情報ステーション Information Station
ご案内

ご案内

募

11月は
いじめ撲滅強調月間です

集
子育て

いじめにあったり気がついたりし
たら、一人で悩まずご相談くださ
い。
相談窓口／
〈よい子の電話教育相談〉
(24時間365日対応)

学
ぶ

18歳以下の子ども専用
なやみゼロゼロ
ハロー さいのくに
＃7 3 0 0 または
0120-86-3192
こころ おはなし
保護者専用
048-556-0874
Ｅメール相談
soudan@spec.ed.jp
いじめメール相談
フォーム
〈ヤングテレホンコーナー〉

イベント

(埼玉県警察少年サポートセンター)

月～土曜午前８時30分～午後５時
15分(祝日、年末年始を除く)
048-861-1152

市民伝言板

〈子どもスマイルネット〉
毎日午前10時30分～午後６時
(祝日、年末年始を除く)

048-822-7007
〈埼玉いのちの電話〉
(24時間365日対応)

くらしの
リユース

048-645-4343
〈さいたまチャイルドライン〉
(18歳以下の子ども専用)

毎日午後４時～９時(年末年始を除く)
0120-99-7777
〈埼玉県こころの電話〉
(精神保健やこころの悩みに関する相
談)

平日午前９時～午後５時(祝日、年末
年始を除く)

048-723-1447
〈子どもの人権110番〉
(さいたま地方法務局人権擁護課所管)

平日午前８時30分～午後５時15分
(祝日、年末年始を除く)

0120-007-110
問合せ／
県青少年課
048-830-5858
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広報ふじみ 11月号

富士見市役所

11月は
児童虐待防止推進月間です
まずはご相談ください
子育ての悩みや不安にひとりで悩
んでいませんか。気軽にご相談くだ
さい。
相談・連絡先／
家庭児童相談室(障がい福祉課内)
月～金曜午前８時30分～午後５時
内 336
◯
健康増進センター
月～金曜午前８時30分～午後５時
049-252-3771
子ども未来応援センター
月～金曜午前８時30分～午後５時
049-252-3773
市内各子育て支援センター
※電話番号などは富士見市すくすく
子育てガイドまたは市ホームページ
をご覧ください。

子どもスマイルネット(県)
毎日午前10時30分～午後６時
(祝日、年末年始を除く)

048-822-7007
地域全体で子育てを見守りましょう
予防や早期発見には地域の皆さん
の協力が重要です。虐待が疑われ
るときはすぐ連絡してください。

049-251-2711

虐待通報ダイヤル

相談・連絡先／
児童相談所全国共通3桁ダイヤル
いちはやく
1 89 (24時間対応)
川越児童相談所
月～金曜午前８時30分～午後６時

子ども食堂フォーラム
～広げよう！子どもの居場所～
子ども食堂や学習支援、プレーパー
クなど、地域のボランティアによ
る「子どもの居場所づくり」に取り
組む団体やそのような団体を支援
するNPOや企業が一堂に会するイ
ベントです。子どもの居場所づく
りに関心がある方、利用してみた
い方などぜひお越しください。
とき／11月26日(月)午後０時30分
～５時 ※無料
場所／ソニックシティビル地下１階
第１展示場
※申込みなど詳しくは県ホームペー
ジをご覧ください。当日参加も可

問合せ／県少子政策課子育て環境
整備担当
048-830-3322

夕焼け放送の
時刻と曲目が変わります
11月１日(木)～平成31年２月28日
(木)の放送時刻は、午後４時30分、
曲目は「たき火」です。
内 446
◯
問合せ／安心安全課

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

※子どもの生命に危険がおよぶと感
じたときは、110番通報してください。

問合せ／障がい福祉課

内 338
◯

かくげつ

はっ

ふじみの国際交流センターが隔月で発
こう

がいこくせき

かた

せいかつじょうほうし

行する外国籍の方のための生活情報誌

11
月号のテーマ
かんとう
ふう
りゅうこうちゅう
関東で「風しん」が流行中です
がつごう

赤ちゃんを守る
「風しん抗体検査」を
あか

15分
049-223-4152
障がい福祉課児童福祉係
月～金曜午前８時30分～午後５時
内 338
15分
◯

＃7171

県では児童 ･ 高齢者 ･ 障がい者の虐
待の通報や相談などの専用ダイヤ
ルを開設しています。身近で気に
なることがありましたらお電話く
ださい。
電話番号／＃7171(24時間365日対応)
問合せ／
県福祉政策課
048-830-3391

－こんなときはすぐに連絡を－

いつも子どもの泣き声や保護
者の怒鳴り声が聞こえる
不自然なあざや傷がある
衣服や体が汚れていたり、にお
いがしたりする
食べ物に執着が強かったり、い
つも空腹でいたりする

FAX 049-254-2000

まも

ふう

こうたいけん さ

受けましょう
う

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
げん 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。
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
049-256-4290

富士見市役所

049-251-2711

FAX 049-254-2000

対策を実施しています。

問合せ／埼玉労働局労働保険徴収
課
048-600-6203

介護就職デイ
福祉の仕事就職面接会
介護･医療･保育分野企業の合同就
職面接会です。
とき／11月16日(金)午後１時～４時
(受付：正午～午後３時30分)
※無料、申込不要

場所／ウェスタ川越
対象／福祉の仕事を希望している
方で、ハローワークに求職登録し
ている方
持ち物／履歴書(複数枚)、ハローワー
クカード
問合せ／ハローワーク川越
049-242-0197(43＃)

