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就職活動中の方やこれから就職活
動をはじめる方、ご参加ください。
就職支援セミナー
｢ワークライフバランス講座｣
とき／11月2日（木）午前10時～正午
内容／各種税金・社会保険の基礎
知識
定員／20人（申込順）
講師／髙木美香氏（社会保険労務士）

就職個別相談
とき／11月2日（木）午後1時15分
～4時（1人45分）
内容／就職にかかわる全般的な相
談、カウンセリング
定員／3人（申込順）
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）

【共通事項】
場所／鶴瀬駅西口サンライトホール
対象／市内在住、在勤の方
持ち物／筆記用具
申込み／10月2日（月）から電話で
※どちらか一方の申込みも可
※無料、託児なし
※駐車場、駐輪場はありません。公
共交通機関などをご利用ください。
問合せ／産業振興課　2○内383

個別面接会と就職相談を行います。
とき／10月31日（火）
午後1時～4時
（受付：午後0時30分～）
場所／大宮ソニックシティ地下展
示場ほか
※無料、申込不要
対象／保育士、保育補助などとし
て就職を希望する方
参加事業所／80か所（予定）
持ち物／履歴書、自己PR書など（複
数枚）、ハローワークカード（お持
ちの方）
※参加事業所など詳しくは、埼玉労
働局ホームページをご覧ください。
問合せ／埼玉労働局職業安定課職
業紹介係　2048-600-6208
県少子政策課施設運営・人材確保
担当　2048-830-3349

就職支援セミナー＆就職個別相談

保育士合同就職面接会

とき／10月6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
※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／ウェスタ川越（川越駅西口徒
歩5分）
対象／正社員を希望するおおむね
40歳までの方（平成30年3月大学な
ど卒業予定の方も可）
参加企業／約30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（48＃）

とき／10月16日（月）午後1時～4
時（受付：午後0時30分～）
場所／大宮ソニックシティ地下展
示場
※無料、申込不要
対象／平成30年3月に大学（院）、
短大、高専、専門学校など卒業予
定の方（既卒おおむね3年以内の方
も可）
持ち物／履歴書（複数枚）、ハロー
ワークカード（お持ちの方）
※参加企業など詳しくは埼玉労働局
ホームページをご覧ください。
問合せ／埼玉新卒応援ハローワー
ク　2048-650-2234
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大学等卒業予定者就職面接会

INFORMATION FUJIMINO
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県では、教育に対する
理解を深め、学校、家
庭、地域が一体となっ
て教育の充実を図るた
め、｢彩の国教育の日｣（11月1日）、
｢彩の国教育週間｣（11月1日～7日）
を定めています。
期間中は、市内の各学校でも学校
公開や音楽会などさまざまな取組
みを行いますので、ぜひご参加く
ださい。
｢彩の国教育の日｣ をきっかけに、
子どもたちの健やかな育成につい
て考えてみませんか。
問合せ／
学校教育課　2○内623
県教育局家庭地域連携課
2048-830-6976

サイズ（色）／14×9㎝
（黒、グレイッシュブルー）
価格／500円（税込み）
販売場所・期間／
市役所 10月13日（金）～在庫終了
出張所 10月13日（金）～12月15日（金）
※そのほかの販売場所は県ホームペ
ージをご覧ください。
問合せ／総務課　2○内225

11月1日は彩の国教育の日

平成30年版
埼玉県民手帳を販売します

　

　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10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

平成30年版県民手帳



広報 ふじみ 平成29年10月号17

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

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／10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

一級建築士による簡易耐震診断・
耐震改修相談会を行います（無料）。
とき／11月11日（土）午前9時30分
～正午（受付：11時30分まで）
場所／鶴瀬西交流センター
対象建築物／木造2階建て以下の
住宅（在来工法、2

ツー

×
バイ

4
フォー

工法）
申込み／11月2日（木）までに申込書
を郵送または直接
（〒354-8511（所在地は記載不要）富
士見市役所建築指導課）
※申込書は市ホームページ、建築指
導課、各出張所にあります。
問合せ／建築指導課　2○内422

ビル・マンションなどには、市の
水道管から貯水槽（受水槽や高架水
槽の総称）に水をためて、各住戸な
どに供給している建物があります。
この貯水槽所有者などは一定の基
準に従いその水を管理する義務が
あります。
基準とは、貯水槽の清掃や点検、
水質検査を1年以内ごとに1回、
定期に行うことです。
安全で衛生的な水を供給するため、
所有者などは適正な管理をお願い
します。
問合せ／水道課　2○内525

ご 案 内
Guidance

つきいち～臨時農産物直売所～

簡易耐震診断・耐震改修相談会

マンションなどの
貯水槽所有者・管理者へのお願い

安全で安心して健康に暮らせる良
質な住まいづくりの普及をめざし
て、県下一斉に ｢違反建築なくそ
う運動｣（10月8日～21日）を行いま
す。その一環として建築や法令な
どの説明会と建築相談を行います
（無料）。
とき／10月16日（月）午後2時～4時
場所／坂戸市立大

おお

家
や

公民館（坂戸
市大字森戸445）
内容／
• 大規模倉庫火災における消防活
動
• ドローンの活用による ｢災害時
における被害調査の支援に関す
る協定（三芳町）｣ についてほか

※木造住宅の耐震診断や建築相談も
行います（無料）。
問合せ／建築指導課　2○内422
川越建築安全センター
2049-243-2102

埼玉県救急電話相談が24時間365
日利用できるようになります
10月から全国共通ダイヤル＃7119
を導入し、大人や子どもの相談、
医療機関の案内をします。
急な病気やけがに関して、看護師
の相談員が医療機関を受診すべき
かどうかなどのアドバ
イスを電話で行います。
判断に迷ったときは気
軽にお電話ください。
電話番号／＃7119
2048-824-4199（ダイヤル回線、IP
電話、ひかり電話の場合）
相談時間／
10月1日（日）から毎日24時間
（10月1日（日）午前9時開始予定）
※従来通り、次の電話番号も利用で
きます。
大人の救急電話相談：＃7000
小児救急電話相談：＃8000
問合せ／県医療整備課
2048-830-3559

