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はじめませんか
介護支援ボランティア

ご 案 内

4月6日〜15日
春の全国交通安全運動

ご 案

Guidance

内

鶴瀬駅西口土地区画整理事業
事業計画変更のお知らせ
鶴瀬駅西口土地区画整理事業は、
前回定めた施行期間が平成28年度
をもって満了となりました。この
事業を継続するため、施行期間の
延長および資金計画の見直しを行
いました。
一日も早い事業完成を目指し、引
き続き事業を進めてまいります。
変更告示日／平成29年2月3日
施行期間／平成31年度まで
問合せ／鶴瀬駅西口整備事務所
2049‑252‑2171

つきいち〜臨時農産物直売所〜
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

とき／4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
内 243
問合せ／産業振興課 2○

INFORMATION FUJIMINO
「インフォメーションふじみの」
こくさいこうりゅう

かくげつ

はっ

ふじみの国際交流センターが隔月で発

（ 行する外国籍の方のための生活情報誌 ）
かた

せいかつじょうほう し

がつごう

4・5月号のテーマ
生活相談いろいろ 仕事について
ちゅう ごく ご
えい ご
かん こく ご
中 国 語、 英 語、 韓 国 語、 ポルト
ご
ご
ご
ガル語、スペイン語、タガログ語
に ほん ご
（フィリピンの言 語 ）、日 本 語 の７
こく ご
し
か国語でお知らせしています。
に ほん ご
わ
ちか
がい
日本語がよく分からない近くの外
こくじん
おし
かた
国人に教えてください。その方に
やく だ
た げん ご
せいかつじょう
とって役立つ多言語による生活情
ほう
報です。
といあわ
こくさいこうりゅう
問合せ／ふじみの国際交流センター
2049‑256‑4290
せいかつそうだん

被保険者証のコピー、印鑑、350円
（保
険代）
が必要です。

日程／いずれも午前10時
と き

場 所

４/11（火） 健康増進センター
４/27（木） 鶴瀬西交流センター
５/８（月） ふじみ野交流センター
５/24（水） みずほ台コミュニティセンター
６/13（火） 市民福祉活動センターぱれっと

７/10（月） 水谷公民館

持ちください。

がいこくせき

※ボランティア登録には、介護保険

６/29（木） 針ケ谷コミュニティセンター

め、買い物袋をお

こう

介護保険の認定を受けていない65
歳以上の方が、介
護施設などでボラ
ンティア活動を行
い、その活動実績
に応じてスタンプをもらいます。
ためたスタンプは、翌年度にポイ
ントとなり、特典と交換すること
ができます。
詳しくは、説明会にご参加くださ
い（申込不要）。

７/26（水） 鶴瀬西交流センター
８/８（火） 南畑公民館

交通事故防止の徹底を図るため、
｢人も車も自転車も 安心・安全 埼
玉県｣ をスローガンに実施します。
重点目標／
歩行中・自転車乗用中の交通事
故防止
すべての座席のシートベルトと
チャイルドシートの正しい着用
の徹底
飲酒運転の根絶
子どもと高齢者の自転車乗用中
の交通事故防止
出陣式
とき／4月6日
（木）午前10時〜
場所／上福岡駅西口ココネ広場
主催／東入間地区交通安全対策協
議会
内 433
問合せ／交通・管理課 2○

平成30年
富士見市成人式典のお知らせ
とき／平成30年1月8日
（祝）
午前11時〜（受付：午前10時30分〜）
場所／キラリ☆ふじみ
対象／平成9年4月2日〜平成10年
4月1日生まれ

８/24（木） 水谷東公民館

※市内在住の対象者には11月中旬以

９/11（月） 鶴瀬公民館

降に案内はがきを郵送します。
※詳しくは、広報『ふじみ』12月号

平成28年度に介護支援ボランティ
ア活動をされた方へ
ためたスタンプをポイントに交換
するための申請受付が始まります。
申請期間／4月3日（月）〜5月19日
（金）
（土･日曜、祝日を除く）
申請場所／富士見市社会福祉協議会

でお知らせします。

問合せ／生涯学習課

内 631
2○

し ごと

げん ご
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問合せ／健康増進センター
2049‑252‑3771
富士見市社会福祉協議会
2049‑254‑0747

お知らせ
キラリ☆ふじみのイベント内容
などは、ＨＯＴキラリ４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 2049‑268‑7788

I
審議会などの委員募集

富士見市図書館協議会委員
図書館の運営・図書館奉仕につい
ての提言に関することを行います。
募集人数／1人
会議／年6回程度（平日）

※市ホームページからも応募可

パブリックコメント（市民意見提出

※応募書類はお返しできません。

募集予定
手続き）

応募締切／4月21日
（金）
（必着）
応募先／〒354‑0021 鶴馬1873 1
富士見市教育委員会教育政策課
℻049‑255‑9635
内 611
問合せ／教育政策課 2○

応募締切／5月10日
（水）
（必着）

（仮称）富士見市防犯カメラ
の設置及び運用に関する条
例
（案）、安心安全課
12月

第4期富士見市障がい者支援
計画
（案）、障がい福祉課
第7期富士見市高齢者保健福
祉計画（案）、高齢者福祉課
第2次富士見市教育振興基本
計画
（案）、教育政策課

