市役所からのお知らせ

富士見市役所

049-251-2711 ℻ 049-254-2000

Fujimi City Information
定員／30人(申込順) ※保育なし
主催／入間東部地区労働行政担当
課事務連絡会

募 集
Invitation

募 集

※日程、場所、費用など、詳しくは

公立保育所の非常勤嘱託職員

ご

子どもたちの笑顔にパワーをもら
える仕事です！
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）
③調理員（調理師免許不要）
賃金／①月額185,530円
②時間額960円（午前8時30分～午後

案

4時45分）

時間額1,060円（午前7時～8時30

内

分、午後4時45分～7時15分）

③月額175,400円
時間額940円

※勤務日・時間など詳しく
はお問い合わせください。

問合せ／保育課

内 332
○

給食調理員
調理師免許不要、未経験者歓迎です。
学校給食センター
勤務内容／給食調理、洗浄作業（重

い物の持ち運びのできる方）

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）
賃金／日額7,830円（年数加算あり）
富士見特別支援学校
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2時30分（昼休憩含む）
賃金／時間額940円（年数加算あり）
問合せ／学校給食センター
049-252-2881

ご案 内
Guidance

社会人のためのマナー講習会
社会人として必要な接遇や会食で
のテーブルマナーなど、基礎的な
コミュニケーションマナーを体験
しながら学びます。
対象／富士見市、ふじみ野市、三芳
町に在住、在勤の方および事業者
11 広報 ふじみ 平成30年２月号

市ホームページをご覧になるか、お
問い合わせください。

申込み／2月1日(木)から電話で
内 383
○
問合せ／産業振興課

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／2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
内 243
○
問合せ／産業振興課

就職支援セミナー＆就職個別相談
就職支援セミナー
知っておきたい就業時の注意点
～法律知識の基礎を学ぶ～
とき／3月15日
（木）
午前10時～正午
内容／労働契約・就業規則・職場
トラブルの対応について
定員／20人（申込順）
就職個別相談
とき／3月15日
（木）
午後1時10分～
4時（1人50分）
内容／就職に関わる全般的な相談、
カウンセリング
定員／3人（申込順）
【共通事項】
場所／鶴瀬駅西口サンライトホール

※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。

対象／市内在住、在勤の方
すの はら よし のり
講師／春 原 義 憲 氏（NPO法人キャ
リアプラザ埼玉）

持ち物／筆記用具
申込み／2月15日（木）から電話で
※どちらか一方の申込みも可
※無料、託児なし

問合せ／産業振興課

内 383
○

市議会3月定例会のお知らせ
3月定例会は、2月20日（火）開会の
予定です。3月定例会で審議する請
願・陳情は、2月5日（月）正午まで
に提出してください。
詳しくはお問い合わせください。
内 166
○
問合せ／議会事務局

埼玉県内市町村職員
採用情報フォーラム2018
仕事紹介や職員によるトークライ
ブなどを行います。公務員志望の
方など、ぜひご参加ください。
とき／2月14日（水）午後1時～4時

（午後0時30分開場）

場所／埼玉会館

（JR浦和駅西口より徒歩6分）

定員／1,300人（無料、先着順）
問合せ／彩の国さいたま人づくり
広域連合人材開発部
048-664-6681
市町村職員担当

平成29年度
福祉分野合同就職面接会
福祉分野（介護、看護、保育など）で
の就職を希望する方を対象に面接
会を行います（無料、申込不要）。
とき／2月13日
（火）午後0時30分～
4時（受付：正午～）
場所／大宮ソニックシティ地下第
1･2展示場ほか
参加事業所／70か所（予定）
持ち物／履歴書、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
局の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
048-600-6208
業紹介係

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／2月14日（水）
午前10時～午後4時 ※申込不要
場所／南畑公民館
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
049-251-7361

I
募 集
富士見市
介護保険事業推進委員会委員

募集人数／
◦市内在住の40～65歳未満（第2号
被保険者）の方 1人
◦市内在住の65歳以上（第１号被保
険者）の方 2人
応募資格／高齢者の保健・福祉・
介護などに関心やご意見をお持ち
の方
任期／4月1日から3年間
会議／
平成30･31年度：年4回程度
平成32年度 ：年8回程度

