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8月は「人権尊重社会をめざす県

民運動強化月間」です。

お互いを思いやる心を大切に。

人権について考えてみませんか。

とき／８月25日(土)

午前10時～午後3時30分

場所／久喜総合文化会館(久喜市)

内容／

生
い く

稲
い な

晃
あ き

子
こ

氏(女優

 ･タレント)による

 人権講演会

花咲徳栄高等学

 校吹奏楽部による演奏

子ども人権メッセージほか

※無料、申込不要、先着順

問合せ／県人権推進課

048-830-2255

就職支援セミナー＆就職個別相談
就職支援セミナー
良い会社の見つけ方と就活のポイ
ント
とき／８月23日(木)

午前10時～正午

内容／自己分析･企業分析のポイ

ント、就職活動の効率的な進め方

のポイント

定員／20人(無料、申込順)

就職個別相談
とき／８月23日(木)

午後１時15分～４時

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(１人45分。無料、申込順)

プールや水辺では基本のルールを

守って楽しみましょう。

危険な場所では

   遊泳しない。

子どもから目を

   離さない。

小さい子どもだけでは遊ばせな

 い。

お酒を飲んだ後は遊泳しない。

問合せ／東入間警察署

049-269-0110

パートや派遣社員として働いてい

る方やこれから働きたいと考えて

いる方、雇用主の方を対象に非正

規雇用契約の基礎や最近の法改正

について学ぶセミナーです。

セミナー後は、

個別相談も行

います。

セミナー
とき／９月20日(木)

午前10時～正午

定員／30人(無料、申込順)

講師／山口恵美子氏(特定社会保険

労務士)

個別相談（被雇用者向け）
とき／９月20日(木)正午から

内容／非正規雇用契約に関わる全

般的な相談、カウンセリング

定員／６人(１人30分。無料、申込順)

相談員／キャリアカウンセラー

結婚を誠実に

希望する独身

男女に、出会

いの機会を提

供するSAITAMA出会いサポー

トセンターの登録受付を開始し

ます。

出会いから交際、結婚まで、結婚

支援システムと相談員がマッチン

グを支援します。

登録受付開始日／８月１日(水)

センター／

センター浦和

 (さいたま市浦和区高砂4-4-12

　第3岡昭ビル)

センター本庄

 (はにぽんプラザ(本庄市))

センター坂戸

 (文化施設オルモ(坂戸市))

対象／県内在住、在勤または近い

将来埼玉県へ移住予定の20歳以上

の独身男女

※インターネット環境がある方やス

マートフォンをお持ちの方

利用登録料／15,000円

(登録期間２年)

※詳しくは県ホームページ

をご覧ください。

問合せ／県少子政策課

048-830-3343

中小企業退職金共済制度(中退共)

は、中小企業で働く従業員のため

の国の退職金制度です。

※詳しくは、勤労者退職金共済機構

ホームページをご覧ください。

問合せ／

(独)勤労者退職金共済機構

中小企業退職金共済事業本部　

03-6907-1234

ご
案
内

非正規契約の今
～働く人も雇用する人も知っ
ておきたい基礎知識～

【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

共の交通機関などをご利用くださ

い。

対象／市内在住、在勤の方

講師／春
す の

原
は ら

義
よ し

憲
の り

氏(NPO法人キャ

リアプラザ埼玉)

持ち物／筆記用具

申込み／７月25日(水)から電話で

※どちらか一方の申込みも可

※託児なし

問合せ／産業振興課　 ◯内383

【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

共の交通機関などをご利用くださ

い。

持ち物／筆記用具

主催／市、県

申込み／８月１日(水)～9月18日

(火)に電話で

※託児なし

問合せ／産業振興課　 ◯内383

SAITAMA出会いサポート
センター登録受付開始

人権啓発フェスティバル
ヒューマンフェスタ2018�in�久喜

水の事故を防ぎましょう

事業主の方へ
退職金のこと考えてみませんか
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空調設備更新および屋上防水工事

を行います。工事に伴い冷暖房な

どの使用ができないほか、施設利

用が一部制限されます。

利用の際は、公共施設予約システ

ムなどで確認をお願いします。

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／９月～平成31年２月

※ふじみ野保育園は、通常保育を実

施します。図書館ふじみ野分館は一

定期間閉館となります。詳しくは市

ホームページなどでお知らせします。

問合せ／ふじみ野交流センター

049-261-5371

空調設備の更新工事実施に伴い、

全館(送迎バス含む)臨時休館しま

す。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。

休館期間／９月18日(火)～平成31

年１月10日(木)(予定)

※ゲートボール場は、一部の日程で

利用が可能です。９月17日(祝)まで

にご予約ください。

利用申込／９月17日(祝)まで、平成

31年１～３月分の利用申込を受け

付けます。　※休館期間中は、利用

申込はできません。

問合せ／老人福祉センター

049-252-4810(休館期間中：高齢

者福祉課　 ◯内385)

外構工事(ネットフェンス)に伴い、

テニスコートの利用を一時休止し

ます。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。

休止期間／10月１日(月)～31日(水)

問合せ／入間東部地区事務組合事

務局総務課　 049-261-4891

ご案内

交通遺児等援護一時金の給付

ふじみ野交流センター
改修工事のお知らせ

老人福祉センター｢びん沼荘｣
臨時休館のお知らせ

入間東部地区事務組合
テニスコート利用休止のお知らせ

県による建築物の耐震診断・
耐震改修に関する補助制度

県による建築物のアスベスト
対策に関する補助制度

事業者の環境経営を

促進し、環境と経済

の好循環を推進する

ことを目的として環

境省が策定した環境マネジメント

システムです。

認証取得に向けた事業者向け無

料研修会(全５回)を富士見市、川

越市、日高市、坂戸市、三芳町、川

島町と共同で開催します。

詳しくは市ホームページをご覧に

なるか、お問い合わせください。

申込期間／

７月23日(月)～８月24日(金)

