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スポーツ安全保険のご案内

平成30年度の受付が3月1日（木）
から始まります。
対象／スポーツ活動や文化活動な
どを行う4人以上の団体
保険期間／
4月1日～平成31年3月31日（加入
手続きが4月1日以降の場合は、払込
日と加入依頼書を郵送した消印日の
いずれか遅い日の翌日から有効）
事故の範囲／団体管理下での活動
中（国内）の事故など
補償内容／傷害保険、賠償責任保
険、突然死葬祭費用保険
※加入区分により補償金額は異なり
ます。
掛金／800円～11,000円（活動内容
により異なります）
加入方法／加入依頼書は、市民総
合体育館事務所にあります。
※｢スポ安ねっと｣をご利用の場合は
スポーツ安全協会のホームページを
ご覧ください。
問合せ／（公財）スポーツ安全協会
埼玉県支部　2048-779-9580

平成29年6月の住宅宿泊事業法の
成立を受け、分譲マンションにお
ける住宅宿泊事業（いわゆる民泊）
をめぐるトラブル防止のため、住
宅宿泊事業を許容するか否か、あ
らかじめ管理規約上明確化してお
くことが望ましいという考え方が
国土交通省より示されました。
それに伴い、マンション標準管理
規約が改正され、住宅宿泊事業を
可能とする場合と禁止する場合双
方の規定例が示されています。
規定例を参考に、各マンションの
管理規約の見直しや改正をしまし
ょう。
問合せ／（公財）マンション管理セ
ンター　203-3222-1517
県住宅課　2048-830-5573

マンション標準管理規約
改正のお知らせ

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。
※レジ袋削減のため、買い物袋をお
持ちください。
とき／3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

手話通訳者派遣事業を利用されて
いる方と手話通訳者派遣事務所
（富士見市社会福祉協議会）との懇談
会を行います。
とき／3月24日（土）午後1時30分
～3時30分
※申込不要
場所／市民福祉活動センターぱれ
っと
対象／手話通訳者の派遣を利用し
たことのある方、利用しようと考
えている聴覚障がい者、中途失聴
者、難聴者の方またはその家族
問合せ／富士見市社会福祉協議会
2049-254-0747
℻049-252-0111

不動産無料相談会

不動産鑑定士が不動産の価格など
の相談に応じます。
とき／4月7日（土）午前10時～午
後4時
場所／
さいたま浦和会場：さいたま市浦
和コミュニティセンター第6集会
室（JR浦和駅東口徒歩1分）
川越会場：丸広百貨店川越店8階
バンケットルーム（川越駅東口徒歩
7分）
問合せ／（公社）埼玉県不動産鑑定
士協会　2048-789-6000

手話通訳者派遣事業
利用者懇談会のお知らせ

4月2日（月）から開庁時間が変更
になります。
開庁時間

現　行 午前9時～午後5時
※3月30日（金）まで

変更後 午前10時～午後5時

富士見市ふるさとハローワークは、
市とハローワーク川越が共同で運
営する施設です。
場所／鶴瀬駅西口サンライトホー
ル内
利用日／月～金曜
（祝日、年末年始を除く）
業務内容／
• タッチパネル式求人検索パソコ
ンを利用した求人情報の提供
• 専任の相談員による職業相談・
職業紹介
• 就労支援を目的としたセミナー
の情報提供など

※駐車場、駐輪場はありません。
※雇用保険や職業訓練の手続きはで
きません。ハローワーク川越までお
願いします。
問合せ／富士見市ふるさとハロー
ワーク　2049-253-8581

4月1日（日）から入園料を改定し
ます（試行）。
•こども料金が無料になります。
•  大人料金（一般）が410円から450円
になります。
•  大人料金（年間パスポート）が4,100円
から4,500円になります。
試行期間／4月1日（日）～平成31
年3月31日（日）
問合せ／森林公園管理センター　
20493-57-2111

富士見市ふるさとハローワーク
の開庁時間変更のお知らせ

国営武蔵丘陵森林公園
入園料改定（試行）のお知らせ
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募 集
Invitation

