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市を代表して関東大会以上のスポ
ーツ大会に出場する選手などへの
支援として、激励金を交付してい
ます。大会開催日の2週間前まで
に申請してください。
対象大会／国、都道府県、日本体
育協会、日本レクリエーション協
会（これらの加盟団体を含む）が主催
する関東大会以上の大会
対象者／
 市内在住で市内の学校に在学す
る中学生以下の方
 富士見高等学校に在学し、スポ
ーツ活動の本拠地が市内にある
団体に所属している方
 市内在住でスポーツ活動の本拠
地が市内にある団体に所属して
いる方

※上記のほか、対象と認められる場
合もありますので、詳しくはお問い
合わせください。
問合せ／生涯学習課　2○内636

いじめ、不登校、虐待などについ
て、子どもが安心して気軽に相談
ができるよう、専用相談電話を設
置しています。
強化期間中は、通常の受付時間を
延長し、土・日曜も相談に応じま
す。※秘密は守られます。
強化週間中の受付／
6月26日（月）～7月2日（日）
午前8時30分～午後7時
（土･日曜は午前10時～午後5時）
通常受付／
平日午前8時30分～午後5時15分
電話番号／0120-007-110（全国共通、
無料。一部のIP電話からは接続不可）
相談担当者／法務局職員、埼玉県
人権擁護委員連合会子ども人権委
員会委員
問合せ／さいたま地方法務局人権
擁護課　2048-859-3507

　　
第7期富士見市高齢者保健福祉計
画（平成30～32年度）を策定するた
め、平成28年12月に高齢者のニー
ズ調査を実施し、報告書を作成し
ました。
調査結果をもとに問題点や課題、
要望を分析し、第7期富士見市高
齢者保健福祉計画の策定に反映さ
せていきます。アンケートへのご
協力ありがとうございました。
報告書は、高齢者福祉課、中央図
書館、市ホームページなどで閲覧
できます。
問合せ／高齢者福祉課　2○内391

　
この活動は、（公社）埼玉県緑化推進
委員会が行っている募金活動です。
皆さんからの募金は、県内の学校
や公園などの身近な緑化事業に充
てられるほか、市内に残る緑地の
保全に活用させてい
ただきます。
各町会の役員が伺い
ますので、ご協力を
お願いします。
募金期間／6月1日（木）～30日（金）
問合せ／まちづくり推進課　2○内454

日本赤十字社では、活動資金の募
集など「赤十字会員増強運動」を
展開しており、市でも6月にこの
運動を進めます。皆さんから寄せ
られた活動資金（会費や寄付金）は、
国内の災害や事故発生時の医療救
護活動、国際救援活動、医療事業、
講習普及事業、血液事業などに活
用されます。
各町会の役員が伺いますので、ご
協力をお願いします。
問合せ／福祉課　2○内333

東入間交通安全協会では、同協会
に加入されている方で過去5年、
10年、15年、20年、25年、30年、
35年、40年、45年間無事故・無違
反の優良運転者の表彰を行います。

表彰を希望される方はお申し込み
ください。
※申請書類、無事故・無違反証明申
請用紙は事務局で配布
申請期間／6月1日（木）～8月25日
（金）（土・日曜、祝日を除く）
問合せ／東入間交通安全協会事務局
（東入間警察署内）　2049-264-0991

平成29年度の労働保険（労災保険・
雇用保険）年度更新および石綿健
康被害救済法の一般拠出金の申
告・納付は6月1日（木）から7月10
日（月）までです。5月末に発送予
定の申告書・納付書を同封のパン
フレットなどを参考に、期間中お
早めに手続きをお願いします。
問合せ／埼玉労働局労働保険徴収
課　2048-600-6203

平成30年度、本校に就学・転学・
入学をお考えの保護者、地域の方、
関係職員の方に、学習内容、学校
生活などを見学していただけます。
申込み／FAXまたはメールで
※詳しくは、本校ホームページをご
覧ください。
※昨年度まで6・10月に実施してい
た学校公開は、今年度は行いません。
問合せ／富士見特別支援学校
2049-253-2820

