情報ステーション Information Station
ご案内

ご案内

募

再生可能エネルギー機器などの
設置助成受付中！

集
子育て
学
ぶ
イベント

再生可能エネルギー機器などを設
置し、地球温暖化の防止や省エネ
に取り組む皆さんに設
置奨励補助金を交付し
ます。
対象／次のすべてに該当する方
①市内の住宅に再生可能エネルギー
機器などを設置した方、または設
置してある市内の新築住宅を購入
した方で、当該住宅に居住し住民
登録のある方
②市税の滞納がない方
③富士見市住宅用太陽光発電シス
テム設置奨励金の交付を受けたこ
とがない方(同一世帯の方も含む)
※定置用リチウムイオン蓄電池は①、
②の該当で可

市民伝言板

対象機器／
太陽光発電システム
自然循環型太陽熱利用システム
強制循環型太陽熱利用システム
ヘ
ム
ス
ＨＥＭＳ
定置用リチウムイオン蓄電池
※小規模太陽光発電設備(１～２kw未
満)は、引き続き県から追加助成があ

くらしの
リユース

ります。

申請期限／平成31年2月15日(金)
※補助金額や申請方法な
ど詳しくは市ホームペー
ジをご覧ください。

問合せ／環境課

内 242
◯

育てよう ･ 広げよう人間尊重の心

平成30年度人権標語優秀作品

富士見市役所

12月４日～10日は人権週間です
法務省と全国人権擁護委員連合会
は、12月４日～10日を｢人権週間｣
と定め、さまざまな啓発活動を行っ
ています。情報化の進展に伴って
部落差別に関する状況の変化が生
じていることを踏まえ、平成28年
12月には部落差別のない社会の実
現を目的とした｢部落差別の解消
の推進に関する法律(平成28年法律
第109号)｣が公布、施行されました。
お互いの人権を尊重する人権尊重社
会の実現に向けて、この機会にぜひ
人権について考えてみませんか。
問合せ／人権･市民相談課

内 270
◯

人権週間記念行事
とき／12月９日(日)午後１時～３
時30分 ※無料
場所／さいたま市産業文化センター
内容／
第１部 平成30年度全国中学生人権
作文コンテスト埼玉県大会表彰式
第２部 さいたま市立浦和中学校吹
奏楽部ミニコンサート
問合せ／さいたま地方法務局人権
擁護課
048-859-3507

12月10日～16日
北朝鮮人権侵害問題啓発週間
北朝鮮による拉致問題の解決には、
｢拉致は許さない｣という市民の皆
さんの一人ひとりの声が大きな力
となります。拉致問題を理解いた
だき、関心を一層高めていただく
ようお願いします。
問合せ／県社会福祉課
048-830-3277

問合せ／生涯学習課

内 632
◯

市内の小学５年生と中学３年生から募集を行い、
各団体より選ばれた作品
を紹介します(敬称略)。
入間郡市同和対策協議会･入間地区人権教育推進協議会選定作品
つ しまりく と
救いの手 出してみよう 自分から (勝瀬小５年 對嶋陸斗)
ありながなつ み
すてきだよ あなたの個性は 宝物 (諏訪小５年 有永夏実)
富士見市人権教育推進協議会選定作品
おおたき う た
仲良くし みんながみんなを 好きになる (勝瀬小５年 大瀧宇多)
こ じま あ ゆ み
のばしてね あなたのすてきな 良いところ (みずほ台小５年 小嶋亜友実)
たか の な な み
考えて ネットに載せたら きえないよ
(東中１年 高野菜々美)
たか ぎ な の か
その言葉 使っていいのか 考えて
(勝瀬中１年 髙木菜乃香)
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049-251-2711

FAX 049-254-2000

消防出初式
消防職員と消防団員の分列行進、
車両行進、消防演技のほか協力団
体の演技も行います。
とき／平成31年
１月13日(日)午前
９時20分～11時
場所／三芳町役場、三芳町運動公
園グラウンド
※車でお越しの方は、三芳町役場駐
車場、大東ガス(株)敷地内駐車場をご
利用ください。