ルール守って明るく住
ス

マイル
｢違反建築なくそう運動｣

埼玉県救急電話相談（＃7119）

鶴瀬･南畑･水谷･水谷東公民館を
利用して活動しているサークル
（市内登録団体）の見学や体験がで
きます。
地域での学習や交流の場として、
この機会にぜひお越しください。
詳しくはお問い合わせください。
※水谷東公民館は通年でサークルの
案内をしています。
問合せ／
鶴瀬公民館　　2049-251-1140
南畑公民館　　2049-251-5663
水谷公民館　　2049-251-1129
水谷東公民館　2048-473-8717

麻薬・覚醒剤などの薬物乱用は、
個人の問題にとどまらず、社会全
体に計り知れない危害をもたらし
ます。｢ちょっとなら…｣ といっ
た考えは、命取りになりかねませ
ん。正しい知識を身につけ、薬物
乱用を根絶しましょう。
※薬物でお困りの方もご相談くださ
い。
問合せ／
朝霞保健所　2048-461-0468
県薬務課　　2048-830-3633

発売総額／300億円（10ユニット）
発売期間／10月11日（水）～31日（火）
抽選日／11月9日（木）
賞金／<1等> 3億円×10本
　　　<前後賞> 各1億円×10本
　　　<2等> 1,000万円×20本
※宝くじの収益金は、市町村の明る
いまちづくりや環境対
策、高齢化対策など地
域住民の福祉向上のた
めに使われます。
問合せ／（公財）埼玉県市町村振興
協会　2048-822-5004

10月1日～31日
公民館サークル活動公開月間

10月1日～11月30日
麻薬・覚醒剤乱用防止運動

ハロウィンジャンボ宝くじ

ご

案

内
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募集区画数／約40区画
（1区画約30㎡。1世帯2区画まで）
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

緊急時の子どもの預かりや病児の
預かり、送迎などを支援するサポ
ート会員（有償ボランティア）を募
集します。一回ごとの活動が中心
となりますので、空いた時間を使
って始めてみませんか。
サポート会員になるには、講習会
への参加が必要です。
講習会（全4回）
時間／午前9時30分～午後4時30分
場所／鶴瀬西交流センター
と　き 内　容

11月
7日（火）

緊急サポートの活動につ
いて、新生児の保育と昨
今のお母さん事情

8日（水）小児の体と心の発達・生活・遊び

9日（木）小児の病気の特性、病児の観察とケア、感染予防

10日（金）子どもの事故と安全管理、応急処置、車の送迎
※10月25日（水）・26日（木）・27日（金）・
30日（月）にふじみ野市役所本庁舎で
も同じ内容の講習会を実施します。
※保育士・看護師の資格をお持ちの
方や子育て支援にかかわる活動をし

打越市民農園の利用者追加募集

緊急時保育サポーター

ている方は講習の一部を免除できる
場合があります。
 サポートの利用会員も随時募集
サポートを利用する方は登録が必
要です。右記コードか
ら登録をお願いします。
申込み・問合せ／
緊急サポートセンター埼玉
2048-297-2903

県では、動物の愛護や正しい飼い
方に関する知識情報などの普及啓
発にボランティアとして積極的・
自主的に協力いただける方を募集
します。
活動内容／
• 動物の愛護と適正な飼養・管理
の重要性についての啓発活動
• 繁殖制限措置に関する助言や譲
渡仲介の支援
• 動物の愛護と適正飼養を推進する
ため県が行う施策への協力など
応募期限／11月30日（木）
※申込方法など詳しくは、各保健所、
埼玉県動物指導センターにある募集
要領または県ホームページをご覧く
ださい。
問合せ／県保健医療部生活衛生課
総務・動物指導担当
2048-830-3612

相続・遺言・成年後見・離婚・交
通事故・各種許認可などの相談が
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／10月15日（日）
午前10時～午後4時　※申込不要
場所／みずほ台コミュニティセン
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

彩の国動物愛護推進員

ご 案 内
Guidance

行政書士による
県下一斉無料相談

国・県の職員、弁護士などが役所
の仕事に関する苦情・要望などの
相談に応じます（無料）。
※弁護士相談は10月11日（水）から予約可
とき／10月19日（木）
午前10時30分～午後4時
（受付：午前10時15分～午後3時30分）
場所／浦和コルソ7階ホール
（さいたま市浦和区高砂1-12-1）
相談内容／登記、雇用、年金、相
続、税金、道路、法律問題、行政
一般など
問合せ／関東管区行政評価局
2048-600-2311

次のところでも、相談を受け付け
ています。
行政苦情110番：20570-090110
　　　　　　　　 （ナビダイヤル）
FAX相談：048-600-2336
インターネット相談：
https://www.soumu.go.jp/
hyouka/gyousei-form.html

犬を飼うときは、次のことを必ず
守りましょう。
• 犬の登録は生涯１
回、狂犬病予防注
射は年１回受けま
しょう。
　 ※狂犬病予防注射を受けたら、健
康増進センターに届出をしてくだ
さい。
• 鑑札と注射済票は犬に必ずつけ
ましょう。
• 放し飼いはやめましょう。散
歩のときは必ずリードをつけ、
フンは必ず持ち帰りましょう。
• 鳴き声など、近隣に迷惑をかけ
ないようにしましょう。
• 飼育環境を整え、家族の一員と
して終生可愛がりましょう。
犬に関する相談／
朝霞保健所　2048-461-0468
問合せ／健康増進センター
2049-252-3771

