時～4時
（受付：正午～午後3時30分）
※無料、申込不要、入退場自由
場所／ウェスタ川越
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
2049-242-0197（43#）

ご

案

内

ご 案 内
Guidance

　　　　　　　　　　お知らせ
キラリ☆ふじみのイベント内容
などは、ＨＯＴキラリ１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

就職支援セミナー＆就職個別相談 第2回若者就職面接会

入間東部障害者就職面接会

福祉の仕事就職面接会

1月10日は ｢110番の日｣
～110番は緊急通報です～

消防組合入札参加資格
審査申請の受付

さいたま市新クリーンセンター
（さいたま市桜環境センター）
整備事業環境影響評価事後調
査書（その3：供用時）の縦覧

ポッポくん
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子どもたちの給食づくりを一緒に
しませんか。
人数／2人
勤務内容／給食調理、
洗浄作業
勤務時間／週5日　午前8時30分～
午後5時（昼休憩含む）
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
申込み・問合せ／
学校給食センター 2049-252-2881

【ふれあい相談員】
いじめや不登校など、児童生徒の
悩みについて、面接相談、電話相
談、家庭訪問を行います。また、通
学区の小学校での相談も行います。
募集人数／4人
勤務場所／中学校
勤務時間／週5日　1日4時間
期間／原則1年間（年間205日予定）
賃金／時給920円

【すこやか支援員】
特別な支援が必要な児童生徒の日
常生活の介助や学習活動の支援な
どを行います。
募集人数／5人
勤務場所／小・中・富士見特別支
援学校
勤務時間／週5日　1日6時間
期間／原則1年間（小中学校年間205
日予定、富士見特別支援学校年間213
日予定）
賃金／時給940円

【給食仕分け員】
給食実施日に給食の仕分けを行い
ます。
募集人数／1人
勤務場所／小学校または中学校
勤務時間／週5日　1日2時間
期間／原則1年間（年間188日予定）
賃金／時給940円

【基礎学力定着支援員】
学習指導の補助をしながら、学習
が遅れがちな児童の個別対応・指
導を行います。
また、不登校傾向の
児童への支援なども
行います。
募集人数／1人
勤務場所／小学校
勤務時間／週5日　1日5時間
期間／原則1年間（年間205日予定）
賃金／時給1,070円

【中学校学習支援員】
学習指導の補助をしながら、学習
が遅れがちな生徒の個別対応・指
導を行います。また、不登校傾向
の生徒への支援なども行います。
募集人数／1人
勤務場所／中学校
勤務時間／週5日　1日5時間
期間／原則1年間（年間205日予定）
賃金／時給1,070円

【看護師】
児童生徒への医療的ケアを行いま
す。
募集人数／2人
勤務場所／富士見特別支援学校
勤務時間／週5日　1日6時間
期間／原則1年間（年間206日予定）
賃金／時給1,570円

【共通事項】
応募方法／応募用紙に記入し、1
月10日（火）～20日（金）に郵送また
は直接（〒354-0021 富士見市大字鶴
馬1873-1　学校教育課）
※応募条件など詳しくは、市ホームペ
ージまたは募集要項をご覧ください。
※募集要項、応募用紙は、市ホーム
ページ、学校教育課にあります。
※書類選考後、面接を行います。
問合せ／学校教育課　2○内622

募集人数／2人
勤務内容／①成人の健康教室の運
営、健康相談、訪問指導など
②乳幼児健診の運営、
母子保健に係る相談、
訪問指導など
応募資格／保健師免
許を持ち、普通自動
車運転免許をお持ちの方
勤務場所／健康増進センター
勤務時間／週5日　午前8時30分～
午後5時（昼休憩含む）
期間／随時～平成29年3月（更新は
応相談）
賃金／月給233,980円
問合せ／健康増進センター
2049-252-3771

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。
※レジ袋削減のため、
買い物袋をお持ちく
ださい。
とき／1月17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

　　　
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／2月8日（水）
午前10時～午後4時　※申込不要
場所／ふじみ野交流センター
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

　