問合せ／消防本部警防課
049-261-6659

ひきこもり専門相談
ひきこもりに悩む本人と家族の方
を対象に、臨床心理士による相談
を行っています。
とき／毎月第２木曜午後
※無料、要予約

場所／朝霞保健所
問合せ／朝霞保健所
048-461-0468

障がい者無料法律相談110 番
埼玉弁護士会では、12月３日～９日
の障害者週間にあたり、障がいの
ある方の法律相談に弁護士が直接
電話またはファックスでお答えし
ます(無料)。
とき／12月３日(月)
午前10時～午後4時
無料相談専用ダイヤル／
048-866-2290 FAX048-866-2223
※家族、支援者、関係者の方からの相
談も可

問合せ／埼玉弁護士会法律相談セ
ンター
048-710-5666

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。
とき／12月12日(水)午前10時～午
後4時 ※申込不要
場所／鶴瀬公民館
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

富士見市役所

049-251-2711

FAX 049-254-2000

市役所臨時農産物直売所は毎月第

特別障害者手当･障害児福祉手当

※削減できた二酸化炭素量が計算で

しくは県ホームページをご
覧ください。

分からの額です。

富士見市ふるさとハローワーク
を活用ください
専門の相談員が就職活動に関する
相談や 仕事の紹介な ど 、さまざま
な情報を提供しています。
場所／鶴瀬駅西口サンライトホール内
利用日／月～金曜午前10時～午後
5時(祝日、年末年始を除く)
問合せ／富士見市ふるさとハロー
ワーク
049-253-8581

事業主の皆さんへ 産業雇用
安定センターを活用ください
企業間の人材の出向･移籍に関す
るあっせん、相談、情報提供など
をハローワークなどと連携しなが
ら行っています(無料)。
問合せ／産業雇用安定センター埼
玉事務所
048-642-1121

問合せ／環境課

内 242
◯

忘年会 ･ 新年会のシーズンです！

｢食べきりタイム｣で
食品ロス削減にご協力を

日本ではまだ食べられるのに捨て
られている食べ物、いわゆる食品
ロスが年間約646万トンも発生し
ています。
｢もったいない｣というだけでなく、
外食店舗や家庭で発生した食品ロ
スはほとんどが焼却処分されてお
り、地球環境にも大きな負荷を与
えています。
忘年会 ･ 新年会などの席では、お開
き前の15分間を
「食べきりタイム」
として残った料理を食べ切りましょ
う。食品ロスの削減にご協力くだ
さい。
内 248
◯
問合せ／環境課

問合せ／県西部環境管理事務所
049-244-1250
内 299
環境課
◯

野外焼却(野焼き)はやめましょう
｢近所でごみを燃やしていて、煙や
においで困っている｣、｢洗濯物に
においがついて困る｣などの苦情
が多く寄せられています。
廃棄物の処理及び清掃に関する法
律や埼玉県生活環境保全条例によ
り、野外で廃棄物(ごみ)を燃やすこ
とは原則禁止とされています。
市のごみ収集など定められた処理
方法で適切に処理しましょう。
※農業者の稲わらの焼却や神社のお
たき上げなど、除外となる場合があ
ります。

問合せ／環境課

内 242
◯

広報ふじみ 12月号
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くらしの
リユース

内 371
◯

※対応に係る費用は、原則事故原因
者の負担となります。

市民伝言板

きます。
※チェックシートなど、詳

県内で、河川や水路に油や薬品な
どが流れ、魚が死んだり、水道水や
農業用水の取水に影響を及ぼす水
質事故が多く発生しています。
年末の大掃除などの際は、いらな
くなった塗料や油、薬品などを河
川や水路、側溝に流さないように
お願いします。
水質事故を見つけた場合は、ご連
絡ください。