行政相談週間（10月16日～22日）
さいたま一日合同行政相談

10月21日～30日
犬の正しい飼い方普及旬間
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入間東部地区駅伝競走大会（平成
30年2月18日（日）開催）のネーミン
グライツ（命名権）と協賛企業・団
体を募集します。
ご協力をお願いします。

募 集
Invitation

入間東部地区駅伝競走大会
ネーミングライツ・協賛募集

※詳しくはお問い合わせください。
ネーミングライツ
（大会命名権1社限定）
命名権料／30万円以上
募集期間／10月2日（月）～19日（木）
※後日、選考会で決定
協賛企業・団体
①ポスターなど掲示物への表示／
5,000円以上
②ナンバーカードへの表示（5社）
／30,000円以上

募集期限／①11月16日（木）
②12月21日（木）（申込順）
問合せ／入間東部地区駅伝競走大
会事務局（ふじみ野市役所 文化・ス
ポーツ振興課内）　2049-220-2090

子

育

て

募

集
事業名 と　き 詳　　　細

■予  パパママ
　 準備教室

1日目
10月14日㈯
 9:30～15:30

■対初めての出産
を平成30年1･2月
に迎えるご夫婦
■場 針ケ谷コミュ
ニティセンター
■定 15組（申込順）

■受 9:20～9:30　■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

2日目
11月 2日㈭
 9:30～15:30

■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）

■予  見て！食べて！
　 すてっぷあっぷ
　 離乳食教室

10月18日㈬
13:30～15:30

■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
ん（おおむね生後6～8か月児）のいる保護者　■場ピアザ☆ふじみ　■内離乳食中期
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、筆記用具　■申10月10日（火）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

10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
10月11日㈬ ■水

■鶴
■受 12:50～13:40　■場健康増進センター
■対平成29年5月1日～5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

10月23日㈪ ■水
■鶴
■受 12:50～13:40　■場健康増進センター
■対平成29年5月16日～5月31日に生まれた子

12か月健診
10月 3日㈫ ■水

■鶴
■受 12:50～13:40　■場健康増進センター
■対平成28年10月1日～10月23日に生まれた子

10月17日㈫ ■水
■鶴
■受 12:50～13:40　■場健康増進センター
■対平成28年10月24日～11月15日に生まれた子

１歳６か月健診 10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

３歳健診 10月24日㈫ ■水
■鶴
■受 12:50～13:40　■場健康増進センター
■対平成26年4月生まれの子

■予  乳児・母乳相談

10月 2日㈪
10:00～11:30

■場  みずほ台コミュ
ニティセンター ■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。10月19日㈭

10:00～11:30
■場  ふじみ野交流
　センター

■予  はじめてパパの
　 子育てサロン

10月14日㈯
 9:50～12:00

■受 9:40～9:50　■対1歳までのお子さん（第一子）とお父さん
■場針ケ谷コミュニティセンター　■内子育ての話、情報交換、保健情報
■持母子健康手帳、バスタオル、そのほか各自必要なもの

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…バス鶴瀬コース健康ガイド

子育て応援情報
モバイルサイト
「スマイルなび」



広報 ふじみ 平成29年10月号 20

情報ステーション
nformation station
I

　

　
学　

ぶ

子　

育　

て

健康をテーマにした記念講演会を
開催します（無料）。
とき／11月11日（土）
午後１時30分～４時
場所／鶴瀬コミュニティセンター
内容／
第１部 
今日からとり組もう認知症予防
第２部 
効き目ばっちり健康ダイエット
（笑いのレッスン）
定員／200人（申込順）
講師／
第１部 日

くさ

鼻
はな

靖
やすし

氏（日鼻医院院長・
認知症サポート医）
第２部 ヤセ騎

ナ イ ト

士氏（ダイエットイ
ンストラクター兼お笑い芸人）
申込み／10月２日（月）から平日午
前９時～午後５時に直接または電
話で
問合せ／富士見市民大学事務局
（鶴瀬公民館内）　2049-251-1140

ワードで個性豊かなオリジナルの
年賀状を作ってみませんか。
とき／10月28日（土）
午後１時30分～４時30分
場所／鶴瀬西交流センター
定員／30人（申込順）
参加費／300円
持ち物／ワード(2010･2013･2016)が
入っているノートパソコン
共催／つるせ西PCクラブ、鶴瀬西
交流センター
申込み／10月２日（月）～20日（金）
に直接または電話で
問合せ／鶴瀬西交流センター
2049-251-2791

子どものあそび場に気軽にお越し
ください（無料、申込不要）。
とき・場所／
いずれも午前10時～11時30分

鶴馬１丁目
集会所

（第１保育所２階）

水谷東公民館
（ふれあいサロン）

10月 10日（火） 25日（水）
11月 14日（火） 22日（水）
12月 12日（火）

工事のため
お休み

平成30年
１月 ９日（火）

２月 13日（火）
３月 13日（火） 28日（水）

対象／未就学児と保護者
内容／身長・体重測定、自由遊び、
手遊び、紙芝居など
※誕生月のお子さんには、手形をとっ
てカードをプレゼント
※身長・体重測定を希望の方は午前11
時までにお越しください。
問合せ／子育て支援センター
「ぴっぴ」　2049-251-3005

「嫌われる勇気」で注目を浴びて
いるアドラー心理学をベースとし
た「勇気づけ子育て講座」です。
目からウロコの子育て法に触れて
みませんか。
とき／10月24日（火）
午前10時～正午
場所／鶴瀬西交流センター
定員／30人（無料、申込順）
講師／原田武

