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とき／平成31年１月14日（祝）
受付／午前10時30分
開式／午前11時
場所／キラリ☆ふじみ
対象／平成10年４月２日～平成11
年４月１日生まれ
※市内在住の対象者には、12月上旬
ごろに案内はがきを郵送します。
※詳しくは、広報『ふじみ』12月号
でお知らせします。
問合せ／生涯学習課 2○○○631

人も車も自転車も 
安心・安全 埼玉県

重点目標／
•子どもと高齢者の安全な通行の確
保と高齢運転者の交通事故防止
•自転車の安全利用の推進
•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
•子どもと高齢者の歩行中の交通
事故防止

問合せ／交通・管理課 2○○○433

ご自宅の樹木の枝や葉が道路上に
飛び出していませんか。
道路上に枝や葉が飛び出ていると、
歩行者や車両の通行に支障をきた
すほか、道路標識やカーブミラー
が見えにくくなるなど交通事故の
原因となる恐れがあります。
道路に張り出した樹木などでけが
や事故が起きてしまった場合、そ
の樹木などの所有者（樹木などが生
えている土地の所有者）が責任を問
われることもあります。
安心して道路を利用できるよう所
有者の方は、定期的に樹木の剪定
を行うなど適切な管理をお願いし
ます。
※土地所有者の管理物である樹木など
は、市で剪定・伐採することはできま
せん。
問合せ／交通・管理課 2○○○405

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11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

ご
　
案

　
内

健康増進センター 2049-252-3771
年に1回　愛犬に必ず狂犬病予防注射を！

狂犬病予防注射は、毎年１回行う
ことが法律で義務付けられていま
す。集合狂犬病予防注射（下表）また
は動物病院で必ず接種しましょう。
登録済みの犬の飼い主には、はが
きを送付しますので、必要事項を
記入してお持ちください。
※動物病院で接種した場合は、獣医師
が発行する ｢狂犬病予防注射済証｣ を
健康増進センターに持参し、狂犬病予
防注射済票の交付手続き（交付手数料
550円）をしてください。
注射の時期／
• 生後91日以上の犬は、４月１日～
６月30日の間
• 注射を受けていない犬を飼い始め
たときは、30日以内

費用／3,300円
（注射料金2,750円、狂犬病予防注射済
票交付手数料550円）
※新規に犬の登録をする場合は、別途
登録手数料3,000円がかかります。
※動物病院で接種する場合は、注射料
金が集合狂犬病予防注射と異なる場合
があります。

集合狂犬病予防注射日程表
とき 午前９時30分～11時 午後１時～２時30分

４月12日(木) みずほ東公園
(水谷小北側)

前沼公園
（水谷東小近く）

４月13日(金) 唐沢公園
（関沢小東側)

針ケ谷コミュニティ
センター 第２駐車場

４月16日(月) 鶴瀬公民館 駐車場 南畑公民館 駐車場

４月17日(火) 鶴瀬西第１公園 勝瀬集会所 駐車場
（榛名神社西側）

※注射会場が公園の場合、駐車場はありません。

　　　　　　　　　　　 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　2  049-268-7788

出陣式
とき／４月６日（金）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

お済ですか
犬の登録変更届など

飼い主や住所が変わったときは
「犬の登録事項変更届」を、飼い犬
が死亡したときは「犬の死亡届」
を健康増進センターに提出して
ください。

樹木の剪
せん

定
てい

にご協力ください

行政書士による無料相談会

平成31年
富士見市成人式典のお知らせ

４月６日～15日
春の全国交通安全運動
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平成30年度パブリックコメント
（市民意見提出手続）募集予定

平成30年度審議会等委員公募予定

※詳しくは市ホームページをご覧く
ださい。なお、募集の時期や内容は
変更になる場合があります。
問合せ／協働推進課 2○○○258

今春新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。県内の
事業所や献血ルーム、
献血バスで献血にご
協力いただくと、県
限定の記念品を差し
上げます。
記念品／シミとりペン（携帯でき
る衣類用シミとり剤）
問合せ／県薬務課  2048-830-3635

ご

案

内

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／４月17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○○○243

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）。
※介護支援ボランティア登録には、
印鑑、350円（保険代）が必要です。
説明会日程／いずれも午前10時