イベント

ません。
※手当の額はいずれも平成30年４月

エコライフＤＡＹと
は、簡単なチェック
シートを用いて、省
エネ･省資源などに
配慮した１日を過ごし、ライフス
タイルを見直すきっかけをつくる
取組みです。

河川などの
水質事故防止にご協力を

ぶ

※施設に入所している方は受給でき

エコライフＤＡＹ埼玉2018冬
～ストップ！地球温暖化～

学

障害児福祉手当
対象／20歳未満の方で次のいずれ
かに該当する方
身体障害者手帳１級(２級の一部)
A の方
療育手帳◯
常時介護を要する精神障がいの方
手当の額／月額14,650円

とき／12月18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

子育て

３か月以上病院などに入院している
方は受給できません。

持ちください。

県のLED照明推進事業に賛同した
県内家電量販店、ホームセンター、
ドラッグストア、まちの電気店が
｢彩の国LED照明推進店｣として皆
さんの省エネを応援します。
白熱電球からLED電球に換えると、
消費電力が約７分の１になります。
この機会に省エネ効果の高いLED
照明に換えてみませんか。
問合せ／県温暖化対策課
048-830-3038

集

※施設に入所している方や継続して

※レジ袋削減のため、買い物袋をお

12月１日～平成31年3月31日
彩の国ＬＥＤ照明推進キャン
ペーン開催中！

募

認定には、障がいの状況、世帯の所
得状況などの審査があります。な
お、所得が限度額以上の方は受給
できません。
特別障害者手当
対象／20歳以上の身体、精神、知的
の在宅障がい者で、重度の重複障
がいのある方、寝たきり状態の方
など、日常生活に常時特別の介護
を要する方
手当の額／月額26,940円

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。

情報ステーション
ご案内

つきいち～臨時農産物直売所～

ご案内

問合せ／障がい福祉課

Information Station

情報ステーション Information Station
ご案内

申込み／12月1日(土)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

子育て
クリスマス映画会

募
集
子育て

みんなでクリスマスを楽しく過ごそう！
とき／12月20日(木)午後２時～３
時30分 ※無料
場所／諏訪児童館 定員／100人
対象／未就学児と保護者、小学生
内容／｢ヘンゼルとグレーテル｣、
｢北風のくれたテーブルかけ｣、｢ス
ノーマン｣など

学
ぶ

事業名

イベント

予 パパママ
■
準備教室

市民伝言板

予
■

くらしの
リユース

予
■

と

募 集

FAX 049-254-2000

勤務場所／川越税務署
勤務時間／午前９時～午後５時の
間で３～７時間
期間／平成31年１月上旬～３月末
賃金／時給930～980円

国税局ホームページ(採用案内)をご
覧ください。

川越税務署 非常勤職員

問合せ／川越税務署総務課
049-235-9441

募集人数／140人程度
勤務内容／確定申告事務補助
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

049-251-2711

※別途交通費相当額支給(上限あり)
※申込方法など詳しくは、
関東信越

子育て健康ガイド
健康ガイド

富士見市役所

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

1日目
対 初めての出産を
12月 8日㈯ ■
9:30～15:30 平成31年3･ 4月に
迎えるご夫婦
場 針ケ谷コミュニ
■
2日目
ティセンター
平成31年
定 15組
（申込順）
1月17日㈭ ■
9:30～15:30

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

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)

見て！食べて！
すてっぷあっぷ
離乳食教室

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
■
場 ピアザ☆ふじみ ■
内 離乳食中期の
ん（おおむね生後6～8か月児）のいる保護者 ■
12月13日㈭
定 15人
（申込順）
話、調理のデモンストレーション、試食（親のみ） ■
13:30～15:15
持 母子健康手帳、筆記用具 ■
申 12月3日(月)午前8時30分から電話で
■

もぐもぐパクパク
食事相談

対 5か月児～3歳児の保護者
12月26日㈬ ■
他 1人30分程度
9:00～15:00 ■

４か月健診

※保育あり(おおむね生後6～8か月児、定員12人(申込順))

12月 5日㈬
12月18日㈫

場 健康増進センター
■

受 12:50～13:40 ■
場 健康増進センター
水 ■
■
対
鶴
平成30年7月1日～7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
鶴
平成30年7月16日～7月31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29年12月9日～12月31日に生まれた子
鶴 ■
■