本校に就学・入学・転学をお考え
の保護者や関係者の方に、学習内
容・学校生活などを公開します。
公開日／6月16日（金）、7月6日
（木）、10月26日（木）いずれも午前
9時30分～正午
公開学部／知的障害教育部門（小
学部・中学部・高等部）
定員／各80人
申込み・問合せ／県立所沢おおぞら
特別支援学校へFAXまたは電話で
204-2951-1102　℻04-2951-1105

ご

案

内

ご 案 内
Guidance

スポーツ大会出場選手等激励金

高齢者実態調査報告書を作成

緑の募金（家庭募金）にご協力を

日本赤十字会員増強運動にご協力を

優良運転者の表彰

全国一斉
｢子どもの人権110番｣ 強化週間

労働保険の年度更新手続並びに
一般拠出金の申告・納付について

富士見特別支援学校
学校見学のお知らせ

県立所沢おおぞら特別支援学校
学校見学日
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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／7月8日（土）午前9時30分～
正午（受付：11時30分まで）
場所／鶴瀬公民館
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／6月30日（金）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。詳しく
はお問い合わせください。
問合せ／建築指導課　2○内422

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／6月20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

男女共同参画週間は、男女共同参画
の推進のため、内閣府により設けら
れました。期間中は、男女共同参画
社会の形成の促進を図る各種行事
などを全国で実施しています。
市では、関連図
書とパネルの展
示を行います。
関連図書の展示
とき／6月10日（土）～25日（日）
場所／中央図書館
パネル展示
とき／6月23日（金）～29日（木）
場所／市役所1階待合スペース
問合せ／
人権・市民相談課　2○内273

　　　　
手話通訳者派遣事業で活躍する登
録手話通訳者の認定試験を行いま
す。
とき／7月8日（土）午前10時～
場所／市民福祉活動センターぱれ
っと
受験資格／
次のすべての条件を満たす方
 20歳以上で富士見市または三芳
町に在住の方
 手話通訳士資格保持者または手
話通訳者全国統一試験合格者
申込み／障がい福祉課にある申込
書に記入し、6月１日（木）～16日
（金）（必着）に郵送または直接
（〒354-8511（所在地は記載不要）富
士見市役所障がい福祉課）
※選考会で受験資格を審査し、6月
30日（金）ごろに受験資格審査結果通
知書を郵送します。
問合せ／障がい福祉課　2○内327

求人状況を知って働き方を考えよう
就職活動を始める前に、準備して
おきたいことや自分にあった就業
条件を考えます。
とき／6月23日（金）午前10時～正午
定員／20人（申込順） 
※お子さん同伴での受講はできません。

お仕事相談
応募書類の書き方や面接の練習な
ど、さまざまな相談に応じます。
とき／6月23日（金）午後1時15分
～4時（1人45分）
定員／3人（申込順）
※お子さん同伴で相談できます。

【共通事項】
場所／鶴瀬駅西口サンライトホール
対象／県内在住、在勤、在学の女性
講師／キャリアカウンセラー（埼
玉県女性キャリアセンター）
持ち物／筆記用具
※無料、保育なし
申込み・問合せ／6月1日（木）か
ら産業振興課（2○内383）へ電話で

企業説明と個別面接を行います。
とき／6月14日（水）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／大学（院）・短大・高専・専
門学校などを卒業後おおむね3年
以内の方
持ち物／履歴書（複数枚）、ハロー
ワークカード（お持ちの方）
問合せ／埼玉新卒応援ハロ－ワー
ク　2048-650-2234

　　　　　　　
税務署や国税局で勤務する税務職
員（国家公務員）の採用試験を行い
ます。
受験資格／平成30年3月に高等学
校、中等教育学校卒業見込みの方、
または既卒3年以内の方
試験内容／高等学校卒業程度
試験日／一次試験：9月3日（日） 
二次試験：10月中旬
申込み／6月19日（月）
～28日（水）にインタ
ーネットで
問合せ／関東信越国税局人事第二
課　2048-600-3111

　　　　
対象／現在、受給者証をお持ちで
引き続き治療が必要な20歳未満の
方の保護者
場所／朝霞保健所
申請期間／6月15日（木）～7月31
日（月）（土・日曜、祝日は除く）
必要書類／申請書、医療意見書、
健康保険証の写し、受診者の加入
する公的医療保険（健康保険）の被
保険者の市町村・県民税課税（非
課税）証明書など
※申請書類などは、朝霞保健所から
郵送されます。医療意見書は同封し
ませんので指定医に依頼してくださ
い。
問合せ／朝霞保健所
2048-461-0468