平成30年 第3次富士見市子ども読書活

動推進計画（案）、生涯学習課

1月

審議会等委員公募予定
募集時期 審議会等名（募集人数）、担当課
情報公開・個人情報保護審
議会（2人）、総務課
市民参加及び協働推進委員
会（3人）、協働推進課
芸術文化振興委員会（2人）
、
地域文化振興課

５月

※選考結果は6月中旬までに応募者

応募先／〒354‑8511（所在地は記載
不要）
富士見市役所子育て支援課
℻049‑251‑1025
内 204
問合せ／子育て支援課 2○

応募締切／4月21日
（金）
（必着）
応募先／〒354‑0021 鶴馬1873‑1
富士見市教育委員会生涯学習課
℻049‑255‑9635
内 631
問合せ／生涯学習課 2○
富士見市教育振興基本計画審議会
委員
第2次教育振興基本計画策定にあ
たり、教育振興基本計画について
審議し、教育委員会に対し答申や
提言などを行います。
募集人数／1人
応募資格／市内在住の方
任期／委嘱日〜平成30年1月（予定）
会議／年5回程度（平日）
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

第2次富士見市環境基本計画
中間見直し（案）、環境課

※応募書類はお返しできません。

※郵送、ファックスの方には応募後
がない場合はお問い合わせください。

案件名、担当課

※市ホームページからも応募可

全員に通知します。

※応募書類はお返しできません。

募集時期

内

富士見市こども家庭福祉審議会委員
児童福祉および幼児教育に関する
調査・審議などを行います。
募集人数／2人以内
応募資格／市内在住で児童福祉お
よび幼児教育に関心がある方
任期／委嘱日から2年間
会議／年5回程度（平日）
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、ファックスまたは直接

※市ホームページからも応募可
3日以内に確認の連絡をします。連絡

市政に参加しましょう

案

【共通事項】
応募資格／市内在住の方
任期／6月1日から2年間
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･
・住所・氏名（ふりがな）
・
様式自由）
年齢・性別・職業・電話番号を記入
し、郵送、ファックスまたは直接

し、郵送、ファックスまたは直接

ご

富士見市スポーツ推進審議会委員
スポーツ推進についての調査や提
言に関することを行います。
募集人数／1人
会議／年4回程度（平日）

nformation station

募 集

富士見市社会教育委員
社会教育についての計画立案や提
言に関することを行います。
募集人数／1人
会議／年8回程度（平日）

情報ステーション

歯科口腔保健推進委員会
（2人）、健康増進センター
都市計画審議会（3人）、
まちづくり推進課
６月

下水道事業審議会（3人）、
下水道課

11月

地域自立支援協議会（2人）
、
障がい福祉課

平成30年 介護保険事業推進委員会

２月

（3人）、高齢者福祉課

※詳しくは市ホームページをご覧く
ださい。

ご案内
Guidance

新社会人応援献血キャンペーン
社会人になった方を対象に、4〜
6月に ｢新社会人応援献血キャン
ペーン｣ を行います。
県内で献血にご協力い
ただくと、県限定の記
念品を差し上げます。
記念品／レザーパスケース
（黒）
問合せ／県薬務課 2048‑830‑3635

内 258
問合せ／協働推進課 2○

行政書士による無料相談会
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／4月12日
（水）
午前10時〜午後4時 ※申込不要
場所／水谷公民館
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
広報 ふじみ 平成29年４月号
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募 集
Invitation

募 集

ワンナイトステイの受け入れ家庭
世界各国から日本語を教えるため
に研修に来ている外国人の、週末
だけのホストファミリーになりま
せんか。日本語で会話ができます
ので、気軽に国際交
流、国際理解を深め
ることができます。
受入家庭の条件／
宿泊用に個室が用意できる家庭
家族が2人以上いる家庭

参加者の食事やお祈りなどの習
慣にご理解いただける家庭
宿泊期間／1泊2日（土〜日曜）
実施期間／5月20日（土）〜平成30
年2月10日
（土）
※受け入れの可否を後日照会します。

登録申込／4月19日（水）までに郵
送または直接（〒354‑8511（所在地
は記載不要）富士見市役所人権・市
民相談課）
※登録申込書は、県または市ホーム
ページから入手可
※登録は、毎年更新の手続きが必要
です。また、年度途中での登録も受
け付けます。

ピースフェスティバル2017

※詳しくはお問い合わせ
ください。右のコードか
らもご覧になれます。

申込み・問合せ／
内 270
人権・市民相談課 2○

平成29年度
第1回埼玉県警察官採用試験
受付期間／4月3日
（月）
〜17日
（月）
第一次試験／5月14日
（日）
※詳しくは埼玉県警察ホームページ
をご覧ください。

問合せ／東入間警察署
2049‑269‑0110

ポッポくん

出品者・参加者・参加団体
申込み・問合せ／鶴瀬公民館 2049‑251‑1140 ℻049‑251‑1156

｢富士見市非核平和都市宣言｣ 30年
の節目の年として、多くの方にこの
理念を広げ、平和の尊さを未来へ語
り継ぐため、7月1日（土）
・2日（日）
にキラリ☆ふじみで開催します。
｢平和｣ をテーマとした出演、出品
など、皆さんの応募をお待ちしてい
ます。
（1）11万人の平和メッセージ
平和への願いや思いをテーマに、メ
ッセージや絵などをお寄せください。
お寄せいただいたメッセージは会場
に展示します。
応募期間／4月5日
（水）
〜6月9日
（金）
応募方法／メッセージ用紙に記入し、
直接または応募箱へ
※メッセージ用紙は、各公民館・交流
センター・コミュニティセンター、市
ホームページにあります。また、応募
箱は上記公共施設にあります。