内 食事についての相談
■

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

12か月健診

12月11日㈫

１歳６か月健診

12月12日㈬

３歳健診

12月19日㈬

予 乳児・母乳相談
■

受 9:40～10:00 ■
対 1歳までのお子さん
場 ピアザ☆ふじみ
（第一子）
とお母さん ■
■
12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。

わくわく子育て
トーキング

受 9:45～10:00 ■
対 1歳くらいまでのお子さんとお母さん ■
場 鶴瀬西交流センター
■
12月 6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
■

予 はじめてパパの
■
子育てサロン

受 9:40～9:50 ■
対 1歳までのお子さん
（第一子）とお父さん
■
12月 8日㈯ 場
内 子育ての話、情報交換、保健情報
■針ケ谷コミュニティセンター ■
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
■
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受 12:50～13:40 ■
場 健康増進センター
水 ■
■
対 平成29年3月11日～3月31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6月生まれの子
鶴 ■
■

富士見市役所

049-251-2711

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

〖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。

12 月のおはなしかい＆映画会
容

こども映画会
中 央
図書館

映画会
おはなしかい（乳幼児）
クリスマスおはなしかい(幼児・小学生)

鶴瀬西
分 館

（1990年・アメリカ)
7日(金)午後2時「ゴースト／ニューヨークの幻」
16日(日)午後2時「ＡＫＩＲＡ」
（1988年・日本）
5日(水)・19日(水)午前11時

1日(土)午後2時

22日(土)午後2時

1日(土)午後2時「パオちゃんのクリスマス」
「ミッキーマウスのメリークリスマス」

おはなしかい（乳幼児）

12日(水)・16日(日)午前11時

こども映画会

22日(土)午前11時「ブレーメンの音楽隊」
「ミッキーマウスとゆかいな仲間たち」

おはなしかい（幼児・小学生）

おはなしかい（乳幼児）

12日(水)午後3時30分、16日(日)午後2時30分

6日(木)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。

親子で楽しむ
リトミック＆コンサート in Xʼmas
とき／12月19日(水)
場所／図書館鶴瀬西分館
親子で楽しむリトミック
時間：午前10時30分～11時
対象／２歳～未就園児と保護者
定員／15組
フルートとヴァイオリンによる
コンサート
時間：午前11時10分～11時40分
対象／乳幼児と保護者 定員／20組
赤鼻のトナカ
曲目／ジングルベル、
(
より)ほか
イ、
メヌエット「アルルの女」
おおしま ち おり
た なか ゆ か
やま
演奏／大島千織氏、田中由香氏、山
ぎしよう こ
岸洋子氏

申込み／12月１日(土)午前９時から
図書館鶴瀬西分館( 049-252-5945)
に直接または電話で
大人のためのおはなし会
とき／12月24日(振)午後２時～４時
場所／ピアザ☆ふじみ
対象／中学生以上
内容／クリスマスのおはなし(素話)
や音楽など
「すぷ
共催／おはなしボランティア
んふる」
協力／リコーダーアンサンブル
アンダンティーノ
問合せ／ふじみ野分館
049-256-8860

子どもへの伝え方を学び、
「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／平成31年１月16日(水)･24日
(木)･30日(水)、２月６日(水)･13日
(水)･20日(水)いずれも午前10時～
11時40分(受付：午前９時50分～)
場所／鶴瀬西交流センター
対象／３歳以上の未就学児のいる
保護者 ※保育あり(無料)
定員／４人(応募多数の場合は抽選)
申込み／12月11日(火)～21日(金)午
前９時～午後４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

あそび～ば。クリスマスで遊ぼう会
とき／12月14日(金)
午前10時～11時30分
場所／水谷放課後児童クラブ
対象／乳幼児と保護者
内容／クリスマスにちなんだ工作
定員／15組
申込み／平日午前8時30分～午後
6時30分に電話で
※車での来場はご遠慮ください。