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 はじめてパパの
■
子育てサロン

※応募書類はお返しできません。

応募締切／2月28日（水）
（必着）
※選考結果は後日郵送

応募先／
〒354-8511（所在地は記載不要）
富士見市役所高齢者福祉課地域包
括ケア係 ℻049-251-1025
内 391
問合せ／高齢者福祉課
○

報酬／市の条例に基づき支給

集

事業名

※市ホームページからも応募可

※いずれも平日の昼間を予定

子育て健康ガイド
健康ガイド

応募方法／
・
応募の動機（400字程度・様式自由）
・年齢・性別・
住所・氏名（ふりがな）
職業・電話番号を記入し、郵送、
ファックスまたは直接

募

高齢者の保健・福祉・介護にかか
わる高齢者保健福祉計画の進行管
理や、次期計画の策定、高齢者あ
んしん相談センター（地域包括支援
センター）の評価、地域密着型サー
ビスの指定基準や運営などに関す
る協議を行います。

nformation station

ご
子 案
育 内
て

Invitation

情報ステーション

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。

子育て応援情報
モバイルサイト
「スマイルなび」

と

き

1日目
対 初めての出産
２月17日㈯ ■
9:30～15:30 を 平 成30年5・6月
に迎えるご夫婦
場 針ケ谷コミュ
■
２日目
ニティセンター
3月 1日㈭ ■
定 15組
（申込順）
9:30～15:30

要予約
申込み

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 ■

受 9:２0～9:30
■

詳

細

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
■
受
内
■ 9:２0～9:30 ■ 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）

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
■
内 離乳食中期の
場 ピアザ☆ふじみ ■
ん（おおむね生後6～8か月児）のいる保護者 ■
２月２２日㈭
定
話、調理のデモンストレーション、試食（親のみ）、相談 ■ 15人（申込順）
13:30～15:30
持 母子健康手帳、筆記用具 ■
申 ２月13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）
）

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 ■
２月19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
■
２月13日㈫ 鶴 対
■ ■ 平成２9年9月1日～9月15日に生まれた子
水 ■
受 1２:50～13:40 ■
場 健康増進センター
■
携帯版乳幼児
２月２6日㈪ 鶴 対
■ ■ 平成２9年9月16日～9月30日に生まれた子
健診専用バス運行表
水 ■
受 1２:50～13:40 ■
場 健康増進センター
■
２月14日㈬ 鶴 対
■ ■ 平成２9年２月16日～3月10日に生まれた子
鶴瀬コース 水谷コース
水 ■
受 1２:50～13:40 ■
場 健康増進センター
■
２月 7日㈬ 鶴 対
■ ■ 平成２8年4月２4日～5月16日に生まれた子
水 ■
受 1２:50～13:40 ■
場 健康増進センター
■
２月２1日㈬ 鶴 対
■ ■平成２8年5月17日～6月8日に生まれた子
水 ■
受 1２:50～13:40 ■
場 健康増進センター
■
２月２0日㈫ 鶴 対
■ ■ 平成２6年8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 ■
２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
■
２月17日㈯ 場
内 子育ての話、
針ケ谷コミュニティセンター
■
情報交換、保健情報
■
:
:
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
■

広報 ふじみ 平成30年２月号
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市役所からのお知らせ

富士見市役所

049-251-2711 ℻ 049-254-2000

Fujimi City Information

学 ぶ
ご 学案 ぶ内

Learning

異常気象と私たちのくらし
とき／3月3日
（土）
午前9時30分～11時30分
場所／鶴瀬西交流センター
定員／100人（無料、申込順）
ほまれ
講師／飯島希氏（気象予報士、環境
アドバイザー）

子
育

主催／市、富士見市環境施策推進
市民会議
申込み／3月2日
（金）
までに電話で
内 242
○
問合せ／環境課

て

アクティブシニア向け講演会

シニアが動くと会社が変わる
とき／2月24日（土）午後2時～4時

（午後１時30分開場） ※無料

場所／鶴瀬西交流センター
内容／アクティブシニアと企業の
マッチング制度について
講師／関東経済産業局中小企業課
担当官
内 253
○
問合せ／産業振興課

家庭教育支援事業

～子育て応援の勉強室～
インターネット社会の子育てについて
とき／3月5日
（月）
午後2時～3時30分
講師／笠松直美氏（NPO法人地域
教育ネットワーク代表理事）

ストレスをためない子育てのコツ
～
「仙人体操」
で姿勢を整える～
とき／3月8日
（木）
午後7時～8時
みぞこし
講師／溝越優貴子氏（健康運動指導士）
【共通事項】
場所／水谷東公民館
定員／40人（無料、申込順）