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

市に固定資産税を納税している方
は、平成30年度の土地・家屋価格
等縦覧帳簿の縦覧や固定資産課税
台帳（名寄帳）の閲覧ができます。
これは納税者の方が所有する土
地・家屋の価格（評価額）が適正であ
るか、ほかの土地・家屋との比較
を通じて判断するための制度です。
※期間中に限り、当該年度分の課税
台帳兼名寄帳の写しは無料交付
期間／４月２日（月）～５月31日
（木）（土・日曜、祝日を除く）
※土曜開庁日（４月７日（土）、５月12
日（土））は縦覧・閲覧可
時間／午前８時30分～午後５時15
分
※木曜は午後７時まで。５月12日（土）
は午後０時30分まで
場所／税務課
対象者／市に固定資産税を納税し
ている方および同世帯の親族、納
税管理人、代理人（委任状が必要）
持ち物／本人であることが確認で
きるもの（運転免許証、マイナンバ
ー（個人番号）カードなど）

問合せ／税務課　土地係・家屋係
2○○○354

市では、家庭の緑化推進と災害防
止にも役立つ生け垣設置を奨励し、
補助条件に該当する生け垣設置に
対して補助金の交付を行っていま
す。詳しくはお問い合わせくださ
い。
補助金／1ｍあたり3,000円、限度
額30,000円
問合せ／
まちづくり推進課 2○○○454

平成29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２日（月）～５月
18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

と　き 場　所

４/17（火） 市民福祉活動センターぱれっと

５/15（火） 鶴瀬西交流センター

募集時期 案件名、担当課

10月 富士見市空家等対策計画
（案）、建築指導課

平成31年
１月

富士見市自殺対策行動計画
（案）、障がい福祉課

平成31年
２月

富士見市文化芸術振興基本計
画中間見直し（案）、地域文化
振興課

募集時期 審議会等名（募集人数）、担当課

５月 公民館運営審議会（4人）、
生涯学習課

６月

生涯学習推進市民懇談会
（4人程度）、地域文化振興課・
生涯学習課
安全安心なまちづくり防犯
推進市民懇談会（2人）、
安心安全課

男女共同参画社会確立協議会
（2人）、人権・市民相談課

健康づくり審議会（2人）、
健康増進センター

７月 環境審議会（2人）、環境課

平成31年
２月

国民健康保険運営協議会
（1人程度）、保険年金課

平成30年度は評価替えの基準年度
です。課税客体となる土地・家屋
について評価額の算定替えを行っ
ています。

ご 案 内
Guidance

市政に参加しましょう

新社会人応援献血キャンペーン

つきいち～臨時農産物直売所～

生け垣づくりの補助制度

はじめませんか
介護支援ボランティア

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦
覧や固定資産課税台帳（名寄帳）
の閲覧
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宿泊期間／1泊2日(土・日曜)
実施期間／5月29日(火)～平成31年
3月5日(火)
※この期間に5回実施予定。詳しく
はお問い合わせください。
登録申込／4月20日(金)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、県および市ホーム
ページから入手可
※登録は毎年更新の手続きが必要で

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

す。また、年度途中での登録も受け
付けています。
※詳しくは右のコードから
もご覧になれます。
申込み・問合せ／
人権・市民相談課 ○○○270

問合せ／鶴瀬公民館 049-251-1140 ℻049-251-1156
ピースフェスティバル2018　出品者・参加者・参加団体

富士見市マスコットキャラクター
ふわっぴー

｢富士見市非核平和都市宣言｣ の理
念を多くの市民に広げ、平和の尊さ
を未来へ語り継ぐため、7月11日（水）
～15日（日）にキラリ☆ふじみで開催
します。
｢平和｣ をテーマとした出品、出演
など、皆さんの応募をお待ちしてい
ます。

（1）展示部門
①市民の平和メッセージ
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
（用紙は任意のもの）。
②俳句・短歌・詩
優秀作品は、ピースフェスティバル
｢平和祈念のつどい｣ で紹介します
（予定）。
③子ども（小学生まで）の写真
サイズ：2L～A4
④平和作品展の作品
絵画・写真・書など
※表現形式・サイズ不問
※展示に必要な額装、表装、パネル張
りをし、キラリ☆ふじみ展示室へ直接
（搬入：7月9日（月）午後1時～3時
搬出：7月15日（日）午後4時）
応募方法／①～③は、各公民館・交
流センター・コミュニティセンター
にある応募箱または鶴瀬公民館へ直
接
※①②は市ホームページからも応募可
応募期間／
①～③4月3日（火）～6月29日（金）