問合せ／環境課　 ◯内299

総務省では、都道府県を通じて、毎

月労働力調査を実施しています。

この調査では、全国の世帯から無

作為に選定した４万世帯のうち15

歳以上の方を対象に、就業･不就業

の状態を調査します。

この調査から得られるデータは、

雇用失業対策などの企画･立案を

するうえで重要な指標として利用

されます。対象の世帯には、統計

調査員が伺いますのでご協力をお

願いします。

問合せ／県統計課人口統計担当

048-830-2314

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、

県ナースセンターへの届出が努力

義務になりました。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／

看護師等届出サイト｢とどけるん｣

から入力

※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

048-620-7339

平成30年度
労働力調査を実施しています

県では、昭和56年5月31日以前に

建築確認を受けて建築された建築

物のうち、診療所や店舗、福祉施設

などの多数の人が利用する一定規

模以上の建築物に対して、耐震診

断･耐震補強設計および耐震改修

の費用の一部を補助しています。

ご活用ください。

問合せ／県建築安全課

048-830-5527

県では、民間建築物のアスベスト

対策として、アスベスト含有のおそ

れのある吹付け材の含有調査お

よび吹付けアスベストの除去など

の工事に対する費用の補助をして

います。アスベスト対策を検討中

の方は、ご相談ください。

問合せ／県建築安全課

048-830-5525

埼玉県交通安全対策協議会では、

県内在住の交通遺児等に一時金を

給付しています。

※交通遺児等とは、18歳以下の方で、

保護者が交通事故により死亡または

重い障がいを負った方をいいます。

対象／2017年４月１日以降、交通

遺児等となった県内在住の18歳以

下の方

給付額／子ども１人につき10万円

(１回のみ)

給付時期／11月または2019年５月

提出期限／

11月給付分：８月31日(金)まで

2019年５月給付分：2019年２月28

日(木)まで

申請方法／申請書類に記入し、み

ずほ信託銀行浦和支店へ郵送また

は持参(〒330-0063 さいたま市浦和

区高砂2-6-18)

※申請書類は市交通･管理課、各学

校にあります。

問合せ／県防犯･交通安全課

048-830-2958

エコアクション21
認証・登録研修会のお知らせ

離職中の看護職の方は
届出をお願いします
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職種・人数／

一般事務職員･１人程度

試験区分／

大卒(平成４年４月２日以降に生まれた方)

短卒(平成６年４月２日以降に生まれた方)

高卒(平成８年４月２日以降に生まれた方)

試験日／10月14日(日)

申込み／申込用紙に記入し、８月

６日(月)～９月７日(金)(必着)に郵

送または直接(平日のみ)

※申込用紙は事務局総務課で配布

問合せ／

〒356-0058 ふじみ野市大井中央

1-1-19

入間東部地区事務組合

事務局総務課　 049-261-4891

９月定例会は、８月28日(火)開会

の予定です。9月定例会で審議す

る請願･陳情は、８月13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。

問合せ／議会事務局　 ◯内166

毎年、各町会や各地区社会福祉協

議会で高齢者の皆さんの健康と長

寿をお祝いする敬老事業を実施し

ています。

事業の内容は地域ごとに異なりま

すので、お住まいの町会などへお

問い合わせください。

とき／８月中旬ごろから

対象／77歳以上の方(昭和16年９月

15日までに生まれた方)

問合せ／高齢者福祉課　 ◯内395

全国のゆるキャラⓇがインターネ

ット投票で人気を競う｢ゆるキャ

ラⓇグランプリ2018｣に今年もふ

わっぴーが出場します。皆さんの

投票をお待ちしています。

投票方法／公式サイトからＩＤを

取得し、パソコン、タブレット、ス

マートフォン、フィーチャ

ーフォンから１日１回投

票できます。

投票期間／８月１日(水)午前10時

～11月９日(金)午後６時

※詳しくは、市ホームページ｢ふわっ

ぴーのひろば｣をご覧ください。

問合せ／

地域文化振興課　 ◯内251

受験資格／

次のいずれかに該当する方

①高等学校の土木工学科またはこ

れに相当する課程を修了して卒業

した方

②高等学校を卒業し、排水設備工

事などの設計または施工に関し、

1年以上の実務経験のある方

③排水設備工事などの設計または

施工に関し、2年以上の実務経験

のある方

④ ①～③に準ずる方

試験日／11月25日(日)

会場／埼玉工業大学(深谷市)

受験料／10,000円

申込み／８月20日(月)～９月28日

(金)(必着)に郵送

※詳しくは８月20日(月)から下水道課

で配布する受験案内をご覧ください。

問合せ／下水道課　 ◯内429

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／ 8 月21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

女性としてのさまざまな悩み、夫

婦や子どものこと、家庭のこと、

人間関係、体のことなど一人で悩

んでいませんか。女性の心理カウ

ンセラーが、問題解決に向けてお

手伝いや情報提供をしています。

秘密は守られます。ぜひご利用く

ださい。

相談日／毎月第１･３火曜

午後１時～５時(1人50分)

※無料、要予約

問合せ／

人権･市民相談課　 ◯内271

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。

強化期間／8月29日(水)～9月4日

(火)午前8時30分～午後７時

(土･日曜は、午前10時～午後５時)