たけ

敬
ひろ

氏（アドラー心理学
講師、元小学校教師、勇気づけ国語
塾塾長、NPO法人勇気づけ学園代
表理事）
申込み／10月２日（月）～17日（火）
の平日午前９時～午後５時に直接
または電話で
問合せ／富士見市ファミリー・サ
ポート・センター（保育課内）
2049-251-3337

保育所の活動や子どものようす、子
育て支援事業などをご覧ください。
とき／10月23日（月）～27日（金）
午前９時～午後４時30分
※初日は午前10時から、最終日は午
後３時まで
場所／市役所１階待合スペース
内容／写真展示、手作りおもちゃ・
給食サンプル展示
問合せ／
第二保育所　2048-472-9174
第三保育所　2049-252-4811

とき／11月５日（日）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／市内在住の年長～小学生と
保護者
メニュー／ロールサンド、簡単ス
パニッシュオムレツ、きゅうりと
トマトのサラダ、フルーツラッシ
ーなど　※卵・小麦・乳を使用。ア
レルギーの方は要相談。
定員／親子10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／10月10日（火）午前８時30
分から電話で
※参加するご本人がお申し込みください。
問合せ／健康増進センター
2049-252-3771

びっくりハウス、コマ、けん玉な
どで遊ぼう！（無料）
とき／10月22日（日）
正午～午後３時（雨天決行）
場所／※駐車場はありません。
 勝瀬放課後児童クラブ
（勝瀬小学校敷地内）
 水谷放課後児童クラブ
（水谷小学校敷地内）
問合せ／富士見市社会福祉事業団
放課後児童クラブ事務局
2049-251-8901

子 育 て
Child-rearing

ヤセ騎士 氏ヤセ騎士 氏日鼻靖 氏

おでかけぴっぴのひろば

保育所展

おやこ食育教室

あつまれ！富士見ともだち広場

ファミサポステップアップ講座
～子育て応援講座～
勇気づけの子育て・自分育て

ワードでオリジナル
年賀状作り

富士見市民大学
開設４０周年記念事業
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富士見市役所　2049-251-2711  FAX 049-254-2000市役所からのお知らせ
Fujimi City Information

認知症について正しく理解し、認
知症の人への関わり方を学ぶ講演
会です（無料）。
※手話通訳、要約筆記、磁気ループ
あり
とき／10月28日（土）午前10時～
正午（受付：午前９時40分）
場所／ウェスタ川越（川越駅西口徒
歩５分）
定員／100人（先着順、当日受付）
講師／鈴木智子氏（創価大学看護学
部助教、認知症看護認定看護師）
問合せ／愛和病院（川越市）
 石井　2049-235-8811

駅ホームでの視覚障がい者の方へ
の声かけ・サポート方法を学びます。
とき／11月９日（木）
午後１時30分～３時30分
場所／ピアザ☆ふじみおよびふじ
み野駅
対象／18歳以上
定員／30人（申込多数の場合は抽選）
共催／県
協力／東武鉄道（株）
申込み／申込書に住所・氏名・性
別・年齢・電話番号を記入し、10
月23日（月）（必着）までに郵送、FAX
または直接
申込先：
〒354-8511（所在地は記載不要）
富士見市役所障がい福祉課
049-254-2000
問合せ／障がい福祉課　2○内339

血糖値が気になる、健康診断で血
糖値が高いという方、健診結果の
見かたや血糖値改善のコツなどを
学んでみませんか。
※埼玉県コバトン健康マイレージ参加
者には市のポイントがつきます。
とき／11月14日（火）午前９時30分
～11時30分（受付：午前９時15分）
場所／健康増進センター
対象／18歳以上の方（ご家族の方も
可）
定員／20人（無料、申込順）
講師／保健師、管理栄養士
持ち物／健康診査または人間ドッ
クなどの健診結果（お持ちの方のみ）、
筆記用具、電卓
申込み・問合せ／
健康増進センター　
2049-252-3771

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
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。
※中央図書館は大規模改修工事のため平成30年3月31日まで休館します。なお、臨時窓口は、平成
30年2月28日まで設置しています。

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

10月のおはなしかい＆映画会
内　容 と　　き

鶴瀬西
分 館

こども映画会 ７日（土）午後２時「星の王子さま」
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
おはなしかい（幼児・小学生） 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
「ドナルドダックと魔法使い」
「ミッキーと魔法の帽子」

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。

とき／10月29日（日）午後３～４時
場所／ふじみ野交流センター
対象／幼児、小学生（保護者同伴可）
問合せ／図書館ふじみ野分館
2049-256-8860

親子で楽しむ　はじめての
リトミック＆コンサート
とき／10月25日（水）
①午前10時30分～11時
②午前11時10分～11時40分
場所／図書館鶴瀬西分館
対象／①２歳～未就園児と保護者
②乳幼児と保護者
内容／①親子で楽しむリトミック
②フルートデュオコンサート
演奏者：
大
おお

島
しま

千
ち

織
おり

、大
おお

越
こし

絵
え

梨
り

花
か

、山
やま

岸
ぎし

洋
よう

子
こ

定員／①15組　②20組
申込み／10月１日（日）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

わたしだけのうちどくノート作り
とき／11月３日（祝）
午後２時～３時30分
場所／ふじみ野交流センター
対象／小中学生　※保護者見学可
定員／15人（申込順）
申込み／10月10日（火）午前９時
30分から図書館ふじみ野分館へ
直接または電話で

まじょたちの
おはなしハロウィンパーティー
ハロウィンやおばけのおはなしを
楽しみます。好きなおはなしの登
場人物や、ハロウィンの仮装をし
てご参加ください（無料、申込不要）。 