※5日のみ保育あり
（要予約）

共催／水谷東小・水谷中PTA、水
谷東公民館
協力／水谷東小学校応援団、東っ
子くらぶ
申込み・問合せ／2月26日
（月）
まで
に水谷東公民館
（ 048-473-8717）
へ直接または電話で
13 広報 ふじみ 平成30年２月号

地域・自治シンポジウム

セカンドライフをいきいきと
とき／2月24日（土）午後1時～4時
15分（午後０時30分開場）
場所／水谷公民館 ※無料、
申込不要
内容／
基調講演
とく だ い そ ろく
講師：徳田五十六氏（ライフデザイ

ン社会保障研究所代表）

ラウンドテーブル 健康づくり、私
の生きがい、地域で支え合いの3
つのテーマで話し合います。
問合せ／鶴瀬公民館
049-251-1140

はじめての手話体験講座（全５回）
とき／3月3日～31日毎週土曜
午前10時～正午
場所／三芳町立中央公民館
対象／富士見市、三芳町に在住、
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／２月１日
（木）
～23日
（金）
に
FAX、直接または電話で
問合せ／富士見市社会福祉協議会
049-254-0747 ℻049-252-0111

子育て
Child-rearing

ひなまつり太巻きずし
とき／2月24日（土）
午前10時～午後1時
場所／南畑公民館
対象／市内在住の小学生と保護者
メニュー／太巻きずし、お吸い物、
季節のデザート
※アレルギーのある方は要相談

定員／10組（申込順）

※保育あり（定員8人）

講師／富士見市食生活改善推進員
協議会
参加費／1人300円（材料代）
持ち物／三角きん、エプロン、ふきん
申込み／2月1日
（木）
～15日
（木）
に
直接または電話で
問合せ／南畑公民館
049-251-5663

せきざわ子どもまつり
とき／2月25日（日）
午前10時～午後2時（雨天決行）
場所／関沢小学校校庭・体育館
内容／子どもや地域の人たちによる
、模擬店など
遊びのコーナー（無料）
主催／せきざわ子どもまつり実行
委員会
問合せ／関沢児童館
049-251-9786

宇宙の不思議を見に行こう！
とき／2月18日（日）
午前9時～午後4時30分

※みずほ台駅改札前集合・解散
※必ず保護者の送迎をお願いします。

場所／さいたま市青少年宇宙科学館
対象／小中学生
定員／25人（申込順）
参加費／
小学生 780円
中学生 1,340円
持ち物／お弁当、飲み物、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／２月１日
（木）～６日
（火）
午前9時から直接または電話で

（土・日曜を除く）
※参加するお子さんの保護者がお申
し込みください。

問合せ／子育て支援課

内 340
○

諏訪児童館からのお知らせ

問合せ
049-255-6671
みんな集まれ豆まき大会
とき／2月3日（土）
午後2時～3時30分 ※申込不要
場所／諏訪児童館
対象／小学生以上

（未就学児は要相談）

子育て講座
パパといっしょにうきうきひろば
とき／２月25日（日）
午前10時30分～11時30分
場所／諏訪児童館
対象／乳幼児と保護者
定員／25組
申込み／２月５日
（月）
午前10時から
直接または電話で

I
手づくりの味料理教室

情報ステーション

nformation station

回想法実践講座（全2回）

院臨床心理士、文教大学非常勤講師）

申込み／2月13日（火）から直接ま
たは電話で
問合せ／鶴瀬西交流センター
049-251-2791

中央図書館
０４９―２５２―５８２５
水谷東公民館図書室
０４９―２５２―５９４５
鶴瀬西分館
２月２８日
（水）
まで休室。予約図書
ふじみ野分館
０４９―２５６―８８６０
の受取りと返却ポストは利用可
【開館時間】 午前9時3０分～午後7時 （平日午前8時3０分～午後5時1５分）
休館日：月曜（祝日の場合は翌平日）

問合せは中央図書館まで

※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。
（水）
まで設置して
※中央図書館は大規模改修工事のため休館しています。なお、臨時窓口は、2月２８日
います。

２月のおはなしかい＆映画会
内

容

こども映画会

鶴瀬西
分 館 おはなしかい（乳幼児）

と

き

3日
（土）
午後2時
「こねこのぴっち」
、
「かわいいミッフィー」
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
一般映画会
ふじみ野 こども映画会
分
館
おはなしかい（乳幼児）
おはなしかい（幼児）