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
広報ふじみ 12月号

18

くらしの
リユース

ふじみ野
分 館

こども映画会

時

市民伝言板

おはなしかい（幼児・小学生）

日

15日(土)午後2時「げんきげんきノンタン うたおう！クリスマス」
24日(振)午前10時30分「名探偵コナン 時計じかけの摩天楼」

子育て講座
しか
「叱らない子育て」
(全６回)

イベント

内

子育て

学 ぶ

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

子育て

10時～午後３時

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／12月21日(金)午前10時～午
後２時
場所／針ケ谷コミュニティセンター
定員／20人
(申込順)
か の
講師／狩野雪子氏
参加費／800円(材料代)
持ち物／エプロン、三角きん、手ふ
き、筆記用具
申込み／12月７日(金)～14日(金)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

集

※１月28日(月)、
２月25日(月)は午前

※住所、
氏名、電話番号、FAX番号をお

白菜キムチを作ってみませんか！

募

耳の聴こえない人や聴こえにくい
人に伝える要約筆記の方法を学び
ます。
とき／平成31年１月23日(水)･28
日(月)、２月６日(水)･20日(水)･25
日(月)、３月４日(月)･11日(月)･18
日(月)いずれも午後１時～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に在
住、
在勤、在学で高校生以上の方
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／12月３日(月)～26日(水)に
直接、FAXまたは電話で

情報ステーション
ご案内

はじめての
要約筆記体験講座(全10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

学 ぶ

イベント

募

市民総合体育館のお知らせ
049-251-5555
問合せ

富士見市役所

あいサポートイベント

～知ろう 学ぼう 当事者から～
とき／12月８日(土)午後２時～４
時30分 ※無料、申込不要
場所／鶴瀬西交流センター
内容／
第１部 視覚障がい当事者による演奏
出演／熊谷和子氏(箏)、
栗山龍太氏
(シンガーソングライター)、
中里聡氏

イベント

家でも出来る
トレーニング＆ストレッチ
とき／平成31年1月26日(土)午前11
時～正午
場所／多目的室1･2
定員／20人(申込順)
参加費／300円

手)

市民伝言板

【共通事項】
主催／(公財)キラリ財団
申込み／12月2日(日)から午前8
時30分～午後9時30分に直接また
は電話で

集

ベビーとママのヨガ&産後ダンス
(全４回)
とき／12月12･26日、平成31年1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

子育て
学
ぶ
くらしの
リユース

SAITAMA環境フェア
＆こどもエコフェスティバル
環境保全の取組みを紹介する展示
やワークショップなどを行います。
とき／12月８日(土)
午前11時～午後４時
場所／浦和コルソ７階ホール(浦和
駅西口) ※無料、
申込不要

問合せ／県環境政策課
048-830-3019

特別支援学級・特別支援学校
児童生徒合同作品展
とき／平成31年１月29日(火)～２
月５日(火)午前９時～午後７時
(初日は午後５時から、最終日は午後
３時まで。
４日(月)を除く)

場所／中央図書館
問合せ／水谷小学校
049-251-1130
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担当：新井

こと

(クロマティック･ハーモニカ)

第２部 聴覚障がい当事者による講演会
した ら たけひで
講師／設楽武秀氏(デフサッカー選
※障がい者支援施設による授産品販
売(午後１時30分から)

12 月３日～９日は、障害者週間
です。
障がいへの理解を深め、
障がいの
ある方が社会、
文化などさまざま
な分野の活動に参加することを
促進する事業を行う週間です。
問合せ／富士見市社会福祉協議会
049-254-0747

シニア起業入門セミナー
定年後の新たなライフスタイルを
一緒に考えてみませんか。
とき／平成31年１月26日(土)午前
10時～午後１時
場所／ウェスタ川越
内容／
ヒ ナ ダ ン
若宮正子氏(アプリ「hinadan」開発
者)による講演
は しば
波柴純子氏による起業を通じた
ライフプランセミナー
専門家による起業相談(希望者の
み)

対象／おおむね50歳以上
定員／100人(無料、申込順)
主催／県
申込み／１月22日(火)までにホー
ムページまたは電話で
問合せ／埼玉新聞社クロスメディ
ア局 埼玉新聞社起業
セミナー係
048-795-9932