電話番号／ 0120-007-110(全国

共通、無料、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　 048-859-3507

入間東部地区事務組合
平成31年４月１日採用職員

ご案内

市議会９月定例会のお知らせ

敬老事業が
各地域で実施されます

昨年度対象になられた方で、昭和

16年９月16日～昭和17年９月15日

に生まれた方は今回は対象とな

らなくなります。ご理解のほど

よろしくお願いします。

ふわっぴーの応援をお願いします！
ゆるキャラⓇグランプリ2018
に出場します

排水設備工事責任技術者共通試験

市では、下水道指定工事店の登

録をする際に、排水設備工事責

任技術者が専属していることが

登録要件となっています。

つきいち～臨時農産物直売所～
ご
案
内

だれにも話せず悩んでいませんか
女性相談のご案内

全国一斉
｢子どもの人権110番｣強化週間
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県では、県内の観光事業者や交通

事業者などのおもてなし力向上

に資するため、ホスピ

タリティ精神に富んだ

おもてなしを実践する

企業･団体を募集しま

す。

※埼玉おもてなし宣言をすることが

応募要件となります。

募集期間／

８月１日(水)～９月21日(金)

※12月に発表 ･ 表彰を行います(予定)。

※詳しくは埼玉県おもてなし力向上

委員会ホームページをご覧ください。

問合せ／

県観光課おもてなし大賞受付担当　

048-830-3955

申込期間／９月３日(月)～7日(金)

午前８時30分～午後５時15分

※９月６日(木)は午後７時まで

審査／困窮度判定票に従い順位を

決定します。

※審査の結果登録されても、有効期

限(2019年９月30日まで)に空室が出

なかった場合は登録が無効になりま

す。また、入居するときは入居者負担

金(家賃)、共益費、敷金、火災保険の

加入などが必要です。

問合せ／建築指導課　 ◯内418

受付期間／８月３日(金)～29日(水)

試験日／９月16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

募　集

募集項目、内容の問合せ／直接分野別の連絡先へ

　　　　　　　会場の問合せ／キラリ☆ふじみ　 049-268-7788

　　　　　　　　　　　　鶴瀬西交流センター　 049-251-2791

��　
富士見市民文化祭

芸能発表〔11月３日(祝)〕
募集分野／日舞、新舞、民舞、詩吟、三

味線、端
は

唄
うた

、沖縄舞踊ほか

申込期限／８月24日(金)

連絡先／大橋　 049-252-0018

展示発表
〔11月３日(祝)～５日(月)〕
募集分野／華道、書道、茶道、絵画、

菊花、山野草、文芸、手工芸、七宝、

俳句、短歌、クレイアート、フラワー

アレンジメント、押し花、将棋コー

ナー、フランス刺しゅう、そろばん

交流、陶芸、パッチワークほか

申込期限／８月24日(金)

連絡先／増岡　 049-253-3594

※販売だけを目的とした出品･展示は

できません。

民謡大会〔11月４日(日)〕
飛び入り参加先着10人(１曲２分以内)

※当日(午前10時～11時)会場で受付

連絡先／吉川　 049-251-0548

市民美術展
〔11月11日(日)～18日(日)〕
募集分野／絵画、彫

ちょうそ

塑、工芸、書、写真

申込期限／10月26日(金)

搬入／11月10日(土)午前10時～正午、

キラリ☆ふじみ(展示･会議室)

連絡先／

小倉　 080-1156-4155

立川　 090-3801-5067

将棋大会〔11月11日(日)〕
申込期限／11月11日(日)

連絡先／増岡　 049-253-3594

市民音楽祭〔11月18日(日)〕
募集分野／コーラス、吹奏楽、器楽

演奏(いずれもアンサンブルのみ)

申込期限／8月20日(月)

連絡先／加藤　 080-1899-7888

【共通事項】

場所／キラリ☆ふじみ

(将棋大会は鶴瀬西交流センター)

主催／富士見市民文化祭実行委員

会、県、県教育委員会、埼玉県芸術

文化祭実行委員会

共催／(公財)キラリ財団

後援／市、市教育委員会

※出品･出演は、参加費が必要とな

る場合があります。詳しくはお問い

合わせください。

11月３日(祝)～18日(日)に行われる富士見市民文化祭の出品･出演者を募集します。

埼玉県おもてなし大賞
市営つるせ台住宅(UR賃貸住宅コン

フォール鶴瀬内)は、現在空室はあ

りませんが、今後空室が出たとき

速やかに入居できるよう1DK(単

身者用)と2DK(家族用)ともに3世

帯を補欠登録者として募集します。

申込方法／補欠入居者募集案内で

申込資格などを確認し、市営住宅

入居申込書など(補欠入居者募集案

内に添付されている書類)を建築指

導課へ直接

※その場で簡易審査があります。

※今年度からマイナンバー(個人番号)

カードの利用により、従来添付して

いた書類を省略することができます。

詳しくは補欠入居者募集案内をご覧

いただくかお問い合わせください。

募集案内や申込書などの配布／

８月13日(月)から建築指導課、各

出張所で配布

※市ホームページからも入手可

市営つるせ台住宅
補欠入居登録者

平成30年度
埼玉県警察官採用試験

ポッポくん

コバトン



つるせよさこい祭り
問合せ／産業振興課　 ◯内 253

鶴瀬西地域の活性化のため、地域

･商店会･町会が一体となって開

催します。熱気あふれるよさこい

をお楽しみください。

市
民
伝
言
板

く
ら
し
の

リ
ユ
ー
ス

ご
案
内

募　

集

子
育
て

イ
ベ
ン
ト

学　

ぶ

募　

集

情報ステーション富士見市役所  049-251-2711    FAX 049-254-2000 Information Station

広報ふじみ  8月号 18

事業名 と　き 詳　　　細

■予 	パパママ
　	準備教室

1日目
　8月25日㈯
　9:30～15:30

■対初めての出産
を平成30年11・12月
に迎えるご夫婦
■場 1日目…針ケ谷コ
ミュニティセンター
2日目…鶴瀬西交流
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
　9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

　8月30日㈭
13:30～15:15

■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
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8月20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