（2）
展示部門
平和作品展の作品募集
絵画・写真・書など表現形式、サイ
ズは問いません。
応募方法／展示に必要な額装、表装、
パネル張りをし、搬入日に直接
※搬入日に、作品の種類・氏名・連絡
先をお知らせください。

搬入日／6月29日（木）午後1時〜3時
・鶴瀬公民館第1集会室
搬出日／7月2日（日）午後4時〜・キ
ラリ☆ふじみ
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文芸部門（俳句・短歌・詩）の作品募集
優秀作品は、ピースフェスティバル「市
民平和祈念のつどい」で紹介します。
応募期限／5月31日
（水）
応募方法／各公民館に作品を直接
写真展 ｢この子たちの未来のために
2017｣ 子ども（小学生まで）の写真募集
写真サイズ／2L〜A4（カラー、モノ
クロは問いません）

応募期間／6月1日
（木）
〜22日
（木）
応募方法／鶴瀬公民館に写真を直接

（4）
ピース縁日部門
模擬店・フリーマーケットの募集
開催日／7月1日
（土）
・2日
（日）
場所／ウッドデッキ（テントは用意します）
応募期間／4月5日
（水）
〜21日
（金）
※後日出店説明会があります。
※フリーマーケットは、両日とも4団体申込順

【共通事項】
対象／市内在住・在勤・在学の方
※（3）舞台部門・
（4）ピース縁日部門の
応募は、申込用紙に記入し、ファック

（3）
舞台部門
市民構成劇 出演者・スタッフ募集

スまたは直接。申込用紙は、各公民館・

※未経験者大歓迎

市ホームページにあります。

公演日／7月2日
（日）
場所／マルチホール
応募期限／4月21日
（金）
※第1回練習：4月29日（祝）午後1時30
分、鶴瀬公民館

愛と平和のコンサート
合唱・合奏など出演グループ募集
公演日／7月1日
（土）
場所／マルチホール
応募期限／4月21日
（金）
※応募多数の場合は抽選

キッズ＆若者ライブ 出演団体募集
公演日／7月2日
（日）
リハーサル／7月1日
（土）
場所／メインホール
応募期限／4月21日
（金）
※応募多数の場合は抽選

交流センター・コミュニティセンター、

ヒロシマ平和体験学習参加者募集
広島市原爆死没者慰霊式並びに平和
祈念式に参加しませんか。
とき／8月5日
（土）
・6日
（日）
場所／広島平和記念公園・広島平和
記念資料館
対象／市内在住・在勤・在学の方
募集人数／2人
※宿泊費・交通費を実行委員会負担・
市職員随行

応募方法／応募動機（400字程度）・住
所・ 氏 名（ ふ り
・ 年 齢・
がな）
電話番号を記入
し、
5月19日
（金）
までに直接

I
子 育 て

情報ステーション

nformation station

ふたごちゃん・としごちゃん
集まれ〜

おでかけぴっぴのひろば

鶴馬１丁目集会所
水谷東公民館
（いずれも火曜） （いずれも水曜）
５月９日

５月24日

６月13日

６月28日

７月11日

７月26日

９月12日

９月27日

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・体重測定を希望する方は午
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

青空児童館「あそびの学校」
公園で季節の行事や体操、集団あ
そび、工作をして親子・友だち同
士元気に遊ぼう（無料、申込不要）。
とき・対象／
午前 10時30分〜11時45分（通年）・
未就学児と保護者
・
午後 ３時30分〜５時（4〜10月末）
幼稚園児と保護者、小学生
火

水

午前

つるせ台公園
羽沢1丁目多目的広場

午後

北通公園

午前

松の木公園
前沼公園

午後

つるせ台公園

木 午前
金

勝瀬原記念公園

午前

北通公園
みずほ台中央公園

午後

前沼公園

※学校の長期休業期間は休み

問合せ／関沢児童館
2049‑251‑9786

募集
Invitation

※いずれも更新は応相談

非常勤嘱託職員
市立保育所 保育士・保育補助員
市立保育所で勤務する保育士、保
育補助員を募集します。勤務日・
時間など、詳しく
はお問い合わせく
ださい。
勤務場所／市立第一〜第六保育所
職種／①保育士（要保育士資格）
②保育補助員（保育士資格不要）
賃金／①月額185,530円
②時給960円〜1,060円
市内の民間保育園なども保育士を
募集しています。詳しくは各施設
のホームページをご覧ください。
内 331
問合せ／保育課 保育係 2○
みずほ学園
保育士・児童指導員など
発達に遅れのある就学前のお子さ
んへのかかわりを通して、発達を
促す仕事です。福祉に関わる資格
をお持ちの方の雇用を優先します
が、資格のない方でも療育に関心
のある方は、ぜひご応募ください。

