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富士見市役所　2049-251-2711  ℻ 049-254-2000市役所からのお知らせ
Fujimi City Information

平成29年度の固定資産税・都市計
画税、軽自動車税の納税通知書を
5月1日（月）に発送します。
固定資産税・都市計画税は平成29
年1月1日現在の所有者に、軽自
動車税は、平成29年4月1日現在
の所有者にそれぞれ課税されます。
問合せ／
固定資産税・都市計画税に関すること
 税務課土地係　2○内354
 家屋係　2○内356
軽自動車税に関すること
 税務課諸税係　2○内348

特別児童扶養手当は、20歳未満で、
政令に定める程度の障がいを有す
る児童を監護している父母、また
は父母にかわって児童を養育して
いる方に支給される手当です（所
得制限があります）。詳しくはお問
い合わせください。
支給時期／4月、8月、11月
手当の額／障がいの程度により、
月額51,450円または月額34,270円
を支給
※児童が児童福祉施設などに入所し
たり、障がいを支給事由とする公的
年金を受けることができる場合は支
給されません。
問合せ／障がい福祉課　児童福祉
係　2○内338

　　
東日本大震災における復旧・復興
状況にかんがみ、義援金・応援金
の受付期間を延長しました。引き
続き皆さんのご支援とご協力をお
願いします。
受付期限／
平成30年3月31日
（土）
問合せ／福祉課
2○内333

　
特別障害者手当
対象／20歳以上の身体、精神、知
的の在宅障がい者で、重度の重複
障害のある方、寝たきり状態の方
など、日常生活に常時特別の介護
を要する方
手当の額／月額26,810円
障害児福祉手当
対象／20歳未満の身体障害者手帳
1級（2級の一部）、療育手帳Ⓐの方
または常時介護を要する精神障が
いの方
手当の額／月額14,580円
※いずれも手当の額は平成29年度4
月分から変更。所得制限があります。
詳しくはお問い合わせください。
問合せ／障がい福祉課　庶務係
2○内372

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／5月16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

自動車税は、金融機関やコンビニ
で納付できます。
また、パソコンなどからウェブサ
イト「Yahoo!公金支払い」を利
用したクレッジットカード納付、
インターネットバンキングなどを
利用したペイジー納付もできます。
納税通知書は、5月8日（月）以降、
お手元に届く予定です。忘れずに
5月31日（水）までに納めましょう。
問合せ／自動車税コールセンター
2050-3786-1222

民生委員・児童委員は、皆さんの
暮らしを応援するため、いちばん
身近な相談相手として地域に根ざ
した福祉活動に取り組んでいます。
心配ごと、困りごとなど気軽にご
相談ください。
※皆さんの地域を担当する委員が分か
らないときはお問い合わせください。
活動内容／
 日常生活にかかわる問題などの
相談
 高齢者などの見守り活動
 子どもたちの健全育成や子育て
の仲間づくりの協力
 いじめや児童虐待などの相談活
動
 各関係機関と連携し、安心して
暮らせるまちづくりへの協力
 災害時一人も見逃さない運動
（いざという時のために、要援護者
台帳の整備や災害福祉マップの作
成など）
問合せ／福祉課　2○内334

公共下水道（区域の追加）に関する
都市計画の変更案の閲覧および公
聴会を開催します。
閲覧
期間／5月10日（水）～24日（水）午
前8時30分～午後5時15分（土・日
曜を除く）
場所／下水道課
公述（公聴会で意見を述べること）の
申出
提出方法／公述申出書を閲覧期間
中（必着）に電子メールまたは直接
※公述申出書は下水道課、市ホーム
ページにあります。
公聴会
とき／6月1日（木）午前10時～正午
場所／市役所2階第2会議室
※公述申出書の提出がない場合は、
公聴会は中止となります。
問合せ／下水道課　2○内427

ご

案

内

ご 案 内
Guidance

納税通知書を発送します

特別障害者手当・障害児福祉手当

特別児童扶養手当

東日本大震災義援金・被災地支
援活動応援金の受付期間延長

5月12日～18日
民生委員・児童委員活動強化週間

富士見都市計画下水道の変更案
に関する閲覧および公聴会の開
催のお知らせ

つきいち～臨時農産物直売所～

5月は自動車税の納期です
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清潔で美しいまちの実現に向けて、
市内一斉清掃「富士見市をきれい
にする日」を行います。一人ひと
りの小さな活動が、まち全体の環
境美化につながります。
活動日には自宅周辺のごみ拾いな
ど簡単な清掃活動にご協力くださ
い。
活動日／
５月28日（日）
11月26日（日） 
※清掃活動の時間や雨天時の活動は、
それぞれの判断でお願いします。
※集めたごみは、分別して家庭から
出るごみと一緒にお出しください。
問合せ／環境課　2○内242

　　
市役所庁舎の壁面緑化で採れたヘ
チマの種を無料配布します。地球
温暖化防止と夏の省エネ・節電対
策につながる壁面緑化を始めてみ
ませんか。
配布開始日／5月10日（水）～
配布場所／環境課、ピアザ☆ふじ
み、西出張所、各公民館・交流セ
ンター・コミュニティセンター
※なくなり次第終了
問合せ／環境課　2○内299