（2）舞台部門
①愛と平和のコンサート
合唱・合奏など出演グループ
公演日／7月14日（土）
場所／マルチホール

②市民構成劇　出演者・スタッフ
市民手作りの台本で演じます。
公演日／7月15日（日）
場所／マルチホール
※未経験者大歓迎
※第1回練習：5月5日（祝）午後1時30
分～、鶴瀬公民館
③キッズ＆若者ライブ出演団体
ダンスなどのパフォーマンスグループ
公演日／7月15日（日）
リハーサル／7月14日（土）
場所／メインホール

（3）縁日部門
模擬店・フリーマーケット
開催日／7月14日（土）・15日（日）
場所／ウッドデッキ（テントは用意し
ます）
※フリーマーケットは、両日とも4団体

【（2）（3）共通事項】
応募方法／申込用紙に記入し、鶴瀬
公民館へFAXまたは直接
※申込用紙は、市ホームページ、各公
民館・交流センター・コミュニティセ
ンターにあります。
応募期間／4月3日（火）～20日（金）
※応募多数の場合は抽選
※参加決定後、実行委員会への出席を
お願いします。

（4）ヒロシマ平和体験学習
広島市原爆死没者慰霊式ならびに平
和祈念式に参加しませんか。
とき／8月5日（日）・6日（月）
場所／広島平和記念公園・広島平和
記念資料館
募集人数／2人
※宿泊費・交通費は実行委員会負担、
市職員随行
応募方法／応募動機（400字程度）・住
所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号
を記入し、鶴瀬
公民館へ直接
応募期限／
5月18日（金）
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子

育

て

募

集

ポッポくん ポポ美ちゃん

募 集
Invitation

ふじみ青年学級は、障がいのある
方の生活の充実を目指し、学習・
文化・スポーツ活動と地域交流を
目的に年間を通して開催していま
す。活動内容は、調理実習、音楽
クラブ、遠足、カラオケ、クリス
マス会などです。
親睦

ぼく

を深めながら、一緒に楽しく
休日を過ごしませんか。
※学級活動を支援するボランティア
の方も募集しています。詳しくはお
問い合わせください。
活動日／月1回日曜
午前9時～午後3時
場所／鶴瀬公民館ほか
対象／市内在住、在勤、在学の15
歳以上の方で自力で通える方、ま
たは介助者が同行できる方
参加費／無料(食事・材料代などは
実費負担)
申込み・問合せ／
鶴瀬公民館 049-251-1140

打越市民農園の利用者追加募集

市民農園は野菜や草花の栽培を通
して農業体験を楽しんでいただ
き、余暇の充実や健康維持を目的
として設置しています。
土と親しみながら作物などを育て
る喜びを感じま
せんか。
募集区画数／
約20区画
(1区画約30㎡。1世帯2区画まで)
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／契約日～平成32年3月
末日
利用料／月額500円(年度ごと換算)
※4月から使用：6,000円
申込み／随時電話で(申込順。土･
日曜、祝日を除く)

ふじみ青年学級
学級生＆ボランティア

子 育 て
Child-rearing

お子さんと一緒にクッキングを楽
しみましょう。
とき／4月14日(土)午前10時～正午
場所／ピアザ☆ふじみ
対象／小学生とお父さん
定員／12組(申込順)
講師／正

まさ

木
き

勝
まさる

氏(鶴瀬公民館「おや
じの料理」講師)
参加費／1組300円（当日集金）
持ち物／エプロン、三角きん、マ
スク、タオル
申込み／4月1日（日）午前10時か
ら電話で
問合せ／
ふじみ野児童館
049-257-6996

おでかけぴっぴのひろば

子どものあそび場に、お友だちづ
くりに、気軽にお越しください。
※無料、申込不要
とき・場所／午前10時～11時30分
鶴馬1丁目集会所
（いずれも火曜）

水谷東公民館
（いずれも水曜）

４月10日 ４月25日
５月８日 ５月23日
６月12日 ６月27日
７月10日 ７月25日
９月11日 ９月26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
※お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」　 049-251-3005

お父さんと遊ぼう！

※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
049-253-6686

口腔がん検診 (無料 )