賃金／月額233,980円
問合せ／健康増進センター
2049‑252‑3771

｢打越市民農園｣の利用者追加募集
募集区画数／約50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／4月〜平成32年3月末日
利用料／年間6,000円（月額500円）
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

※勤務時間など、詳しくはお問い合
わせください。

勤務場所／みずほ学園
賃金／保育士：月額163,930円（予定）
問合せ／みずほ学園
2049‑252‑3237
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集

４月26日

募

４月11日

て

子どもの遊び場に、お友だちづく
りに、気軽にお越しください（無
料、申込不要）
。
時間／午前10時〜11時30分

双子、年子ならではの育児につい
て、お茶を飲みながらみんなで語
りませんか（無料）。
とき／４月18日
（火）
午前10時30分〜11時30分
場所／諏訪児童館
対象／双子、年子の乳幼児と保護
者（兄弟の参加もできます）
申込み／4月1日（土）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

子 育

Child-rearing

健康増進センター 保健師
募集人員／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妊婦の面接、妊産婦の電話相談、
育児相談など
応募資格／保健師免
許を持ち、普通自動
車 運 転 免 許（ Ａ Ｔ 限
定可）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）
雇用期間／
①4月〜平成30年3月31日
②10月1日〜平成30年3月31日

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

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。

子 育

…要予約
…申込み

事業名

て
予 パパママ
■
準備教室

予 見て！食べて！
■
すてっぷあっぷ
離乳食教室
予
■

もぐもぐパクパク
食事相談

４か月健診

12か月健診
１歳６か月健診
３歳健診
予 乳児・母乳相談
■

予 初めてパパの
■
子育てサロン

と

…受付時間
…対象
…場所
…内容
…定員
…持ち物
水 …バス水谷コース ■
鶴 …バス鶴瀬コース
…主催 他…そのほか ■

き

詳

1日目
対
4月22日㈯ ■ 初 め て の 出 産
を
平 成29年7･8月
:
:
9 30〜15 30
に迎えるご夫婦
場 針ケ谷コミュ
■
2日目
ニティセンター
5月25日㈭ ■
定 15組
（申込順）
9:30〜15:30

受 13:00〜13:30 ■
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
■
内
場
4月19日㈬ ん（おおむね生後6〜8か月）のいる保護者 ■ ピアザ☆ふじみ ■ 離乳食中期の
定 15人
（申込順）
話、調理のデモンストレーション、試食
（親のみ）
、相談
■
13:30〜15:30 持
申 4月10日
（月）
午前8時30分から電話で
■母子健康手帳、筆記用具 ■

※保育あり
（おおむね生後6〜8か月児、定員12人
（申込順）
）
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 ■
4月24日㈪ ■
他 1人30分程度
9:00〜15:00 ■
水 ■
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
4月12日㈬ 鶴 対
■ ■平成28年11月1日〜11月15日に生まれた子
携帯版乳幼児
水 ■
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
4月25日㈫ 鶴 対
健診専用バス運行表
■ ■平成28年11月16日〜11月30日に生まれた子
水 ■
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
4月11日㈫ 鶴 対
鶴瀬コース 水谷コース
■ ■平成28年4月1日〜4月23日に生まれた子
水 ■
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
4月18日㈫ 鶴 対
■ ■平成27年7月1日〜7月23日に生まれた子
水 ■
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
4月26日㈬ 鶴 対
■ ■平成25年10月生まれの子
受 9:40〜10:00 ■
対 １歳までのお子さん
場 ふじみ野交流センター
（第一子）
とお母さん ■
4月14日㈮ ■
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
■
:
:
10 00〜11 30 ※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。
受 9:40〜9:50 ■
対 1歳までのお子さん
（第一子）
とお父さん
■
4月22日㈯ 場
内 子育ての話、情報交換、保健情報
■ 針ケ谷コミュニティセンター ■
9:50〜12:00 ■
持 母子健康手帳、バスタオル、そのほか各自必要なもの

乳 幼 児 健 診
専用バス運行表
※１年間使用しますので
大切に保管してください。

健診名
４か月健診
12か月健診
１歳６か月健診
３歳健診

鶴瀬コース
通過予定時刻
健診専用バス 停車場所
１ 鶴瀬駅東口（隈川写真館前）
12:40 発
12:43
２ 鶴瀬駅西口（立体駐輪場前）
３ 東和銀行鶴瀬支店前
12:45
12:50
４ スーパーBig-A富士見鶴馬店前（☆）
12:55
５ しまむら鶴瀬店前（☆）
６ ふじみ野駅西口埼玉縣信用金庫前
13:02
７ ドラッグエースふじみ野店前 向かい側バス停 13:05
８ ふじみ野交流センター前
13:07
（観音堂前）
13:12
９ ウエルシア渡戸店前
10 ローソン富士見羽沢一丁目店前
13:15
11 中央図書館前
13:17
12 健康増進センター
13:20 着
（☆）店舗名を確認し、お間違えのないようご注意ください。
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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
（ご夫婦各自）
、手鏡、昼食
■
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）