　8月27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
　8月　6日㈪ ■水

■鶴
■受12:50～13:40　■場健康増進センター
■対平成30年3月1日～3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

　8月20日㈪ ■水
■鶴

■受12:50～13:40　■場健康増進センター
■対平成30年3月16日～3月31日に生まれた子

12か月健診 　8月　7日㈫ ■水
■鶴

■受12:50～13:40　■場健康増進センター
■対平成29年8月16日～9月7日に生まれた子

１歳６か月健診
　8月　1日㈬ ■水

■鶴
■受12:50～13:40　■場健康増進センター
■対平成28年10月24日～11月15日に生まれた子

　8月21日㈫ ■水
■鶴

■受12:50～13:40　■場健康増進センター
■対平成28年11月16日～12月8日に生まれた子

３歳健診 　8月28日㈫ ■水
■鶴

■受12:50～13:40　■場健康増進センター
■対平成27年2月生まれの子

■予 	乳児・母乳相談 　8月23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 	はじめてパパの
　子育てサロン

　8月25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

　8月27日㈪
10:00～11:30

■受9:45～10:00　■対1歳くらいまでのお子さんとお母さん　■場南畑公民館
■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

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。

■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」

募　集

模擬店募集
出店資格：市内在住、在勤の方で組

織する市内活動団体

出店者説明会：8月26日(日)午後

7時30分

場所：鶴瀬西交流センター

子
育
て

とき／10月28日(日)

午前10時30分～午後5時

場所／鶴瀬駅西通り線(鶴瀬駅西

口周辺)

参加費：(説明会当日集金)

テントあり 16,000円

テントなし 10,000円

(道路使用料を含む。

腸内細菌検査費は別途)

※応募多数の場合は抽選(鶴瀬西地域

で活動している団体を優先)

ボランティア募集 

一緒に祭りを盛り上げてくれる方

を募集しています。

事務局：岡　 049-251-3336



耳が聞こえづらい方を対象に開催

します ( 要約筆記あり )。

とき／８月30日(木)、９月３日(月)･

６日(木)･10日(月)･13日(木)いずれ

も午前10時～正午

場所／市民福祉活動センターぱれっと

対象／難聴 ･ 中途失聴の方で、富

士見市または三芳町在住、在勤、

在学の高校生以上の方

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／８月１日(水)～17日(金)に、

FAX、直接または電話で

※住所、氏名、電話番号、補聴器使

用の有無をお伝えください。

問合せ／富士見市社会福祉協議会

049-254-0747　FAX049-252-0111

とき／8月19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(無料、申込順)

申込み／８月１日(水)～７日(火)

午前８時30分～午後５時に電話で

(土･日曜を除く)

問合せ／消防本部救急課

049-261-6673

障がいや日常生活のちょっとした

手助けについて学びます。

とき／８月18日(土)

午後１時30分～３時

場所／市民福祉活動センターぱれっと

対象／富士見市または三芳町在住

の小学３～６年生

定員／20人(無料)

申込み／８月10日(金)までにFAX、

直接または電話で　※住所、氏名、

電話番号、学年をお伝えください。

問合せ／富士見市社会福祉協議会

049-254-0747　FAX049-252-0111
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情報ステーション 富士見市役所  049-251-2711    FAX 049-254-2000Information Station

広報ふじみ  8月号19

子育て

夏休みの自由課題に自分だけのオ

リジナル印を作ろう。

とき／８月９日(木)午前10時～正午

(受付：午前９時30分～)

場所／
針ケ谷コミュニティセンター

対象／市内在住の小学３～６年生

※低学年は保護者同伴で可

定員／25人(申込順)

講師／針
し ん

篆
て ん

会
か い

参加費／300円(材料代)

申込み／７月20日(金)～ 30日(月)

午前９時～午後９時に直接または

電話で

問合せ／針ケ谷コミュニティセン

ター　 049-251-8478

諏訪児童館
とき・内容／

縁日 ８月５日(日)

午後１時30分～４時

やきそば、フランクフルト、ポッ

プコーン、アイス、缶バッチ、ヨー

ヨーつりなど

おばけやしき ８月26日(日)･27日(月)

午後２時～４時

問合せ／

諏訪児童館　

049-255-6671

ふじみ野児童館
とき／８月17日(金) ･ 18日(土)

午後２時～４時30分

内容／くじ引き、ゲーム、粘土型

抜きほか

※駐車場はありません。

問合せ／

ふじみ野児童館

049-257-6996

児童館の夏まつり

普通救命講習Ⅰ

学　ぶ

修了者には介護職員初任者研修修

了証が発行され、有資格者として

介護現場へ就労することができま

す。

とき／９月下旬～平成31年２月上

旬(金曜日コース、土曜日コースのど

ちらかを選択)

場所／南畑公民館、針ケ谷コミュ

ニティセンター、ニチイ学館(志木

教室、川越第一教室)

対象／市内在住、在学で、研修修

了後に市内介護現場での就労が可

能ですべての日程に参加できる方

内容／講義(全17回)、通信研修、現

場見学(３回)

定員／各コース12人

※応募多数の場合は選考を行い、受

講決定は９月上旬に通知します。

費用／3,000円(テキスト代)

申込み／申込書に記入し、８月６

日(月)～31日(金)に本人確認書類の

写しを添えて直接または郵送　

※詳しくは、市ホームページ、高齢

者福祉課、各出張所などで８月から

配布する募集要項をご確認ください。

申込先：

〒354-8511(所在地は記載不要)

富士見市役所高齢者福祉課

問合せ／高齢者福祉課　 ◯内392

すでに子ども食堂を開催している

方から開設の準備や子どもたちへ

の接し方など、開催に向けたノウ

ハウを学びます。

とき／９月８日(土)