　
募　

集

ご　

案　

内

ご 案 内
Guidance

平成29年度
学校給食センター調理員

健康増進センターの
保健師（非常勤嘱託職員）

平成29年度
教育委員会の支援員など

つきいち～臨時農産物直売所～

行政書士による無料相談会
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事業名 と　き 詳　　　細
■予  もぐもぐパクパク
　 食事相談

 1月30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

４か月健診
 1月11日㈬ ■水

■鶴
■受 12:50～13:40　■場健康増進センター
■対平成28年8月1日～8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

 1月23日㈪ ■水
■鶴
■受 12:50～13:40　■場健康増進センター
■対平成28年8月16日～8月31日に生まれた子

12か月健診
 1月10日㈫ ■水

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

 1月24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

１歳６か月健診  1月17日㈫ ■水
■鶴
■受 12:50～13:40　■場健康増進センター
■対平成27年4月1日～4月23日に生まれた子

３歳健診  1月18日㈬ ■水
■鶴
■受 12:50～13:40　■場健康増進センター
■対平成25年7月生まれの子

■予  乳児・母乳相談

 1月16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。

 1月31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

 1月25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　■場みずほ台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

子どもたちを主人公に、みんなで
つくるお祭りです。
とき／4月23日（日）　
場所／文化の杜

もり

公園周辺

①参加形態
工作や遊びの指導（個人・団体）
模擬店の出店（個人・団体）
 ステージ出演者（小学生～高校生
くらいの個人・サークル8組程度）

※参加する個人･団体の方は、1月25日
（水）の実行委員会に出席してください。

②ポスター原画
対象／市内在住、在学の小中学生
（個人）
 題材は自由。ただし、「第44回
富士見市子どもフェスティバル」
の文字を入れる。
 4ツ切または8ツ切画用紙
　 絵の具、クレヨンなどを使用（色
鉛筆以外）

※作品の裏に氏名（ふりがな）、学校
名、学年、住所、電話番号を記入
③子どもフェスティバルテーマ
選ばれたテーマはポスターに掲載
します。
（参考）前回のテーマ：「たくさんの え
がおが生まれる 子どもフェスティバル」
④ボランティア隊員
対象／中学生～大学生くらい
内容／放送、会場案内、コーナー
手伝い、記録用写真撮影、迷子の
世話など ※発足式を予定（4月中旬）

①～④の申込み／1月20日（金）ま
でに直接または電話で

⑤子どもフリーマーケット
募集数／40区画
対象／市内在住、在学の小中学生
（小1～3年生は保護者同伴で可）
応募方法／住所・氏名（ふりがな）・
学年・性別・電話番号・販売予定
品を記入し、FAXまたは直接
※応募用紙は鶴瀬公民館、市ホーム
ページにあります。
応募期間／1月16日（月）～20日（金）
※応募多数の場合は抽選
※店長会議を予定（2月下旬）

問合せ／鶴瀬公民館
2049-251-1140　℻049-251-1156

募 集
Invitation

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　
…主催　　他…そのほか　■水…バス水谷コース  ■鶴…バス鶴瀬コース

第44回富士見市
子どもフェスティバル参加者募集
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ワンプレートの簡単メニューを親
子で楽しく作りませんか。
とき／2月5日（日）
午前10時～午後2時　
（受付：午前9時45分～）
場所／鶴瀬西交流センター
対象／市内在住の年長～小学生の
お子さんと保護者
メニュー／とん汁、オープンいな
り、鮭のちゃんちゃん焼き風、ヨ
ーグルトサラダ、季節のフルーツ
※アレルギーのある方は要相談
定員／8組程度（申込順）
参加費／1人300円（食材費など）
持ち物／三角きん、エプロン、ふ
きん、手ふき、筆記用具
主催／富士見市食生活改善推進員
協議会
申込み／1月25日（水）午前8時30分
から電話で
問合せ／健康増進センター
2049-252-3771