ニエンスストアで国民年金保険料を
納付された一部の方は11月中旬予定)
平成30年10月２日～12月31日の間
に、今年はじめて国民年金保険料
を納められた方／
平成31年２月上旬予定

国民年金は、老後はもちろん不慮
の事故など万一のときにも心強
い味方となる制度です。
保険料は納め忘れのないよう納
めましょう。
問合せ／ねんきん加入者ダイヤル
0570-003-004(ナビダイヤル)

電話番号／

0570-070-810(ナビダ

イヤル)
※無料、全国共通、IP電話からは接続
不可。秘密は守られます。

相談担当者／法務局職員、人権擁護
委員
問合せ／さいたま地方法務局人権
擁護課
048-859-3507

犯罪被害者支援県民のつどい
犯罪による被害を受けた方の気持
ちに寄り添い、温かな気持ちを届
けられる社会をつくりましょう。
とき／12月１日(土)午後１時30分
～４時30分(午後１時開場)
場所／埼玉会館(浦和区高砂３-１-４)
※無料

申込み／
氏名、電話番号、参加人数を記入し、
はがき、メールまたはFAXで
※県ホームページからも応募可

問合せ／(公社)埼玉犯罪被害者援
助センター
〒336-0027 さいたま市南区沼影
１-10-１ ラムザタワー３階
svsc11013＠gmail.com
･FAX048-865-7831
広報ふじみ 11月号
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くらしの
リユース

主に対しては強制的な加入を含めた

～午後５時

市民伝言板

※自主的な加入手続を行わない事業

※11月17日(土)･18日(日)は、午前10時

イベント

労働保険は労災保険と雇用保険の
総称で、政府が管理運営している
強制加入の保険制度です。労働者
が業務上負傷した場合や失業した
場合などに必要な保険給付を行っ
ています。
労働者を１人でも雇用していれば、
労働保険に加入する義務がありま
す。まだ加入していない事業主の
方は、加入の手続をお願いします。

ぶ

11月は
労働保険適用促進強化期間です

国民年金保険料は社会保険料控除
としてその年の課税所得から控除
され、税額が軽減されます。
控除の対象となるのは、平成30年
１月から12月に納めた保険料の全
額です。過去の年度分や追納され
た保険料も含まれます。
また、ご自身の保険料だけでなく、
家族(配偶者やお子さんなど)の保険
料を支払っている場合、その保険料
も合わせて控除が受けられます。
控除を受けるには、年末調整や確
定申告の際に、領収証書または社
会保険料(国民年金保険料)控除証明
書の添付が必要です。
社会保険料 (国民年金保険料)控除
証明書は日本年金機構から送付さ
れます。
平成30年１月１日～10月１日の間
に国民年金保険料を納付された方
／11月上旬予定
(９月下旬～10月上旬にかけてコンビ

夫やパートナーからの暴力やストー
カー行為など、女性をめぐるさま
ざまな人権問題についての専用相
談電話です。
多くの方が利用できるよう強化週
間を設定し、通常の受付時間を延
長して相談を受け付けます。
とき／11月12日(月)～18日(日)
午前８時30分～午後７時

学

内 386
◯

11月12日～18日
女性の人権ホットライン強化週間

子育て

問合せ／障がい福祉課

納めた国民年金保険料は
全額が社会保険料控除の対象
です！

皆さんのご支援とご協力により、
総額5,116,820円の活動資金が寄せ
られました。この活動資金により、
災害救護活動、国際救援活動、血
液事業、医療事業など幅広い事業
が支えられています。
今後ともご支援をお願いします。
内 333
◯
問合せ／福祉課

集

※現況届は毎年度提出が必要です。

皆さんのご理解と各町会のご協力
により、総額3,158,496円の募金が
寄せられました。この募金は、県の
緑化事業(学校緑化、温暖化防止緑化)
や市の緑地保全基金への積み立て
に活用させていた
だきます。
問合せ／
内 454
◯
まちづくり推進課

日本赤十字会員増強運動の
ご協力ありがとうございました

募

市に住民登録をしている方で、県
(保健所)から指定難病医療受給者証、
特定疾患医療受給者証、小児慢性
特定疾病医療受給者証の交付を受
けている方に見舞金を支給します。
見舞金／月額1,000円
申請方法／
医療受給者証と振込口座の確認
できるものを持参し、手続きを
お願いします。
すでに見舞金を受給中の方には
現況届を郵送します。医療受給
者証の写しと一緒に提出をお願
いします。

緑の募金(家庭募金)の
ご協力ありがとうございました

情報ステーション
ご案内

特定疾患見舞金

Information Station

情報ステーション Information Station
ご案内

募 集
自衛官などの採用試験

募

募集種目

一次試験日

集

①高等工科学校生
徒(一般･推薦)

子育て

②自衛官候補生

一般：平成31年１月19
日(土)
推薦：平成31年１月５
日(土) ～７日(月)のう
ち指定した１日
受付時に通知

受験資格／
①中卒(見込含む)で17歳未満の男子
(推薦は、中学校長の推薦などが別途
必要)

学

※平成31年４月１日現在の年齢

②18歳以上33歳未満の方

ぶ

※採用月１日現在の年齢(詳しくはお
問い合わせください)

イベント
市民伝言板

申込期間／
①一般：11月１日(木)～平成31年１
月７日(月)
推薦：11月１日(木)～30日(金)
②年間を通じて受付
入校・入隊時期／
①：平成31年４月上旬
②：お問い合わせください。
問合せ／自衛隊埼玉地方協力本部
入間地域事務所
04-2923-4691