　
5月8日（月）の市民総合体育館リ
ニューアルオープンに併せ、移動
式バスケットボールゴール6台（3
面分）などを最新のものへ交換し
ました。
バスケットボールゴールは高さ調
節ができるので、ミニバスケット、
障がい者バスケットなどの競技に
も対応しています。ぜひご利用く
ださい。
※移動式バスケットゴールの購入は、
スポーツ振興くじ助成金を受けてい
ます。
問合せ／生涯学習課　2○内634

青少年相談員は、埼玉県知事の委
嘱を受け、地域の子どもたちの話
し相手や遊び相手となって、その
健やかな成長をサポートするため
に活動する青年ボランティアです。
ボランティア活動に興味のある方、
子どもが好きな方、一緒に活動し
ませんか。
応募資格／原則として市内在住、
在勤、在学の18～36歳の方
任期／平成30年3月31日まで
平成28年度の活動内容／板橋教育
科学館見学、遠足（こども動物自然
公園）、スケート、世界の鬼ごっこ
を体験しよう、クリスマス会など
※応募方法など詳しくは
市ホームページをご覧く
ださい。
問合せ／子育て支援課　2○内340

勤務内容／給食調理、洗浄作業
勤務時間／週5日（月～金曜）午前8
時30分～午後5時（昼休憩含む）
勤務場所／学校給食センター
賃金／日給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
問合せ／
学校給食センター
2049-252-2881

「大麻」や一部の「けし」は法律
で栽培、所持などが禁止されてい
ます。「大麻」や栽培してはいけ
ない「けし」を発見したら、最寄
りの保健所までご連絡ください。
問合せ／朝霞保健所
2048-461-0468

経済産業省・埼玉県・富士見市で
は、平成29年工業統計調査を6月
1日現在で実施します。この調査
は国内の工業実態を明らかにする
もので、調査結果は中小企業施策
や行政施策のための基礎資料とな
ります。5月中旬から6月にかけ
て調査員が伺いますので、ご協力
をお願いします。
※記入していただいた内容は、統計
法に基づき秘密が厳守されますので、
正確なご記入をお願いします。
問合せ／総務課 　2○内225

喫煙者が吸っている煙だけでなく、
たばこから立ち昇る煙や、喫煙者
が吐き出す煙にも、ニコチンやタ
ールはもちろん多くの有害物質が
含まれています。本人は喫煙しな
くてもたばこの煙を吸わされてし
まうことを受動喫煙と言います。
受動喫煙は、肺がんや心筋梗

こう

塞
そく

な
どのほか、子どもでは乳幼児突然
死症候群や喘

ぜん

息
そく

など、妊婦では出
生体重低下など、さまざまな身体
への影響が報告されています。
すぐにできる受動喫煙対策／
 「本数を減らす」「禁煙に挑戦
する」など、たばこの吸い方を
見直しましょう。

※節煙や禁煙をしたくても自分一人
ではなかなか始める自信がない場合
は、医療機関（禁煙外来）で禁煙治療
が受けられます。
 たばこを吸うときは、指定され
た場所で

※換気扇の下、ベランダでの喫煙で
も、受動喫煙を防ぐことはできませ
ん。妊婦、子ども、病気の方がいる
周囲での喫煙は控えましょう。

　

　
募　

集

ご　

案　

内

ご 案 内
Guidance

学校給食センター調理員

第26期青少年相談員

ヘチマの種を無料配布します

市民総合体育館からのお知らせ

5月1日～6月30日
不正大麻・けし撲滅運動

「富士見市をきれいにする日」
へのご協力を

製造事業所の皆さんへ
工業統計調査にご協力を

5月31日は、世界禁煙デー
5月31日～6月6日は禁煙習慣
です
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富士見市文化芸術振興委員会委員
文化芸術振興基本計画の進行管理
および市の文化芸術に関する方策
について提言します。
募集人数／2人程度
応募資格／市内在住、在勤、在学
の18歳以上の方
任期／7月1日から2年間　
会議／年4回程度（主に平日夜間。
第1回は7月を予定）
応募方法／共通事項参照
※応募の動機は、文化芸術へのかか
わりや思いなどを記入
※ファックスの応募も可
（℻ 049-254-2000）
応募締切／5月12日（金）（消印有効）
問合せ／地域文化振興課
2○内251

富士見市歯科口
こう

腔
くう

保健推進委員会
委員
歯科口腔保健に関する施策を推進
するための審議を行います。
募集人数／2人以内
応募資格／市内在住、在勤、在学
の18歳以上の方
任期／8月1日から2年間
会議／年2～3回程度（平日昼間）
応募方法／共通事項参照
※ファックスの応募も可
（℻ 049-255-3321）
応募先／〒354-0021　鶴馬3351-2
富士見市立健康増進センター
応募期間／5月1日（月）～22日（月）
（消印有効）
問合せ／健康増進センター
2049-252-3771

富士見市市民参加及び協働推進委
員会委員
市政への市民参加および協働のま
ちづくりの推進について、調査・
検討し、意見をいただきます。
募集人数／3人
応募資格／市内在住、在勤、在学
の18歳以上の方
任期／7月1日から2年間
会議／年8回程度（主に平日夜間）
応募方法／共通事項参照
※在勤、在学の方は勤務先、通学先
を記入
応募期間／5月1日（月）～15日（月）
（消印有効）
問合せ／協働推進課　2○内258