とき／2月2日（木）
午後1時30分～3時30分
（受付：午後1時～）
場所／ピアザ☆ふじみ　
※駐車場はありません。公共交通機
関をご利用ください。
対象／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
ん（おおむね生後6～8か月の第一
子）のいる保護者
内容／離乳食（中期）のお話、調理
のデモンストレーション、試食（親
のみ）
定員／15人（無料、申込順）
※保育あり（定員12人（申込順））
持ち物／母子健康手帳　
申込み／1月23日（月）午前8時30分
から電話で
問合せ／健康増進センター
2049-252-3771

みんな集まれお正月あそび大会
書初め
とき：1月5日（木）
午後3時～4時30分
郷土ジャンボカルタ
とき：1月6日（金）
午後2時～3時30分
お茶会、俳句
とき：1月7日（土）午後2時～4時
協力：田中泰

たい

香
こう

氏（瑞
ずい

順
じゅん

庵
あん

）　

【共通事項】
場所／諏訪児童館
対象／小学生以上
（未就学児はご相談ください）
※はねつき、こままわし、百人一首
などの体験もできます。

たこを作ろう
とき／1月13日（金）～21日（土）
午後3時～4時30分（15日（日）を除く）
場所／諏訪児童館
対象／小学生以上（未就学児はご相
談ください）
内容／ビニールの
ぐにゃぐにゃたこ、
和紙のダイヤたこ、
こまたこなど
　
たこあげをしよう
とき／1月21日（土）
午後2時～4時（雨天中止）
場所／諏訪小学校校庭

子育てボランティア養成講座
とき／1月27日（金）
午前10時30分～正午
場所／市民福祉活動センターぱれ
っと
対象／乳幼児親子、子育て支援に
関心のある方
内容／身近にある材料で楽しいお
もちゃ作り
講師／田

た

島
じま

千
ち

代
よ

氏
（紙芝居ボランティア  しゃぼんだま）
申込み／1月10日（火）午前10時か
ら直接または電話で
※保育あり（おおむね1歳以上）

家族同士や保健師との交流・相談
を行います。
とき／1月19日（木）
午前10時～11時30分
（受付：午前9時45分～10時）
場所／ピアザ☆ふじみ
対象／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
持ち物／母子健康手帳
申込み・問合せ／健康増進センター
2049‒252‒3771

若い子育て世帯を支援するため、
県営住宅に専用枠を設け、入居者
を募集します。
また、今回からＵＲ都市機構の住
宅を選ぶことができます。
入居予定日／3月23日（木）以降
対象／夫婦がともに34歳以下の世
帯（子どもの有無は不問）
※収入などの各種条件があります。
募集要項の配布／1月4日（水）～
※募集要項は建築指導課、各出張所、
県庁第2庁舎住宅課、埼玉県住宅供
給公社にあります。
応募期限／1月21日（土）（消印有効）
問合せ／埼玉県住宅供給公社募集
担当　2048-829-2875

　

　子　

育　

て

募　

集

募 集
Invitation

子 育 て
Child-rearing

おやこ食育教室

親子サロン

見て！食べて！
すてっぷあっぷ離乳食教室

子育てハッピー県営住宅
（若年子育て世帯向け）の入居

諏訪児童館からのお知らせ
 問合せ　2049-255-6671

富士見市マスコットキャラクター
「ふわっぴー」
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市内各公民館の特徴ある実践事例
を取り上げ、「つどい・まなび・
むすぶ」という公民館の役割から
地域のつながりを広げる方策を考
えます。
とき／1月29日（日）午後1時～4時
場所／鶴瀬コミュニティセンター
講演  「つどい・まなび・むすぶ」
講師：上田幸

ゆき

夫
お

氏（日本体育大学教授）
公演  「ももたとももこの物語」
出演：富士見高等学校演劇部
シンポジウム
各公民館での実践事例について話
し合います。
問合せ／鶴瀬公民館　
2049-251-1140

子育て中の方を対象とした料理講
習会です。子どもが喜ぶキャラ弁
づくりに挑戦します。
とき／2月8日（水）
午前10時～午後0時30分
場所／ふじみ野交流センター
対象／市内在住、在勤の方
定員／16人（申込順）
講師／地域活動栄養士PFCの会
参加費／700円（材料代）
持ち物／エプロン、三角きん、弁
当箱（子ども用）
申込み／1月10日（火）午前9時か
ら直接または電話で
※保育あり（2歳以上、定員12人、要
予約）
問合せ／ふじみ野交流センター
2049-261-5371