対象月齢
４か月児
12か月児
１歳８か月児
３歳６か月児

健診場所

バスコース
鶴瀬コース

健康増進センター
水谷コース

水谷コース
通過予定時刻
健診専用バス 停車場所
１ 水谷東公民館前
12:45 発
２ 榎町公園前
12:49
３ 針ケ谷コミュニティセンター前
12:53
４ 唐沢公園前
12:58
13:00
５ 第四保育所前（駐車場付近）
６ みずほ台駅東口（山内農場みずほ台東口駅前店前） 13:05
７ おぎそ小児科医院前
13:07
８ JAいるま野水谷支店前
13:08
９ 水子貝塚公園前
13:10
10 健康増進センター
13:15 着
※健診専用のバス停は設置していません。
※予定時刻前にバスが通過することはありません。
※帰りのバスは利用者がそろい次第、健康増進センターを出発します。

I
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nformation station

手話奉仕員養成講習会（全46回）

学 ぶ
Learning

〜すべての健康法の基本ʻヨガʼで
心も身体もリフレシュ〜
とき／４月11日・25日、５月９日
いずれも火曜午後１時30分〜３時
場所／針ケ谷コミュニティセンター
※なるべく全日程参加できる男性の方

定員／10人
（無料、申込順）
くろ だ ち ぐさ
講師／黒田千種氏（カミーリヤヨガ

（毎月第2水曜は午後1時〜3時にも

の会・ヨガサークルチャクラ講師）

三芳町藤久保公民館・三芳町中央
公民館
とき：５月９日〜平成30年２月９
日の毎週火曜・毎月第２金曜午後
７時〜９時
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／各会場20人

持ち物／大きめのバスタオルまた
はヨガマット、飲み物
※動きやすい服装でお越しください。

申込み／４月９日（日）までに直接
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
富士見市民大学・ふじみ自然塾

料1,300円）

申込み／障がい福祉課または富士
見市社会福祉協議会にある申込書
に記入し、４月３日（月）〜21日
（必着）に郵送・ファックスま
（金）
たは直接
問合せ／富士見市社会福祉協議会
〒354‑0021 鶴馬1932‑7
市民福祉活動センターぱれっと内
2049‑254‑0747 ℻049‑252‑0111

講座があります）

普通救命講習Ⅰ
とき／4月16日（日）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／４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

（応募多数の場合抽選）

自然栽培を体験し「食と農」
を考える（全16回）
無肥料無農薬の野菜を作りません
か。無肥料自然栽培の体験を通し
て「食と農」について学び、自然
豊かなライフスタイ
ルを築けるよう一緒
に考えましょう。
開講期間／5月13日〜平成30年2月
17日の土曜（一部日曜）
対象／市内在住、在勤の方
内容／野菜作り実習、農場見学、
伝統食品づくり（こんにゃく・豆腐）
定員／15人（応募多数の場合は抽選）
運営費／800円（ほか3,000円の実費

※保育あり（お子さん１人につき保険

初めて手話を
学ぶ方を対象
に開催します。
富士見市と三
芳町どちらの会場でも受講できま
す。この機会に手話を始めてみま
せんか。
市民福祉活動センターぱれっと
とき：５月10日〜平成30年２月７
日の毎週水曜午前10時〜正午

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。

４月のおはなしかい＆映画会
内 容
こども映画会

中
央
図 書 館 名作映画会
おはなしかい（乳幼児）

日

７日（金）午後２時「男はつらいよ 寅次郎紅
の花」
16日
（日）午後２時「ローマの休日」
５日（水）・19日
（水）午前11時

負担あり）

おはなしかい（幼児・小学生） １日（土）午後２時
子どもフェスティバルおはなしかい

を記入） ※4月18日
（火）
必着

〒354‑0033 羽沢3‑23‑10
富士見市民大学事務局（鶴瀬公民館内）
問合せ／
富士見市民大学事務局（鶴瀬公民館内）
2049‑251‑1140

こども映画会
鶴瀬西
分
館

おはなしかい（乳幼児）

時

８日（土）午後２時「ミッキーマウスの思い
やり」「眠れぬ夜の小さなお話」
15日
（土）午後２時「一輪の花」
「ゆうかんな十人のきょうだい」

申込み／往復はがきに郵便番号・
住所・氏名・電話番号・これまで
の受講回数（年）を記入し郵送
（返信用にも郵便番号・住所・氏名

学 ぶ

初めての男のヨガ教室（全３回）

参加費／5,000円（テキスト代・保険料）

23日
（日）午前11時
１日（土）午後2時
「くまのプーさん イーヨのおたんじょう日」
「くまのプーさん プーさんと虎」
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、16日（日）午後2時30分
こども映画会
ふじみ野
分
館 おはなしかい（乳幼児）
おはなしかい（幼児）

22日
（土）午前11時「ブレーメンの音楽隊」
「ミッキーマウスのバンドコンサート」
14日
（金）午前11時
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。
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うたごえ喫茶 in 針ケ谷

イベント
Event

イベント

ミニ鉄道クラブによる
ミニ鉄道運転会（４〜７月）
運転日／いずれも日曜（雨天中止）
午前10時〜正午、午後１時〜２時

懐かしい歌をみんなで歌いましょう！
とき／５月20日
（土）
午後２時〜４時
場所／針ケ谷コミュニティセンター
定員／100人（先着順）
チケット代／500円
※チケットは、４月18日（火）から水