6月3日(日)開催の ｢歯と口の健康
フェア｣ 会場で、口腔がん検診を
行います。
口腔がんは長期に放置している
と、舌やあごの骨を切除したり、
最悪の場合は死に至る怖い病気で
す。ぜひこの機会に検診を受けま
しょう。
とき／6月3日(日)
午前10時～午後１時
※時間の指定はできません。
場所／ピアザ☆ふじみ(歯と口の健
康フェア会場)
対象／市内在住の40歳以上の方
申込み／はがきに ｢口腔がん検診
希望｣・住所・氏名・生年月日・電
話番号を記入し郵送(5月26日(土)
必着)
※応募者多数の場合は抽選。後日、
受診票(予診票)をお送りします。
申込先／
〒354-0015　東みずほ台1-6-22
富士見市歯科医師会会長 小柳　聡
問合せ／健康増進センター
049-252-3771

受付期間／
3月26日（月）～4月20日（金）
試験日／5月13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
049-269-0110

平成30年度
第1回埼玉県警察官採用試験
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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。

事業名 と　き 詳　　　細

■予  パパママ
　 準備教室

1日目
 4月21日㈯
 9:30～15:30

■対初めての出産
を平成30年7･8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・手鏡（ご夫婦各自）、昼食

2日目
 5月17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

 4月27日㈮
13:30～15:15

■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（おおむね生後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）　■定 15人（申込順）
■持母子健康手帳、筆記用具 ■申4月16日（月）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））

■予  もぐもぐパクパク
　 食事相談

 4月25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
 4月11日㈬ ■水

■鶴
■受 12:50～13:40 ■場健康増進センター
■対平成29年11月1日～11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

 4月23日㈪ ■水
■鶴
■受 12:50～13:40 ■場健康増進センター
■対平成29年11月16日～11月30日に生まれた子

12か月健診  4月17日㈫ ■水
■鶴
■受 12:50～13:40 ■場健康増進センター
■対平成29年4月1日～4月23日に生まれた子

１歳６か月健診  4月18日㈬ ■水
■鶴
■受 12:50～13:40 ■場健康増進センター
■対平成28年7月1日～7月23日に生まれた子

３歳健診  4月24日㈫ ■水
■鶴
■受 12:50～13:40 ■場健康増進センター
■対平成26年10月生まれの子

■予  乳児・母乳相談  4月12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

 4月21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

健診名 対象月齢 健診場所 バスコース
４か月健診 ４か月児

健康増進センター
鶴瀬コース

水谷コース

12か月健診 12か月児
１歳６か月健診 １歳８か月児
３歳健診 ３歳６か月児

鶴瀬コース
健診専用バス　停車場所 通過予定時刻
１ 鶴瀬駅東口（隈川写真館前） 12:40 発
２ 鶴瀬駅西口（立体駐輪場前） 12:43 
３ 東和銀行鶴瀬支店前 12:45 
４ スーパーBig-A富士見鶴馬店前（☆） 12:50 
５ しまむら鶴瀬店前（☆） 12:55 
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 
９ ウエルシア渡戸店前（観音堂前） 13:12 
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。

水谷コース
健診専用バス　停車場所 通過予定時刻
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 
５ 第四保育所前（駐車場付近） 13:00 
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。

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。

健康ガイド

子育て応援情報
モバイルサイト
「スマイルなび」

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
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学 ぶ
Learning

初めて手話を学ぶ方を対象に開催
します。富士見会場と三芳会場ど
ちらの会場でも受講できます。
とき・場所／
・富士見会場
とき：5月16日～平成31年2月13日
毎週水曜午後7時～9時
※毎月第1月曜午後7時～9時にも講
座があります。
場所：市民福祉活動センターぱれ
っと
・三芳会場
とき：5月15日～平成31年2月12日
毎週火曜午前10時～正午
※毎月第1火曜午後1時～3時にも講
座があります。
場所：三芳町総合体育館
対象／高校生以上の富士見市また
は三芳町在住、在勤、在学の方
定員／
各会場20人（応募多数の場合は抽選）
参加費／5,000円（テキスト・保険代）
※保育あり（お子さん1人につき保険
代1,300円）
申込み／申込書に記入し、4月2日
（月）～27日（金）（必着）に富士見市
社会福祉協議会へ郵送、FAXまた
は直接
※申込書は、障がい福祉課、富士見
市社会福祉協議会、富士見市社会福
祉協議会ホームページにあります。
問合せ／富士見市社会福祉協議会
〒354-0021　鶴馬1932-7
049-254-0747 ℻049-252-0111