駅ホーム声かけサポート講習会 生活習慣病予防教室
若さを保つ血管の話～血糖値編～

看護協会講演会
「認知症の理解と認知症の人へ
の関わり方」
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フットサル教室（全７回）
とき・対象／10月23・30日、11月
６・13・27日、12月４・11日いず
れも月曜
小学１～４年生
午後５時30分～６時30分
小学５年～中学生
午後６時40分～７時40分
高校生以上
午後７時50分～９時20分
定員／各コース30人（申込順）
参加費／7,000円

誰でも踊れるフラ（全５回）
とき／10月30日、11月13・27日、
12月11・25日
いずれも月曜午後２～３時
定員／20人（申込順）
参加費／2,500円

ベビーヨガ（全５回）
前半は赤ちゃんと一緒にベビーヨ
ガを行い、後半はママ向けのヨガ
を行います。
とき／10月25日、11月１・８・15・
29日いずれも水曜午前10～11時
対象／首が座っている赤ちゃんか
ら歩くまでの赤ちゃんと保護者
定員／20組（申込順）
参加費／2,500円

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／11月８・15・22・29日、12月
６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）
講師／富士見市インディアカ連盟
参加費／１回300円

【共通事項】
主催／ （公財）キラリ財団
申込み／ 10月２日（月）から午前
８時30分～午後９時30分に直接ま
たは電話で

　

　イ
ベ
ン
ト

学　

ぶ

富士見市発祥のニュースポーツです。
今年は、国際交流大会として開催
します。
※参加賞と上位入賞者には賞品あり！
とき／11月５日（日）午前10時～
（受付：午前９時10分～）
場所／市民総合体育館
定員／20チーム（１チーム２人。小
学生以上、うちどちらかは中学生以
上で構成。男性同士のペアは２人が
65歳以上のみ可）
参加費／200円（保険・賞品代）
※外国籍の方は無料
持ち物／動きやすい服装、室内運
動靴、飲み物、タオル
主催／富士見市スポーツ推進委員
連絡協議会
申込み／10月12日（木）までに電話
予約し、参加費を添えて直接
※１人で参加希望の方はご相談ください。
問合せ／生涯学習課　2○内636

チャマメは、アルゼンチンでタン
ゴ以上に親しまれるダンス音楽で
す。現地でも絶賛された演奏をお
楽しみください。
とき／10月21日（土）午後２時～３時
場所／水谷東公民館
※車での来場はご遠慮ください。
定員／90人（無料、申込不要）
演奏／牧

まき

田
た

ゆき（アコーディオン）
福
ふく

島
しま

久
ひさ

雄
お

（ギター）
問合せ／
水谷東公民館　2048-473-8717

舞台・模擬店・もちつき体験など
さまざまな催しがあります。気軽
にお越しください。
とき／10月21日（土）
午前10時～午後３時
場所／市民福祉活動
センターぱれっと
問合せ／ぱれっとまつり実行委員
会事務局（富士見市社会福祉協議会）
2049-254-0747

みずほ台中央公園でヨガを楽しみ
ませんか（無料）。
とき／10月23日・30日、11月６日・
13日いずれも月曜
午前10時～11時30分
場所／みずほ台中央公園
※同公園内「交流施設」集合
※駐車場に限りがあるため、車での
来場はご遠慮ください。
定員／20人
講師／野

の

際
ぎわ

さや氏（富士見市市民人
材バンク登録者）
持ち物／バスタオル、飲み物　
※運動のできる服装でお越しください。
申込み／10月２日（月）から直接ま
たは電話で
問合せ／水谷公民館 2049-251-1129

とき／10月28日（土）
午前９時30分～11時30分
場所／消防本部４階大講堂
対象／富士見市、ふじみ野市、三
芳町の小学４～６年と保護者
※親子でお申し込みください。
内容／応急手当など
定員／小学生30人（無料、申込順）
申込み／10月２日（月）から午前８
時30分～午後５時に電話で
問合せ／入間東部地区消防組合
消防本部救急課2049-261-6673

学 ぶ
Learning

アルゼンチンチャマメ
コンサート

社協マスキャラ
うさみん

市民総合体育館からのお知らせ
 問合せ　2049-251-5555

救急入門コース

ぱれっとまつり
～知ろう！学ぼう！楽しもう！
ふくしって身近にあったんだ～

市民総合体育館リニューアルイベント
国際交流バトテニス大会

健康づくり講座
パークヨガ体験講座（全４回）
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ハイハイよちよち競走に参加してみませんか
対象／ハイハイ・よちよち歩きの乳幼児
内容／①よちよち競走　②ハイハイ競走
申込み／10月２日（月）から電話で

とき／11月６日（月）
午後２時～４時（午後１時30分開場）
場所／キラリ☆ふじみ
内容／
① 平成28年度全国中学生人権作文
コンテスト埼玉県大会優秀賞作
品の紹介
② 講演会「インターネットを使う
子どものき・も・ち」

※無料、申込不要、要約筆記あり
講師／小寺信

のぶ

良
よし

氏（（一社）インター
ネットユーザー協会代表理事）
主催／川越人権擁護委員協議会　
入間東部部会
問合せ／人権・市民相談課 2○内270

とき／10月29日（日）午前10時～午後２時30分（雨天決行）
午前９時30分からオープニングパフォーマンス「ふじみ
パワーアップ体操」

健診・相談コーナー（無料）
歯科・薬・痛み・ツボに関する相談、はみがき指導、医
師による健康相談、介護・家庭看護に関する相談

食べて実感・学ぶコーナー
簡単レシピの試食、高野豆腐の健康スープの試食、模擬
店コーナー（うどん・やきそば・ハンバーガー・地元野菜・米粉
の販売など）

カラダを使って体験・チャレンジコーナー
健康大使ふわっぴーと写真撮影（特定健診PR）、体を使って
遊ぼう（幼児）、健康チェック、脳ヂカラチャレンジ、埼
玉県コバトン健康マイレージ申し込みイベント、応急手
当指導、顔とお口の体操、健康吹き矢など