くらしの
リユース

ご案内
｢富士見市をきれいにする日｣
へのご協力を
清潔で美しいまちの実現に向けて、
市内一斉清掃 ｢富士見市をきれい
にする日｣ を行います。一人ひとり
の小さな活動が、まち全体の環境
美化につながります。活動日には、
自宅周辺のごみ拾いなど簡単な清
掃活動にご協力
ください。
活動日／
11月25日(日)
※清掃活動の時間や雨天時の活動は、
それぞれの判断でお願いします。ま
た、集めたごみは分別して家庭から
出るごみと一緒にお出しください。

問合せ／環境課

15
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内 242
◯

富士見市役所

鶴瀬コミュニティセンター
ホール工事のお知らせ
舞台機構設備改修工事中につき、
ご利用できません。
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。
工事期間／平成31年２月末日まで
※ホール以外の施設は通常通り利用
できます。

問合せ／
鶴瀬公民館

049-251-1140

市議会12月定例会のお知らせ
12月定例会は、11月27日(火)開会
の予定です。
12月定例会で審議する請願･陳情
は、11月９日(金)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

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／11 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

内 243
◯

簡易耐震診断・耐震改修相談会
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／12月８日(土)午前９時30分
～正午(受付：午前11時30分まで)
場所／鶴瀬コミュニティセンター
対象建築物／木造２階建て以下の
ツーバイフォー
住宅(在来工法、２×４工法)
申込み／11月29日(木)までに申込
書を郵送または直接
※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

内 422
◯

049-251-2711

FAX 049-254-2000

重度心身障害者医療費助成制度
所得制限が導入されます
2019年１月１日から、一定以上の
所得がある方は助成の対象外とな
ります。
既存の受給者の方は、2022年9月
までは今までどおり助成されま
す。
この制度に登録された本人の所
得が、年間360万４千円以上 (お
おむね年収で518万円以上。扶養０人
の場合)の方は、助成対象外とな

ります。
※詳しくはお問い合わせください。

問合せ／障がい福祉課

内 372
◯

不妊検査・不妊治療費の助成
申請期限、対象医療機関などを拡大
制度改正を行いましたのでお知ら
せします。
市の不妊検査費助成事業

検査期間
(検査開始
～検査終了)

改正前

改正後

6か月以内

1年以内

市の不妊治療費助成事業
改正前

交付回数

年度内
1回のみ

改正後

年度内の上限
なし

都道府県の支給
都道府県の支給 決定を知った日
申請期限 決定を受けた日 から60日以内
から30日以内 (支給決定日か
ら１年未満)

※いずれも助成対象医療機関が拡大
されています。詳しくは市ホームペー
ジをご覧ください。

問合せ／子ども未来応援センター
049-252-3773

保育士就職面接会
とき／12月７日(金)午後１時～４時
(受付：正午～午後３時30分)
※無料、申込不要

場所／ウェスタ川越
対象／保育士や保育補助など保育
分野での仕事を希望する方
(平成31年３月に高専、短大、大学など
を卒業予定の方も可)

持ち物／履歴書(複数枚)、ハローワー
クカード
問合せ／ハローワーク川越
049-242-0197(43＃)

富士見市役所

049-251-2711

現場でのコミュニケーションについて～

講師／永井紀世彦氏((福)埼玉聴覚
よ ひこ

障害者福祉会理事長)
お お わたり ひ ろ の ぶ

士見市社会福祉協議会「デイサービ
スセンター南畑」管理者)

脂肪燃焼☆エアロ

健○
P

とき／11月18日(日)午前10時～午
後2時30分 ※無料、申込不要
場所／健康増進センター体育館
※駐車場には限りがあります。

内容／ 手 作 り 工作(マ ジ ッ ク ス ク
リーン、
フェルト手芸)、
ゲーム( ジャ
ンボコリント、マンカラ、ストラック
アウト)、昔遊び( お手玉、おはじき、
けん玉など)、幼児向けのあそび( 玉
入れ、段ボールミニハウスなど)、体
力チャレンジ( なわとび、片足とび
など)、
ふじみパワーアップ体操
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

049-251-8901

農業委員会の委員
農業委員
農地法などの許認可業務、農地利
用の集積･集約化などを行います。
募集人数／14人
応募資格／農業に関する識見のあ
る農業者･農業関係者など、または
農地法など農地行政に精通し農業
委員会の所掌事務に利害関係を有
しない方
内 243
◯
問合せ／産業振興課

農地利用最適化推進委員
農地利用の集積･集約化、耕作放棄
地の発生防止･解消などを行います。
募集人数／７人(鶴瀬地区２人、南畑

※推薦の場合は、農業者３人以上の
推薦書または農業者などの団体･法
人の推薦書を提出
※応募･推薦書類はお返しできま
せん。

緊急時保育サポーター
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
緊急サポートの活動について、新
12日㈪ 生児の保育と昨今のお母さん事情
13日㈫ 小児の体と心の発達･生活･遊び
14日㈬

小児の病気の特性、病児の観察と
ケア、感染予防

15日㈭

子どもの事故と安全管理、応急処
置、車の送迎、リスクマネジメント

サポートの利用会員も随時募集
サポートを利用するには登録が必
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
048-297-2903

地区３人、水子地区２人)
広報ふじみ 11月号
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富士見ともだち広場

募 集

布

市民伝言板

子育て

対象／小中学生
内容／手巻き寿司･ケーキ作り、レ
クリエーションなど
定員／25人(応募多数の場合は抽選)
参加費／500円
三角きん(バンダ
持ち物／エプロン、
ナなど)、
ふきん２枚、はし、フォーク
主催／富士見市青少年相談員協議会
申込み／ 11月５日(月)～９日(金)
午前９時から直接または電話で
問合せ／
子育て支援課
内 341
◯