ピースフェスティバル2018は、7
月11日（水）～15日（日）に開催しま
す。
平和に関するメッセージや作品展
示、舞台発表、縁日などを予定し
ています。企画や準備に協力して
いただける方を募集します。
※ピースフェスティバルは、｢富士
見市非核平和都市宣言｣（1987年）の
理念を市民に広げようと始まりまし
た。この事業はピ
ースフェスティバ
ル実行委員会、市、
市教育委員会の共
催で取り組んでい
ます。
問合せ／
鶴瀬公民館　2049-251-1140

みずほ学園非常勤嘱託職員

募集人数／①②若干名
職種／
①保育士・児童指導員・看護師
②支援相談員
勤務内容／
①クラス担任として発達に遅れの
ある子どもの療育指導（看護師は医
療的ケアが必要な子どもへの処置も
含む）
②地域療育支援事業の担当
資格／
①保育士、児童指導員、看護師
②臨床心理士、保育士、児童指導
員など法令に基づく専門職資格
勤務時間／①②週5日（月～金曜）
午前8時30分～午後5時
賃金／
①保育士 月額163,930円
　看護師 月額233,980円
②月額196,340円
※随時受付。詳しくはお問い合わせ
ください。
問合せ／
みずほ学園　2049-252-3237

ピースフェスティバル
実行委員・協力スタッフ

ご 案 内
Guidance

市内在住の方で、公費の援助また
は扶助を受けるために証明書を取
得するときは、手数料が減免され
る場合があります。減免の適用を
受ける場合は、使用目的や提出先
などがわかるパンフレットなどの
提示が必要です。詳しくはお問い
合わせください。
※住民票、課税（非課税）証明書は各
出張所でも取得できます。
問合せ／
住民票について
 市民課市民係　2○内306
課税（非課税）証明書について
 税務課諸税係　2○内347

固定資産税の納税者で、固定資産
課税台帳に登録された価格（評価
額）に不服がある場合は、固定資
産評価審査委員会に審査の申出を
することができます。
なお、審査の申出にあたっては、
あらかじめ課税根拠などについて、
税務課で説明を受けていただくよ
うお願いします。
申出期間／台帳登録の公示の日（4
月2日（月））から、納税通知書の交
付を受けた日後3か月までの間
問合せ／固定資産評価審査委員会
（監査委員事務局内）　2○内285

3月1日（木）～10月31日（水）の放
送時刻は午後5時、曲目は ｢夕焼
け小焼け｣ です。
問合せ／安心安全課　2○内446

住民票、課税（非課税）証明書
手数料の減免について

固定資産評価審査委員会からの
お知らせ

夕焼け放送の
時間と曲目が変わります

募

集

ご

案

内

埋蔵文化財発掘調査協力員登録者

遺跡の発掘調査現場での作業に携
わる調査協力員の登録を受け付け
ます。
※登録者の中から必要に応じた人数
を雇用します。
登録要件／18～65歳の健康な方
勤務地／市内の遺跡発掘調査現場
（屋外）
勤務日／発掘調査の現場作業があ
る時(平日)
雇用期間／4月1日～平成31年3月
31日
賃金／時間額950円
申込み／3月20日(火)
までに、生涯学習課
にある履歴書に記入
し直接（写真貼

ちょうふ

付）
問合せ／生涯学習課　2○内637

障がいのある方への生活や作業の
支援、就労支援を行います。
嘱託職員
勤務場所／
①むさしの作業所（上南畑3262-1）、
ふじの木作業所（東大久保3655）、
大井デイケアセンター（ふじみ野市
大井中央2-2-1）
②みよしの里（三芳町上富322-2）
③ふじみ野市障害者就労支援セン
ター（ふじみ野市大井中央2-2-1）
勤務時間／①③週5日（月～金曜）
午前8時30分～午後5時
②入所施設のため変則勤務
賃金／
①月額171,250円
②月額180,730円
③月額235,400円
※各種手当・保険あり
パート職員
勤務場所／むさしの作業所（上南
畑3262-1）
勤務時間／週5日（月～金曜）
午前9時30分～午後3時30分
（応相談）
賃金／時間額950円
問合せ／
むさしの作業所　2049-252-5270