　

　ご　

案　

内

簡易耐震診断・耐震改修相談会 既卒3年以内の方の就職面接会

税務職員採用試験

6月23日～29日
男女共同参画週間

富士見市・三芳町
登録手話通訳者認定試験

女性のための
再就職支援セミナーとお仕事相談

小児慢性特定疾病医療費
支給継続申請のお知らせ

つきいち～臨時農産物直売所～
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暖かい季節はさまざまな虫が活動
します。虫の中には、日常生活に
悪影響を与える害虫
もいます。その種類
や生態の違いから駆
除方法も異なります。

毎年ハチなどの害虫に関する相談
が多く寄せられますが、害虫の駆
除は、その土地や建物の所有者な
どの責任として駆除を行うことと
なっています。
駆除の相談は専門業者などに直接
お問い合わせください。
問合せ／埼玉県ペストコントロー
ル協会　2048-854-2890

　
今年のスローガン
「あたりまえ　そんなみずこそ　
たからもの」
水道水は、皆さんの生
活や事業活動、都市基
盤を維持するための
重要な役割を果たしています。
この機会に、大切な水について考
えてみましょう。
問合せ／水道課　2○内505

ご

案

内

子

育

て

ご 案 内
Guidance

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  パパママ
　 準備教室

1日目
 6月17日㈯
 9:30～15:30

■対初めての出産
を平成29年9･10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（ご夫婦各自）、手鏡、昼食

2日目
 7月13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

 6月30日㈮
13:30～15:30

■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
ん（おおむね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6月19日（月）午前8時30分から電話で
※保育あり（おおむね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

 6月26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
 6月 7日㈬ ■水

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

 6月19日㈪ ■水
■鶴
■受 12:50～13:40　■場健康増進センター
■対平成29年1月16日～1月31日に生まれた子

12か月健診  6月13日㈫ ■水
■鶴
■受 12:50～13:40　■場健康増進センター
■対平成28年6月9日～6月30日に生まれた子

１歳６か月健診
 6月 6日㈫ ■水

■鶴
■受 12:50～13:40　■場健康増進センター
■対平成27年8月16日～9月7日に生まれた子

 6月21日㈬ ■水
■鶴
■受 12:50～13:40　■場健康増進センター
■対平成27年9月8日～9月30日に生まれた子

３歳健診  6月27日㈫ ■水
■鶴
■受 12:50～13:40　■場健康増進センター
■対平成25年12月生まれの子

■予  乳児・母乳相談  6月14日㈬
10:00～11:30

■受 9:40～10:00　■対１歳までのお子さん（第一子）とお母さん　■場ふじみ野交流セン
ター　■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。

■予  初めてパパの
　 子育てサロン

 6月17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

わくわく子育て
トーキング

 6月 2日㈮
10:00～11:30

■受 9:40～10:00　■対1歳くらいまでのお子さんとお母さん　■場鶴瀬コミュニティセン
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

ハチなどの害虫の駆除

6月1日～7日は水道週間です
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はじめて手話を学ぶ方を対象に開
催します。この機会に手話に触れ
てみませんか。
とき／７月７日・14日・21日・28
日、８月４日いずれも金曜
午後７時～９時
場所／鶴瀬西交流センター
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）
参加費／500円（テキスト・保険代）
申込み／６月１日（木）～23日（金）
（必着）に、富士見市社会福祉協議
会へFAX、直接または電話で
※講座名、住所、氏名（ふりがな）、
年齢、電話番号をお伝えください。
問合せ／富士見市社会福祉協議会
2049-254-0747　℻049-252-0111

 
夏休みの３日間、AET（外国語指
導助手）の先生たちと日本語に頼
らず英語だけで活動しませんか。
とき／８月22日（火）・23日（水）・24日（木）
午前コース
午前９時30分～正午
場所：ピアザ☆ふじみ
午後コース
午後１時30分～４時
場所：鶴瀬西交流センター
対象／小学５年生
内容／会話練習、調理など
定員／各コース20人
参加費／1,000円（保険代など）
申込期限／６月14日（水）
※詳しくは小学校を通してお知らせします。
問合せ／学校教育課　2○内621