4月

９・23日

5月

14・28日

谷公民館、針ケ谷コミュニティセン

6月

11・25日

7月

９日

ターで販売します。

場所／むさし野緑地公園
参加費／無料
※車での来場は
ご遠慮ください。
未就学児は、保

主催／うたごえ喫茶 in みずたに
実行委員会
問合せ／水谷公民館
2049‑251‑1129

クラッシックコンサート
富士見の春

護者の付き添い
をお願いします。
※傷害保険（無料）へ加入するため氏

とき／４月16日
（日）
午後３時開演

名・住所の記入が必要です。

※無料

※９〜12月の運転会は、広報『ふじ
み』９月号でお知らせします。

富士見市ミニ鉄道クラブ会員募集
クラブ会員は、ミニ鉄道の管理や
運転、来場者の整理などをボラン
ティアで行っています。興味のあ
る方は、運転会当日にクラブ会員
へお申し出ください。
問合せ／協働推進課

内 257
2○

ふじみ野じゅく開講記念
かん だ おり ね

神田織音講談会
ふじみ野じゅく
は、年間を通し
てともに学び合
い、交流を深め
ることを目指し、
毎月さまざまな
講座やイベント
を開催しています。今年も恒例の
講談会で幕開けします（申込不要）。
※ふじみ野じゅく生を募集していま
す。詳しくはお問い合わせください。

とき／4月21日
（金）
午前10時〜正午
場所／ふじみ野交流センター
よこ や みんてい
演目／「横谷珉貞」ほか一席
参加費／500円（当日集金）
問合せ／ふじみ野交流センター
2049‑261‑5371
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場所／鶴瀬コミュニティセンター
にのみやのり
出演／弦楽アンサンブル、二
宮紀
こ
子氏（ソプラノ）、諏訪コーラス
曲目／ヴィヴァルディ「四季より
『春』
」
、バッハ「G線上のアリア〜
ガヴォット」
、モーツァルト「デ
ィヴェルティメントK.136」
、シモ
ネッティ「マドリガル」など
主催／春コンサート実行委員会
問合せ／鶴瀬公民館
2049‑251‑1140

第14回熟年バンドLIVE
歌謡曲、ポップス、ハワイアンな
ど昭和の歌をお楽しみください
（無料、申込不要）
。
とき／４月29日
（祝）
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／ブルーハワイアンズ、ハッ
ピーバンド、ポップスふじみ野、
ミュージックフレンズ
主催／熟年バンドLIVE実行委員会
問合せ／鶴瀬公民館
2049‑251‑1140

つるコミ寄席「落語二人会」
とき／４月14日
（金）
午後３時開演
場所／鶴瀬コミュニティセンター
しゅん ぷ う て い しょう こ う
しゅん ぷ う て い こ りゅう
出演／春風亭笑好、春風亭小柳
料金／500円
主催／富士見芸能鑑賞会
問合せ／鶴瀬公民館
2049‑251‑1140

ふじみヘルシーウォーク大会
全員に参加賞をプレゼント。歩数
当てクイズ、お楽しみ抽選会もあ
ります。
とき／５月21日
（日）
※荒天の場合、開催の可否は当日午
前６時30分以降に市役所にお問い合
わせください。

受付／文化の杜公園午前7時30分〜
開会式／午前８時10分
スタート／午前８時30分
コース／ファミリーコース（約5㎞）、
健脚コース（約10㎞）
※雨天の場合はファミリーコースを
歩きます。

参加資格／完歩できる方
（市外の方の参加も可）
※小学生以下は保護者同伴で可

参加費／大人300円（当日申込み500
円）、中学生以下100円

持ち物／飲み物
※歩きやすい服装・靴でお越しくだ
さい。

申込方法／
事前申込み 4月18日（火）〜5月11
日（木）
に参加費を添えて下記へ
≪平日午後５時15分まで受付≫
生涯学習課（中央図書館２階）、各
公民館・交流センター
≪毎日午後９時30分まで受付≫
市民総合体育館
※市民総合体育館のオープン前は、
出入口を変更していますのでご注意
ください。
※なるべく事前申込みをお願いします。

当日申込み 参加費を添えて直接
共催／富士見市スポーツ推進委員
連絡協議会、市教育委員会
協力／富士見市体育協会、富士見
市交通指導員
内 634
問合せ／生涯学習課 2○
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情報ステーション

nformation station

土曜おもしろミューズランド

イベント
東大久保菜の花フェスタ2017

（いずれも30分前から受付）

菜の花畑に大型熱気球が飛ぶ！

場所／水子貝塚資料館
対象／小学生以上

とき／４月９日
（日）
午前９時〜午後２時
場所／東大久保地域の田んぼ

（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。

イベント

まが玉ペンダントづくり
とき／４月15日
（土）
午前10時、午後１時30分

Event

参加費／150円（材料代）
問合せ／水子貝塚資料館
2049‑251‑9686
水子貝塚公園・難波田城公園
開園時間変更のお知らせ
4月1日〜9月30日の開園時間は、
午前9時〜午後6時です。

（びん沼橋の西側）

難波田城資料館のお知らせ
田んぼ体験隊
（全7回）
とき
内容
５/20（土）
説明、種まき、耕起
午後2時〜4時
６/17（土）
代かき、田植え
午後2時〜4時
７/1・8・22（土） 草取り
午前10時〜11時 （1回以上参加）
７/29（土）
かかし作り、
午前10時〜正午 流しそうめん
10/14（土）
稲刈り、矢来かけ
午後2時〜4時
10/28（土）
脱穀
午後2時〜4時
12/16（土）
もちつき、わら細工
午前10時〜正午