 
ヨガにより心と体のバランスを整
え、歯と口、食生活の面から健康な
体づくり（私づくり）をしましょう。
とき・内容／いずれも火曜

とき 内容

①1/31
9:30～11:30
（受付:9:15～）

講
義
健康づくりで大切
なこと
講師：保健師

実
技
ヨガ
講師：ヨガインス
トラクター

②2/7
9:45～14:00
（受付:9:30～）

調
理
実
習

簡単＆野菜たっぷり
の料理で健康づくり
講師：管理栄養士

③2/14
9:30～11:30
（受付:9:15～）

講
義
お口の中から健康
ＵＰ
講師：歯科衛生士

実
技
ヨガ
講師：ヨガインス
トラクター

場所／ピアザ☆ふじみ
対象／18歳以上で医師から運動制
限を受けていない方
（第1回講座に参加していない方）
定員／20人（申込順）
参加費／①60円（保険代）
②450円（材料代など）
※実施当日に集金
申込み・問合せ／健康増進センター
2049-252-3771

昭和20年8月6日、広島二中の1年
生321人全員が幼くしてこの世を去
った。彼らが最後に残した言葉と
は。是

これ

枝
えだ

裕
ひろ

和
かず

（映画監督）と綾瀬はる
か（女優）による映画「いしぶみ」（朗
読劇）をご覧ください（無料）。
とき／2月4日（土）午後1時30分～
3時30分（午後0時30分開場）
場所／鶴瀬コミュニティセンター
内容／「いしぶみ」上映会、ヒロシ
マナガサキ原爆パネル展示
※1月6日（金）から各公民館、鶴瀬西
交流センター、ふじみ野交流センタ
ーで整理券を配布
問合せ／鶴瀬公民館　
2049-251-1140

近年、飼い主のモラル低下や犬の
習性などの理解不足によるトラブ
ルが大変多くなっています。人と
犬がともに幸せな家族として暮ら
していくには「しつけ」が必要です。
「しつけ」の方法がわからない飼い
主の方を対象に、模範犬を使った
「しつけ方教室」を開催します。
※当日、飼い犬の同伴はできません。
とき／1月28日（土）
午後1時30分～3時30分
場所／三芳町立竹間沢公民館
（三芳町大字竹間沢555番地1）
※駐車場に限りがありますので、公
共交通機関をご利用ください。
定員／80人（無料、申込順）
講師／ジャパンケネルクラブ公認
訓練士
申込み・問合せ／1月5日（木）～26
日（木）に健康増進センター（2049-
252-3771）へ電話で

とき／1月21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（無料、申込順）
申込み／1月4日（水）～11日（水）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

高齢者の心の安定や周囲の方との
交流を目指します。
とき／2月8日（水）・22日（水）
午後1時30分～4時
場所／鶴瀬西交流センター
内容／回想法の基本、認知症の方
とのコミュニケーション
定員／30人（無料、申込順）
講師／萩

はぎ

原
わら

裕
ゆう

子
こ

氏（埼玉医科大学病
院臨床心理士、文教大学講師）
申込み／1月10日（火）から直接ま
たは電話で
問合せ／鶴瀬西交流センター　
2049-251-2791

学

ぶ

学 ぶ
Learning

はじめてのキャラクター弁当

犬の飼い方・しつけ方教室

普通救命講習Ⅰ

第2回健康な私づくり講座
（3日間コース）

平和学習会　映画「いしぶみ」
～広島二中一年生全滅の記録～

第31回地域・自治シンポジウム
学びあいで暮らしやすい地域
づくりを

高齢者のよい聴き手となるために
～回想法入門講座～（全2回）
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土曜おもしろミューズランド
石のアクセサリーづくり
とき／2月4日（土）
参加費／150円（材料代）