入間東部福祉会
嘱託職員・パート職員
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市内各所で道路や水路の応急処理
などを行います。
募集人員／1人
勤務時間／
週５日（月～金曜）
午前８時30分～午後５時
期間／原則１年間
賃金／月額152,420円
※詳しくはお問い合わせください。
問合せ／道路治水課 2○○○409

公園などの清掃、草刈り、樹木せ
ん定作業などを行います。
募集人数／若干名
応募資格／65歳未満の方で、健康
で体力に自信があり意欲のある方
勤務時間／週３日シフト制（平日）
午前９時～午後４時30分（昼休憩含
む）
賃金／時間額950円
問合せ／
まちづくり推進課 2○○○443

出品部門／日本画、洋画、彫刻、
工芸、書、写真
※各部門規格制限あり
資格／県内在住、在勤、在学の15
歳以上の方（中学生を除く）
出品点数・手数料／各部門３点ま
で。１点につき3,000円
※応募方法など詳しくは、県ホーム
ページ、県生涯学習文化財課などに
ある開催要項をご覧ください。

問合せ／県生涯学習文化財課
2048-830-6921

子
　
育
　
て

募
　
集

県展開催期間／
５月29日（火）～６月20日（水）
（月曜休館）
場所／県立近代美術館

公園清掃員 埼玉県美術展覧会作品募集

子育て健康ガイド 問合せ／健康増進センター 049-252-3771 ℻ 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」

現場作業員（非常勤嘱託職員）

募 集
Invitation

事業名 と　き 詳　　　細

■予  見て！食べて！
　 はじめて
　 離乳食教室

 3月 7日㈬
13:30～15:30

■受 13:00～13:20 ■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、調理体験、試食（親のみ） ■定 15人（申込順）
■持母子健康手帳、赤ちゃん手帳、筆記用具、手ふき　■申 2月26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

 3月19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  3月 6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
■場鶴瀬西交流センター ■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
 3月13日㈫ ■水

■鶴
■受 12:50～13:40 ■場健康増進センター
■対平成29年10月1日～10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

 3月26日㈪ ■水
■鶴
■受 12:50～13:40 ■場健康増進センター
■対平成29年10月16日～10月31日に生まれた子

12か月健診  3月 6日㈫ ■水
■鶴
■受 12:50～13:40 ■場健康増進センター
■対平成29年3月11日～3月31日に生まれた子

１歳６か月健診  3月14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

３歳健診  3月20日㈫ ■水
■鶴
■受 12:50～13:40 ■場健康増進センター
■対平成26年9月生まれの子

■予  乳児・母乳相談

 3月 5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。

 3月23日㈮
10:00～11:30

■場みずほ台コミュ
　 ニティセンター
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高齢者のさらなる生きがいを追求
する生涯学習と、親

しん

睦
ぼ く

交流を深め
る富士見市コミュニティ大学の受
講生を募集します。
10種目のクラブ活動や春・秋のウ
ォ－キング大会、修学旅行、ゲー
トボール大会、学生作品展示会な
どがあります。
開校期間／
４月13日
～平成31年
３月１日第１･３金曜
場所／老人福祉センター「びん沼荘」
※送迎バスあり
対象／市内在住で満60歳以上の方

学

ぶ

子

育

て

内容／
午前 一般教養講座（健康・福祉や安
心・安全など、日々の暮らしと生活・
地域社会に密着した内容や、文芸・
歴史・政治・環境などの学習）
午後 クラブ活動（民謡、俳句、社交
ダンス、美術、書道、ゲートボール、
歌謡教室、心身太極健康、健康ウォー
キング、折紙教室）
定員／130人
参加費／受講運営協力金3,000円、
学生自治会費500円
申込み／３月21日（祝）までに申込
書に記入し直接
※申込書は、老人福祉センター、各公
民館・交流センター・コミュニティセ
ンター、高齢者福祉課にあります。
問合せ／
富士見市コミュニティ大学事務局
角
かく