049-251-2711

FAX 049-254-2000

富士見市民大学公開講座

「医療現場から見える人権」
とき／12月15日(土)
午後１時30分～４時
場所／鶴瀬公民館
内容／外科医として36
年間の勤務から見えた日本の現実
申込順)
定員／50人(無料、
ひろし
講師／本田宏氏(外科医、NPO法人医
療制度研究会副理事長 )

申込み／平日午前９時～午後５時
15分に直接または電話で
問合せ／富士見市民大学事務局
(鶴瀬公民館内)
049-251-1140

鶴瀬公民館小学生体験教室
たこ
「名人と凧を作ろう」
とき／12月16日(日)午前９時30分
～正午
場所／鶴瀬公民館
対象／小学生と保護者
定員／20組
材料費／１組150円
持ち物／ボンド、はさみ、30cm定規
協力／富士見市民大学
申込み／平日午前９時～午後５時
15分に直接または電話で
問合せ／鶴瀬公民館
049-251-1140

ボランティアスクール
「支え合い」をテーマにボランティ
アスクールを開催します(全６回)。
第１回ボランティアスクール
「県内の支え合い活動実践報告･交
流会～広げよう支え合いの輪～」
とき／12月17日(月)
午後１時30分～４時
場所／
市民福祉活動センターぱれっと
定員／30人(無料、申込順)
※第２回以降のとき、内
容など詳しくはホーム
ページをご覧ください。

報告団体／水谷東安心まちづくり
協議会ほか市外３団体
申込み・問合せ／富士見市社会福
祉協議会( 049-254-0747)へ直接、
FAXまたは電話で

富士見市役所

049-251-2711

FAX 049-254-2000

とき／平成31年２月17日(日)
午前９時スタート
※小雨･小雪決行、
中止決定午前６時

問合せ
049-253-4664
休館日：月曜(祝日の場合は翌日)

【共通事項】
【共通事項】
午後１時30分
時間：午前10時、
午後１時30分
時間：午前10時、
※いずれも開始30分前から受付
※いずれも開始30分前から受付

場所／体験学習室
100円(材料代)
参加費／
対象／小学生以上
場所／体験学習室
参加費／100円(材料代)
(未就学児は保護
対象／小学生以上
※未就学児は保護者同伴で可
者同伴で可)

難波田城資料館は、
11月４日に通算
入館者数が100万人に達しました。

1日(土) 紙ふうせん

2日(日)

わたくり

9日(日)

シュロの葉バッタ

8日(土)
15日(土)

はたおり

いろりの日

16日(日)

クリスマスリースづくり(先着30人)

23日(祝)

墨流し

22日(土)
24日(振)

お年玉袋づくり

級技能士)

わらのお正月飾り
とき／12月26日(水)
午後１時～３時
か つ せ せ き しょう か い
講師／勝瀬昔 承 会

ミニ正月飾りづくり
広報ふじみ 12月号
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【共通事項】
場所／ふじみ野交流センター
対象／市内在住、在勤の方
定員／ 15人(申込順)
参加費／ 1,500円(材料代)
持ち帰り用の袋
持ち物／はさみ、
申込み／12 月３日(月)午前９時
から直接または電話で
問合せ／ふじみ野交流センター
049-261-5371

洋風ドア飾り
とき／ 12月20日(木)
午前10時～正午
ゆ き
講師／中山由貴氏(フラワー装飾１

市民伝言板

ふるさと体験「正月飾りづくり」
とき／12月27日(木)午後１時～３時
場所／旧金子家住宅
在勤の方
対象／市内在住、
(申込順)
定員／15人
きっかわせつ お
指導／吉川節男氏
参加費／1,200円(材料代)
持ち物／はさみ
申込み／12月１日(土)
午前９時から電話で

自分で作るお正月飾り

イント
イベ

からむしの会 作品展
古代から利用されてきた植物繊維
の「からむし」をテーマに、繊維の
取り出し、編み、織り、組み技法と
作品の紹介をします。
とき／12月20日(木)～平成31年２
月17日(日)午前９時～午後５時
場所／展示室