ミニチュア土器づくり
とき／2月18日（土）
参加費／100円（材料代）

【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／資料館体験学習室
対象／小学生～大人
（未就学児は保護者同伴で可）
定員／各40人（先着順）
※申込不要。直接お越しください。
休館日／月曜（祝日の場合は翌日）、
年末年始（12月29日～1月3日）

とき／2月25日（土）
午前9時30分～午後0時30分
場所／市民福祉活動センターぱれっと
内容／日用雑貨、衣類、食品、野
菜など
※バザー提供品を募集中！
問合せ／富士見市社会福祉協議会
2049-254-0747

とき／1月29日（日）午後2時開演
場所／針ケ谷コミュニティセンター
※無料
出演／早稲田大学落語研究会
問合せ／針ケ谷コミュニティセン
ター　2049-251-8478

児童館に遊びに来ませんか。どな
たでも参加できます。
とき／1月6日（金）
場所／ふじみ野児童館
ジャンボすごろく、ふくわらい、
かるた、皿回しなど
時間：午前10時30分～正午
午後1時30分～4時30分
お茶会　
時間：午後2時～4時
※当日整理券を配布します。
問合せ／ふじみ野児童館
2049-257-6996

脂肪燃焼に効果的な運動で代謝を
高め、寒い冬も太りにくいカラダ
づくりを目指しましょう。
とき／1月24日（火）午前10時～11
時30分（受付：午前9時40分～）
場所／鶴瀬西交流センター
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要相談
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、タオル、飲み物
申込み・問合せ／健康増進センター
2049-252-3771

　

　イ
ベ
ン
ト

学　

ぶ

学 ぶ
Learning

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（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）、年末年始（12月28日～1月4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

１月のおはなしかい＆映画会
内　容 日　　時

中 央
図書館

こども映画会 14日（土）午後２時「忍たま乱太郎パートⅠ」
21日（土）午後２時「泣いた赤鬼」

名作映画会 ６日（金）午後２時「ニュー・シネマ・パラダイス」
15日（日）午後２時「続・男はつらいよ」

おはなしかい（乳幼児） 18日（水）午前11時
おはなしかい（幼児・小学生） ７日（土）・28日（土）午後２時

鶴瀬西
分 館

一般映画会 ７日（土）午後２時「みすゞ」
※午後1時30分から整理券配布

おはなしかい（乳幼児） 11日（水）・15日（日）午前11時
おはなしかい（幼児・小学生） 11日（水）午後3時30分、15日（日）午後2時30分

ふじみ野
分 館

こども映画会 28日（土）午前11時「わらぐつの中の神様」
おはなしかい（乳幼児） 13日（金）午前11時
おはなしかい（幼児） 21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。
※12月29日（木）・30日（金）は、システムメンテナンス作業のため図書館ホームペ
ージの閲覧ができません。
※1月5日（木）～2月末は、渋

しぶ

谷
や

定
てい

輔
すけ

資料の一部をくん蒸するため、閲覧・貸出が
できません。

食卓の「もったいない」を見直そう！
～食べ物をムダにしないために～
つい捨ててしまう調理くずや食べ
残し、賞味期限の過ぎた食品。そ
んな「もったいない食品」を減ら
す方法を紹介します。
とき／1月29日（日）
午後2時～3時30分

場所／図書館鶴瀬西分館
対象／18歳以上の方
定員／20人（無料、申込順）
講師／中川大輔氏（国民生活産業・
消費者団体連合会）
申込み／1月5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

脂肪燃焼サーキット

社協ふれあいバザー

針ケ谷コミセン寄席

水子貝塚資料館のお知らせ
 問合せ　2049-251-9686

お正月あそび
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扇だこづくり（全２回）
かつて富士見市の特産品として知ら
れた郷土民芸「扇だこ」を作ります。

とき／2月4日（土）・5日（日）
午前10時～午後3時
場所／資料館講座室
対象／
中学生以上で両日参加できる方
定員／8人（申込順）
指導／富士見市扇だこ保存会
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、
にぎりばさみ（お持ちの方）
申込み／直接または電話で