参加・体験型の講習を通して自分
の運転能力について学ぶ安全運転
教室です。
とき／７月16日（日）
午前９時～正午
場所／セイコーモータースクール
対象／東入間警察署所管内に居住
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・問合せ／６月12日（月）か
ら、平日の午前９時～午後５時に
東入間警察署交通課
（2049-269-0110  ○内413）へ電話で

6月1日～10日は電波利用環境保護
周知啓発強化期間です。電波を正
しく利用するための周知・啓発活動、
不法無線局の取締りを強化します。
電波は暮らしの中で欠かせない大
切なものです。電波のルールはみ
んなで守りましょう。
問合せ／関東総合通信局
 不法無線局による混信・妨害
 203-6238-1939
 テレビ・ラジオの受信障害
 203-6238-1945
 地上デジタルテレビ放送の受信相談
 203-6238-1944

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／6月14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

平成27年10月から、「看護師等の
人材確保の推進に関する法律」の
改正により、看護職の資格をお持
ちで就業していない方は、届出が
必要になりました。
転居や出産・育児など
で離職した方は届出を
お願いします。
※届出方法など詳しくはお問い合わ
せください。
問合せ／埼玉県ナースセンター　
2048-824-7220

　
労働相談 （解雇や賃金不払いなどの
労使間トラブルに関する相談。無料。
祝日・年末年始を除く）
電話相談
とき／月～金曜午前9時～午後4
時30分
相談員／労働相談員（県職員）
来所相談
とき／月～金曜午前9時～午後4時
相談員／労働相談員（県職員）
若者労働ほっとライン
とき／第2・4土曜午前10時～午
後4時
相談員／社会保険労務士
※弁護士による特別労働相談（面接・
要予約）もご利用ください。
働く人のメンタルヘルス相談
（職場環境や仕事のストレスなどの
相談。無料、要予約。祝日・年末年
始を除く）
とき／毎週水曜午後1時30分～、
午後3時～
相談員／産業カウンセラー
場所・問合せ／
県労働相談センター（さいたま市浦
和区高砂3-15-1　県庁第二庁舎1階）
2048-830-4522

（ ）
6・7月
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シルバードライバードック

イングリッシュ・サマー・キャンプ

労働相談・メンタルヘルス相談はじめての手話講座（全5回）

STOP THE 不法電波！

行政書士による無料相談会

看護職の届出制度

INFORMATION FUJIMINO
「インフォメーションふじみの」
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とき／
甲種新規：6月20日（火）・21日（水）
乙種：6月20日（火）
いずれも午前９時～午後４時30分
場所／消防本部大講堂
対象／
富士見市、ふじみ野市、三芳町に
在住または在勤で管理監督的な立
場にある方（各事業所２人以内）
定員／
甲種新規、乙種合計90人（申込順）
受講料／4,000円（テキスト代など）
申込み／６月６日（火）午前８時30
分～午後４時に消防本部予防課・
東消防署消防課のいずれかに直接
問合せ／
消防本部予防課　2049-261-6007
東消防署消防課　2049-255-4119

ワードのスタイル、デザイン、テ
ーマ、ページ番号、表紙の挿入、
目次の作成などを学びます。
とき／６月24日（土）
午後１時～４時
場所／鶴瀬西交流センター
定員／30人
参加費／300円（資料代）
持ち物／ワード（2010・2013・2016）
がインストールされているノート
パソコン、筆記用具
主催／つるせ西PCクラブ、鶴瀬
西交流センター
申込み／６月１日（木）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

とき／６月18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／６月５日（月）～９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

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

6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 10日（土）午後2時「こねこのぴっち」
17日（土）午後2時「くまのおいしゃさん」

名作映画会 ２日（金）午後2時「ジャズ大名」
18日（日）午後2時「雨に唄えば」

おはなしかい（乳幼児） ７日（水）・21日（水）午前11時
おはなしかい（幼児・小学生） ３日（土）・24日（土）午後２時

鶴瀬西
分 館

こども映画会 ３日（土）午後２時「ムーミン総編集」
おはなしかい（乳幼児） 14日（水）・18日（日）午前11時
おはなしかい（幼児・小学生） 14日（水）午後3時30分、18日（日）午後2時30分