4日（日）午後2時～4時 「命のビザ」（1992年）
対象／中学生以上 定員／30人程度
（無料）
24日（土）午前11時
「王様でかけましょう」
、
「とらねこめいたんてい」
9日（金）午前11時
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。

ぐりとぐらのカステラをつくろう！
とき／2月12日
（振）
午前10時～正午
場所／ふじみ野交流センター
対象／4歳～小学2年（未就学児は
保護者同伴）

定員／6人（申込順）
参加費／100円（材料代）
持ち物／図書館利用カード、エプ
ロン、三角きん、手ふき、マスク
申込み／1月27日
（土）
午前9時30分
から直接または電話で

※お友達の分の申込みはできません。

問合せ／ふじみ野分館
049-256-8860
蔵書点検にともなう図書館の休館
休館中は予約の受付や資料に関す
る問合せもできません。ご不便を
おかけしますが、ご理解とご協力
をお願いします。
休館日／
鶴瀬西分館：2月8日
（木）
・9日
（金）
ふじみ野分館：2月26日
（月）
・27日
（火）

とき／2月9日（金）午後1時30分～
4時（午後0時30分開場）
場所／大宮ソニックシティ
内容／講演、表彰団体による事例
発表とパネルディスカッション、自
主防災組織の表彰式
（無料、先着順）
定員／500人
か ぎ や はじめ
講師／鍵屋一氏（跡見学園女子大学教授）
問合せ／県危機管理課
048-830-8141

手話を知るための講演会
とき／2月12日（振）午後1時～2時
30分（午後0時30分開場）
場所／キラリ☆ふじみ
コ ー ダ
内容／手話は言語～CODAの立場
から～
※手話通訳・要約筆記・磁気ループあり

定員／200人（無料、申込不要）
きよ
講師／田中清氏（元NHK（手話ニュ
ース）キャスター）

問合せ／富士見市社会福祉協議会
049-254-0747 ℻049-252-0111

市民健康講座
お茶と健康～お茶で心も体も健康に～
先生が用意したお茶を試飲し、お茶
の効果を学びます。
とき／3月17日（土）
午後1時30分～3時
場所／水谷東公民館
定員／60人（申込順）
まさ し
講師／大森正司氏

（大妻女子大学名誉教授）

申込み・問合せ／2月1日
（木）
から
水谷東公民館（ 048-473-8717）へ
直接または電話で

普通救命講習Ⅲ
とき／2月18日
（日）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、在学で小
児などに接する機会の多い方
定員／30人（無料、申込順）
申込み／2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
広報 ふじみ 平成30年２月号
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ご学案ぶ内

とき／3月1日（木）・12日（月）
いずれも午後1時30分～4時
場所／鶴瀬西交流センター
内容／
１日 回想法の基本：高齢者の「よ
い聴き手」となるために
12日 回想法の実践：回想法を体験
してみましょう
定員／40人（無料、申込順）
ゆう こ
講師／萩原裕子氏（埼玉医科大学病

とき／3月3日
（土）
午前10時～午後1時
場所／鶴瀬西交流センター
対象／市内在住、在勤の方
メニュー／きりたんぽ鍋、切干し
大根と水菜のサラダ、
白玉粉のイチゴ大福
定員／16人（申込順）
講師／富士見市食生活改善推進員
参加費／300円（材料代ほか）
持ち物／エプロン、三角きん、ふ
きん、手ふき、筆記用具
主催／富士見市農業研究団体連絡
協議会
申込み・問合せ／2月1日
（木）
から
内 243）
へ電話で
産業振興課（ ○

埼玉県地震対策セミナー

市役所からのお知らせ

富士見市役所

049-251-2711 ℻ 049-254-2000

Fujimi City Information

イベント
ごイベ
案ント
内

Event

バレンタインコンサート

（午後0時30分開場）

学
ぶ

場所／鶴瀬コミュニティセンター
出演／ふじみ青年学級、ゆいの里、
どんどこ、はっ♡ぴれた塾（ゲスト）
後援／富士見市社会福祉協議会
問合せ／鶴瀬公民館
049-251-1140