※気象条件により飛べない場合があ
りますので、当 日 の み 南 畑 公 民 館
（2049‑251‑5663）へお問い合わせく
ださい。

菜の花摘み
（無料）
とき：４月９日
（日）
まで
場所：東大久保地区の菜の花の咲
いている田んぼ
主催／東大久保菜の花まつり実行
委員会
後援／南畑第１町会、東大久保・
農地・水・環境保全協議会、市
内 243
問合せ／産業振興課 2○

学 ぶ
Learning

問合せ 2049‑253‑4664
休館日：月曜（祝日の場合は翌日）
企画展「武鑑の世界」展示解説
春季企画展「武鑑の世界」（6月11日
（日）まで）の展示パネルで紹介しき
れなかったことなどを分かりやく
すく解説します（無料、申込不要）。
とき／4月15日
（土）
午後1時〜
場所／特別展示室
4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
１日
（土）

パラシュート作り

場所／難波田城公園内田んぼ
対象／市内在住、在勤、在学の方
を含む家族または友人
定員／15組（１組4人以内。申込順）
農業指導／柳下春良氏（地元農家）
参加費／１組年間1,000円（材料代・

２日
（日）

わたくり

８日
（土）

はたおり

９日
（日）

新聞紙グローブ

15日
（土）

いろりの日

16日
（日）

あねさま人形

22日
（土）

はたおり

通信費）

23日
（日）

わたくり

持ち物／汚れてもよい服装、田ん
ぼに入るときの履物
申込み／4月1日
（土）
午前9時から電
話または直接

29日
（祝）

紙のかぶと
（材料代150円）

30日
（日）

なつかしの自転車紙芝居
午前11時、午後1時、
午後2時
（各30分）

ご利用ガイド
●

3 月 9 日現在●

問合せ／環境課

ゆずります
机（上置き・引き出し）
・イス／アルミ製や
かん／そば用せいろ
（7枚）
／タンス
（135×43
×76㎝）／製図板／室内物干し（折りたたみ）
／電子ピアノ／エレクトーン／五月人形／
五月人形（段飾り）／そろばん／犬小屋（屋外
用）
／スキーウェア上下
（女性用L）
／柔道着

内 246
2○

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。

ゆずってください
掃除機／携帯テーブル／アイロン台／卓上コンロ／電子卓上ミシン／炊
飯器（3合）／電子レンジ／オーブントースター／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・体操着
（女子用155〜160㎝・赤）
／勝瀬中夏・冬用制服（女子用160㎝・W64以上）／富士見台中制服・体操着・
ジャージ（女子用140㎝くらい・赤）
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くらしのリユース

イベント 太鼓・鼓笛隊、ちんどん
屋、大道芸、歌謡ショー
販売 東大久保菜の花米、農産物、
大鍋とん汁、模擬店多数出店
体験 農耕機試乗
大型熱気球係留フライト
料金：大人800円・小人500円

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

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。
内 240
掲載方法の問合せ／秘書広報課 2○

イベント
第37回富士見市美術協会展
4月2日㈰〜9日㈰10:00〜17:00／キラリ☆
ふじみ／絵画、彫塑、工芸、書、写真／
無料／上川 2090‑1117‑1258
富士見市将棋連盟
ふじみ子ども将棋教室…4月8日㈯〜平成
30年1月27日㈯10:00〜12:00（全20回）／
鶴瀬公民館／小中学生／20人／半年分
5,000円
（保険代800円は別途）
会員募集…第2･4土曜13:00〜17:00／鶴
瀬公民館／入会金1,000円／年会費2,000
円／月例会（将棋大会：月1回日曜10:00〜
17:00）
参加費1,000円／
渡邉 2049‑254‑4433
第48回春の華展
4月15日㈯・16日㈰10:00〜17:00（16日は
16:00まで）／キラリ☆ふじみ／展示発表／
主催富士見市華道連盟／無料／
秋元 2049‑251‑5638
第34回はるのなかよし公園まつり
4月16日㈰10:00〜14:00／なかよし 公 園
（上沢3丁目）
（雨天時：つるせ台小体育館）
／あそびのコーナー、模擬店、おみこし、
子ども抽選会、フリーマーケット
（1区画500
円・出店者募集）／主催ちゃんとちゃんと公
園をつくる会／長南 2049‑251‑5656

第16回きらめき写真展
4月24日㈪〜30日㈰9:30〜17:00（最終日は
16:30まで）／キラリ☆ふじみ／主催年金者
組合富士見支部写真クラブきらめき／無料
／岡本 2049‑251‑6248
富士見市茶道連盟 「親睦茶会」
4月29日㈷10:00〜15:00／鶴瀬西交流セン
ター／茶席2席（宗徧 流 四方庵、表千家）
／茶券1枚2,000円（2席・点心付き。当日
券あり）
／佐々木 2049‑251‑1170
第46回東上沿線女声コーラス交流会
5月6日㈯13:30〜15:30／キラリ☆ふじみ／
女声コーラス／無料／
牧 2049‑242‑8978
公開ハイキング 「足和田山」（山梨県）
5月14日㈰鶴瀬駅西口6:00出発／富士山、
富士五湖や樹海を見下ろしながら、東海自
然歩道を歩きましょう／45人（申込順）／参
加費6,000円
（バス・保険代含む）／説明会
5月9日㈫18:00鶴瀬コミュニティセンター（要
申込）
／主催富士見市峠山の会／
石塚 2049‑253‑4643