ふじみ野
分 館

こども映画会 24日（土）午前11時「雨ぼうずピッチャン」
（ミニ工作会付き）

おはなしかい（乳幼児） ９日（金）午前11時
おはなしかい（幼児・小学生） 17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。

ちょっと早めの!!　夏休み応援
講座　調べる学習にチャレンジ
とき／６月24日（土）
午後２時～４時30分
場所／図書館鶴瀬西分館
対象／市内在住の小学３～６年
生
定員／24人
講師／藤田利

とし

江
え

氏（全国学校図書
館協議会学校図書館スーパーバイ
ザー）
持ち物／図書館利用カード、筆
記用具、カラーペン、色鉛筆、
のり、はさみ
申込み／６月１日（木）から鶴瀬
西分館へ直接または電話で
問合せ／図書館鶴瀬西分館
2049-252-5945

ハーブを使ったアイピロー作り
初夏の香りのラベンダーと小

あ ず き

豆
を使って、エコなアイピローを
つくります。
とき／６月28日（水）
午前10時～正午
場所／ふじみ野交流センター
対象／18歳以上の図書館利用カ
ードをお持ちの方
定員／８人（無料、申込順）
持ち物／裁縫道具（針と糸）、
お好みの布（15×15cm以上）
申込み／６月１日（木）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

普通救命講習Ⅰ

甲種新規および
乙種防火管理講習

ワードで魅せる文章を
作ってみようⅢ
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ト

平和展示コーナー
とき／7月1日（土）・2日（日）
午前9時～午後5時
 11万人の平和メッセージ
 文芸作品（俳句・川柳・短歌・詩）
 市民平和作品展（絵画・書・写真）
 戦時中の暮らし体験コーナー

　（防空壕の再現）
 戦時中の遊び体験コーナー
 写真展
　「この子たちの未来のために」

 地球を覆
おお

う核兵器コーナー
 ピースメッセージの展示
　 市内小学6年生のピースメッセー
ジなど
模擬店・フリーマーケット
とき／７月１日（土）・２日（日）
午前10時～午後４時
模擬店  焼きそば、うどん、コーヒ
ー、マドレーヌ、花など
フリーマーケット  衣類、小物、ハ
ンドメイド品など

ピースタペストリー
　市民の皆さんが作った折り鶴で、
富士見高等学校の生徒の皆さんがタ
ペストリーを制作し、展示します。
　フェスティバル終了後は市内公共
施設で巡回展示をします。

平和の鐘を鳴らそう in ピースフェスティバル2017　
　市役所ロータリー入口にある「平和の鐘」は、1995年に戦後50年を記念して、平和の
鐘建設委員会により建てられました。その後、「平和の鐘友の会」として、鐘を鳴らして
きました。
　本市は、1987年７月、世界の恒久平和と富士見市民の幸せを願い、「富士見市非核平和
都市宣言」を行いました。今年は宣言から30周年、その主旨に沿って再びあの悲惨な戦
争を繰り返すことのないよう祈念し、「平和の鐘」を鳴らし、平和を願います。
とき／７月１日（土）午後０時30分～０時50分（集合：午後０時25分）
場所／富士見市役所前　平和の鐘

協賛券200円（中学生以下は無料）：2日間共通、1枚購入ですべてご覧いただけます。
協賛券が必要なイベント／愛と平和のコンサート、キッズ＆若者ライブ、市民構成劇 
※協賛券は鶴瀬公民館で販売しています（当日はキラリ☆ふじみで購入できます）。
※この収益は、ピースフェスティバル運営費、広島市平和記念式典市民派遣事業などに充てられます。

ピースフェスティバル2017
11万人の平和メッセージ～30年目の非核平和都市宣言～

とき／7月１日（土）・２日（日）
場所／キラリ☆ふじみ
主催／ピースフェスティバル実行委員会、市、市教育委員会
問合せ／鶴瀬公民館　2049-251-1140 昨年のタペストリー

　今年は「富士見市非核平和都市宣言（1987年）」30周年
を記念し、その理念を多くの市民に広げることを目的に、
ピースフェスティバルを開催します。
　今年も皆さんのご来場をお待ちしています。

１日（土）舞台
市民平和祈念のつどい
時間／午後1時～2時
場所／マルチホール

愛と平和のコンサート　
時間／午後2時～4時
場所／マルチホール　
出演／ヘルマンハープ “あい”、キラリ☆かげき団、
HARUNA MUSICAL LAFORET、コーラス歌