特別講座「ウォーキングではじめる健康づくり」
とき／午後１時～２時30分

とき／10月29日（日）
午後２時（午後１時30分開場）
※無料、申込不要
場所／鶴瀬コミュニティセンター
出演／
ポコアポコ（器楽演奏）
曲：「コーヒールンバ」ほか
コールあじさい（コーラス）
曲：合唱メドレー「ふるさとの四
季より」ほか
K.TOMITSUKA（ギター弾き語り）
曲：「この街で」ほか
主催／
オータムコンサート実行委員会
問合せ／鶴瀬公民館
2049-251-1140

とき／11月３日（祝）午前10時～
午後２時　※雨天時は縮小開催
場所／南畑幼稚園周辺の田んぼ
※駐車スペースに限りがあるため、
車での来場はご遠慮ください。
内容／生産物フリーマーケット、
100円新米おにぎり、かかしコン
テスト、農耕機試乗体験、米つか
み、かぼちゃの重さ当て、さんだ
ら飛ばし、焼き芋、子どもコーナ
ー、模擬店など
※先着100人にポップコーンの無料
配布あり
※オープニングには舞鼓の会（太鼓）
による演舞、午前11時からは東中学
校吹奏楽部の演奏があります。
主催／なんばた青空市場実行委員
会、南畑公民館
問合せ／南畑公民館
2049-251-5663 

イ
ベ
ン
ト

イベント
Event

健康まつり ～あなたが主役の健康づくり～
場所・問合せ／健康増進センター　2049-252-3771

健康まつり無料送迎バス時刻表

１
号
車

水谷東公民館  9:40 12:10
針ケ谷コミュニティセンター  9:45 12:15
みずほ台駅東口（埼玉りそな銀行前）  9:50 12:20
健康増進センター着 10:00 12:30

２
号
車

ふじみ野駅西口（埼玉縣信用金庫前）  9:35 12:10
雷隣堂脇  9:40 12:15
鶴瀬駅東口（隈川写真館前）  9:45 12:20
安楽亭富士見鶴瀬店前  9:50 12:25
健康増進センター着 10:00 12:35

※ 帰りのバスは1号車、2号車とも午後2時35分に出発します。
　駐車場に限りがありますので自転車・バスなどをご利用ください。

西口

東口

東口 並木

みずほ台小

江川

富士見台中

諏訪小

図書館

富士見市役所

図書館

富士見市役所

鶴瀬

鶴瀬駅前

鶴瀬小 鶴瀬公民館

羽沢

渡戸
第三保育所

勝瀬中

水谷公民館

岡の坂

みずほ台駅前

み
ず
ほ
台
　
　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー

国
道
254
バ
イ
パ
ス

新
河
岸
川

ふ
じ
み
野

鶴
　
瀬

市
役
所
前

み
ず
ほ
台

ふじみ野交流センターふじみ野交流センター

健康増進センター

安楽亭

雷隣堂脇

針ケ谷コミュニティセンター

水谷東公民館

バ
ス
停
案
内
図

んか

なんばた青空市場つるせオータムコンサート
～Ｔｈｅコラボレーション～

人権を考える集い
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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

ふるさと探訪
「古

こ

刹
さつ

　平林寺を訪ねる」
とき／10月14日（土）　※小雨決行
集合場所／
志木駅南口前（午前９時10分）
見学地／（バスで新座市役所前へ）→
陣屋堀築

ちく

堤
てい

跡→睡
すい

足
そく

軒
けん

の森→平林
寺（見学後、午後０時30分寺内解散）
定員／30人（申込順）
参加費／500円（保険代など。当日集金）
※ほかに拝観料500円とバス代（片道220
円）が必要です。
持ち物／飲み物、雨具
主催／資料館友の会ふるさと探訪
部会、難波田城資料館
申込み／９月30日（土）～10月11日
（水）午前９時～午後５時に電話で

富士見市児童・生徒「社会科展」
市内小中学生による夏休みの社会科
自由研究の作品を展示します（無料）。
※各校から選ばれた約80作品を展示
とき／10月7日（土）～15日（日）
※休館日（10日（火））を除く
場所／特別展示室

さつまいも掘り
公園の隣の畑で芋掘り体験です。
※試食あり
とき／10月22日（日）
午前10時～正午
※小雨決行。荒天の場合は、29日（日）に延期
集合場所／旧金子家住宅前
定員／30組（申込順）
参加費／１組1,000円
※１人で参加の方は、ほかの方と組ん
でいただく場合があります。
持ち物／持ち帰り用の袋、シャベル
主催／難波田城公園活用推進協議
会、難波田城資料館
申込み／10月１日（日）午前９時か
ら電話で

秋季企画展
「村の暮らしと河

か

岸
し

場
ば

 －新指定文化財古文書展－」
この春に市の文化財に指定された古
文書から、江戸時代の暮らしや新河
岸川舟運のようすを探ります（無料）。
とき／10月21日（土）～１月８日（祝）
場所／特別展示室

10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（日） 紋切り
７日（土） 天びん桶

おけ

をかつごう
８日（日） ハンカチの藍染め（材料代100円）
９日（祝） ススキのミミズク
14日（土） はたおり
15日（日） わたくり
21日（土） いろりの日
22日（日） 古民家コンサート（下記参照）
28日（土） はたおり
29日（日） だっこく体験

古民家コンサート
動画「チキンアタック」の世界を再び！
古民家にヨーデルが響く♪
とき／10月22日（日）
午後１時30分～２時
場所／旧大澤家住宅
定員／100人程度（無料、当日先着順）
出演／小山のぞみ氏（ヨーデル、ピアノ）
主催／難波田城公園活用推進協議会、
難波田城資料館