普通救命講習Ⅰ

とき／4月15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、在学の方
定員／30人（無料、申込順）
申込み／4月2日（月）～6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

手話奉仕員養成講習会（全46回)

県立所沢おおぞら特別支援学校
学校支援ボランティア
養成講座（全5回)

特別支援学校を理解し、学習場面
や行事をサポートしてくださるボ
ランティアを養成する講座です。
とき・内容／いずれも午前8時45分
～11時45分（24・29日のみ午後3時まで）
とき 内容

5/12（土）オリエンテーション学校見学など

5/19（土）障害についてボランティア活動の心得など
5/24（木）クラスに入っての体験１
5/29（火）クラスに入っての体験２

6/２（土）振り返り「修了証」授与

場所／県立所沢おおぞら特別支援学校
定員／30人（先着順）
申込み・問合せ／4月27日（金）ま
でに県立所沢おおぞら特別支援学
校（ 04-2951-1102)に電話で

子 育 て
Child-rearing

子どもへの伝え方を学び、「子ど
もに、ついカッとなって怒鳴って
しまう」などの子育ての悩みを解
消しませんか（無料）。
とき／5月14日・28日、6月4日・
11日・25日、7月2日いずれも月曜
午前10時～11時40分
（受付：午前9時55分～）
場所／鶴瀬西交流センター
対象／3歳以上の未就学児がいる
保護者
定員／4人（応募多数の場合は抽選）
申込み／4月5日（木）～16日（月）
午前9時～午後5時に直接または電
話で（土・日曜を除く）
問合せ／子育て支援センター
「ぴっぴ」 049-251-3005

子育て講座
「叱らない子育て」（全６回）

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・場所／
午前 10時30分～11時45分（通年）
午後 3時30分～5時（4月～10月末）

火
午前 つるせ台公園

羽沢１丁目多目的広場
午後 北通公園

水
午前 勝瀬原記念公園
午後 つるせ台公園

木 午前 松の木公園
みずほ東公園

金
午前 北通公園

前沼公園
午後 みずほ東公園

対象／
午前 未就園児と保護者
午後 未就学児と保護者、小学生
※学校の長期休業期間は休み
※昨年とは、実施する公園・曜日に
変更があります。
問合せ／関沢児童館
049-251-9786

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17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
※兄弟も参加できます。
申込み／4月2日（月）午前10時から
直接または電話で
問合せ／
諏訪児童館
049-255-6671

青空児童館「あそびの学校」

ふたごちゃん・としごちゃん
あつまれ～
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うたごえ喫茶 inみずたに

思い出の懐かしい歌をアコーディ
オンの演奏で歌いましょう！
とき／6月9日(土)午後2時～4時
場所／水谷公民館
定員／100人(先着順)
参加券／500円 ※事前に参加券をお
求めください。販売は、4月17日(火)
から水谷公民館で行います。
主催／うたごえ喫茶inみずたに実
行委員会、水谷公民館
問合せ／水谷公民館
049-251-1129

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
4月 8・22日 5月 13・27日
6月 10・24日 7月 8日   
場所／むさし野緑地公園 ※無料
※車での来場はご遠慮ください。
※未就学児は、保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
名・住所の記入が必要です。
※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 ○○○256

とき／４月15日（日）午後２時
（午後１時30分開場）　※無料
場所／鶴瀬コミュニティセンター
演奏曲／ヴィヴァルディ ｢バイオリ
ン協奏曲イ短調｣、ハイドン｢おもち
ゃのシンフォニー」、モンティ｢チャ
ールダッシュ｣、ロメオとジュリエッ
トより ｢私は夢に生きたい｣ など
出演／弦楽アンサンブル、二宮紀
子氏（ソプラノ）、野中玲子（ピアノ）、
諏訪コーラス
問合せ／鶴瀬公民館
049-251-1140

ミニ鉄道クラブによる
ミニ鉄道運転会（4～7月）

クラシックコンサート 富士見の春

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、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

ビブリオバトル
入門ワークショップ
とき／４月28日（土）
午後２時～３時30分
場所／中央図書館
定員／15人（申込順）

内容／読んで面白いと思った本を
紹介し合い、どの本が一番読みた
くなったかを決めるビブリオバト
ル。公式ルール解説後、小グルー
プで実際に体験します。
申込み／4月3日（火）午前9時から
中央図書館へ直接または電話で