か

音
のん

、
T.O.P.、ミュージカル・ソー、西中学校吹奏楽部

２日（日）舞台
市民構成劇
｢ふり返れ、八月の光に
つむぐ言葉」
時間／午後1時～2時
場所／マルチホール

キッズ＆若者ライブ　　　
時間／午後1時～3時
場所／メインホール
出演／VIOLET、ひまわりキッズ、mama’co family、
LOVE KID’S、MISA KID☆S

市民構成劇

昨年のようす
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参加希望の方はお問い合わせください。
場所／運動公園など

種目 とき
ソフトテニス ６月18日（日）　

硬式テニス
６月４日（日）　
24日（土）　

７月16日（日）　

サッカー ６月１日（木）～
11月30日（木）　

軟式野球 ６月11日（日）～
８月20日（日）　

社交ダンス ６月11日（日）　

軟式少年野球 ６月11日（日）～
７月23日（日）　

インディアカ ６月18日（日）　
バレーボール ７月２日（日）　
健康体操 ７月７日（金）　
弓道 ７月９日（日）　
バウンドテニス ７月９日（日）　

ソフトボール ７月10日（月）～
８月30日（水）　

卓球 ７月16日（日）　
硬式少年野球 ７月17日（祝）　
ソフトバレー ８月27日（日）　
ゲートボール ９月20日（水）　
問合せ／富士見市体育協会
2049-254-9510

イ
ベ
ン
ト

イベント
Event

問合せ／富士見ガーデンビーチ　2049-254-4349

富士見ガーデンビーチ便り 第１号
ガーデンビーチは７月８日（土）オープン!

利用予定期間／
７月８日（土）～９月３日（日）
午前９時～午後５時
（入場は午後4時まで）
※7月10日（月）～14日（金）の終日および
7月18日（火）～20日（木）、8月25日（金）、
8月28日（月）～31日（木）、９月１日（金）
の午後１時までは、一般の方は利用で
きません。

耳より情報
今年はシャワールーム、トイレをリ
ニューアルし、より快適になりまし
た。また、昨年に引き続き、各種イ
ベントを多数計画しています。お楽
しみに！

施設見学会（バックヤードツアー）
参加者募集
オープン前の普段見られないガーデ
ンビーチを見てみませんか。　
※参加記念品付！
とき／７月２日（日）午後２時～４時
対象／小学４～６年生
（３年生以下は保護者同伴で可）
内容／プール内各施設見学、スタッ
フによる救命・救急法デモンストレ
ーション見学、救命・救急法体験
定員／20人（申込順）
申込み／６月16日（金）から電話で

プールサイドパフォーマー募集
真夏のプールサイドを皆さんのパフ
ォーマンスで盛り上げませんか。市
民サークルまたは学校サークル（部
活動）の皆さんに活動成果発表の場
として提供します。
詳しくは６月16日（金）以降にお問い
合わせください。

入場料金／

プール

区分 利用料

駐車場

区分 利用料
一般 500円 普通車 300円
中学生 300円 中型バス 1,000円
小学生 100円 二輪車 無料

※未就学児は無料

場所・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

夏休み縄文土器づくり（全３回）
とき 内容

７月２日（日）
午後１時～４時 粘土をこねる

７月９日（日）
午前10時～午後４時 土器の形を作る

７月30日（日）
午後１時～５時 土器を焼く

場所／資料館体験学習室など
対象／小学４年生～中学生
定員／15人（申込多数の場合は抽選）
参加費／300円（材料・保険代など）
申込み／６月10日（土）～24日（土）に
直接または電話で

縄文体験と公園観察（全２回）
とき 内容

７月22日（土）
午後２時～８時

石器づくり、縄文食づ
くり、夜の竪

たて

穴
あな

住居体
験、夜の自然観察など

７月23日（日）
午前５時～８時

朝の自然観察、火おこ
し、やり投げ体験など

場所／水子貝塚公園
対象／小学４～６年生
定員／15人（申込多数の場合は抽選）
参加費／1,000円（材料・保険代など）
申込み／６月10日（土）
～24日（土）に直接また
は電話で

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／６月３日（土）
参加費／200円（材料代）
定員／各20人（先着順）