ぶ

子ども書初め練習会
正月飾り材料の予約販売
とき／12月23日(祝)
受付／12月1日(土)～16日(日)午前９
①午前９時30分～10時30分
時～午後５時に電話で
※キャンセルはご遠慮ください。
②午前11時～正午
場所／講座室
料金／1組1,000円(わら付き1,100円)
在学の小中学生
対象／市内在住、
お渡し日／12月27日(木)午後１時～
３時に難波田城資料館で
定員／各15人(申込順)
書初め用紙、
お 主催／難波田城公園活用推進協議会
持ち物／書道セット、
手本、
新聞紙
けんゆうかい
「平成史in富士見」写真募集
協力／硯友会
平成31年３～６月に企画展を予定し
申込み／12月１日(土)午前９時から
ています。
次の条件にあう写真があり
電話で
ましたらご連絡ください。
もち
餅つき実演と餅の販売
募集条件／
餅つきの実演とつきたての餅を販売
平成元年以後に市内で撮影し、撮
します。
影時期･場所が明確なもの
歴史の一コマを伝えるもの(例：大
とき／12月23日(祝)午前11時～午後
震災時や施設、店舗のオープン･閉鎖
１時ごろ(売切れ次第終了)
のようす、
一時的に流行したものなど)
場所／旧金子家住宅
著作権などの問題がないもの
価格／１パック200円
※詳しくはお問い合わせください。
主催／難波田城公園活用推進協議会
12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

学

難波田城資料館のお知らせ

問合せ／生涯学習課

内 634
◯

どんぐりクラフト
とき／ 12月15日(土)
定員／各20人(先着順)

子育て

できません。

代表者会議
代表者会議
参加チームは必ず出席ください。
参加チームは必ず出席ください。
とき／
とき／平成31年１月31日(木)午後７時
平成31年１月31日(木)午後７時
場所／三芳町総合体育館
場所／三芳町総合体育館

土曜おもしろミューズランド
アンギン編みでコースターづくり
とき／ 12月１日(土)
定員／各15人(先着順)

集

※中止の場合も含め、参加費の返還は

(第３月曜休館日を除く)

水子貝塚資料館のお知らせ
049-251-9686
問合せ

募

コース／周回コース全19.5km(１周
3.9km ※南畑小学校スタート･ゴール)
壮年の部(40歳以
部門／一般の部、
上)、
女子の部
控
登録チーム／１チーム選手５人、
え選手３人まで
参加費／１チーム10,000円、中学生
チーム3,000円(保険代など)

申込み／12月３日(月)～平成31年
１月８日(火)に次のいずれかに参
加費を添えて直接
生涯学習課
平日午前８時30分～午後５時15分
市民総合体育館事務所
午前９時～午後９時30分

情報ステーション
ご案内

入間東部地区駅伝競走大会

Information Station

情報ステーション Information Station

富士見市役所

ご案内

リラックスタイム
「百万人のキャンドルナイト」

イベント

あか

とき／12月16日(日)午後２時

キャンドルの灯りの中で弦楽アン
サンブルやCDコンサートを行いま
す。 ※無料、申込不要
とき／12月21日(金)午後６時

(午後１時30分開場)

(午後５時30分開場)

針コミでJAZZ!!

募
集

場所／針ケ谷コミュニティセンター

場所／鶴瀬西交流センター
お手伝いボランティア募集
イベントの手伝いをしてくださる
方を募集しています。詳しくは
お問い合わせください。
とき／当日午後４時～８時

※入場無料

出演／立教大学New Swingin’Hard
曲目／セプテンバー･イン･ザ･レイ
ン、ジャスト･フレンズ、チャイル
ド･イズ･ボーン、
ゼア･ウィル･ネ
バー･ビー･アナザー･ユーなど
問合せ／針ケ谷コミュニティセン
ター
049-251-8478
ニ ュ ー スウィンギン