富士見市都市計画審議会委員
市が都市計画を決定または変更す
るとき、市長の諮問に応じ都市計
画に関する事項の調査・審議を行
います。
募集人員／3人
応募資格／市内に住所を有する方
任期／7月27日から2年間
会議／年5回程度（平日昼間）
応募方法／共通事項参照
※まちづくりなどで活動している方
は、団体名や活動内容など経歴を記入
応募期間／5月1日（月）～15日（月）
（消印有効）
問合せ／まちづくり推進課　
2○内442

富士見市情報公開・個人情報保護
審議会
情報公開制度および個人情報保護
制度の適正な運営を推進するため
の審議を行います。
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／7月1日から2年間
会議／年1～2回程度（平日昼間）
応募方法／共通事項参照
※在勤、在学の方は勤務先、通学先
を記入
応募期間／5月1日（月）～19日（金）
（消印有効）
問合せ／総務課　2○内224

【共通事項】
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、各担当
課へ郵送または直接
※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。
応募先／
〒354-8511（所在地は記載不要）
富士見市役所 各担当課名

子育ての手助けを必要としている
人（依頼会員）と、子育ての手助け
ができる人（提供会員）が会員登録
し、地域で子育てを助け合う制度
です。
市内在住の成
人の方で子育
て支援に理解
と熱意のある
方や子育て経
験を生かした
い方を募集します。
主な活動内容／
 保育所（園）、幼稚園、放課後児童
クラブへの送迎、帰宅後の預かり
 保護者の短時間・臨時的就労の
場合の預かり
 放課後の習い事の送迎　など
有償ボランティア（報酬）／
 平日：1時間700円
 平日の早朝・夜間、土・日曜、
　祝日：1時間800円
基礎講座（提供会員）／
活動開始前に、提供会員としての
心構えや活動内容を学ぶ基礎講座
を受講していただきます。
とき：6月20日（火）
場所：ふじみ野交流センター
※参加希望の方は6月5日（月）まで
にお申し込みください。
申込み・問合せ／富士見市ファミ
リー・サポート・センター
2049-251-3337

募

集

募 集
Invitation

審議会などの委員募集

～地域の子育て応援団～
富士見市ファミリー・サポート・
センターの提供会員
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サイクリングコースの土手沿いに
コスモスの花を咲かせる活動が毎
年行われています。
この活動を行っている「コスモス
の会☆ふじみ」と協働して活動に
参加していただけるボランティア
を募集します。

とき 内　容
６月18日（日）参加者顔合わせ（説明会）
６月25日（日）床作り・除草作業
７月16日（日）コスモスの種まき
７月23日（日）除草作業
８月６日（日）除草作業
９月３日（日）コスモス苗の植え替え
10月７日（土）
　・８日（日）コスモス祭り

11月26日（日）反省会・慰労会
※天候により変更あり。すべての活
動に参加できなくても構いません。
※集合場所や時間などは応募用紙を
ご覧ください。
活動場所／寿

ことぶき

橋
ばし

（健康増進センター
周辺）から木染橋（水防センター周
辺）付近までの区間

募集人数／50人程度
応募方法／応募用紙に記入し、郵
送、FAX、メール、または直接
※随時受付。応募用紙は地域文化振
興課、ピアザ☆ふじみ、各公民館・
交流センター、水子貝塚・難波田城
資料館、市ホームページにあります。
※高校生以下の方は、保護者の同意
が必要です（応募用紙に署名）。
応募先／
郵送：〒354-8511（所在地は記載不
要）富士見市役所地域文化振興課
持参：地域文化振興課、ピアザ☆
ふじみ、各公民館・交流センター、
水子貝塚・難波田城資料館
ＦＡＸ：049-254-2000
問合せ／地域文化振興課 2○内251

　

　子　

育　

て

募　

集

募 集
Invitation

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

 5月31日㈬
13:30～15:30

■受 13:00～13:30　■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5月22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

 5月15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  5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
 5月 9日㈫ ■水

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

 5月22日㈪ ■水
■鶴
■受 12:50～13:40　■場健康増進センター
■対平成28年12月16日～12月31日に生まれた子

12か月健診
 5月10日㈬ ■水

■鶴
■受 12:50～13:40　■場健康増進センター
■対平成28年4月24日～5月16日に生まれた子

 5月23日㈫ ■水
■鶴
■受 12:50～13:40　■場健康増進センター
■対平成28年5月17日～6月8日に生まれた子

１歳６か月健診  5月17日㈬ ■水
■鶴
■受 12:50～13:40　■場健康増進センター
■対平成27年7月24日～8月15日に生まれた子

３歳健診  5月16日㈫ ■水
■鶴
■受 12:50～13:40　■場健康増進センター
■対平成25年11月生まれの子

■予  乳児・母乳相談

 5月10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。

 5月29日㈪
10:00～11:30

■場  みずほ台コミュ
ニティセンター

コスモス街道ボランティア
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年齢別(0歳､ 1歳､ 2歳～)に分かれ
て、親子の触れ合い遊び、劇やペ
ープサートなどを見て親子で楽し
く過ごしましょう（無料、申込不要）。
とき／6月8日（木）　
午前10時30分～正午
（受付：午前10時～）
場所／鶴瀬公民館
問合せ／
第一保育所 2049‒251‒6553
第二保育所 2048‒472‒9174
第三保育所 2049‒252‒4811
第四保育所 2049‒251‒9785
第五保育所 2049‒251‒9784
第六保育所 2049‒251‒4741
子育て支援センター「ぴっぴ」
 2049‒251‒3005