アンギン編みでコースターづくり
とき／６月17日（土）
参加費／100円（材料代）
定員／各15人（先着順）

【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／体験学習室、学習広場
対象／小学生以上
（未就学児は保護者同伴で可）
※申込不要。直接お越しください。

市民健康増進スポーツ大会
（6～9月）

ムサビー
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とき／6月４日（日）
午前10時～午後3時　
※雨天時は内容を一部変更して実施
場所／難波田城公園
内容／
武者行列  午後1時に南畑八幡神
社を出発
火縄銃演武  午後2時～
芸能  和太鼓、鼓笛隊、よさこい
など
昔あそび  射的、ベーゴマ、竹と
んぼなど
体験・実演  はたおり、お茶席（100
円）、竹細工、拓本、紙芝居、人
力車（500円）など
模擬店  だんご、まんじゅう、や
きそばなど
※当日1,000人目の入館者には記念
品を贈呈。
※車での来場はお控えください。
主催／難波田城公園活用推進協議
会、難波田城資料館
問合せ／難波田城資料館
2049-253-4664

とき／６月25日（日）
午後２時開演　※無料
場所／針ケ谷コミュニティセンター
出演／日本大学芸術学部落語研究会
演目・出演者／
『牛

うし

ほめ』 九歩亭わん
『蜘

く

蛛
も

駕
か

籠
ご

』 志家ばーにぃ
『金

きん

明
めい

竹
ちく

』 隅日家鈍面
問合せ／針ケ谷コミュニティセン
ター　2049-251-8478

手作りいかだで柳瀬川下りに挑戦
しませんか。
とき／7月23日（日）
午前11時～午後3時　※雨天中止
場所／柳瀬川志木大橋周辺　　
参加費／1人500円（昼食代など）
主催／やなせ川いかだラリー実行
委員会、水谷東公民館

申込み／6月29日（木）までに直接
または電話で
説明会／7月11日（火）午後7時か
ら水谷東公民館で行います。
問合せ／
水谷東公民館　
2048-473-8717

　

　イ
ベ
ン
ト

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

じゃがいも掘り
とき／６月18日（日）午前10時～正午
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
持ち物／持ち帰り用の袋、シャベル、
汚れてもよい服装・靴
主催／難波田城公園活用推進協議会
申込み／６月3日（土）午前９時から
電話で

竹かご教室
「花かご」を作ります。
とき／６月18日（日）
午前９時30分～午後４時
場所／旧金子家住宅
対象／中学生以上
定員／12人（申込順。初参加の方優先）
参加費／1,000円
持ち物／前掛け（エプロン）、昼食
指導／資料館友の会竹かご部会
申込み／６月１日（木）
～８日（木）午前９時～
午後５時に電話で

6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
３日（土） 紙でっぽう
10日（土） はたおり
11日（日） ジュズダマの腕輪
17日（土） いろりの日
18日（日） わたくり
24日（土） はたおり
25日（日） 麦の石臼ひき

ゆかた着付け教室
とき／６月24日（土）午前10時～正午
場所／資料館講座室
対象／中学生以上
定員／15人（無料、申込順）
持ち物／
女性  ゆかた、半幅帯、裾

すそ

よけ、伊
だ

達
て

じめ、腰ひも２本、肌じゅばん（タ
ンクトップでも可）、タオル３本（お持
ちの方は帯板、コーリンベルト）
男性  ゆかた、帯、ランニングシャツ
指導／和道文化着装協会
申込み／電話で

さきおり教室（全3回）
布を裂いて織る「さきおり」で布（35
×80cm）を作ります。
とき／
①7月8日（土）午後1時30分～3時30分
②7月9日（日）・11日（火）・12日（水）・
14日（金）のいずれか午前10時～午後
3時のうち２時間の個別学習
③7月15日（土）午前10時～正午
場所／旧大澤家住宅
対象／小学4年生～大人
定員／8人（原則として全3回参加可能
な方。申込順）
材料費／800円
持ち物／布（完成品の4倍程度）、はさ
み、筆記用具
指導／ふじみ手織りの会
申込み／電話で

早朝の蓮
はす

を見に来ませんか
とき／6月10日（土）～7月17日（祝）の
土・日曜、祝日は午前6時開園
※資料館や古民家は午前9時開館

難波田城公園まつり やなせ川いかだラリー

第13回針ケ谷コミセン寄席



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。
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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