谷
や

　2090-4373-9253
白井　2090-4719-4261

家族を守るための知恵や、身近なも
のを使った防災グッズを紹介します。
とき／３月17日（土）
午後２時30分～４時
場所／みずほ台中央公園交流施設
※車での来場はご遠慮ください。
定員／20人
講師／あんどう
りす氏（アウトド
ア流防災ガイド）
申込み／３月１日
（木）から直接または電話で
問合せ／
水谷公民館　2049-251-1129

とき／３月３日（土）午後７時
（午後６時30分開場） ※無料、申込不要
場所／針ケ谷コミュニティセンター
講師／東

あずま

俊介氏（元ハンドボール日
本代表キャプテン）
主催／市教育委員会、市体育協会、
市スポーツ推進委員連絡協議会
問合せ／生涯学習課　2○内636

スマートフォンなどの普及が進み、
子どもがインターネット上の有害
情報に触れたり、犯罪などのトラ
ブルに巻き込まれる事例が増えて
います。春の進学・入学の前に、
安全にインターネットを使えるよ
う、ご家庭でのルールの確認やフ
ィルタリングサービスを活用しま
しょう。
参考／普及啓発リーフ
レット集（内閣府）
相談窓口／
けいさつ総合相談センター
2#9110または2048-822-9110

中央図書館 049-252-5825
鶴瀬西分館 049-252-5945
ふじみ野分館 049-256-8860

※ふじみ野交流センターが休館の場合は分館も休館し、翌日開館します。
※中央図書館はリニューアルオープン準備のため、３月１日（木）～31日（土）まで完全休館します。
※水谷東公民館図書室は、２月28日（水）まで休館します。予約図書の受取りと返却ポストは
利用できます（平日午前８時30分～午後５時15分）。

3月のおはなしかい＆映画会
内　容 と　　き

鶴瀬西
分 館

一般映画会 3日（土）午後２時 「Give and Go」（2008年・日本）
※午後１時30分より整理券配布

おはなしかい（乳幼児） 14日（水）・18日（日）いずれも午前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 「はらぺこあおむし」
おはなしかい（乳幼児）  9日（金）午前11時
おはなしかい（幼児） 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。

【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）

水谷東公民館図書室
３月1日（木）から通常開室
（火～日曜午後１時～５時）
問合せは中央図書館まで

めざせ！図書館博士！！
～本からはじまる大発見～
とき／３月21日（祝）
午前10時～11時30分
場所／図書館鶴瀬西分館
対象／市内小学生
定員／10人
持ち物／筆記用具、図書館利用カード
申込み／３月１日（木）午前９時30分
から鶴瀬西分館へ直接または電話で

カフェトーク
リラックスした雰囲気の中でお茶
を飲みながら、おすすめの本の紹
介をしたり、聞いたりしませんか。
とき／３月11日（日）午後２時～３時
場所／ふじみ野交流センター
定員／20人（無料、申込不要）
持ち物／おすすめの本、好きな本
問合せ／図書館ふじみ野分館
2049-256-8860

学 ぶ
Learning

子 育 て
Child-rearing

平成30年度富士見市コミュニ
ティ大学（全20回）

毎日の生活に役立つ
アウトドア流防災講座

お子さんのスマートフォンの
使用について

スポーツ指導者養成講座
ハンドボールから学んだ思い
やりと“出来ない”を“出来る”
にする努力する習慣
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家でも出来る
トレーニング＆ストレッチ
とき／3月11日（日）
午後1時30分～2時30分
場所／多目的室1・2
定員／20人（申込順）参加費／300円

パークエクササイズ
ウォーキング＆ランニング講座
とき／3月11日(日)
午前10時30分～11時30分
場所／文化の杜

もり

公園
定員／25人（申込順）参加費／300円

初めてのピラティス（全6回）
とき／4月2・9・23日、5月7・14・
28日いずれも月曜
午後1時30分～2時30分
場所／剣道場　定員／30人（申込順）
参加費／3,000円

フットサルスクール（全9回）
とき／4月4・11・18・25日、5月
2・9・16・23・30日いずれも水曜
小学1～3年生
午後5時30分～6時30分
小学4～6年生
午後6時40分～7時40分
場所／メインアリーナ
対象／小学生 定員／各30人（申込順）
参加費／9,000円