【開館時間】 午前9時～午後7時（試行的に午前9時から開館します）
休館日：月曜（祝日の場合は翌平日）

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

内　容 日　　時

中 央
図書館

こども映画会
６日（金）午前10時「となりのトトロ」
14日（土）午後２時
　「小さなバイキングビッケ 大きな木馬の贈り物」
　「くまのプーさん “きせつ”ってなあに」

名作映画会 ８日（日）午後２時「そして父になる」
27日（金）午後２時「スタンド・バイ・ミー」

おはなしかい（乳幼児） ４日（水）・18日（水）いずれも午前11時
おはなしかい（幼児・小学生） ７日（土）午後２時
子どもフェスティバルおはなしかい 22日（日）午前11時

鶴瀬西
分 館

こども映画会 ７日（土）午後２時「新
にい

美
み

南
なん

吉
きち

傑作童話集」
おはなしかい（乳幼児） 11日（水）・15日（日）いずれも午前11時
おはなしかい（幼児・小学生） 11日（水）午後3時30分、15日（日）午後2時30分

ふじみ野
分 館

こども映画会 28日（土）午前11時「泣いた赤鬼」
おはなしかい（乳幼児） 13日（金）午前11時
おはなしかい（幼児・小学生） 21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。

学 ぶ
Learning

梨畑で１から梨を作ってみよう！
春の田んぼの生き物観察や野外炊
飯の体験なども行います。
とき／4月21日（土）・22日（日）
※1泊2日
集合 午前9時 30分（JR大宮駅）
場所／栃木県芳賀郡芳賀町
対象／小2～中3
内容／食育体験講座、梨の受粉体
験、野外炊飯体験（火起こし、まき
割り）、道草ハイキングなど
定員／20人（最少催行人数10人）

食育体験活動（梨作り）
4月（受粉体験）と野外炊飯体験

参加費／小学生6,000円、中学生
7,000円（宿泊・交通費、保険代など）
持ち物／1日目の昼食、雨具、筆
記用具、生活用品、寝袋
申込み／4月11日（水）までにメール、
FAXまたは電話で予約
※詳しくはお問い合わせください。
問合せ／
（公財）国際青少年研修協会
03-6417-9721
℻03-6417-9724
□▽□□ info@kskk.or.jp
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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。
県コバトン健康マイレージ参加者
には市のポイントがつきます。
とき／5月20日（日）
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。
※荒天の場合、開催の可否は当日午
前6時30分以降に市役所へお問い合
わせください。
参加資格／完歩できる方（市外の
方の参加可、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。
申込み／
事前申込み 4月17日（火）～5月10
日（木）に参加費を添えて下記へ直接
《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時まで受付》
市民総合体育館事務所
※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
問合せ／生涯学習課　 ○内636

ふじみヘルシーウォーク大会

東大久保菜の花フェスタ2018

とき／4月8日（日）
午前9時～午後2時
場所／東大久保地域の田んぼ
（東大久保浄水場西側）
内容／
イベント 太鼓、鼓笛隊、ちんどん
屋、地元有志による民謡・カラオケ
販売 東大久保菜の花米、農産物、
大鍋とん汁など模擬店多数
体験 農耕機試乗体験
大型熱気球係留フライト
料金／大人800円、小人500円
※気象条件などにより飛べない場合
がありますので、当日に南畑公民館
（ 049-251-5663）へお問い合せくだ
さい。
菜の花摘み（無料）
とき／4月8日（日）　※当日のみ
場所／東大久保地域の菜の花の咲
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
問合せ／産業振興課　 ○内243

とき／4月20日（金）
午前10時～正午
場所／ふじみ野交
流センター
演目／「高松の出世」
ほか一席
参加費／500円（申込不要、当日集金）
ふじみ野塾生を募集します
ふじみ野じゅくは、年間を通して
ともに学び、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。詳しく
はお問い合わせください。
問合せ／ふじみ野交流センター
049-261-5371