地域
（ふじみ野駅）
コンサート
とき／2月17日
（土）
・25日
（日）いず
れも午後2時
場所／ふじみ野駅改札前
内容／美女と野獣など
出演／東邦音楽大学サクソフォン
トリオ（サクソフォン、電子ピアノ、

問合せ／地域文化振興課
よ

内 251
○

とき／2月25日
（日）
午後2時 ※無料
場所／針ケ谷コミュニティセンター
出演／明治大学落語研究会
問合せ／
針ケ谷コミュニティ
センター
049-251-8478

ファミリーコンサート
とき／2月11日
（祝）
午後2時

（午後1時30分開場）

場所／鶴瀬コミュニティセンター
あいさつ
拶、子犬のワルツなど
曲目／愛の挨
しげ み
出演／重見佳奈氏（フルート）こ、滝口
な み
泰子氏（ヴァイオリン）、宮本小菜実
氏（ピアノ）
参加券／
一般1,000円、中高校生500円、
小学生以下・障がいのある方無料
※チケットは鶴瀬公民館で発売中！

15 広報 ふじみ 平成30年２月号

とき／
甲種新規：2月15日
（木）
・16日
（金）
乙種：2月15日
（木）
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、在勤で管理監督の立
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（テキスト代ほか）
申込み／2月1日（木）午前8時30分
～午後4時に消防本部予防課また
は東消防署に直接 ※郵送による

申込みは受け付けません。

問合せ／
049-261-6007
消防本部予防課
049-255-4119
東消防署

市民人材バンクモデル事業
もっと野菜を食べよう！
～免疫力をつける冬の野菜～

せ

針ケ谷コミセン寄席

問合せ／鶴瀬公民館
049-251-1140

Learning

甲種新規および乙種防火管理講習

障がいのある方の日ごろの音楽活
動の発表と地域交流を行います
（無料、申込不要）。
とき／2月18日
（日）
午後1時

パーカッション）

学 ぶ

とき／2月20日
（火）
午前10時～正午
場所／ふじみ野交流センター
定員／15人（申込順）
講師／柴田妙子氏（野菜ソムリエ、
市民人材バンク登録者）

参加費／300円（材料代）
持ち物／エプロン、三角きん、マスク
申込み・問合せ／2月1日
（木）
午前9
内 633）
時から生涯学習課
（ ○
に電話で

タッチケア講座
相手にそっと手をあて、心と体の
声に耳を傾ける方法を学びます。
とき／2月15日
（木）
午前10時～11時30分
場所／鶴瀬公民館
定員／25人（無料）
講師／鈴木直美氏（タッチケアセラ
ピスト）

申込み／平日午前9時～午後5時に
直接または電話で
問合せ／鶴瀬公民館
049-251-1140

共に社会を想い、豊かな人生を
送るために
NPO法人設立基礎講習会
とき／3月10日
（土）
午前10時30分～正午
対象／市内在住、在勤でこれから
NPO法人設立予定の方
内容／NPO法人の概要、メリット・
義務と責任、手続、助成金など
地域デビューのすすめ
とき／3月10日
（土）
午後１時30分～3時30分
対象／市内在住、在勤で地域デビ
ュー（ボランティア、地域活動への参
加など）
に興味があるシニアの方
内容／｢人生100年を豊かにする居
場所学｣、
先輩の体験談、
パネル展示
【共通事項】
場所／朝霞市立中央公民館
定員／各50人（無料、申込順）
申込み／2月28日（水）までに住所、
氏名、電話番号を記入し、メール
またはFAXで
問合せ／県南西部地域振興センター
県民生活担当
048-451-1110 ℻048-451-1113
▽
□ j5111102@pref. saitama.lg.jp

簡単！ヘルシーごはん教室
とき／3月6日
（火）
午前10時
～午後2時（受付：午前9時45分～）
場所／ふじみ野交流センター
対象／市内在住の18歳以上の方

※埼玉県コバトン健康マイレージ参加
者には健康ライフポイントがつきます。

メニュー／青魚のピミエントソー
ス、キウイドレッシングのサラダ、
甘酒寒天ゼリー
定員／12人（申込順）
参加費／450円

（材料代ほか。当日集金）

講師／市管理栄養士
持ち物／エプロン、三角きん、ふ
きん、手ふき、筆記用具
申込み・問合せ／2月28日
（水）
まで
に健康増進センター
（ 049-252-3771）
へ直接または電話で