体育館de個サル（全9回）
個人で参加できるフットサルです。
とき／4月4・11・18・25日、5月
2・9・16・23・30日いずれも水曜
午後8時～9時30分
場所／メインアリーナ
対象／中学生以上
定員／30人（申込順）
参加費／1回1,000円

ベビーとママの
ヨガ＆産後ダンス（全4回）
とき／4月11・25日、5月9・23日
いずれも水曜午前10時～11時
場所／柔道場
対象／首が座っている赤ちゃんから
歩く手前までの赤ちゃんと保護者
定員／20組（申込順）参加費／2,000円

市民総合体育館のお知らせ
 問合せ 049-251-5555

はじめてのヨガ（朝）（全6回）
とき／4月2・9・23日、5月7・14・28
日いずれも月曜午前10時～11時30分
場所／多目的室1・2
定員／25人（申込順）
講師／伊藤祥

さち

子
こ

氏
参加費／3,000円

はじめてのヨガ（夜）（全8回）
とき／4月4・18・25日、5月2・9・
16・23・30日いずれも水曜
午後8時～9時
場所／剣道場　定員／25人（申込順）
講師／吉村朋子氏
参加費／4,000円

春休み卓球教室（全3回）
とき／4月3日（火）～5日（木）
低学年クラス（小学1～3年）
午前9時～10時30分
高学年クラス (小学4～6年)
午前10時45分～午後0時15分
場所／メインアリーナ
対象／小学生 定員／20人（申込順）
参加費／1,500円

ボクシングエクササイズ（全9回）
とき／4月3・10・17・24日、5月1・
8・15・22・29日いずれも火曜
午後1時30分～2時30分
場所／剣道場　定員／25人（申込順）
参加費／4,500円

【共通事項】
主催／（公財）キラリ財団
申込み／3月2日（金）から午前8時
30分～午後9時30分に直接または
電話で

学 ぶ
Learning

とき／3月24日（土）午前9時～正午
場所／消防本部4階大講堂
対象／市内在住、在勤、在学の方
定員／30人（無料、申込順）
申込み／3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
049-261-6673

普通救命講習Ⅰ

富士見市の支え（られ）るコレク
ション ～あなたの“何かがしたい”
がきっとみつかる～

地域で支えあいながら生活するた
めの秘訣を見つけてみませんか。
とき／3月22日（木）正午～午後2時
場所／老人福祉センター｢びん沼荘｣
内容／
①生きいきと生活するための“秘訣”
講師：鈴山将史氏（生活支援コーデ
ィネーター、富士見市社会福祉協議会）
②支える・支えられるコレクション
の発表
発表者：水谷東安心まちづくり協
議会「水谷東地域支え愛隊」、縄
文の丘自治会（渡戸東町会内）、いき
いきパワーアップクラブ、ぱれっ
と料理の会
※ふじみパワーアップ体操の体験、
パネル展示などあり
参加費／無料（軽食を希望する方の
み300～400円程度）
申込み／3月15日（木）までに、富士
見市社会福祉協議会 （ 049-254-
0747）へ電話で
※住所、氏名、電話番号、軽食希望
の有無をお伝えください。
主催／市、富士見市社会福祉協議会
問合せ／高齢者福祉課 ○○○391

教育講演会
「子どものシグナル見えますか？」
―信じて・任せて・待つ…学び
合いの子育てのために―

子どもへの理解を深め、子どもと
大人の関係を見つめ直してみませ
んか（無料、申込不要）。
とき／3月10日（土）午後1時～4時
30分（午後0時30分開場）
場所／水谷公民館
内容／
第一部 講演 （午後1時～2時40分）
講師：広木克行氏（神戸大学名誉教授）
第二部（午後2時50分～4時30分）
講師との意見交換、
相談 ※自由参加
問合せ／
水谷公民館
049-251-1129
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リプラ祭

とき／3月3日（土）午後1時～4時、
4日（日）午前10時～午後3時30分
場所／リサイクルプラザ利彩館
内容／再生家具（小物）・食器類の
販売、パッチワーク・さき織り教
室などによる作品展示・販売、パ
ッチワーク・さき織り・木工など
の体験コーナー
問合せ／リサイクルプラザ利彩館
049-254-1160