午後１時30分～

３時30分

場所／

市民福祉活動センターぱれっと

定員／40人(無料、申込順)

申込み／８月６日(月)から直接ま

たは電話で

問合せ／子ども未来応援センター

049-252-3773

介護職員初任者研修
(旧ホームヘルパー２級)

子ども食堂はじめましょう講座

はじめての手話体験講座
(全５回)

夏休み特別企画�
小学生向けあいサポートキッズ

夏休み小学生の
篆
てん

刻
こく

体験教室

子
育
て



ヨガと健康づくりに関する内容を

学びます。

とき・内容／

いずれも午前９時30分～11時30分

(受付：午前９時15分～)

9月６日
(木)

講
座

健康づくりで大切なこ
と

実
技

ヨガ(講師：ヨガインスト

ラクター)

9月20日
(木)

講
座

お口の中から健康ＵＰ
(講師：歯科衛生士)

実
技

ヨガ(講師：ヨガインスト

ラクター)

市
民
伝
言
板

く
ら
し
の

リ
ユ
ー
ス

ご
案
内

募　

集

子
育
て

イ
ベ
ン
ト

学　

ぶ

学　

ぶ

イ
ベ
ン
ト

情報ステーション富士見市役所  049-251-2711    FAX 049-254-2000 Information Station

広報ふじみ  8月号 20

とき／８月８日(水)

場所／ピアザ☆ふじみ

※駐車場はありません。

内容／
第１部�漫才教室(午後２時～５時)

対象：小学生以上

定員：60人(無料、応募多数の場合は

抽選)

申込み：８月６日(月)までの平日午

前９時～午後５時に直接または電

話で

第２部�お笑いライブ
(午後６時30分(午後６時開場))

定員：100人程度

(無料、先着順)

出演：天
て ん

狗
ぐ

、ボヨ

ンボヨンほか

※出演者は変更

になる場合があ

ります。

主催／よしもとクリエイティブエー

ジェンシー

問合せ／地域文化振興課 ◯内252

認知症に関する正しい理解や対応

方法を習得し、地域や職場で認知

症の方やご家族を見守る「応援者」

になるための講座です(無料)。

※修了後、受講の証であるオレンジ

リングと埼玉県認知症サポーター証

がもらえます。

とき／８月６日(月)

①午前10時～11時30分

(受付：午前９時30分～)

②午後６時30分～８時

(受付：午後６時～)

※①②とも同じ内容です。

場所／①鶴瀬公民館　②富士見市

ケアセンターふじみ(鶴馬3360-1)

申込み／午前８時30分～午後５時

に電話で

問合せ／富士見市社会福祉事業団

049-251-1030

学　ぶ

健康な私づくり講座（全２回）富士見市漫才教室
＆お笑いライブ

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
〖開館時間〗午前9時～午後7時
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。
※ふじみ野分館は、ふじみ野交流センター改修工事のため、9月以降休館になる場合があります。

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

８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(金)午後2時「忍たま乱太郎パートⅡ」
24日(金)午前10時「ふしぎの国のアリス」（1951年）

映画会 		3日(金)午後2時「Ｅ．Ｔ．」（1982年・アメリカ）
19日(日)午後2時「八月の狂

ラプ

詩
ソデ

曲
ィー

」(1990年・日米合作)
おはなしかい（乳幼児） 		1日(水)・15日(水)午前11時

おはなしかい（幼児・小学生） 			4日(土)「こわ～いおはなしかい」(2部構成)
25日(土)午後2時

鶴瀬西
分 館

こども映画会 		4日(土)午後2時「オバケちゃん」「おばけうんどうかい」
おはなしかい（乳幼児） 		8日(水)・19日(日)午前11時
おはなしかい（幼児・小学生） 		8日(水)午後3時30分、19日(日)午後2時30分

ふじみ野
分 館

こども映画会 25日(土)午前11時「わすれた森のヒナタ」

おはなしかい（乳幼児） 10日(金)午前11時
おはなしかい（幼児・小学生） 18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。

実験教室「偏光で遊ぼう」
～偏光万華鏡を作る～
とき／８月17日(金)

午後２時～３時30分

場所／図書館鶴瀬西分館

対象／市内在住、在学の小学生

定員／24人(無料、申込順)

講師／下村正樹氏(国立研究開発法

人産業技術総合研究所)

持ち物／

筆記用具、図書館利用カード

申込み／８月１日(水)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

こわ～いおはなしかい
とき・対象／

８月４日(土)　※無料、申込不要　　

第１部(５歳～小学２年生)

時間：午後２時～２時30分

第２部(小学３年生以上)

時間：午後３時～３時40分

場所／中央図書館

協力／おはなしボランティアすぷ

んふる

問合せ／中央図書館

049-252-5825

場所／健康増進センター

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

で、原則として２回参加できる方

定員／20人(申込順)

参加費／60円(保険代) ※初日に集金

持ち物／運動しやすい服装、室内用

運動靴、飲み物、タオル、筆記用具

申込み・問合せ／健康増進センター

( 049-252-3771)へ電話で

※参加する本人が

お申し込みください。

認知症サポーター養成講座

天狗

ボヨンボヨン



体験！いつでもセブン＋ワン
夏休み期間中は、まが玉づくりや

火おこしなどの体験ができます

(材料代実費)。 ※休館日を除く

とき／８月24日(金)まで　

場所／体験学習室

※詳しくは資料館ホームページをご

覧ください。

とき／８月５日(日)午後１時30分

(午後１時開場)　※無料、申込不要

場所／鶴瀬西交流センター

問合せ／鶴瀬西交流センター　

049-251-2791

とき／８月５日(日)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／ピースフェスティバル市民

構成劇、もくよう会 (朗読)、南畑

お月見一座、富士見高校演劇部、

演劇ユニット少年c
サ　イ　ク　ル

ycle

主催／市民演劇のつどい実行委員会

問合せ／鶴瀬公民館

049-251-1140

お手伝いボランティア募集
イベントのボランティアを募集

しています。

とき／当日正午～午後３時

【共通事項】
主催／(公財)キラリ財団

申込み／８月２日(木)から午前８

時30分～午後９時30分に直接ま

たは電話で
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イベント

開場時間　午前９時～午後５時(入場は午後４時まで)