から市ホームページ、各担当課で配

イベント

とき／12月３日(月)午前10時～11時
30分(受付：午前９時45分～)
場所／鶴瀬西交流センター
対象／市内在住の18歳以上で医師
から運動制限を受けていない方
定員／30人(申込順)
講師／スポーツインストラクター
参加費／30円(保険代)
持ち物／運動できる服装、タオル、
飲み物
申込み・問合せ／健康増進センター
( 049-252-3771)へ電話で

※必ず保護者の送迎をお願いします。

※応募･推薦書類は、11月12日(月)

ぶ

内 386
◯

とき／12月２日(日)午前11時～午
後３時
場所／ピアザ☆ふじみ

学

問合せ／障がい福祉課

ちょっと早めにクリスマス会！

【共通事項】
任期／2019年５月１日から３年間
活動／通年
報酬／月額31,000円
応募･推薦方法／応募･推薦書類を
担当課へ郵送または直接
応募期間／11月12日(月)～12月
21日(金)(必着)
応募先／〒354-8511(所在地は記載
不要)富士見市役所 担当課名

子育て

パネリスト／大渡廣信氏(大渡歯科
さち こ
院長)、橋本幸子氏(要約筆記サーク
お ぐま
ル「虹の橋」会長)、小熊明子氏(富

とき／11月21日(水)午前10時～正午
場所／市民総合体育館
対象／乳幼児と保護者
内容／フリーマーケット、工作、電
車ごっこ、読み聞かせコーナー、た
からさがし、バルーンアート、ミニ
ミニコンサートなど
問合せ／諏訪児童館
049-255-6671

応募資格／農業に関する識見のあ
る農業者･農業関係者など
内 255
◯
問合せ／農業委員会

集

※手話通訳、要約筆記、ヒアリングループあり

子育てまちゅり

募

とき／11月10日(土)午後１時～３
時(午後０時45分開場)
場所／三芳町立藤久保公民館
定員／80人(無料、申込不要)

諏訪児童館

情報ステーション
ご案内

聴こえとコミュニケーションに
関するシンポジウム～医療と介護の

き

Information Station

FAX 049-254-2000

情報ステーション Information Station
ご案内

P
食事から高血圧予防講座 健○

募
集
子育て
学

とき／12月６日(木)午前10時～11
時30分(受付：午前９時50分～)
場所／健康増進センター
対象／市内在住で18歳以上の方
定員／20人(無料、申込順)
管理栄養士
講師／保健師、
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)、筆
記用具、
電卓
申込み・問合せ／健康増進センター
( 049-252-3771)へ電話で

ぶ

とき／12月１日(土)
午前10時～午後１時
場所／鶴瀬西交流セ
ンター
在勤で中学生以上
対象／市内在住、
の方 ※小学生は保護者同伴で可
献立／里芋まんじゅうのきのこあ
ゆ ず
んかけ、かぶとパプリカの柚 子 サ
ラダ、抹茶ミルク寒天など
定員／16人(申込順) 参加費／300円
指導／富士見市食生活改善推進員
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／11月１日(木)から電話で
内 383
◯
問合せ／産業振興課

子育て健康ガイド

イベント

事業名

市民伝言板

予 見て！食べて！
■
はじめて
離乳食教室
予 もぐもぐパクパク
■
食事相談

くらしの
リユース

予
■

親子サロン

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
■

わくわく子育て
トーキング

17

広報ふじみ 11月号

049-251-2711

手づくりの味料理教室

学 ぶ

健康ガイド

富士見市役所

と

FAX 049-254-2000

はつらつ教室～脳ヂカラ・噛む
力アップコース～(全13回)
とき／12月３日～平成31年３月25
日毎週月曜午前10時～正午
※祝日、振替休日、
12月31日を除く
場所／健康増進センター
対象／おおむね65歳以上で、医師
から運動制限を受けていない方
※なるべくすべてにご参加ください。

内容／マシーントレーニングや脳
トレ、お口の体操など
定員／15人(申込順)
参加費／390円(保険代)
申込み・問合せ／健康増進センター
( 049-252－3771)に電話で

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」

き

予 要予約 ■
受 受付時間 ■
対 対象
場 場所
内 内容 ■
定 定員 ■
持 持ち物
■
■
■
申 申込み ■
主 主催
他 そのほか ■
水 バス水谷コース ■
鶴 バス鶴瀬コース
■
■
詳
細

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
■
場 ピアザ☆ふじみ ■
内 離乳食初期の
ん（おおむね生後3～5か月児）のいる保護者 ■
11月15日㈭
定 15人
（申込順）
話、調理のデモンストレーション、調理体験、試食（親のみ） ■
13:30～15:00 持
申 11月5日(月)午前8時30分
■母子健康手帳、赤ちゃん手帳、筆記用具、手ふき ■
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))

対 5か月児～3歳児の保護者
11月16日㈮ ■
他 1人30分程度
9:00～15:00 ■

場 健康増進センター
■

内 食事についての相談
■

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
■
11月12日㈪
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
10:00～11:30 場
内 家族同士や保健師との交流 ･ 相談 ■
持 母子健康手帳
■健康増進センター ■