保育所では就学前のお子さんを対
象に毎月「あそぼう会」を行って
います。気軽にお越しください。
５～９月の日程／
いずれも木曜午前10時～11時30分
５月 18日
６月 22日
７月 ６日・20日
８月 ３日
９月 ７日・21日

問合せ／
第一保育所 2049-251-6553
第二保育所 2048-472-9174
第三保育所 2049-252-4811
第四保育所 2049-251-9785
第五保育所 2049-251-9784
第六保育所 2049-251-4741
下記の保育園は、日程が異なるこ
とがあります。 （市外局番049）
ふじみ野保育園 2256-8862
こばと保育園 2251-8966
けやき子ども園子育て支援センタ
ー「けやきっ子」 2268-7255
子どものそのBaby保育園
 2261-7077

勝瀬こばと保育園 2263-8800
けやきわかば保育園 2253-8811
富士見すくすく保育園 
 2090-9442-6517
針ヶ谷保育園 2275-0077
ナーサリースクール☆SUKUSUKU
 2090-9442-4899
南畑幼稚園・なんばた保育園
 2251-0410
富士見れんげこども園
 2275-0138

とき／５月16日（火）
午前10時～11時30分
場所／市民総合体育館
対象／未就学児と保護者
内容／
【第1部】午前10時～11時
赤ちゃんコーナー、手形、魚つり、
工作コーナーなど
【第２部】午前11時～11時30分
人形劇（出演：人形劇あゆ（東風））
主催／市内の子育て支援センター
協力／こばと保育園・けやきわか
ば保育園
問合せ／子育て支援センター「ぴ
っぴ」　2049‒251‒3005

とき／６月４日（日）
午前９時30分～午後４時
※みずほ台駅改札前集合・解散
場所／東京おもちゃ美術館
（東京都新宿区）
対象／小中学生　
定員／25人（申込順）
参加費／
小学生840円、中学生1,580円
持ち物／飲み物、お弁当、雨具、
レジャーシート
主催／富士見市青少年相談員協議会
申込み／５月９日（火）～16日（火）
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。
問合せ／子育て支援課　2○内340

子

育

て

子 育 て
Child-rearing

問合せ　生涯学習課 2○内631･636
子ども大学☆ふじみ・子どもスポーツ大学☆ふじみ受講生募集

子ども大学☆ふじみ（全７回）
学校では教わらな
いようなことを、
大学や地域の専門
家が分かりやすく
教えてくれます。
内容／最先端ドローンのすごさ！、
ことばの神さま、おりてこい！、立教
大学キャンパス散策！ガイドマップ
を作ろう、五感で学ぶ里山環境・く
ぬぎの森、作ろう！日本の伝統和菓
子、ブラふじみ、世界を体感しよう☆
定員／60人
主催／子ども大学ふじみ実行委員会

子どもスポーツ大学☆ふじみ
（全７回）
いろいろなスポー
ツの分野で活躍す
る選手や指導者か
ら学校では体験で
きないスポーツを
学びます。
内容／車椅子バスケット、乗馬、野
球、空手、バレーボール、卓球
定員／30人
主催／子どもスポーツ大学ふじみ実
行委員会

【共通事項】
開催日／６～９月　※土・日曜と夏休みに開催
場所／淑徳大学、立教大学など
対象／市内在住、在学の小学４～６年生　　参加費／1,000円（保険代含む）
申込期限／５月８日（月）（必着）　※詳しくは小学校を通じてお知らせします。

保育所のあそぼう会

おもちゃ美術館へ行こう!!

育児講座「みんなあつまれ！
ジャンボあそぼう会」

子育て支援センターまつり
ひろばであそぼう！
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手話に興味のある方、初めて手話
を学ぶ方を対象に開催します。こ
の機会に手話と触れてみませんか。
とき／６月５日（月）・９日（金）・
12日（月）・16日（金）・19日（月）
いずれも午前10時～正午
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およ
び三芳町在住、在勤、在学の方
定員／15人（応募多数の場合は抽選）
※保育あり（1歳以上、100円、要予約）
参加費／500円（テキスト・保険代）
申込み／５月８日（月）～26日（金）
（必着）に富士見市社会福祉協議会
へファックスまたは電話で
※住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話
番号、保育の有無をお伝えください。
問合せ／富士見市社会福祉協議会
2049-254-0747　℻049-252-0111

脂肪燃焼に効果的な運動を行いま
す。夏に向けて太りにくいカラダ
づくりを目指しましょう。
とき／５月18日（木）
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・問合せ／健康増進センター
2049-252-3771

とき／５月20日（土）
午前9時～午後6時
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／５月８日（月）～12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

　