※８月27日(月)～31日(金)は、午後１時～５時

※月～土曜午前９時～10時50分は50mプールに完泳専用コースを

　設置(お盆期間は除く)

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･高校生 300円 中型バス 1,000円

小学生 100円 二輪車 無料

※未就学児は無料ですが、保護者がいないと入場できません。
※保護者１人につき未就学児２人まで利用できます。
※おむつが必要な方は、場内規則で水に入ることはできません。

売店抽選会
とき／８月２日･９日･23日いずれも木曜

内容／当日に場内売店を利用した方の入場半券裏に100円で

1個スタンプします。スタンプ６個で、１回抽選でき、その場

で記念品をプレゼント。

問合せ／富士見ガーデンビーチ　 049-254-4349

��　　　　������������富士見ガーデンビーチ便り��第３号　
　　　　　　　　　　　　　　９月２日(日)までオープン！

着衣泳体験教室
とき／９月８日(土)午後２時

対象／小学生と保護者

定員／15組30人(申込順)　参加費／500円

申込み／８月６日(月)から直接または電話で

来場者謝恩企画
ニジマスつかみ取り大会
とき／９月９日(日)午前10時30分

対象／小学生と保護者　定員／50組(申込順)

参加費／1,000円

申込み／８月６日(月)から直接

ラジコンボート航行会
とき／９月16日(日)･17日(祝)

いずれも午前10時30分～午後４時

参加費／1,000円

申込み／8月20日(月)から直接または電話で

水子貝塚資料館のお知らせ
問合せ　 049-251-9686

Ｂ
ブ ㆑ イ ク

ＲＥＡＫＥ　Ｌ
㆑ テ ィ ク ス

ＥＴＩＣＳ
ファンクショナルトレーニングと

ブレイクダンスを組み合わせた新

しいトレーニングです。

とき／８月26日、９月２･９･16･23

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

健康増進呼吸法スーパーボイス
初級コース (全８回)
とき／９月～12月第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／

１回500円(２か月分ずつ事前集金)

市民総合体育館のお知らせ
問合せ　 049-251-5555

真夏のジャズ
＆ラテンコンサート市民演劇のつどい

��　　　　������������富士見ガーデンビーチ便り��第３号　
　　　　　　　　　　　　　　９月２日(日)までオープン！

はじめよう！フィットネスライフ
スポーツジム・スタジオ登録
5,000人突破感謝キャンペーン
短時間でも利用できるキャン

ペーンを開催します。

期間／８月21日(火)～10月14日(日)

※３時間利用料、月額利用料に変
更はありません。
※利用には、初回講習会の受講が
必要です。

新利用区分 料金
１時間 200円

２時間 300円

水子貝塚星空シアター 2018
とき／９月１日(土)

内容／ステージ、縄文体験、模

擬店、映画「怪盗グルーのミニ

オン大脱走」
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埼玉で開催！
２年前イベント
～東京2020パラリンピックに向けて～

問合せ／生涯学習課　 ◯内 633

午後１時～４時30分
場所／市民総合体育館25８/

(土) パラリンピック競技を知って、体験して、みんなで応援しよう！
室内用運動靴を持参ください。来場者プレゼントあり。　※無料、申込不要

・都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト
　東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の約5,000個の金 ･ 銀

　 ･ 銅メダルを、使用済み携帯電話などの小型家電から製作するプロジェ

　クトです。不用になった小型家電をお持ちください。

・市内オリンピアン ･ パラリンピアンおよび市内在住の小 ･ 中学生の
　スポーツ選手の写真展示
・健康相談(健康相談、血圧測定、コバトン健康マイレージの案内など)

　＜タイムスケジュール＞
メインアリーナ
時 間 内　　容

13：00 開会式�� 
司会：白

し ら

木
き

あゆみ氏
(東京五輪音頭-2020- ＭＶ･
レクチャームービー出演)

西武台高校バトン部
(ダンス世界大会優勝)パフォーマンス

13：30 競技体験開始
車いすバスケットボール体験�
～車いすに乗ってシュートに挑戦！～

協力／埼玉ライオンズ

(車いすバスケットボールチーム)

16：00 ミニステージ
東京五輪音頭 -2020-を一緒に
踊ろう！
指導／白木あゆみ氏

𠮷澤ひとみ氏
出演
(モーニング娘。
元メンバー)

柔道場
時 間 内　　容

14：00

15：30

視覚障害者柔道(講演･体験)
講師／高橋秀克氏(ロンドンパラ

リンピック視覚障害者柔道男子73

㎏級５位入賞)

エントランスホール
時 間 内　　容

13：00

16：30

クイズラリー　※プレゼントあり！

東京2020大会マスコットパネル
と一緒に写真を撮ろう！
※カメラを持参ください。

『SAITAMA�PRIDE�アンバサダー
（広報大使）』になろう！
会場で認定証

がもらえます。

あいサポート運動の紹介など(富士

見市社会福祉協議会･むさしの作業所)

～

～

ピスタチオ
(お笑い芸人)