11月14日㈬
11月26日㈪
11月21日㈬
11月 7日㈬
11月28日㈬
11月27日㈫

受 12:50～13:40 ■
場 健康増進センター
水 ■
■
対
鶴
平成30年6月1日～6月15日に生まれた子
■
■

受 12:50～13:40 ■
場 健康増進センター
水 ■
■
対 平成30年6月16日～6月30日に生まれた子
鶴 ■
■

受 12:50～13:40 ■
場 健康増進センター
水 ■
■
対 平成29年11月16日～12月8日に生まれた子
鶴 ■
■

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

受 12:50～13:40 ■
場 健康増進センター
水 ■
■
対 平成29年1月24日～2月15日に生まれた子
鶴 ■
■
受 12:50～13:40 ■
場 健康増進センター
水 ■
■
対 平成29年2月16日～3月10日に生まれた子
鶴 ■
■

受 12:50～13:40 ■
場 健康増進センター
水 ■
■
対 平成27年5月生まれの子
鶴 ■
■

場 健康増進
11月 5日㈪ ■
10:00～11:30
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
■
場 みずほ台コミュ ※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
11月30日㈮ ■
10:00～11:30
ニティセンター あります。

受 9:45～10:00 ■
対 1歳くらいまでのお子さんとお母さん ■
場 鶴瀬公民館
■
11月 5日㈪ 内
持 バスタオル、そのほか各自必要なもの
■お母さんたちの交流 ■
10:00～11:30
主 富士見市母子保健推進員連絡協議会
■

このマークの付いた事業に参加すると、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
健○
P
ントがつきます。当日ポイントを付与するので、お使いの歩数計などの端末をお持ちください。

富士見市役所

049-251-2711

入間東部地域史研究発表会「入間東

部を掘る～最近の発掘調査報告～」

049︲252︲5825
049︲252︲5945
049︲256︲8860

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

休館日：月曜（祝日の場合は翌平日） ふじみ野分館休館のお知らせ

※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。

11 月のおはなしかい＆映画会
内

容

中 央
図書館

映画会
おはなしかい（乳幼児）
おはなしかい（幼児・小学生）

鶴瀬西
分 館
ふじみ野
分 館

日

時

4日(日)午後2時「ちびまる子ちゃん まるちゃん文通をはじめる」
「きつねのしっぽ」
25日(日)午前10時30分「くまのアーネストおじさんとセレスティーヌ」

9日(金)午後2時「大誘拐」
（1991年・日本）
（1985年・アメリカ）
23日(祝)午後2時「バック・トゥ・ザ・フューチャー」
7日(水)・21日(水)午前11時

3日(祝)・24日(土)午後2時

図書館まつりスペシャルおはなし会

11日(日)午前10時30分、午前11時30分、午後２時

おはなしかい（乳幼児）

14日(水)・18日(日)午前11時

こども映画会

「手袋を買いに」
24日(土)午前11時「おじいさんのランプ」

一般映画会

おはなしかい（幼児・小学生）

おはなしかい（乳幼児）
おはなしかい（幼児・小学生）

（2015年・日本）
3日(祝)午後2時「紅白が生まれた日」

14日(水)午後3時30分、18日(日)午後2時30分
2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。

わらべうたで遊ぼう～子育てのちえのつ
まった遠野のわらべうたに学ぶ～(全２回)
平成31年２
とき・対象／11月28日、
月27日いずれも水曜
時間
対象
10 : 00 ～10 : 30 ６か月まで
10 : 40 ～11 : 10 １歳まで
11 : 20 ～11 : 50 １～２歳

場所／図書館鶴瀬西分館
定員／各親子５組
講師／柴﨑妙子氏(県立久喜図書館

こども読書支援センター)

申込み／11月１日(木)午前９時から
直接または電話で
問合せ／図書館鶴瀬西分館
049-252-5945

【共通事項】
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(無料、申込順)
申込み／11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
富士見子どもビブリオバトル
大賞決定戦
市内小学校の代表が集まり、図書
館で決勝戦を行います。
とき／11月25日(日)午後２時～３時
30分 ※無料、申込不要
場所･問合せ／中央図書館
049-252-5825
図書館まつり
おはなし会や図書館たんけんなど
さまざまなイベントを行います。
とき／11月11日(日)
場所／中央図書館

「渋谷定輔文庫」入門講座
市ゆかりの農民運動家･詩人、
渋谷
定輔氏について知る。
時間：午前10時30分～正午
定員／24人(無料、申込不要)
読み聞かせはじめの一歩講座
時間：午後３時～４時30分
定員／60人(無料、申込不要)
やす よ
講師／本間康予氏(JPIC読書アドバ

イザー)

問合せ／中央図書館
049-252-5825

広報ふじみ 11月号
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こども映画会

ふじみ野交流センター改修工事に
伴い、臨時休館します。
期間／11月12日（月）まで

上級救命講習
とき／11月17日(土)
午前９時～午後６時
普通救命講習Ⅰ
とき／11月25日(日)午前９時～正午

市民伝言板

〖開館時間〗午前 9 時 ～午後 7 時

上級・普通救命講習

イベント

コミュニケーションとリーダーシッ
プについて学びます。
とき／平成31年２月２日(土)
午前10時～午後６時
場所／針ケ谷コミュニティセンター
対象／市内在住の18～29歳の方
定員／30人(応募多数の場合は選考)

内 341
◯

学 ぶ

申込み／11月１日(木)～12月５日
(水)に電話で
問合せ／富士見市社会福祉協議会
成年後見センター☆ふじみ
049-254-0747

富士見市青年リーダー研修会

問合せ／子育て支援課

子育て

定員／15人(無料)

※申込書は、
子育て支援課で配布

集

※詳しくはお問い合わせください。

とき／11月17日(土)午後１時30分
～４時(午後１時開場)
場所／鶴瀬西交流センター
西ノ原
内容／観音前遺跡(富士見市)、
遺跡(ふじみ野市)、藤久保東遺跡(三芳
町)の最新の研究成果について
定員／70人(無料、申込不要)
主催／入間東部地区文化財保護連
絡協議会
内 637
◯
問合せ／生涯学習課