柳瀬川の魚やエビを投網でとった
り、水の検査を行いながらリバー
ウォッチングを楽しみます（無料）。
とき／６月25日（日）
午前8時30分～午後２時　
※水谷東公民館集合・解散（小学３
年生以下の児童は必ず保護者の付き
添いをお願いします）

対象／小学生以上
行程／水谷東公民館から富士見橋
河川敷および、志木市役所付近の
新河岸川との合流地点までの往復
（約5㎞）
指導／金

かな

澤
ざわ

光
ひかる

氏（県環境科学国際セ
ンター）
持ち物／弁当、飲み物、着替え、
タオル、川の中で履くサンダルま
たは運動靴、魚採り網と入れ物、
雨具、筆記用具
申込み／6月5日（月）～12日（月）
午前９時～午後５時に直接または

電話で（土・日曜は除く）
主催／やなせ川いかだラリー実行
委員会、水谷東公民館
問合せ／水谷東公民館　
2048-473-8717

イ
ベ
ン
ト

市
民
伝
言
板

く
ら
し
の
リ
ユ
ー
ス

イベント
Event

学 ぶ
Learning

•●● 5月10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

冷蔵庫／洗濯機／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／五月人形（段
飾り）／車イス／仏壇／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／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／自転車（大人用）／みふ
じ幼稚園体操着（4号以上）／勝瀬中制服夏･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150～60㎝･緑L）

ゆずってくださいゆずります

新婦人サークル作品展・体験会
6月8日㈭～11日㈰9:30～17:00（初日は13:00
～）／中央図書館展示ホール／リフォーム
作品･手作り雑貨･手織物など／主催新日
本婦人の会富士見支部／無料／
長谷川　2049-251-3249

小品盆栽展示会
6月10日㈯10:00～17:00・11日㈰9:00～
16:00／キラリ☆ふじみ／主催富士見小品
盆栽会／無料／山

やま

賀
が

　2049-251-4481

A
ア ス ナ ロ

SUNAROつるせ
ラウンドダンス無料体験…6月1日（木）11:00
～13:00／鶴瀬公民館／女性／社交ダン
スとフォークダンスのステップを輪になって踊
るダンスです／無料／
横山　2090-2437-4499
会員募集…月4回木曜13:00～16:00／鶴
瀬公民館／女性／入会金500円／月会費
2,000円／入会前に初心者講習あり／
黒川　2090-5312-0563

みのほどしらずコンサート　パート18
6月10日㈯14:00開演（13:30開場）／鶴瀬
コミュニティセンター／なつメロ、シャンソン、
タンゴなどを物語風に楽しくつづります／主
催ゆうなの会／無料／
戸部　2049-262-4023

ひこばえハイキングクラブ　
月例会：第1木曜（または第2木曜）19:30～
21:30／みずほ台コミュニティセンター
山行：月2回（年計画に沿って実行）／創立
45年。近郊の低山から無雪期の高山まで
／入会金1,000円／年会費4,000円／
新井　2049-251-2574

プアヒナノフラマリエ
第1･3火曜10:30～11:30／ピアザ☆ふじみ
／未就園児と親／フラダンス／1回500円
／平塚　2080-5061-5464

富士見市囲碁同好会
第1･3日曜9:00～17:00／鶴瀬公民館／
囲碁の対局（お好み対局、大会あり）／年
会費3,000円／榊原　2049-254-8305

みずほ台姫
ひめ

沙
しゃ

羅
ら

俳句会
第3木曜13:00～17:00／鶴瀬駅西口サン
ライトホール／俳句の勉強会／月会費1,000
円／加

か

茂
も

　2049-251-1666　

コットン・ドア
月2回木曜10:00～12:00／ふじみ野交流セ
ンター／パッチワーク･ハワイアンキルトの作
品作り／月会費2,000円／体験あり（要予
約）／菅

すが

　2049-255-1570

佐世保ヨーガサークル・ナイト
月4回火曜19:00～20:30／みずほ台コミュ
ニティセンター／ヨーガの研修／入会金
1,000円／月会費3,500円／
弘
ひろ

瀬
せ

　2049-253-6992

川の探検隊

イベント

募　集
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