ちょっ蔵市　マユ玉ダンゴ
小正月に農作物や蚕

かいこ

の繭
まゆ

の豊作を願
って飾るマユ玉ダンゴを販売します。
とき／1月22日（日）
午前11時～（売切れ次第終了）
場所／旧金子家住宅
主催／難波田城公園活用推進協議会

1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（原則無料、予約不要）。
とき・内容／午後1時～3時
７日（土） ミニたこ作り
８日（日） ジャンボ郷土かるた
９日（祝） ジャンボすごろく
14日（土） わたくり

15日（日） マイ羽子板・こま作り（材料代300円程度）
21日（土） いろりの日
22日（日） トントン紙ずもう
28日（土） 鬼のお面作り
29日（日） 鬼のお面作り

キラリ☆スポーツカレッジ
ボクシングエクササイズ（全5回）
効果的な有酸素運動で、ウエスト、
背中、二の腕のダイエットに効果が
期待できます。
とき／1月24日・31日、2月7日・14
日・21日
いずれも火曜午後1時～2時
場所／南畑ふれあいプラザ
定員／20人（申込順）
参加費／2,500円

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／1月31日（火）
午前10時30分～11時30分
場所／針ケ谷コミュニティセンター
定員／20人（申込順）
参加費／50円

ピラティス（全5回）
背骨を中心にしっかりと身体をほぐ
し、インナーマッスルを鍛えます。
とき／2月7日・14日・21日・28日、
3月7日いずれも火曜
午後2時30分～3時30分
場所／南畑公民館
定員／20人（申込順）
参加費／2,500円

【共通事項】
主催／（公財）キラリ財団
申込み／1月5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

市内の農業生産
地と直売所を巡
る地産地消バス
ツアーです。
（昼食は、学校給食センターで地元食
材を使用した献立を試食します）
とき／1月24日（火）
午前9時40分～午後4時
集合場所／市役所1階待合スペース
対象／市内在住、在勤の方
定員／16人（申込順）
参加費／500円（昼食・保険代など）
主催／富士見市農業研究団体連絡
協議会
申込み・問合せ／産業振興課  
2○内243

とき／1月14日（土）
午後1時～4時30分
（無料、手話通訳あり）
場所／キラリ☆ふじみ
内容／
まち歩き通学路防災点検活動発

表（針ケ谷小学校）
講演「災害時の女性から見た自

治」
講師：片岡君江氏（宮城県東松島市
鳴瀬サポートセンター）
落語「やぶいり」
出演：三

さん

遊
ゆう

亭
てい

金
きん

朝
ちょう

師匠
コンサート
出演：千葉純平氏
（シンガーソングライター）
模擬店／飲食、手芸品、野菜、花、
衣料品、東松島市支援など
主催／第25回ふじみ福祉フォーラ
ム21実行委員会
問合せ／福祉課　2○内334

イ
ベ
ン
ト

イベント
Event

問合せ　2049-253-4664
休館日：月曜（祝日の場合は翌日）、年末年始（12月29日～1月3日）

問合せ　2049-251-5555
休館日：第３月曜（祝日の場合は翌平日）、年末年始（12月29日～1月3日）

難波田城資料館のお知らせ

市民総合体育館のお知らせ

富士見グリーン・ツーリズム

第25回ふじみ福祉フォーラム21
安心して暮らせる街をめざして
～えがおで見守り助け合い～
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掲載方法の問合せ／秘書広報課　2○内  240
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和太鼓の勇壮な響きをお楽しみく
ださい（無料）。
とき／1月15日（日）午後1時開演
（午後0時30分開場）
場所／鶴瀬コミュニティセンター
出演／かじ兵衛太鼓、みずほ子ど
も和太鼓クラブ、和太鼓跳

はね

っ鼓
こ

、
ふじよし太鼓、富士見太鼓の会、
F
フ リ ー ト

reeto F
フライ

ly
主催／新春太鼓まつり実行委員会
問合せ／鶴瀬公民館　
2049-251-1140

富士見市、三芳町、朝霞市および
埼玉県による手話言語条例の制定
記念事業として開催します。
手話と親しみ、「手話」とは何か、
一緒に考えませんか。
※手話通訳、要約筆記、磁気ループ
あり
とき／2月2日（木）
午後1時～3時45分
（午後０時30分開場）
場所／キラリ☆ふじみ
基調講演　手話で話すことを保