参加費／500円 持ち物／筆記用具
主催／富士見市青少年育成市民会議
申込み／11月30日(金)までに参加
申込書に記入し直接

募

認知症や障がいなどで判断力が低下
した方の支援の仕方を学びます。
とき／
12月12日(水)
9：30～11：20
14日(金)
9：30～11：50
19日(水)
9：30～15：30
場所／
市民福祉活動センターぱれっと
対象／20～70歳の方
内容／権利擁護事業、福祉制度な
ど９科目

情報ステーション
ご案内

成年後見センター☆ふじみ
支援員養成講座(全３回)

中央図書館
鶴瀬西分館
ふじみ野分館

Information Station

FAX 049-254-2000

情報ステーション Information Station
ご案内

イベント

募

水子貝塚資料館のお知らせ
049-251-9686
問合せ

集
子育て
学

土曜おもしろミューズランド
縄文クッキーづくり
ドングリを材料に縄文クッキーを
つくってみよう。
午後
とき／11月17日(土)午前10時、
１時30分
場所／体験学習室
定員／親子各10組(申込順)
参加費／200円(材料代)
三角きん
持ち物／エプロン、
申込み／直接または電話で

ぶ
イベント

アンギン編みでコースターづくり
とき／12月１日(土)
午後１時30分
午前10時、
(いずれも開始30分前から受付)

市民伝言板

場所／体験学習室
定員／各15人(当日先着順)
参加費／100円(材料代)
対象／小学生～大人

富士見市役所

県立所沢おおぞら特別支援学校

おおぞら祭

とき／11月17日(土)午前９時50分
～午後２時10分
内容／ステージ発表、作品展示、作
業班製作品の販売など
場所・問合せ／県立所沢おおぞら特
別支援学校(所沢市南永井619-7)
04-2951-1102

学 ぶ
市民人材バンクモデル事業
えほんの魅力発見！講座
とき／11月27日(火)午前10時～正午
場所／ふじみ野交流センター
定員／15人(無料、申込順)
※親子での参加も可

講師／小栗知実氏(市民人材バンク
お ぐりとも み

登録者)

申込み／11月５日(月)午前９時か
ら電話で
内 633
◯
問合せ／生涯学習課

※未就学児は保護者同伴で可

難波田城資料館のお知らせ

問合せ
049-253-4664
休館日：月曜(祝日の場合は翌日)

くらしの
リユース

10日(土)

はたおり

11日(日)

わたくり

18日(日)

昔の明かり体験

17日(土)

いろりの日

23日(祝)

コリントゲーム

25日(日)

トントン紙相撲

24日(土)

広報ふじみ 11月号

FAX 049-254-2000

11月11日は介護の日
高齢者あんしん相談センターひだ
まりの庭むさしの出前相談会
水谷文化祭にあわせて、介護や介護
予防などの相談会を開催します。
とき／11月10日(土)･11日(日)午前
10時～午後４時 ※無料、申込不要
場所／水谷公民館
問合せ／高齢者あんしん相談セン
ターひだまりの庭むさしの
049-268-5005
介護者教室
高齢者に起こりやすい“低栄養”と簡
単な工夫でおいしく食べられる料理
とき／11月15日(木)午後２時～３
時(受付：午後１時30分～)
場所／関沢みずほ苑
介護に関心
対象／介護している方、
のある方
内容／講義、試食
定員／20人(無料、申込順)
申込み／11月13日(火)までの午前
８時30分～午後５時に電話で
問合せ／高齢者あんしん相談セン
ターみずほ苑
049-256-7423
長持ち介護のためのアンガーマネ
ジメント講座～怒りやイライラをや

扇だこづくり(全２回)
企画展解説
市の特産品として知られた郷土民芸 「村人たちの明治」の展示解説を行い
「扇だこ」
をつくります。
ます(無料、申込不要)。
とき／12月1日(土)･2日(日)
とき／
午前10時～午後3時
11月17日(土)午後1時～1時30分
場所／講座室
場所／特別展示室
対象／中学生以上
11月のちょこっと体験
定員／8人(申込順)
子どもから大人まで気軽にできる
参加費／1,000円(材料代、当日集金)
昔体験です(無料、予約不要)。
昼食、
にぎ
持ち物／エプロン(前掛け)、
とき・内容／午後1時～3時
りばさみ(お持ちの方)
3 日(祝)
脱穀体験
指導／富士見市扇だこ保存会
4 日(日)
バランスとんぼ
申込み／直接または電話で
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049-251-2711

はたおり

る気に変える良い話～

とき／11月16日(金)午後１時30分
～２時30分(受付：午後１時15分～)
場所／ピアザ☆ふじみ
介護に関心
対象／介護している方、
のある方
定員／40人(無料、申込順)
さち え
講師／南幸恵氏(アンガーマネジメ
ントコンサルタント)

申込み／11月14日(水)までの午前
８時30分～午後５時に電話で
問合せ／高齢者あんしん相談セン
ターむさしの
049-255-6320

富士見市中学生の主張大会
とき／12月１日(土)午後１時～４時
場所／キラリ☆ふじみ
内容／ 市内各中学校代表(各２人)
と富士見高等学校代表(特別参加)に
よる主張発表
東中学校吹奏楽部の演奏
主催／富士見市青少年育成市民会議
内 341
問合せ／子育て支援課
◯