　
学　

ぶ

富士見市民大学・年間講座のご案内
講座名 とき・場所・定員

ことばと文化
～古事記と風土記とを深読
みする～
（全６回）

9/30（土）～11/4（土）
いずれも午前10時～正午
みずほ台コミュニティセンター
60人

楽しい文章教室
～やさしい随筆・エッセイ
の書き方～
（全４回）

6/17（土）～7/8（土）
いずれも午前10時～正午
ピアザ☆ふじみ
35人

ゆたかな日本語
～俳句を深く味わうための
文語文法～
（全５回）

H30.1/14（日）～2/11（日）
いずれも午前10時～正午
みずほ台コミュニティセンター
50人

国際社会学
～アメリカトランプ号出航1
年、その政策を読み解く～
（全６回）

H30.1/13（土）～2/17（土）
いずれも午前10時～正午
鶴瀬公民館
50人

社会保障学
～「高齢期の社会保障」ある
べき姿を考察する～
（全４回）

7/1（土）～7/22（土）
いずれも午後1時30分～3時30分
鶴瀬公民館
40人

講座名 とき・場所・定員
富士見の歴史
～中世から現代までの「富士
見市の民俗芸能」の歴史～
（全５回）

6/10（土）～7/8（土）
いずれも午前10時～正午
鶴瀬公民館
60人

行政と市民生活
～快適なマンション生活を
送るために～
（全５回）

9/1（金）～9/29（金）
いずれも午前10時～正午
みずほ台コミュニティセンター
35人

木と私たち
～あそび気分でエコを考え、
実践する～
（全10回）

6/18（日）～H30.2/25（日）
いずれも午前10時～正午
現地（内容により異なる）
20人

親子で野あそび
～魚とり・昆虫採集～
（全２回）

9/10（日）富士見江川
9/24（日）富士見橋付近
いずれも午前9時集合
15家族

市民講師によるサロン塾
（全９回）

6/26（月）～10/23（月）
いずれも午後1時30分～3時30分
鶴瀬公民館
50人

主催／NPO法人富士見市民大学
問合せ／富士見市民大学事務局（鶴瀬公民館内） 

2049-251-1140

市民による市民のための協働立市民大学

富士見市民大学第40期受講生を募集
一緒に大人の学びを楽しみましょう！
場所／鶴瀬公民館ほか　　　　対象／市内在住、在勤の方
運営費／800円（通信費・保険代）
申込み／5月9日（火）～19日（金）の午前9時～午後5時15分
に、各公民館・交流センター・コミュニティセンター、ピ
アザ☆ふじみにある入学願書に記入し直接（申込順）

はじめての手話講座（全５回） 上級救命講習夏までにスリムアップ！
ちょい足し運動講座

とき／6月3日（土）午前10時～正午
場所／鶴瀬公民館
テーマ／市民大学で学ぶということ～生涯学
習と社会参加（おとなが学ぶことの意味）～
講師／佐藤一子氏（東京大学名誉教授）

開講式・公開講演会
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イベント

とき／５月20日（土）・21日（日）
午前10時～ 
場所／鶴瀬公民館
内容／舞台発表、作品展示、模擬
店、茶道、将棋、骨密度測定、フ
リーマーケット、南畑お月見一座
による公演など
主催／第36回つるせ公民館まつり
実行委員会
問合せ／鶴瀬公民館 
2049-251-1140

とき／５月27日（土）・28日（日）
午前10時～
場所／前沼公園、水谷東公民館
内容／舞台、模擬店、フリーマー
ケット、ビアホール、あそび広場、
子ども山

だ

車
し

など
主催／第33回水谷東ふるさとまつ
り実行委員会
問合せ／水谷東公民館
2048-473-8717

とき／６月９日・16日 　
いずれも金曜午前10時～正午
場所／鶴瀬西交流センター　
内容／講義「紙芝居の世界と魅力」
実技講習「紙芝居を効果的に演じ
るために」
定員／30人（無料、申込順）
講師／荒木文

ふみ

子
こ

氏（紙芝居実演家・
作家）
申込み／５月16日（火）から直接ま
たは電話で
※保育あり（1歳以上、定員4人、要予約）
問合せ／鶴瀬西交流センター　
2049-251-2791

元「ＮＨＫみんなの
手話」講師の早瀨憲
太郎氏をお迎えし、
手話の魅力や手話に
対する想いを語って
いただきます。
とき／５月27日（土）午前10時～11
時30分（午前９時45分開場）
場所／キラリ☆ふじみ　
定員／200人（無料、申込不要）
テーマ／手話は言語～音声日本語
とのちがい～
※手話通訳・要約筆記・磁気ループあり
問合せ／障がい福祉課　2○内327

認知症予防に効果的な社会参加とウ
ォーキングを組み合わせたプログラ
ムです。効果的で無理なくできるウ
ォーキング法について学びませんか。
とき／５月15日～６月19日の毎週
月曜午前10時～正午　
場所／健康増進センター
対象／65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）
参加費／180円（保険代）
申込み・問合せ／健康増進センター
2049-252-3771

イ
ベ
ン
ト

学

ぶ

イベント
Event

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）

※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

５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
13日（土）午後2時「森のはずれシャックリのぼうけん」
20日（土）午後2時「コオロギとゆかいなバイ
オリン」「瓜っこ姫とアマンジャク」

名作映画会 12日（金）午後2時「郵便配達は二度ベルを鳴らす」
21日（日）午後2時「用心棒」

おはなしかい（乳幼児） ３日（祝）・17日（水）午前11時
おはなしかい（幼児・小学生） ６日（土）・27日（土）午後２時

鶴瀬西
分 館

一般映画会 ６日（土）午後２時「六
ろく

月
がつ

燈
どう

の三姉妹」
※午後1時30分から整理券配布

おはなしかい（乳幼児） 10日（水）・21日（日）午前11時
おはなしかい（幼児・小学生） 10日（水）午後3時30分、21日（日）午後2時30分

ふじみ野
分 館

こども映画会 27日（土）午前11時「おばけのうんどうかい」
おはなしかい（乳幼児） 12日（金）午前11時
おはなしかい（幼児・小学生） 20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。