募 集
水谷剣友会
①毎週日曜10:00〜12:00②毎週木曜19:00
〜21:00／水谷小体育館／小学生〜一般
／剣道の練習・作法／入会金1,000円／
月会費750円
（保険代別途）
／
髙橋 2049‑252‑3475

第7回東入間防災フェア 東入間丼グランプリ
4月16日（日）9:00〜15:00／文化の杜公園
／被災地復興チャリティー
（ステージ、東北・
熊本物産展、子どもブースなど）／（一社） （男の厨房）キッチン おんどり
第4木 曜9:00〜12:00（8・12・2月を除く）
東入間青年会議所 2049‑261‑2283
／針ケ谷コミュニティセンター／男性／料
（13:00〜16:00）
理経験のない男性が、やさしく始められる
煮炊きの基本実習／月会費1,000円／
ラブキッズ ダンスサークル
キッズダンス発表会…4月23日㈰14:00〜
伊藤 2049‑254‑1477
16:00／コピスみよし／練習の成果をお披
阿波おどりグループ 「健」
露目します／無料
:00〜22:00②日曜14:00
月3〜4回①土曜18
:
:
会員募集…毎週土曜①13 00〜14 00②
:
〜18 00／キラリ☆ふじみ／阿波踊りの練
14:00〜15:00／南畑ふれあいプラザほか
習。高齢者施設での演舞／年会費5,000
／①3〜6歳②小学生／月会費なし（場所
円／森田
2090‑3472‑8776
代別途）
／仲田 2090‑6312‑3517
介護予防 「元気ダンス」
若さを保つ ｢元気ダンス｣ 無料体験講習
…5月18日
（木）10:30〜11:30／みずほ台コ
ミュニティセンター／15人（要申込）
会員募集…月3回木曜10:30〜11:30／み
ずほ台コミュニティセンター／シニア／昔懐
かしい曲に合わせてダンスの要素を組み込
んだ健康体操をします／月会費1,200円／
黒岩 2080‑5650‑5602
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リトミックくらぶ
月3回火曜①15:10〜15:50②16:00〜16:40
／鶴瀬西交流センター／①2歳〜年少くら
いのお子さんと親②年中〜小1くらいのお子
さんと親／外国の講師やリトミックの講師と
英語リトミックで遊ぶ／入会金1,000円／月
会費3,000円
（教材費含む）／
宮崎 2080‑8884‑5229(10:00〜17:00）

楊名時八段錦太極拳
月4回水曜13:30〜15:00／みずほ台コミュ
ニティセンター／健康のための太極拳／月
会費2,000円／若林 2049‑252‑4104
富士見市日中友好協会
中国文化交流講座…4月11日㈫から月3回
火 曜 ①14:00〜17:00②19:00〜21:00／
鶴瀬駅西口サンライトホール／初級中国語、
中国文化などの学習／講師侯紅葉／入会
金2,500円／月会費4,000円／
田口 2090‑2327‑4760
太極拳教室…毎週金曜19:00〜21:00／
鶴瀬駅西交流センター／月会費2,000円／
中島 2049‑251‑5604
ふじみ篆刻協会
鶴瀬西交流センター 第2・4金曜10:00〜12:00
水谷公民館
第1・3土曜10:00〜12:00
ふじみ野交流センター 第2・4土曜10:00〜12:00
針ケ谷コミュニティセンター 第2・4水曜10:00〜12:00
楽しい印づくり／いずれも月会費1,000円／
中島 2049‑251‑5604
みずほＥＣ会話会
毎週土曜10:00〜11:40／みずほ台コミュ
ニティセンター／高校生以上／英米人を招
いての英会話／月会費2,000円／体験あり
（500円）
／浜田 2049‑268‑1302
ワンステップ
月3回水曜10:00〜12:00／鶴瀬西交流セ
ンター／ネイティブの講師から楽しく英語を
学んでいます／入会金1,000円／月会費
3,000円／塚本 2049‑268‑1380
墨心会
第2・4火曜13:00〜16:00／針ケ谷コミュニ
ティセンター／書道（毛筆、ペン字）／月会
費2,400円／野村 2049‑255‑7324
親子でイングリッシュ子育てサークル
第1・3水曜10:30〜11:30／針ケ谷コミュニ
ティセンター／2歳以上のお子さんと親／英
語の歌やゲームを楽しんだ後、交流します
／1回600円／山田 2049‑255‑7814
リトミックくらぶ ふじみ野
月3回金曜①15:10〜15:50②16:00〜16:40
／ふじみ野交流センター／①1〜3歳のお子
さんと親②幼稚園児と親／ネイティブの講
師やリトミックの講師とピアノとギターの演奏
による英語リトミックで遊ぶ／入会金1,000円
／月会費3,000円
（教材費含む）
／
高橋 2090‑2244‑1423（10:00〜18:00）