障することは「基本的人権」を守
ること
講師：田岡克介　石狩市長

田岡克介　石狩市長と富士見市・
三芳町・朝霞市・埼玉県の代表者
による対談
県立坂戸ろう学園の生徒による

和太鼓演奏
手話パフォーマンス
定員／600人（無料、申込不要）
※保育あり（未就学児、定員5人（申
込順））
問合せ／障がい福祉課　2○内327
℻049-251-1025
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傾聴ボランティア・やまぶき
傾聴（お話し相手）ボランティア研修講座 
（全2回）…1月20日㈮、2月10日㈮午前9時
30分～午後0時30分／市民福祉活動セン
ターぱれっと／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）
／1月15日㈰までに要申込み
会員募集…月2回各1時間程度／市内の高
齢者施設／施設を利用している方の話し
相手／年会費1,000円／
瀬戸　2049-253-3936（夕方以降）

富士見市コミュニティ大学
創立10周年記念 学生作品展示会
1月24日㈫～29日㈰10:00～16:00（最終日
は15:00まで）／中央図書館／水彩画、書
道、俳句、折り紙、写真など／無料／
久
く

世
ぜ

　2049-255-3176

平成28年度
富士見市老人クラブ連合会趣味の作品展
2月2日㈭～5日㈰10:00～16:00（最終日は
15:00まで）／キラリ☆ふじみ／絵画、書道、
水墨画、写真、手芸、俳句など／無料／
千葉　2070-6551-0033

七
なな

色
いろ

七
しち

味
み

毎週木･日曜19:00～21:00／富士見台中体育
館ほか／老若男女問わず／よさこい鳴子踊り
／月会費1,200円／福岡  2090-1614-6239
http://www.nanairoshichimi.com

歌謡サークル東
あずま

第2･4金曜13:00～16:00／みずほ台コミュ
ニティセンター／講師の指導のもと、楽し
く活動しています／月会費2,000円／
狩
か の う

野　2049-253-1308（17:00～）

富士見剣友会
①毎週日曜13:30～16:30②毎週月曜18:30
～21:30／ふじみ野小体育館または富士見
高剣道場／小1以上の男女／剣道の練習／
入会金1,000円／年会費5,000円（保険代別
途）／関谷　2090-8842-6105

ポップス・ふじみ野
第2･4日曜13:00～17:00／ふじみ野交流セ
ンター／男女年齢不問。ギター、ピアノ、
キーボード奏者／洋楽ポップスを中心に演
奏／月会費500円／清水  2048-472-8393
（15:00～24:00）

ふじみコーラス
毎週金曜10:00～12:00／ＵＲ都市機構コ
ンフォール鶴瀬集会所（鶴瀬西）／女声コ
ーラス。クラシックから童謡まで幅広く歌
っています／月会費4,500円／
牧　2049-242-8978

電動リクライニングベッド／テーブル／カラーボックス（3段）
／自転車（16㌅）／子ども用三輪車／ガス炊飯器（5.5合）／布団
乾燥機／オイルヒーター／ブロワ―／マッサージ機／健康器具
（フィットネスバイク）／耐火金庫／タイヤチェーン／犬小屋
（室内用）／四角い植木鉢／座布団／湯の花／スキーウェア上下
（男性用M）

ファンヒーター／炊飯器（3合）／電子レンジ／オーブ
ントースター／アップライトピアノ／ドライブレコー
ダー／電子辞書／幼児用ペダル無し自転車／自転車
（女性用24～26㌅）／勝瀬中夏･冬用制服（男子用160㎝
･女子用175㎝）／富士見台中体操着・ジャージ一式（130
～140㎝）／ベビーベッド

ゆずってくださいゆずります

•●●12 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）。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

第5回富士見新春太鼓まつり

彩の国手話フェスタ2017　
～手話言語条例制定記念イベント～

イベント

募　集

コバトン さいたまっち
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