富士見市役所

049-251-2711

FAX 049-254-2000

水谷文化祭
「ふれあい ひろがれ」

通年開催教室

水谷東文化祭

問合せ／富士見市スポーツ協会

学童ドッジボール
大会予選
諏訪小学校校庭
陸上ミニ３種チャレンジ
サッカーフリーキック、ストラックアウト
文化の杜 総合
ティーバッティング、スピードガンテスト
開会式 ゲートボール、グラウンドゴルフ
公園
(受付：9：30)

いずれも午前10時〜午後2時
縁日コーナー
内容／季節の花販売、
フリーマーケット参加募集
募集区画／50区画(申込順)
出店協力金／500円
申込み／11月９日(金)までにメー
ルまたは電話で
問合せ／入間東部
むさしの作業所
049-252-5270

アメリカンポップスコンサート
～音楽の夕べ＆イルミネーショ
ン点灯式～

とき／12月１日(土)午後4時～5時
30分(イルミネーション点灯式は午後
5時10分から) ※無料、
申込不要

場所／水谷東公民館
出演／ポップスふじみ野
水谷東公民館
共催／水谷東４町会、
問合せ／水谷東公民館
048-473-8717
広報ふじみ 11月号
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くらしの
リユース

(9：30 ~12：00、13：00 ~14：30)

抽選会

バトテニス、インディアカ(9：30 ~12：00、13：00 ~14：30)
輪投げ、パターゴルフ(9：30 ~12：00、13：00 ~14：30)
ユニカール(9：30 ~12：00、13：00 ~14：30)
ウォーク＆ウォーク(受付：9：30、スタート：10：00)
模擬店(10：00 ~)
ピンポンコーナー、サウンドテーブルテニス

少林寺拳法演武

学童ドッジボール大会
決勝戦 ・ ３位決定戦

14 ： 30 15 ： 30

表彰式

45

学童ドッジボール
大会決勝抽選会

１階ロビー

12 ： 00 12 ： 45 13 ： 00

幼児玉入れ

体育館玄関前

表彰式

サブアリーナ
柔道場
剣道場

11 ： 00

※事前受付
午前９時 分〜

市民総合体育館

メインアリーナ

スポーツ玉入れ

9 ： 30

とき・場所／11月10日(土)･文化の
杜公園、17日(土)･東久保中央公園
(イオン大井店横)

049-254-9510

とき／11月23日(祝)午前９時～午後３時30分
※雨天時は開催種目の変更あり
場所／市民総合体育館、諏訪小学校校庭、文化の杜公園
持ち物／室内用運動靴(室内競技のみ)
主催／富士見市スポーツフェスティバル実行委員会
9 ： 00

むさしの作業所秋まつり

市民伝言板

富士見市スポーツフェスティバル

験、ミニステージ、中学生ボラン
ティアによるあそびコーナー、ふ
わっぴーと撮影コーナーなど
11日 舞台発表、展示、模擬店、パソ
コン体験、
ベーゴマ大会、
野球体験、
の だて
ミニステージ、野 点( お茶の体験)、
中学生ボランティアによるあそび
コーナーなど
水谷
主催／水谷文化祭実行委員会、
公民館
問合せ／水谷公民館
049-251-1129

イント
イベ

パークエクササイズ 健康ウォーキ
ングレッスン～正しく歩くために～
とき／11月13日(火)正午～午後０
時45分 ※雨天時はスタジオで開催
場所／文化の杜公園
定員／20人(申込順)
参加費／500円

部など)、
スタンプラリー(お楽しみ
抽選会)、
展示、模擬店、パソコン体

ぶ

とき／11月17日(土)･18日(日)
いずれも午前10時
場所／水谷東公民館
内容／展示、舞台発表(歌、踊り、楽
器演奏など)、
模擬店(綿菓子、手作り
ケーキなど)、
子ども生け花体験
主催／水谷東文化祭実行委員会
問合せ／水谷東公民館
048-473-8717

(みずたに幼稚園、水谷中学校吹奏楽

学

～交流の輪を広げ 誰もが笑顔に～

場所／水谷公民館
内容／
10日 ミ ニ セ レ モ ニ ー、舞 台 発 表

子育て

やさしいピラティス
（全４回）
平成31年１月
とき／12月３･10日、
７･ 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／2,000円

(11日(日)は午後3時まで)

集

【共通事項】
主催／(公財)キラリ財団
申込み／11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

とき／11月10日(土)･11日(日)
午前10時～午後４時30分

募

詳しくはお問い合わせください。
小学生バスケスクール
とき／毎週水曜 対象／小学生
小学生フットサルスクール
とき／毎週水曜 対象／小学生

はじめてのシェイプボクシング
(全８回)
平成31
とき／12月４･11･18･25日、
年１月８･15･22･29日いずれも火
分
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／4,000円

情報ステーション
ご案内

市民総合体育館のお知らせ
049-251-5555
問合せ

Information Station

情報ステーション Information Station
ご案内

人権フェスティバル

イベント

とき／11月20日(火)
正午～午後３時30分
場所／ふじみ野市立勤労福祉セン
ター(上福岡駅東口、徒歩約15分)
内容／オープニングセレモニー

人権啓発イベント「ヒューマンスクウェア」

募
集
子育て

とき／12月１日(土)午前10時 ※無料
場所／エルミこうのす(鴻巣市)
と も ち か やっ く ん
内容／友 近 8 9 0 による人権＆コン
サート、
人権ポスター掲示など
問合せ／県人権推進課
048-830-2258