※参加するご本人がお申込みください。

I
水子貝塚資料館のお知らせ

問合せ 2049-251-9686

ミニチュア土器づくり
とき／２月17日
（土）
定員／各40人（先着順）
参加費／100円（材料代）
古代の組ひも技法でミサンガづくり
とき／３月３日
（土）
定員／各10人（先着順）
参加費／100円（材料代）
【共通事項】
午前10時、午後１時30分

（いずれも開始30分前から受付）

場所／体験学習室
対象／小学生～大人

※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。
たてあな

復元竪穴住居修理工事見学会
普段は見られない骨組みや構造な
どが見学できます。 ※雨天中止
とき／２月24日
（土）午後１時30分
場所／水子貝塚公園
たに え

み

谷英美朗読公演「顔」

―沖縄戦を生き抜いた女の半生―

＆ピーストーク

とき／2月17日
（土）午後1時30分～
3時30分（午後１時開場）
場所／水谷公民館
（無料）
定員／100人
出演／谷英美氏

（アローン・シアター
主宰、女優）

主催／ピースフェス
ティバル実行委員会、
水谷公民館ピースサロン、鶴瀬公
民館、水谷公民館
申込み／鶴瀬公民館、水谷公民館
へ直接または電話で（当日参加可）
問合せ／
鶴瀬公民館 2049-251-1140
水谷公民館 2049-251-1129

nformation station

市民総合体育館からのお知らせ

問合せ 2049-251-5555
ベビーとママのヨガ＆産後ダンス
とき／２月14日（水）・28日（水）
いずれも午前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／1,000円
ブレイクレティクス
ファンクショナルトレーニングと
ブレイクダンスの要素を組み合わ
せた新しいトレーニングです。
とき／２月18・25日、３月４・11・
18日いずれも日曜午後８時～９時
場所／スタジオ
定員／30人（申込順）
参加費／2,500円

健康体操イスヨガ
イスに座りながらヨガをします。
とき／２月９・23日、３月２・９・
16日いずれも金曜午前10時～11時
場所／多目的室１・２
定員／25人（申込順）
参加費／2,500円
家でも出来る
トレーニング＆ストレッチ
とき／２月17日（土）
午前９時30分～10時30分
場所／多目的室１・２
定員／20人（申込順）参加費／300円
【共通事項】
主催／（公財）キラリ財団
申込み／２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

ふじみ野文化祭～来て見てつなぐ文化の絆～
場所・問合せ／ふじみ野交流センター

2049-261-5371

※車での来場はご遠慮ください。

とき／３月３日（土）・４日（日）
※４日はスタンプラリーを開催！

作品展示・模擬店
（４日は４時まで）
午前10時～午後５時
てんこく
作品展示 書、絵画、絵手紙、篆刻、
写真、陶芸、押し花、プリザーブ
ドフラワー、郷土資料・民具、リ
フォーム作品など
模擬店 炊き込みご飯、とん汁、焼だ
んご、白玉ぜんざい、クッキーなど
乳幼児向けパネルシアター
４日 午前10時30分、午後０時30分

舞台発表
３日 午前10時～午後１時35分
リコーダー演奏、ふじみ野小学校歌
声リーダー、勝瀬小学校ダンスクラ
さ ら
ブ、小杉咲楽さん（ふじみ野小５年）
による空手形演武、バンド演奏、
世界の言葉など
４日 午前10時～午後４時
またたび

股旅演歌、かっぽれ踊り、詩吟、キッ
ズダンス、合唱、フラダンス、サーク
ル紹介、バンド演奏、太極拳、民謡、
唱歌、リフォームファッションショーなど

体験コーナー
内容
パワーアップ体操、骨盤エクササイズ、
呼吸ヨガ、気功太極拳、3B体操
カンタン、かわいい！手形アート
絵手紙
篆刻印の作成
プリザーブドフラワー＆ハーバリウム
耳つぼエクササイズ
プリザーブドフラワーアレンジ
押し花プレート
あいさつで世界一周

とき

参加費

３日:午後１時45分～4時３5分

無料

３日:午前１0時50分、 午後２時
午前１１時～午後２時
午前１0時～午後4時

無料
１00円

（4日は午後３時３0分まで）

500円

３日:午後１時３0分～4時３0分
１,000円
4日:午前１１時～午後３時３0分 （子ども500円）
３日:午後１時～３時
無料
4日:午前１0時～午後１時
１,000円
午前１１時～午後4時
600円
３日:午前１１時～午後5時
無料
4日:午前１0時～午後4時
広報 ふじみ 平成30年2月号
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イベント