楽しく撮ろう！
ビギナーのための写真講座
写真の楽しさと、撮り方を学んでみませんか。
とき／5月24日（水）午前10時30分～正午
場所／ふじみ野交流センター
対象／18歳以上の方
※図書館利用カードをお持ちの方
定員／20人（無料）
申込み／5月2日（火）午前9時30分から
直接または電話で
問合せ／図書館ふじみ野分館
2049-256-8860

第2回ビブリオバトル
大好きな本の大好きなところ
をみんなで発表しよう。
※一番読みたい本に選ばれると、
賞品があります。
とき／5月28日（日）午後1時～
場所／中央図書館視聴覚ホール
対象／小学生以上
申込み／直接または電話で
問合せ／中央図書館
2049-252-5825

第36回 つるせ公民館まつり

手話を知るための講演会

第33回水谷東ふるさとまつり

みんなで楽しく！ソーシャル・
ウォーキング教室（全６回）

紙芝居講座
紙芝居の魅力と効果的な演じ
方 （全２回）
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とき・場所／
５月13日（土）・文化の杜公園
20日（土）・東大久保中央公園（イ
オン大井店横）
いずれも午前10時～午後2時30分
内容／季節の花販売、縁日コーナー
フリーマーケット参加者募集!!
募集区画：50区画（申込順）
出店協力金：500円
申込み：5月10日（水）までにメー
ルまたは電話で
問合せ／入間東部むさしの作業所
2049‒252‒5270
http://www.musasino.sakura.
ne.jp/

ラケットテニスは、バドミントン
のコートで公式テニスのルールを
適用して行うニュースポーツです。
※参加賞と上位入賞チームには賞品あり！
とき／６月25日（日）
午前９時30分～午後２時30分
場所／市民総合体育館
定員／24チーム（1チーム4～6人の
男女混合、女性同士または65歳以上
の男性同士のチーム）
参加費／1チーム1,200円（保険・
賞品代）
持ち物／動きやすい服装、室内運
動靴、飲み物、タオル
主催／スポーツ推進委員連絡協議会
申込み／5月23日（火）～6月13日
（火）に電話予約し、参加費を添え
て直接
問合せ／生涯学習課　2○内636

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／５月20日（土）
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で可）
定員／各40人（先着順）
参加費／150円（材料代）
※申込不要。直接お越しください。

企画展 富士見市の富士山
～富士見市内の「塚」いろいろ～
（５月28日（日）まで開催）
学芸員による展示解説
とき／５月13日（土）・14日（日）
時間／午後１時30分～２時
場所／資料館展示室
※申込不要。直接お越しください。

市内の「塚」めぐり
市内に残る富士塚、御

おん

嶽
たけ

塚
づか

を歩い
て巡ります。
とき／５月20日（土）
※雨天決行・荒天の場合は当日の午
前7時以降にお問い合わせください。
集合／みずほ台駅西口・午前９時
コース／みずほ台駅西口～御嶽塚
（針ケ谷～御嶽塚（水子））～水子貝
塚資料館（昼食）～富士塚（水子）～
みずほ台駅（行程約７km、午後2時
ごろ解散予定）
定員／30人（無料、申込順）
持ち物／昼食、飲み物、雨具
※歩きやすい服装・靴でお越しくだ
さい。
申込み／５月２日（火）午前10時か
ら直接または電話で

　

　イ
ベ
ン
ト

問合せ　2049-251-5555
休館日：第3月曜（祝日の場合は翌平日）

市民総合体育館のお知らせ

キラリ☆スポーツカレッジ
楽しい卓球（全10回）
卓球台の設置やラケットの握り方と
いった基礎から始めます。
とき／５月10日・17日・24日・31日、
６月７日・21日・28日、７月５日・
12日・19日いずれも水曜
初心者  午前9時～10時50分
経験者  午前11時～午後0時45分
場所／市民総合体育館
定員／各20人（申込順）
参加費／5,000円

健康増進呼吸法スーパーボイス（全９回）
腹式呼吸による「呼吸」と「発声」
のトレーニングを行います。ゆった
りとした長い呼吸で効率よく酸素を
取り入れ、血液の流れを良くし、新
陳代謝を高めます。
とき／５月10日・17日・24日、6月7日・
14日・28日、7月5日・12日・26日
いずれも水曜　午前10時～11時30分
場所／市民総合体育館

定員／30人（申込順）
参加費／4,500円

親子リトミック
～あんよができる幼児～（全６回）
月齢に応じたエクササイズをします。
おもちゃ、ビニールボール、段ボール
ハウスなどを使って楽しく過ごします。
とき／５月12日・26日、6月2日・9日・
16日・23日いずれも金曜
午前10時～11時30分
場所／市民総合体育館
対象／1歳前後の幼児とその親
定員／20組（申込順）
参加費／2,500円

弓道教室（全５回）
心得から作法まで分かりやすく指導します。
とき／6月3日・10日・17日・24日、7
月1日いずれも土曜　午後6時～8時
場所／市民総合体育館
定員／20人（申込順）
参加費／2,000円

【共通事項】
場所／市民総合体育館　　主催／（公財）キラリ財団
申込み／午前８時30分～午後９時30分に直接または電話で

むさしの作業所春まつり ラケットテニス大会 水子貝塚資料館のお知らせ
 問合せ　2049-251-9686
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富士見市役所　2049-251-2711  ℻ 049-254-2000市役所からのお知らせ
Fujimi City Information