出演

パラリンピックは夢の舞台
　パラリンピック

は、障がい者スポー

ツに携わる多くの

方の夢の舞台です。

　障がい者スポー

ツを見た人は、そ

の競技性の高さに驚きますが、見

たことのある方が少ないのが現

状です。

　このイベントに参加いただき、

障がいや障がい者スポーツへの

理解を深めていただきたいと思

います。

高橋秀克氏

スナッグゴルフ
子どもや初心者も簡単にボー

ルを打つことができます。

フラワーバスケット
台についた５つのかごを狙って

シュートします。お子さんや、車

いすの方も楽しめます。

ビームライフル体験�
光線銃で的を狙おう！

対象／小学

３年生以上

協力／埼玉

県ライフル

射撃協会

キックターゲット�～ＰＫ戦気分で的

をめがけてボールをけろう！～

協力／荒田雅人氏

(脳性まひ者

７人制サッカー

日本代表監督)

世界で輝け！
未来のトップアスリート写真展

市内在住の小学生～大学生のス

ポーツ選手を紹介します。

　ららぽーと富士見で同時開催！ (午前10時～午後６時)



昭和初期の勝瀬地域の情景を再現

し、七夕週間としていろいろなイ

ベントを行います。

笹飾り
願い事を短冊に書

き、笹に七夕の飾

りつけをします。

とき／

８月１日(水)～７日(火)

まこも馬作り
七夕の精霊を迎え入れる飾り「ま

こも馬」を作ろう(無料)。

とき／８月２日(木)

午後１時30分～３時30分

対象／小学生(小学2年生以下は保

護者同伴で可)

申込み／直接または電話で

竹細工と流しそうめん
～自分で作った竹のお箸

はし

と器で食べ
よう！～
とき／８月４日(土)午前10時～正午

対象／小学生 ( 小学2年生以下は保

護者同伴で可 )

定員／30人(申込順)

参加費／１人200円(そうめん代)

申込み／直接または電話で

勝瀬の七夕の一日
～昭和30年代にタイムスリップ～
かつて「桔

き き

梗
ょ う

ケ
が

原
は ら

」と呼ばれてい

た、田園地帯が広がる勝瀬地域の

七夕の一日を再現します。

とき／８月４日(土)午後０時30分

～６時

内容／むかしの勝瀬地域の農家の

再現、昔なつかしい夜店、おまん

じゅうの販売、パネルシアター、

絵本と音楽、バンド演奏など

【共通事項】
場所／ふじみ野交流センター

協力／勝瀬昔
せ き

承
しょう

会
か い

問合せ／ふじみ野交流センター 

049-261-5371
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イベント 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　　　　問合せ　 049-253-4664

��4日(土) はたおり

��5日(日) ジュズダマの腕輪作り

12日(日) パッチンなんばった

18日(土) いろりの日

19日(日) わたくり

25日(土) はたおり

26日(日) コマを作ってあそぼう

富士見市協働事業提案制度採択事業
ミニほうきづくり
市で盛んだったほ

うき産業の文化を

継承する「座敷ぼ

うき製作技能伝承

者の育成事業」を

実施しています。

今回は、長さ20㎝

程度の卓上ほうき

を作ります(無料)。

とき／8月19日(日)午後1時～4時

場所／講座室

対象／中学生以上

定員／15人(申込順。市内在住、在勤

の方優先)

持ち物／エプロン(前かけ)

主催／難波田城いきものがかり

共催／難波田城資料館

申込み／８月１日(水)午前9時から

電話で

マイミュージアム
「横田綾子日本画展－o

オ パ ㆑ セ ン ス

palescence－」
市内在住の日本画家による個展を

開催します(無料)。

とき／8月18日(土)～9月17日(祝)

※最終日は正午まで。土･日曜午後は

作家が在館します。

場所／特別展示室

８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　

糸つむぎ体験
糸車で綿花から木綿糸をつむぐ体験

をしませんか(無料)。

とき／8月2日(木)、9日(木)午前10時

～正午、午後1時～3時(5～10分程度)

場所／旧大澤家住宅

※予約不要。直接お越しください。

指導／資料館友の会木綿部会

はたおり教室(全３回)
はた織りの工程を学び、34×60cm

(１人分)の布を織ります。

とき／

① 9月13日(木)午前10時～正午

② 9月13日(木)午後、14日(金)～17

日(祝)･19日(水)～24日(祝)午前また

は午後のうち、いずれか2時間

※初日に日程調整します。

③ 9月27日(木)午前10時～正午　

場所／旧大澤家住宅

対象／中学生以上で原則3回参加で

きる方

定員／10人(申込順)

指導／資料館友の会木綿部会

参加費／1,000円(材料費)

持ち物／筆記用具、昼食

申込み／直接または電話で

穀蔵展示「富士見の職人たち」(常設)
かつての暮らしを支えた職人、地

域の歴史を彩る職人の道具や製品

を紹介します。

とき／8月4日(土)から

場所／穀蔵展示室

展示内容／竹かご、座敷ぼうき、

張り子面、砲丸

勝瀬の七夕まつり

熊本城災害復旧支援金について
6月３日の難波田城公園まつりで

お寄せいただいた支援金21,842円

を、所定の口座に振り込ませてい

ただきました。ご協力ありがとう

ございました。
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イベント

市内商店会が参加する夏祭りが行

われます。ぜひお越しください。

商店街の夏まつり
問合せ／産業振興課  ◯内253

東みずほ台まつり
とき／８月18日(土)午後１時～

８時30分(雨天時は19日(日))

場所／みずほ台中央公園

内容／子ども山
だ

車
し

、盆踊り、スイカ

割りなど

問合せ／東みずほ台２丁目町会　

049-254-1792

みずほ台まつり
とき／８月25日(土)午後２時

～８時15分(雨天決行)