企画展「竪穴住居の世界」
復元竪穴住居の改修工事完成に合
わせ、竪穴住居の展示会を開催し
ます（無料）。
期間／
3月24日（土）
～6月10日（日）
場所／展示室

ふじみ考古学教室
「竪穴住居を復元する～実験考古
学の成果から～」
とき／3月24日（土）
午後1時30分～3時
場所／体験学習室
定員／30人（無料、申込順）
講師／山田昌久氏（首都大学東京教授）
申込み／直接または電話で

展示解説会
企画展の展示解説会を行います。
とき／3月31日（土）午前10時30分
～11時　※無料、申込不要
場所／展示室　解説／当館学芸員

土曜おもしろミューズランド
貝がらアクセサリーづくり
とき／3月17日（土）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
定員／各40人（先着順）
※未就学児は保護者同伴で可
参加費／100円（材料代）

水子貝塚資料館のお知らせ
 問合せ　 049-251-9686

とき／3月10日（土）・11日（日）
午前10時～午後5時
※11日は午後4時まで
オープニングセレモニー
とき／10日（土）午前11時
内容／針ケ谷保育園園児による太鼓
演奏

作品展示（両日）　※ は体験、 は
販売あり。篆

てん

刻
こく

は実演もしています。
書、水墨 、絵、七宝 、篆刻 、
俳句、連句、和小物 、リメイク 、
手芸 、編物 、フラワーアレンジ
メント 、パソコン作品、絵手紙、
能面、昔あそび

舞台発表（3月11日（日）午前10時50分～
午後3時45分）
楽器演奏、コーラス、舞踊、詩吟、
フラダンス、朗読、銭太鼓、キッズギ
ター、ギターとのこぎり音楽と朗読

喫茶コーナー（両日午前10時～午後4時）
コーヒー、パン、健康スープ、山
菜おこわ、お餅

もち

など
※餅つき体験もできます。

体験コーナー
①気功、太極拳
とき／10日（土）午後1時～1時40分
協力／楊

よう

名
めい

時
じ

気功太極拳椿会
②筋力バランスアップ体操
とき／10日（土）午後2時～２時40分
協力／パワーアップ針ケ谷
③ストレッチ体操
とき／10日（土）午後3時～３時40分
協力／イージーストレッチング真

まっこう

向
法愛好会
【共通事項】
定員／各20人
参加費／無料
持ち物／動きやすい服装と底の低い靴
申込み／3月9日（金）までに直接ま
たは電話で

問合せ　 049-253-4664
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

場所・問合せ／針ケ谷コミュニティセンター　 049-251-8478
針ケ谷・みずほ台コミュニティセンター合同文化祭

春季企画展「里
さと

神
か ぐ ら

楽と面師」
市内の神社に奉納される
里神楽と、市内で神楽や
お囃

は や し

子の面を製作する面
師を紹介します（無料）。
とき／3月10日（土）～6月10日（日）
場所／特別展示室

昔の着物を着てみよう
野良着や羽織などを着て、ちょっと
昔の気分を味わってみませんか。子
ども用もあります（無料、申込不要）。
※順番待ちになる場合もあります。
とき／3月24日（土）・25日（日）
午後1時～3時 ※午後2時30分受付終了
場所／講座室
協力／和道文化着装協会

ちょっ蔵市「草もち」の販売
とき／3月25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

企画展関連事業「里神楽演舞」
とき／3月17日（土）
午前11時～正午、午後2時～3時
※いずれも開場は30分前
場所／旧大澤家住宅
出演／齊藤社

しゃちゅう

中
定員／50人（無料、当日先着順）

3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）麦の石臼

うす

ひき
4日（日）ブンブンごま

10日（土）はたおり

11日（日）わたくり

18日（日）トントン紙相
ずもう

撲
21日（祝）風

かざぐるま

車であそぼう
24日（土）はたおり、昔の着物を着てみよう

25日（日）昔の着物を着てみよう

31日（土）いろりの日
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南畑ふるさとまつり

とき／3月10日（土）午後1時～5時、
11日（日）午前9時～午後3時30分
場所／南畑公民館
内容／舞台発表、作品展示、模擬
店、子どもみこし､お楽しみ抽選会
問合せ／南畑公民館
049-251-5663