とき／６月３日（土）
午前10時、午後２時、午後６時
（いずれも30分前開場）
場所／鶴瀬コミュニティセンター
出演／宮沢りえ、杉咲花、松坂桃
李、オダギリジョーほか
料金／
前売り800円、当日1,000円
※チケットは鶴瀬公民館で好評発売中!
主催／げんもりかん
問合せ／鶴瀬公民館
2049-251-1140

名画「恋の花咲く 伊豆の踊子」
をピアノの生演奏とともにお楽し
みください。
とき／５月14日（日）午後２時開演
（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／サイレント映画「恋の花咲
く　伊豆の踊子」、ソプラノによ
る日本の歌　
定員／70人（無料、申込不要）
※未就学児の入場はご遠慮ください。
出演／岩田恵

え

美
み

氏（ソプラノ）
天
あま

池
いけ

穂
ほ

高
だか

氏（作曲・ピアノ）
問合せ／針ケ谷コミュニティセン
ター　2049-251-8478

イ
ベ
ン
ト

く
ら
し
の
リ
ユ
ー
ス

イベント
Event

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

よろいを着てみよう
とき／5月6日（土）
午前10時～正午、午後１時～３時
場所／旧金子家住宅
対象／５歳以上
定員／各20人（無料、当日先着順）
協力／川越藩火縄銃鉄砲隊保存会

第28回ふるさと探訪
南畑・東大久保の田園風景を訪ねる
とき／５月14日（日）　※小雨決行　
集合／キラリ☆ふじみ・午前9時15分
主な見学地／総合揚

よう

水
すい

機
き

場
じょう

・土地改
良記念碑→新井トマトファーム→び
ん沼自然公園・陸

りく

田
でん

開拓碑→手づく
り村直売所→車地蔵→いぼとり地蔵
→大澤家長

なが

屋
や

門
もん

→蛇
へび

木
き

河
が

岸
し

跡
あと

（午後3
時解散。行程約8km）
定員／30人（申込順）
参加費／500円（保険代など。当日集金）
持ち物／昼食、飲み物、雨具
主催／資料館友の会ふるさと探訪部
会
申込み／５月２日（火）～11日（木）午
前９時～午後５時に電話で

難波田城公園まつり
武者行列参加者募集
よろいを着て、難波田城公園まつり
の武者行列に参加しませんか。
※難波田城公園まつりについて詳しく
は広報『ふじみ』6月号でお知らせし
ます。
とき／６月４日（日）
午前11時～午後４時　※雨天決行
集合場所／南畑八幡神社
応募要件／市内在住、在学、在勤で
身長150～180cm、ウエスト100cm以内
の健康な男性
定員／５人程度（申込順）
申込み／5月3日（祝）午前9時から電
話で

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
３日（祝） 紙のこいのぼり作り

４日（祝） 紙のミニよろい作り
（材料代100円）

５日（祝） 五右衛門風呂
（持ち物：タオル、水着）

６日（土） よろいを着てみよう
７日（日） わたくり
13日（土） はたおり
14日（日） 紋切り
20日（土） いろりの日
21日（日） ザリガニ釣り
27日（土） はたおり
28日（日） トントン相撲

学 ぶ
Learning

•●● 4月11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

学習机･イス／スチールハンガーラック／エ
レクトーン／三味線／大人用自転車／五月
人形／五月人形（段飾り）／富士見台中冬用
制服（男子用上155A・下W67）／柔道着（150
～160㎝）

携帯テーブル／掃除機／アイロン台／卓上コンロ／電子レンジ／オーブ
ントースター／電子卓上ミシン／大人用三輪自転車／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）／みふじ幼稚
園体操着（4号以上）／勝瀬中夏･冬用制服（女子用160㎝･W64以上）／富士
見台中夏･冬用制服･ジャージ（女子用150～160㎝･緑L）

ゆずってくださいゆずります

シネマコンサート

げんもりかん映画会
湯を沸かすほどの熱い愛

全席自由



市民伝言板市民伝言板 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　2○内  240
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さくらねこ活動写真展2017
4月30日㈰～5月14日㈰9:00～19:00（月曜
休館。最終日は16:00まで）／中央図書館
展示ホール／飼い主のいない猫のTNR活
動（猫の捕獲･不妊去勢手術･もとの場所
に戻す活動）写真展／主催富士見さくらね
こ応援団／村田　2090-5198-5505

読書会 木
もく

蓮
れん

 20周年記念交流会
5月5日㈷10:00～15:00／鶴瀬駅西交流セ
ンター／午前：映画鑑賞 ｢わが母の記｣、
午後：談話･交流会／
横水　2090-3339-2715

無料親子体操体験会
5月8日㈪･10日㈬･17日㈬･22日㈪･24日㈬
･29日㈪･31日㈬11:00～12:30／市民総合
体育館（柔道場）／よちよち歩き～未就園の
お子さんと親／主催サークルドラえもん／要
申込み／相澤　2090-1539-5024

宮地瀞
きよし

と山口隆志 2人写真展 
5月13日㈯～20日㈯10:00～17:00／キラリ
☆ふじみ／車イスから見た風景、ブルキナ
ファソ・ムービーフェスティバル／主催宮地
瀞写真展実行委員会／
宮地　2049-251-4717

第15回やすらぎチャリティー歌謡ショー
5月14日㈰9:20～19:00／キラリ☆ふじみ／
カラオケ発表会チャリティー歌謡ショー／主
催やすらぎカラオケレッスンサークル／
脇田　2049-253-3216