場所／みずほ台駅西口ロータリー

内容／西中吹奏楽演奏、ダンス演技、

子どもみこし、太鼓・歌謡ショーなど

問合せ／西みずほ台商店会

049-251-2000

ソファー(2～3人用)／ついたて／茶棚／炊飯器(5合炊

き)／座卓／ひじ付きいす／ボックス扇風機／犬用キャ

リーバッグ(大･小)／稽
け い

古
こ

三味線(長唄用･小唄用)／花

器(生け花用)／夏服(男児用95㎝～)／チャイルドシー

ト(15㎏未満の乳幼児用)／ベビー用品一式(ベビーバス

･プレイヤード･バウンサー･ベビーカー)

二槽式洗濯機／自転車(22イン
チ ･女児用)／自転車(26イン

チ ･ギア付き)

／衣装ケース(3段)／扇風機／ナンバーディスプレイ対応電話機

／猫用キャリーバッグ／ほんごう幼稚園体操着･カバン･帽子／

みずほ台小ジャージ(130～140㎝)／勝瀬中夏･冬用制服(女子用

165㎝･W70㎝以上)／富士見台中スクール水着(女子用M･150㎝)

／富士見高夏用制服ズボン(W76㎝)

ゆずってくださいゆずります

●７月５日現在●
問合せ╱環境課　 ◯内   248

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

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　 ○内	240

イベント
｢ヒロシマ｣市民の描いた原爆絵画展
₈月₁₅日㈬ ₉:₃₀～₂₀:₀₀／鶴瀬駅西口サン
ライトホール／被爆者自ら描いた絵画の
展示、被爆瓦の展示ほか／主催原爆絵
画展･富士見実行委員会／無料／
根岸　 ₀₉₀︲₁₆₁₉︲₄₈₉₅

出逢いの101人展
₉月₁日㈯～₉日㈰₁₀:₀₀～₁₇:₀₀(初日は
₁₃:₀₀から、最終日は₁₆:₀₀まで)／キラリ
☆ふじみ／宮地瀞

きよし

氏撮影による市民の
方₁₀₁人の写真展／主催₁₀₁人写真展実
行委員会／無料／
宮地　 ₀₄₉︲₂₅₁︲₄₇₁₇

富士見市民吹奏楽団
定期演奏会…₉月₁₆日㈰₁₃:₃₀～₁₆:₀₀
(₁₃:₀₀ 開場) ／キラリ☆ふじみ／風紋、
さんぽ(となりのトトロより)、ディズ
ニー･ファンティリュージョン！ほか
会員募集…毎週水曜₁₉:₀₀ ～₂₂:₀₀／鶴
瀬コミュニティセンター／高校生また
は₁₆歳以上の楽器経験者／年₁ 回の定
期演奏会と依頼演奏を中心とした活動
／月会費一般₂,₀₀₀円、高校生₅₀₀円／
佐藤　 ₀₅₀︲₅₃₀₇︲₀₂₄₀

フォトサロン�写楽写真展
₈月₂₁日㈫～₂₆日㈰₁₀:₀₀～₁₇:₀₀(最終
日は₁₆:₀₀まで)／中央図書館／テーマ
｢道 (路)｣ほか自由作品／無料／
内田　 ₀₉₀︲₇₂₀₄︲₂₄₀₆

傾聴ボランティア�やまぶき
｢高齢者のための傾聴｣学習会(全2回)…
₉月₂₈日㈮、₁₀月₅日㈮₁₃:₃₀～₁₆:₃₀／
中央図書館視聴覚室／傾聴とは⁇ 基礎
講座／定員₃₀人／₁,₀₀₀円(資料代)／₉月₂₀
日㈭までに要申込み
会員募集…月₂ 回各1時間程度／市内の高
齢者施設／施設利用者の傾聴･ 話し相
手／年会費₁,₀₀₀円／
三浦　 ₀₉₀︲₃₅₄₅︲₂₄₅₆

バトテニスサークル�神
かん

無
な

月
づき

月₄回土曜₁₉:₀₀～₂₁:₀₀／勝瀬小体育館
／₂₀～₆₀歳／富士見市発祥のニュースポ
ーツを一緒に楽しみませんか／年会費
₁,₂₀₀円／松原　 ₀₉₀︲₁₅₄₀︲₀₄₄₈

プアヒナノフラマリエ
第₁･₃木曜₁₉:₃₀～₂₁:₀₀／市民総合体
育館／仕事帰りのフラダンス／月会費
₂,₅₀₀円／平塚　 ₀₈₀︲₅₀₆₁︲₅₄₆₄

富士見市空手道連盟�元
がん

空
くう

会
かい

毎週土曜₉:₀₀～₁₁:₀₀／市民総合体育館
／幼稚園年中～中学生／空手練習、大会
出場／月会費₂,₅₀₀円／無料体験あり／
木村　 ₀₄₉︲₂₅₃︲₀₉₃₉

コーラス“これから„女声合唱
月₃～₄回水曜₁₀:₀₀～₁₂:₀₀／みずほ台
コミュニティセンター／女性／ハモる
ことで皆で楽しく歌っています。キラリ
☆ふじみや針ケ谷コミュニティセンタ
ーで発表します／入会金₁,₀₀₀円／月会
費₃,₀₀₀円／見学随時／
横田　 ₀₄₉︲₂₅₁︲₆₀₀₁

小筆会
第₁～₃土曜₁₀:₀₀～₁₂:₀₀／鶴瀬西交流
センター／小筆を使って日常書道(実用
的です)。百人一首を楷･行･かなで書
いています／定員₃人(申込順)／入会金
₁,₀₀₀円／月会費₂,₀₀₀円／見学随時／
辻山　 ₀₄₉︲₂₅₄︲₀₁₅₈

デイサービス夏祭り
(ボランティアスタッフ)
₈月₂₁日㈫₁₃:₃₀～₁₅:₃₀／富士見ケアセ
ンターそよ風／夏祭りの手伝い／₅人
(申込順)／富士見ケアセンターそよ風

₀₄₉︲₂₆₈︲₃₈₈₀

募　集
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