子育て
学
ぶ

市民伝言板

ハ ー ド

問合せ／鶴瀬西交流センター
049-251-2791

イベント
市民伝言板

富士見母親大会
₁₂月₂日㈰₁₃:₀₀～₁₅:₃₀／鶴瀬西交流
センター／₁部:笑いヨガ、₂部:子どもた
ちについての話し合い／主催富士見母
親大会実行委員会／無料／
₀₄₉︲₂₅₁︲₆₂₄₈
岡本

くらしの
リユース

ふじみギターフレンズ30＋５コンサート
₁₂月₁₉日㈬₁₃:₃₀開演(₁₃:₀₀開場)／キラ
リ☆ふじみ／午後のひと時をクラシッ
クからポピュラーまでギターの音色で
お楽しみください／無料／
₀₄₉︲₂₅₁︲₁₂₈₅
三井

点訳グループ 富士見市｢きつつき｣
点訳ボランティア養成講座(全4回)…平
成₃₁年₁月₂₁日㈪･₂₈日㈪、₂月₄日㈪ ･ ₁₈
日㈪₁₃:₃₀～₁₅:₃₀／市民福祉活動セン
ターぱれっと／受講後活動する意欲が
あり、小中学校の点字学習に参加でき
る方／点字器 ･ パソコンを使用して点字
を学びます／定員₁₀人／参加費₅₈₀円
(テキスト代)／₁₂月₂₅日㈫までに要申込
会員募集…第₁ ･ ₃月曜₁₃:₃₀～₁₅:₃₀／
市民福祉活動センターぱれっと／年会費
₁,₀₀₀円／点訳グループ 富士見市｢きつ
kitutuki₈₈.₄.₂@gmail.com
つき｣

募

集

富士見市還暦野球倶楽部
毎週土曜₈:₀₀～₁₂:₀₀／富士見市運動公
園／₆₀歳以上／野球の練習･試合／年会
費₂₀,₀₀₀円／野本
₀₄₉︲₂₅₅︲₅₇₃₁

富士見市マスコットキャラクター
ふわっぴー

11月６日現在●

●

問合せ╱環境課

そろばんに挑戦！富士見市大会
とき／平成31年３月17日(日)
午前９時30分～午後３時
場所／鶴瀬西交流センター
内容／個人総合競技９部門、種目
別競技(暗算･読上暗算)
定員／100人程度
参加費／１人500円
後援／市、市教育委員会、富士見市
そろばん交流会
申込み／平成31年１月18日(金)ま
でに参加費を添えて直接
問合せ／
富士見市商工会(羽沢3-23-15)
049-251-7801

内 248
◯

けん

阿波おどりグループ 健
月₄回程度土･日曜／キラリ☆ふじみ／
阿波おどり(男踊り、女踊り、鳴り物)。高
齢者施設などで演舞／年会費₅,₀₀₀円／
年齢不問、浴衣貸与／
₀₉₀︲₃₄₇₂︲₈₇₇₆
森田
ボーイスカウト富士見第1団
月₂回土･日曜／新年長～小₆の男女／家
庭や学校では学ぶことができない活動
を、大自然の中で異年齢の仲間たちと
行うことで健全な心と体を育てます／
入会金₃,₀₀₀円／月会費₁,₀₀₀円／₁月に
活動説明会を実施予定／体験･見学随時
(要申込)／〒₃₅₄︲₀₀₂₆ 鶴瀬西₂︲₁₁︲₃₅
(はがきで資料請求してください)
₀₄₉︲₂₅₂︲₀₉₃₁
氏家治子
掲載方法 掲載は受付順です。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。

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。

ゆずります
電気たこ焼き器／石油ストーブ／木目込み人形の材料一式／ひな人形(3段飾
り、5段飾り)／五月人形／スーツ(男児用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㎝)／細田学園高制服･セーター(男
子用170A･L)／チャイルドシート(3～5歳用)

広報ふじみ 12月号

FAX 049-254-2000

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

21

049-251-2711

ゆずってください
婦人用自転車／電動アシスト自転車／
車いす／剣道着(ジャージ素材･ 紺 ･ 170㎝)