石のアクセサリーづくり
とき／２月３日
（土）
定員／各40人（先着順）
参加費／150円（材料代）

情報ステーション

市役所からのお知らせ

富士見市役所 2049-251-2711 FAX 049-254-2000

Fujimi City Information

難波田城資料館のお知らせ

イベント
ごイベ
案ント
内

問合せ 2049-253-4664
休館日：月曜（祝日の場合は翌日）

Event

つるコミ寄席「落語二人会」
とき／２月16日
（金）午後３時
場所／鶴瀬コミュニティセンター
こ りゅう
ふく
出演／春風亭小 柳 、柳家蝠よし
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

ふるさと体験
古民家で手作りみそ
（２
みそづくりを体験し、自作のみそ
kg分）
を持ち帰ります。
※食べられるのは半年後です。

市□
民□
伝□
言□
板

水曜学級
（高齢者学級）
作品展

とき／２月24日
（土）
午後１時～３時
場所／旧金子家住宅
対象／市内在住、在学、在勤の方を
含む家族または友人
（申込順）
定員／15組

水曜学級14サークルの活動成果を
発表します。
とき／２月16日（金）・17日（土）・
18日
（日）
午前10時～午後５時

参加費／1,500円
（材料代）
持ち物／エプロン、三角きん、マス
、
ク、持ち帰り用の容器（３ℓ以上）
（お持ちの方）
２㎏用のはかり

（初日は午後１時から、最終日は午
後３時まで）

くらし
□の
□リ
□ユ
□ース

場所／鶴瀬西交流センター
展示内容／パソコン、料理、パワ
ーアップ体操、俳句、レクダンス、
文章、手芸、気功、折り紙、コー
ラス、ちぎり絵、絵画、いけ花、
書道・硬筆
問合せ／鶴瀬西交流センター
2049-251-2791

市民伝言板

富士見市吟剣詩舞道大会
2月25日㈰10：00～16：00／鶴瀬コミュニティ
センター／吟詠、詩舞／主催富士見市吟
剣詩舞道連盟／無料／
049-251-6677
金子

Learning

３日
（土） 鬼のお面づくり

※詳しくはお問い合わせください。

４日
（日） わたくり

申込み／２月３日（土）午前９時から
電話で

10日
（土） わたくり
11日
（祝） 紙ねんどのまゆ玉飾り
12日
（振） 木の枝のパチンコ
17日
（土） いろりの日
18日
（日） 墨流し
24日
（土） はたおり
25日
（日） フィルムケースのおひな様

◦⃝●

国際ロータリーIM記念講演
レスリングでオリンピック選手を！
！
3月10日㈯14：00～14：50／キラリ☆ふじみ
／講師小原日登美氏（ロンドン五輪レスリン
グ女子金メダリスト）／無料。定員を超えた
場合は入場制限あり／
090-5565-1358
野崎

１ 月 １0 日現在●⃝◦

問合せ／環境課

内 246
○

ゆずります
学習机（イス付）／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）／チ
ャイルドシート／文京幼稚園制服・体操着･カバンほか一式
（120㎝）
／乳児用ベビーキャリー
（布製）
／ベビーサークル

17 広報 ふじみ 平成30年2月号

２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
（無料、予約不要）
。
体験です
とき・内容／午後１時～３時

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
○

イベント

学 ぶ

※応募多数の場合は初参加優先

さとかぐ ら

講演会「里神楽の楽しみ方」
春季企画展「里神楽と面師」にちな
んだ講演です。
とき／３月11日
（日）
午後１時30分～３時
場所／講座室
（申込順）
定員／30人
講師／
（文教大学客員研究員）
斉藤修平氏
申込み／直接または電話で

●

募

集

なないろしち み

●

七色七味
月8回木･日曜19：00～21：00／富士見台中
体育館ほか／老若男女問わず／よさこい鳴
子踊り／月会費1,200円／
090-1614-6239
福岡

ご利用ガイド

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
コーヒーメーカー／電気ストーブ／電気毛布／卓上ミシ
ン／小型物置／子ども用自転車
（女子用16㌅）
／勝瀬中夏･
冬用制服（男子用160㎝以上）／勝瀬中ジャージ（緑Mまた
はL）
／猫小屋
（大きめ）
／金魚飼育用エアーポンプ