遠
とお

富
ふ

士
じ

俳句会
初心者俳句入門講座（全3回）…5月17日
㈬・24日㈬・31日㈬13:30～16:00／鶴瀬
駅西口サンライトホール／俳句の歴史や作
り方を学び、最終日に句会形式で作品を発
表／定員20人／持ち物筆記用具、ノート、
テキスト代（1,000円）
会員募集…第2水曜13:00～17:00／鶴瀬
駅西口サンライトホール／俳句の作成、披
露、添削／月会費1,000円／
小峰　2049-251-8484

富士見太
たい

鼓
こ

の会
創立40周年記念公演「まつり魂」
5月21日㈰12:30～17:00（12:00開場）／キ
ラリ☆ふじみ／前売り1,000円／
小川　2090-1701-9461

第10回フォトサロン写楽 写真展
5月23日㈫～28日㈰10:00～17:00（最終日
は16:00まで）／中央図書館／テーマ ｢ベ
ンチのある風景｣ ほか自由作品／
内田　2049-254-5580

第39回ホットチャリティー歌謡ショー
あじさい歌と踊りの祭典
5月28日㈰11:00～18:00／キラリ☆ふじみ
／主催ホット歌謡クラブ／
佐藤　2049-251-2784

富士見市三曲協会
定期演奏会…6月4日㈰13:30～17:00／鶴
瀬コミュニティセンター／箏

こと

、十
じゅう

七
しち

絃
げん

、尺
八の美しい音色をお楽しみください
会員募集…鶴瀬公民館／和楽器経験者
（箏、十七絃、尺八）／年会費500円／活
動日についてはご連絡ください／
河村　2049-257-0026

2017なつメロ歌謡祭
6月10日㈯9:45～17:00／キラリ☆ふじみ／
昭和の歌／主催なつメロ会／
川原　2090-1812-0513

童謡仲間ふじみ
月1回金曜10:00～12:00／鶴瀬コミュニテ
ィセンター／童謡、唱歌を楽しく歌って心も
体も元気になりましょう／1回1,000円／5月は
26日㈮に実施／大

おお

日
ひ

南
な

  2080-4386-1957

富士見市還暦野球倶楽部
毎週土曜10:00～12:00／富士見市運動
公園／60歳以上／練習、試合／月会費
1,500円／野本　2049-255-5731

グループ トーク（卓球）
毎週土曜13:00～15:00／鶴瀬公民館／わ
いわい楽しく活動しています／月会費200円
／矢島　2049-252-2632

絵手紙文
ふみ

の会
第2･4木曜10:00～12:00／鶴瀬西交流セ
ンター／先生の指導のもとで、初歩から作
品作りを楽しんでいます／入会金1,000円／
月会費2,000円／辻山　2049-254-0158

転倒予防のための太極拳 杉の子クラブ
毎週木曜14:00～16:00／健康増進センタ
ー体育館／転倒予防のための太極拳入門
講座（健康増進センター主催）の参加者が
発足したサークルです／入会金500円／
月会費500円／見学自由／
新井　2090-8017-5139

あさひペタンククラブ
第1･3土曜9:00～11:30／唐沢公園（関沢
小隣り）／成人／ペタンクを通して、健康
増進と地域の交流を図る／月会費100円／
東
ひがし

山
やま

　2049-254-2578

ハーモネート・はなみずき
第1･3火曜13:30～15:30／みずほ台コミュ
ニティセンター／先生の指導を受けて、ハ
ーモニカの合奏などを練習しています／入
会金1,000円／月会費1,000円／初心者･
経験者歓迎／氣

け

賀
が

澤
さわ

　2049-263-3462

鶴瀬空手道同好会（秀武会）
月4回日曜午前9時～11時／鶴瀬西交流セ
ンター／幼児～大人／入会金3,000円／月
会費2,500円／無料体験あり（申込不要）／
女性歓迎／渡辺　2080-3153-4357

ステンドグラスを楽しむ会
月3回木曜13:00～17:00（5月は11日㈭･16
日㈫･26日㈮に実施）／鶴瀬公民館／月会
費2,000円（材料代別途）／体験あり（定員
各5人、3,000円、要申込み）／初心者歓
迎／会沢　2049-293-9979

社交ダンスサークル「ルビー」
月3回火曜13:30～15:30／針ケ谷コミュニ
ティセンター／入会金500円／月会費2,000
円／初心者歓迎／
小林　2090-2449-3036

イージーストレッチング真
まっ

向
こう

法
ほう

体操愛好会
第2･4土曜10:00～12:00／針ケ谷コミュニ
ティセンター／1日3分間の4つの動作で足
腰の動きを柔軟にし、健康な体づくりをしま
しょう／年会費9,000円／
星野　2049-253-1698

水谷水墨画愛好会
第1･3火曜13:30～15:30／水谷公民館／
花や風景の美しさを水墨画で表現し、仲
間たちと一緒に楽しみませんか／年会費
2,500円／月会費1,000円／
小池　2049-251-8883

掲載方法
　市内で活動している団体･サークルの
催し物案内や会員募集を1年に1回掲載
することができます（4月号～翌年3月号）。
　掲載は受付順です。申込書は秘書広
報課にあります。原則として掲載月の前々
月の25日（25日が土
･日曜、祝日の場合
はその前日）までに
お申し込みください。

イベント

募　集
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