ふじみ野じゅく開講記念
神
か ん だ

田織
お り ね

音講談会

健康増進呼吸法スーパーボイス
呼吸や発声、口や舌の訓練を行います。
初級コース（全8回）
とき／4月18日～8月1日第1･3水曜
午前10時～11時30分
場所／多目的室1・2または剣道場
定員／30人（申込順）
参加費／4,000円
中級コース（全22回）
とき／4月25日～平成31年3月27日
第2･4水曜午前10時～11時30分
（7月25日を除く）
※日程は変更になる場合があります。
場所／多目的室1・2または剣道場
定員／30人（申込順）
参加費／
1回500円（2か月分ずつ事前に集金）

バスケスクール（全7回）
とき／5月9・16・23・30日、6月
6・20・27日いずれも水曜
小１～３
午後4時30分～5時30分
小４～６
午後5時40分～6時40分
場所／サブアリーナ
対象／小学生
定員／各30人（申込順）
講師／小池真理子氏（元WJBL選手）
参加費／7,000円
【共通事項】
主催／（公財）キラリ財団
申込み／4月2日（月）から午前8時
30分～午後9時30分に直接または
電話で

熟年バンドLIVE

昭和の歌謡曲から和・洋ポップス、
ハワイアンまで演奏します。
とき／4月29日（祝）午後1時30分
（午後1時開場）　※無料
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　
049-251-1140

市民総合体育館のお知らせ
 問合せ　 049-251-5555
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水子貝塚資料館のお知らせ
 問合せ　 049-251-9686

企画展「竪穴住居の世界」
期間／6月10日（日）まで
場所／展示室（入館無料）
内容／竪穴住居についての展示

企画展・展示解説会
とき／4月14日（土）・28日（土）
午前10時30分　※無料、申込不要
場所／展示室
解説／当館学芸員
※会期中の5・6月の第2・4土曜に
も展示解説会を開催予定

土曜おもしろミューズランド
まがたまペンダントづくり
とき／4月21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／150円（材料代）

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。

学 ぶ
Learning

•●● 3 月9 日現在●●•

問合せ／環境課　 ○内  248

学習机／タンス／畳ベッド／ベッドのマットレス／ルーバーついたて
／ついたて／茶棚／花瓶台／座卓／ひじ付きいす／衣装ケース／フィ
ッシュロースター／三味線（バチ・ケース付き）／ひな人形（七段飾り）
／木目込みひな人形（親王飾り）／ウォータージャグ（10L･4L）／ベビ
ーサークル

自転車（26㌅）／ナンバーディスプレイ対応電話機
／ペット用仏壇／勝瀬中夏・冬用制服（女子用160
㎝）／ベビーバス／抱っこひも

ゆずってくださいゆずります

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

田んぼ体験隊（全7回）
とき 内容

5/19(土)
午後2時～4時

説明、種まき、
耕起

6/16(土)
午後2時～4時

代かき
田植え

6/30(土)、7/14(土)
午前10時～11時

草取り
(1回以上参加)

7/28(土)
午前10時～正午

かかし作り
流しそうめん

10/13(土)
午後2時～4時

稲刈り
矢来かけ

10/27(土)
午後2時～4時 脱穀

12/15(土)
午前10時～正午

もちつき
わら細工

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

やぎ

下
した

春
はる

良
よし

氏（地元農家）
参加費／1組年間1,000円（材料代、
通信費）
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（日）午前9時から
電話で

企画展「里
さ と か ぐ ら

神楽と面
めん

師
し

」展示解説
企画展担当の学芸員がエピソード
を交えて分かりやすく解説します。
とき／4月21日（土）午後1時～2時
場所／特別展示室

なつかしの自転車紙芝居
とき／4月29日（祝）
午前11時、午後1時、午後2時
（各30分程度）　※無料
場所／旧金子家住宅
内容／昔話の紙芝居、手遊び
協力／わんだー民話らんど

ちょっ蔵市「かしわ餅
もち

」
とき／4月22日（日）午前11時から
※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

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（無料、予約不要）。
とき・内容／午後1時～3時
1日（日）パラシュート作り

7日（土）わたくり

8日（日）新聞紙グローブ

14日（土）はたおり

15日（日）わたくり

21日（土）いろりの日

22日（日）しおり作り

28日（土）はたおり

29日（祝）自転車紙しばい

30日（振）紙のこいのぼり作り

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
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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