市民伝言板

(トイピアノコンサート)
はたとも え

演奏：畑奉枝氏(マルチピアニスト)
講演「パニック症10年間の闘病か
ら克服まで差別や偏見のない人権
を尊重した社会づくりの大切さ」

学
ぶ
イベント

けやき子ども園バザー
₁₁月₁₁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、職員によるブースなど／
₀₄₉︲₂₅₄︲₀₀₂₂
けやき子ども園
かい

市民伝言板

ふじみ彩の会 水彩画作品展
₁₁月₁₃日㈫～₂₀日㈫₁₀:₀₀～₁₇:₀₀(初日
は₁₂:₀₀から、最終日は₁₅:₀₀まで。₁₉日
㈪を除く)／中央図書館／無料／
₀₄₉︲₂₅₁︲₂₃₈₃
須田

くらしの
リユース

デジタル写真講座(全2回)
₁₁月₁₇日㈯ ･ ₁₈日㈰₉:₃₀～₁₇:₀₀／鶴瀬
駅西口サンライトホール／写真表現の
上手になるコツを学びます／定員₁₀人
(申込順)／参加費₂,₀₀₀円／主催JRP埼玉
ふじみ野支部／鈴木
₀₄₉︲₂₆₃︲₁₅₂₆
ヘルスメイト料理教室

(カステラの作り方)

₁₂月₅日㈬₁₀:₀₀～₁₃:₀₀／ピアザ☆ふじ
み／無添加のおいしいカステラの焼き
方を学びます／定員₂₀人／主催富士見
市食生活改善推進員／₁₁月₃₀日㈮まで
に要申込／無料(材料代別途)／
₀₄₉︲₂₅₄︲₃₆₂₅
戸塚

講演会｢障がい児･者の性と生を学ぼう｣
₁₁月₂₁日㈬₁₀:₀₀～₁₂:₀₀／南畑公民館
／講師を招き、障がい児 ･ 者の性につい
て考える／主催富士見市心身障がい児
者親の会みのり会／無料／
₀₄₉︲₂₅₂︲₂₅₃₀
星野
無の会陶芸展
₁₁月₂₅日㈰～₃₀日㈮₁₀:₀₀～₁₇:₀₀／キ
ラリ☆ふじみ／花と器と食器をテーマ
₀₄₉︲₂₅₁︲₉₄₁₅
に／無料／岡田
平和のための戦争パネル展
₁₂月₄日㈫～₉日㈰₁₀:₀₀～₁₉:₀₀(最終日
は₁₆:₃₀まで)／鶴瀬西交流センター／
戦争の写真 ･ パネル ･ 資料の展示／主催
富士見市平和委員会(ピースフレンズ)
／無料／高田
₀₈₀︲₁₀₅₆︲₆₇₆₈
勝瀬こばと保育園バザー
₁₂月₁₆日㈰₁₀:₀₀～₁₃:₃₀／勝瀬こばと
保育園／バザー、模擬店など／バザー
提供品を募集中／
₀₄₉︲₂₆₃︲₈₈₀₀
勝瀬こばと保育園

と づか

富士見市マスコットキャラクター
ふわっぴー

10月５日現在●

●

問合せ╱環境課

講師：大場久美子氏(女優)
※駐車場には限りがあります。
※人権作文の朗読、
物品販売などあり
※無料、申込不要

※手話通訳あり

※保育あり(1歳から未就学児、11月
13日(火)までにふじみ野市市民総合
相談室(

049-262-9001)に電話で)

主催／ふじみ野市、ふじみ野市教
育委員会、入間郡市同和対策協議会
問合せ／
内 270
人権･市民相談課
◯

内 248
◯

募

集

社交ダンスサークルローズ
月₃回金曜₁₄:₀₀～₁₆:₀₀／鶴瀬西交流
センター／楽しく踊っています／月会費
₂,₅₀₀円／荒木
₀₈₀︲₁₁₅₉︲₆₈₈₃
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
₀₉₀︲₁₄₃₇︲₆₄₁₀
フォークダンス･アップル
月₃回水曜₁₃:₃₀～₁₅:₀₀／鶴瀬公民館
／女性／楽しく踊りませんか／入会金
₅₀₀円／月会費₁,₀₀₀円／体験 ･ 見学歓迎
／東口
₀₄₉︲₂₅₄︲₄₈₅₁
あずま ぐ ち

ダンス(フラミンゴ)
月₃回月曜₁₃:₀₀～₁₆:₀₀／鶴瀬西交流
センター／初級 ･ 中級者でも気楽に踊れ
ます／入会金₁,₀₀₀円／月会費₃,₀₀₀円／
加納
₀₈₀︲₁₀₈₆︲₃₅₆₃
童謡仲間ふじみ
月₁回金曜₁₀:₀₀～₁₂:₀₀／キラリ☆ふじ
み／童謡などを楽しく歌いましょう／
₁回₁,₀₀₀円／₁₁月は₃₀日㈮に実施／
₀₈₀︲₄₃₈₆︲₁₉₅₇
大日南
おお ひ

な

ご利用ガイド

はた織り機／ノンフライヤー(調理器具)／電気たこ焼き器／電気ストーブ／ポー
タブルDVD／ハンドベル(一式)／布(手芸用)／木目込み人形の材料一式／ひな人
形／五月人形／スーツ(男児用サイズ100㎝･ダークグレー)／富士見高冬用制服ブ
レザー･スカート･リボン(2L･ W78㎝)／チャイルドシート(3～5歳用)

広報ふじみ 11月号

FAX 049-254-2000

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。

ゆずります
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049-251-2711

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

さい

富士見市役所

ゆずってください
小型物置／電動アシスト自転車