展示発表
とき／11月３日（祝）～５日（日）午前10時～午後５時
※最終日は午後３時まで
場所／キラリ☆ふじみ
内容／華道、書道、茶道、絵画、菊花、山野草、文芸、
手工芸、七宝、短歌、フラワーアレンジメント、俳句、
パンの花、パッチワーク、押し花、将棋コーナー、
フランス刺しゅう、そろばん交流、陶芸ほか

芸能発表
とき／11月３日（祝）午前10時
場所／キラリ☆ふじみ
内容／日舞、新舞、民舞、詩吟、端

は

唄
うた

、沖縄舞踊、カ
ラオケ、フラダンス、南京玉すだれ、琴ほか

民謡大会　※お楽しみ抽選会あり
とき／11月５日（日）午前10時
場所／キラリ☆ふじみ
※当日飛び入り参加先着10人まで（受付：午前10時～11時）

市民美術展
とき／11月12日（日）～19日（日）午前10時～午後５時
場所／キラリ☆ふじみ
内容／絵画、彫

ちょう

塑
そ

、工芸、書、写真
申込み／10月31日（火）まで

将棋大会　※当日受付可
とき／11月12日（日）午前９時～午後５時
場所／鶴瀬西交流センター
参加費／ 
市民・会員・中学生・女性 1,000円（昼食付）
会員以外 1,300円（昼食付） 小学生 500円（昼食なし）

市民音楽祭
とき／11月19日（日）
午後１時～４時30分
場所／キラリ☆ふじみ
内容／コーラス、吹奏楽、
器楽演奏

とき／11月３日（祝）～11月19日（日）　
富士見市民文化祭 主催／富士見市民文化祭実行委員会

問合せ／地域文化振興課　2○内251
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とき・場所／
10月８日（日）

８：30 南畑小

９：00

鶴瀬小、水谷小、
勝瀬小、水谷東小、
諏訪小、みずほ台小、
針ケ谷小、つるせ台小

９：30 関沢小（西中）
※関沢小学校区は、関沢小学校のグ
ラウンド・体育館が工事で使用でき
ないため、西中学校で実施します。
※雨天時は、各小学校体育館で実施
問合せ／生涯学習課　2○内636

とき／10月22日（日）午後２時
※無料、申込不要
場所／針ケ谷コミュニティセンター
演目／千

ち

早
はや

ふる、かぼちゃ屋、親
の顔、茄

な

子
す

娘、紀州、死神
出演／立教大学落語研究会
出演者／赤

あか

釦
ぼたん

亭
てい

満
まん

ぼう、凪
な

雲
ぐも

亭
てい

立
りっ

夏
か

、横浜屋青
ブルー

灯
ライト

、暁
あかつき

亭
てい

夜
よ

宴
えん

、
ロック座ポール、極

ごく

楽
らく

亭
てい

胡
くる

桃
み

問合せ／針ケ谷コミュニティセン
ター　2049-251-8478

とき／11月18日（土）
午前９時50分～午後２時20分
場所／富士見特別支援学校
内容／
ステージ発表 小・中学・高等部
作品展示 小・中学・高等部
販売 （午後０時50分～１時40分）
小・中学・高等部
福祉作業所などによる販売
（午前11時55分～午後１時40分）
問合せ／富士見特別支援学校
2049-253-2820

鶴瀬駅、みずほ
台駅、ふじみ野
駅周辺のさまざ
まなお店を、食
べ歩き、飲み歩
き、ショッピングをしながら、ま
ち歩きを楽しむイベントです。
バルマップを片手にグルメ探検し
て、あなたのお気に入りのお店を
見つけませんか。
とき／11月９日（木）～11日（土）
※日時はお店により異なります。
場所／鶴瀬駅、みずほ台駅、ふじ
み野駅周辺エリア
参加方法／
バルチケット（１セット700円×３
枚つづり）を富士見市商工会また
は取扱い店で購入し、参加店で使
用してください。
※10月７日（土）からお得な前売り券
（2,000円）を販売　

※取扱い店舗や参加店など詳しくは、
富士見市商工会ホームページをご覧
ください。
問合せ／富士見市商工会
（まちバル☆ふじみ実行委員会）
2049-251-7801

夕刻から、店舗前や路上に置いた
灯籠に灯りをともします。幻想的
な雰囲気をお楽しみください。
とき／10月７日（土）
午後３時～８時（小雨決行）
場所／鶴瀬駅東口周辺
内容／模擬店、太鼓、お囃子など
問合せ／鶴瀬駅前通り商店会
森田 2049-253-7155

問合せ　2049-251-9686
休館日：月曜（祝日の場合は翌日）

水子貝塚資料館のお知らせ

土曜おもしろミューズランド
草木染でハンカチを染める
とき／10月14日（土）
午前10時、午後１時30分
場所／学習広場または体験学習室
対象／小学生以上
※未就学児は保護者同伴で可
定員／各20人（先着順）
参加費／200円（材料代）
申込み／いずれも当日開始30分前
から受付

資料館友の会作品展
友の会各部会（土器、拓本、織物、竹
かごなど）の作品を展示します（無料）。
とき／10月７日（土）～29日（日）
場所／展示室

縄文の森コンサート
「篠

しの

のひびき」
篠笛の奥深い音色をお楽しみくだ
さい（無料、申込不要）。
とき／10月15日（日）午後２～３時
（午後１時30分開場）
場所／展示館
定員／100人（先着順）
出演／大野利

り

可
か

氏（篠笛奏者）

水子貝塚公園・難波田城公園開園時間変更のお知らせ
10月1日(日)～平成30年3月31日(土)の開園時間は午前９時～午後５時となり
ます。

夢灯
あか

り大市

地区体育祭

針ケ谷コミセン寄席

富士見特別支援学校学習発表会
ふじみっこ祭り

まちバル☆ふじみ
～市内３駅をバルチケットでハシゴ～
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脳
のう