富士見市将棋連盟
ふじみ子ども将棋教室…4月14日㈯～平成
31年1月26日㈯10：00～12：00（全20回）／鶴
瀬公民館／小中学生／20人／参加費半年
分5,000円（保険代別途）
会員募集…第2･4土曜13：00～17：00／鶴
瀬公民館／自由対局、月例会（将棋大会：
月1回日曜10：00～17：00、参加費1,200円）
／入会金1,000円／年会費2,000円／
渡邉 049-254-4433

春の華展
4月14日㈯・15日㈰10：00～17：00（15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 049-251-5638

はるのなかよし公園まつり
4月15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

ちょうなん
）集）
南 049-251-5656

ホットチャリティ歌謡ショー
さくら祭り ナツメロ 歌と踊りの祭典
4月21日㈯11：00～18：00／キラリ☆ふじみ
／主催ホット歌謡クラブ／無料／
佐藤 049-251-2784

きらめき写真展
4月23日㈪～29日㈷ 9：30～17：00／キラリ
☆ふじみ／主催全日本年金者組合富士見
支部写真クラブきらめき／無料／
小倉 080-1156-4155

たんぼラグビー
6月10日㈰10：00～14：00／難波田城公園近
くの田んぼ／子ども～大人／水のはった田
んぼでラグビーボールを使いゲームをします
／10チーム（1チーム4人以上）／4月29日㈷
までに要申込（fujimitanbo@gmail.com）
／主催スクラム富士見／参加費などはお問
い合わせください／
滝澤 090-1507-6148

元気ダンス
若さを保つ ｢元気ダンス｣
無料体験講習…4月26日（木）10：30～11：30
／みずほ台コミュニティセンター／シニア／
15人（要申込）／無料
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／バレ
ーや社交ダンスの動きを基に座ってもできる
やさしい振付です／月会費1,500円／
黒岩 080-5650-5602

東上沿線女声コーラス交流会
5月19日㈯13：30～15：30／キラリ☆ふじみ
／コーラス発表会／無料／
馬場 049-251-1367

●

　　　募　集　　　
●

（男の厨
ちゅうぼう

房）キッチン おんどり
第4木曜9：00～12：00（年9回）／針ケ谷コミ
ュニティセンター／男性／料理経験のない
男性の自炊生活に必要な基礎実習／月会
費1,000円／川畑　 090-4202-8133

鶴瀬空手道同好会（秀武会）
毎週日曜9：00～11：00／鶴瀬西交流センタ
ー／幼児～大人／入会金3,000円／月会
費2,500円／無料体験あり（申込不要）／女
性も歓迎／渡辺　 080-3153-4357

ブルーハワイアンズ（バンド演奏）
月3回木曜13：00～15：00／水谷公民館／
水谷公民館文化祭や熟年バンドライブ、施
設でのボランティア活動などでサイドギター
やウクレレなどの楽器演奏／月会費1,000円
／三島　 049-253-4912

サークル富士
月3～4回火曜13：00～15：00／キラリ☆ふ
じみ／太極拳／月会費3,000円／
徳田 090-1051-9017

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　 049-268-1302

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／ネイティブ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）／
小泉　 090-3745-2561

富士見 墨の会
第1～3金曜10：00～12：00／鶴瀬西交流セ
ンター／書道 初級～上級／3人／入会金
1,000円／月会費2,000円／
柴田 049-251-4918

サークル ドラえもん
月3回月曜11：00～12：20（第3月曜を除く）
／市民総合体育館（柔道場）／よちよち歩
き～未就園のお子さんと親／親子体操／
入会金1,000円／月会費800円／
鈴木　 090-9097-6272

富士見空手サークル
毎週火曜18：15～19：30／鶴瀬公民館／5
歳以上の老若男女／空手の練習とレクリエ
ーション／入会金3,000円／月会費3,700円
／秋元 090-3506-6169

こども日本舞踊教室 小
こ

鈴
すず

会
かい

第1･3金曜20：00～21：30、第1･3土曜10：00
～12：00／鶴瀬西交流センター／幼児～中
学生／月会費2,000円／
西尾　 049-251-2547

イベント

市民伝言板の掲載方法
　市内で活動している団体･サークルの催し物案内や会員募集を1年に1回掲載するこ
とができます（4月号～翌年3月号）。
　掲載は受付順です。申込書は秘書広報課にあります。原則として掲載月の前々月の
25日（25日が土･日曜、祝日の場合はその前日）までにお申し込みください。
　なお、紙面に限りがありますので希望月に掲載できないことがあります。
　詳しくはお問い合わせください。
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