とき／3月16日（金）午前10時～正午
場所／ふじみ野交流センター ※無料
作・演出／唐沢民

みんけん

賢氏
出演／さかどシニア劇団「極楽と
んぼ」
問合せ／ふじみ野交流センター
049-261-5371

ふじみ野じゅく公開公演 人情時代劇
「滑

こっけい

稽芝居・三匹の婆
ばあ

さん」

とき／3月25日（日）
午前10時～午後2時（雨天決行）
場所／南畑直売センター周辺
（難波田城公園東側）
内容／
無料 かまど炊きご飯・けんちん 
汁の試食、お抹茶・お花の体験（な
くなり次第終了）、リラクゼーション
の体験
イベント 玉入れ、どじょうすく
い、富士見太鼓の会演舞
販売 地元野菜、お米、手づくり
加工品など
※雨天の場合は内容を変更します。
主催／富士見有機生産者集団
後援／富士見市農業研究団体連絡
協議会、難波田城公園地域環境保
全協議会
※菜の花は、環境にやさしい米作り
の肥料にするために栽培しています。

菜の花まつり
～消費者と生産者の交流会～

菜の花摘み（無料）
3月25日（日）～4月8日（日）の期間、
難波田城公園周辺と東大久保地区
の菜の花の咲いている田んぼでで
きます。
問合せ／産業振興課 ○○○243

3.11を忘れないコンサート

とき／3月11日（日）
午後1時30分（午後1時開場）
場所／鶴瀬コミュニティセンター
出演／被災者の話（福島県浪江町）、
富士見高校吹奏楽部、コーラス歌

か

音
のん

、ボーカルグループ加藤企画、
アンサンブルスマイル（琴生流大正
琴）、つるせ台小学校コーラスクラ
ブ、音楽ボランティアしゃぼん玉
※無料。参加券は各公民館・交流セ
ンターにて配布（当日券あり）
問合せ／
鶴瀬公民館 049-251-1140

Learning

•●● 2 月8 日現在●●•

問合せ／環境課　 ○○○248

畳ベッド／ベッドのマットレス／カーボンヒーター／フィッシュロー
スター／電子ピアノ／ひな人形（七段飾り）／木目込みひな人形（親王飾
り）／節句人形（ケース入り）／自転車用幼児イス（前）／文京幼稚園制服・
体操着・カバンほか一式（120㎝）／ウォータージャグ（10L・4L）／チャイ
ルドシート／ベビーサークル

コーヒーメーカー／電気ストーブ／電気毛布／
小型物置／自転車（26㌅）／子ども用自転車（女
児用16㌅）／富士見高校ブレザー（男子用）／ベ
ビーバス／抱っこひも／猫小屋（大きめ）／金魚
飼育用エアーポンプ

ゆずってくださいゆずります

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　 ○○○240

ハッピー音楽祭
3月25日㈰12:30～15:15／鶴瀬コミュニティ
センター／懐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 049-251-5495

美しい 懐かしい よくわかる歌を!!
3月28日㈬14:00～16:00（毎月最終水曜に
開催）／鶴瀬コミュニティセンター／日本歌
曲を中心にしたコンサート／主催神定れい子
ミュージックサロン／無料／
神
かみ

定
さだ

049-251-3657

ミュージカル ｢えんとつ町のプペル｣
3月31日㈯18:30、4月1日㈰12:30・16:00
／鶴瀬コミュニティセンター／定員各250人
／主催子どもミュージカルＳ

ス

Ｋ
カ

Ｙ
イ

／無料／
中澤 049-254-0093

●

　　　募　集　　　
●

ふじみ篆
てん

刻
こく

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 049-251-5604

富士見市日中友好協会
中国文化交流講座…4月10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

こう

紅
こう

葉
よう

／入会金
2,500円／月会費4,000円／
田口 090-2327-4760
太極拳教室…毎週金曜19:00～21:00／鶴
瀬西交流センター／月会費2,000円／
中島 049-251-5604

イベント

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
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