梗
こう

塞
そく

からの快復～脳卒中の予防と治療～
10月9日㈷14:30～16:30／キラリ☆ふじみ
／脳卒中の予防と治療ほか／定員200人
／講師 能

のう

見
み

公
こう

二
じ

氏（イムス三芳総合病院
脳神経外科）／主催NPO法人ゆめつるせ
／無料／小杉　2090-5794-7952

ハッピー音楽祭
10月22日㈰12:30～15:15／鶴瀬コミュニテ
ィセンター／なつかしい歌で楽しいひとときを
／定員260人／主催ふじみハッピーバンド
／無料／萩原　2049-251-5495

けやき子ども園バザー
10月29日㈰10:00～13:00／けやき子ども園
／雑貨･子ども服などのバザー、模擬店、
職員のブースなど／けやき子ども園　
2049-254-0022

こばと保育園バザー
11月12日㈰10:00～14:00／こばと保育園
／雑貨･衣類（新品）の販売、模擬店（もち、
うどん、わたあめ、飲み物など）、的あてゲ
ームほか／雑貨、衣類（新品）などの提供
品を募集中／
こばと保育園　2049-251-8966

勝瀬こばと保育園バザー
11月19日㈰10:00～13:30／勝瀬こばと保
育園／雑貨･衣類の販売、模擬店／主催
勝瀬こばと保育園バザー実行委員会／
勝瀬こばと保育園　2049-263-8800

イベント
子どものそのBaby保育園バザー
11月18日㈯10:00～14:00／子どものその
Baby保育園／バザー（日用品･子ども服･
雑貨など）、体験コーナー、模擬店／主催
子どものそのBaby保育園ひよこの会／バ
ザー提供品を募集中／子どものそのBaby
保育園　2049-261-7077

歌謡バンド　プラチナ　コンサート
11月5日㈰14:00～16:00／針ケ谷コミュニ
ティセンター／懐かしい歌謡曲をみんなで
歌って楽しみましょう／無料／
星川　2049-253-2925

富士見市ソフトテニス連盟
ソフトテニス教室（全4回）…11月5日㈰･12
日㈰･19日㈰･26日㈰9:30～12:00／本郷
中テニスコート／1回100円（保険代ほか）／
日程の途中からも参加可／市体育協会　
2049-254-9510
会員募集…毎週土･日曜、祝日13:00～17:00
／本郷中テニスコート／入会金3,000円／
年会費6,000円／山川　2049-254-3349

ふじみＳＴＴ
月1回日曜／鶴瀬西交流センター／視覚障
がい者とスポーツ（サウンドテーブルテニス）
を通した交流会／無料／
菅
かん

野
の

　2090-3311-6639

カトレアカラオケクラブ
月3回木曜13:30～16:00／鶴瀬公民館／
講師と一緒にカラオケを楽しみましょう／月
会費1,500円／樋

ひ

川
かわ

　2049-251-5539

募　集

児童福祉ボランティアグループ まいまい
児童養護施設の子どもたちに誕生日プレゼ
ントを一緒に届けてくれる方（年1～2回）／
月会費500円／賛助会員も同時募集中／
谷脇　2090-1437-6410

鶴瀬フォークダンスサークル
第2･4木曜9:30～11:00／鶴瀬公民館／
女性／やさしいフォークダンスを楽しく踊りま
しょう／月会費1,000円／
須藤　2049-255-6785

ゆったりヨガ
第2･4木曜10:30～11:30／鶴瀬西交流セ
ンター、三芳町立藤久保第3区集会所／ヨ
ガ、気功、ティラピスを織り交ぜたエクササ
イズ／3か月4,200円／
合
ごう

田
だ

　2090-4591-8330

歌を楽しむ会 歌
か

輪
りん

人
と

クラブ
第2･4火曜13:30～15:00／ふじみ野交流
センター／ピアノの生伴奏でいろいろな歌を
歌って楽しみましょう／1回500円／
吉田　2090-3524-0812

赤とんぼ
第2･4土曜13:30～14:30／みずほ台コミュ
ニティセンター／50歳以上の方／童謡･唱
歌などの練習／入会金1,000円／月会費
2,000円／黒田　2080-2258-7886

冷蔵庫（2ドア･高さ150㎝･平成2年製）
／掃除機／鏡台／全身指圧マッサージ
機／外壁用タイル（DIY用10×10㎝）／
七五三用作り帯（女児用）／ペット用ク
レート（犬･猫）

冷蔵庫／卓上ミシン／アイロン台／物干しピンチハンガー／米びつ／自転車（女
子用24㌅）／ナンバーディスプレイ対応電話機／キャンプ用テント（1～2人用）／
富士見台中夏・冬用制服（女子用165㎝以上）／中学のスクール水着（女子用レスリ
ングタイプ･140～150㎝）／社交ダンス女性用シューズ（スタンダード・22.5㎝）／
ベビーカー（B型）

•●●９月８日現在●●•
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　このコーナーは、リユース（再利用）で資源を大切にし、ごみを減らしていくことを目的
に、不用になった品物を有効利用する方の橋渡しをする場です。広報『ふじみ』への掲載
は3か月です。
掲載要領／「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、市民の方同
士で交渉していただきます。交渉結果は双方からご連絡ください。
　無料の品物のみ受け付けます。無料でも、自動車、古本など中古市場で値がはるもの、
パソコンなど個人情報の悪用の恐れなどがあるもの、食料品などは受け付けません。
　詳しくはお問い合わせください。

ご利用ガイド

掲載方法
掲載は受付順です。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。

ゆずります ゆずってください
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