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富士見市役所 049-251-2711  ℻ 049-254-2000市役所からのお知らせ
Fujimi City Information

ご

案

内

とき／1月29日（月）午後1時～4時
（受付：正午～午後3時30分）
※無料、申込不要、入退場自由
※面接会前に直前セミナーを行いま
す（午後0時15分～45分）。
場所／キラリ☆ふじみ
対象／正社員を希望するおおむね
40歳までの方（平成30年3月大学な
ど卒業予定の方を含む）
参加企業／約25社（予定）
持ち物／履歴書、ハローワークカ
ード（お持ちの方）
問合せ／ハロ－ワーク川越
049-242-0197（48＃）

平成29年10月1日に改正育児・介
護休業法が施行され、子が1歳6
か月に達した後も保育園などに入
れないなどの場合に、2歳まで育
児休業の再延長が可能
になりました。
問合せ／埼玉労働局雇
用環境・均等室
048-600-6210

110番は警察への緊急通報手段です
◯◯◯◯◯ いちはやく
◯◯◯◯◯ いそがずあわてず
◯◯◯◯◯ れい静に
緊急を要さない要望・
相談・苦情・各種照会は、けいさ
つ総合相談センター（＃9110または
048-822-9110)、東入間警察署に
ご連絡ください。
問合せ／東入間警察署
049-269-0110

若者就職面接会

2歳まで育児休業の
再延長が可能になりました

1月10日は「110番の日」

工事期間中は、伊佐島橋から鶉
うずら

橋
まで通行止めとなり
ます。
ご迷惑をおかけしま
すがご協力をお願い
します。
工事期間／２月上旬～中旬（予定）
※詳しい日程などは、市ホームペー
ジや現地の看板でお知らせします。
問合せ／
地域文化振興課 ○○○252

就職活動中の方やこれから就職活
動を始める方を対象に
行います。
就職支援セミナー
就職活動の進め方
とき／1月25日（木）
午前10時～正午
内容／自己分析、良い会社の見分
け方、面接のポイントについて
定員／20人（申込順）

就職個別相談
とき／1月25日（木）午後1時15分～
４時（１人45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
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／1月4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 ○○○383

ご 案 内
Guidance

富士見サイクリングコース
舗装工事のお知らせ

就職支援セミナー＆就職個別相談

気温が氷点下4℃以下になると水
道が凍結しやすくなります。屋外
で次のような場所は水道管が凍り
やすいので、注意が必要です。
•むき出しになっている水道管
• 家の北側などで、日の当たらな
い場所の水道管
•風当たりの強い場所の水道管
凍結を防ぐには むき出しになっ　
ている水道管や蛇口には、発砲ス
チロール製の保温材や毛布などを
巻くと効果的です。
凍結してしまったら 凍結した部　
分にタオルや布をかぶせて、ぬる
ま湯をゆっくりかけてようすをみ
てください。
※熱湯を急にかけると破損の原因と
なります。
破損してしまったら 水道メータ　
ーボックス内の止水栓を閉め、水
道業者へ修理を依頼してください。
※修理代金は自己負担となります。
問合せ／水道課　 ○○○525

とき／１月26日（金）午後１時～４時
（受付：正午～午後３時）
※無料、手話通訳あり
場所／ふじみ野市立市民交流プラ
ザ（フクトピア内）（ふじみ野市福岡
1-2-5）
内容／企業（人事担当者）との面接、
就職相談
持ち物／障害者手帳（原本とコピー）、
履歴書（複数枚）、ハローワークカ
ード、筆記用具
※職務経歴書や自己PR書を作成して
いる方はお持ちください（複数枚）。
※平成30年3月に県内高等学校（特別
支援学校を含む）卒業予定の方は、
履歴書ではなく ｢全国高等学校統一
用紙｣ を用意
※ハローワークカードをお持ちの方
は申込不要。お持ちでない方はお問
い合わせください。
共催／富士見市、ふじみ野市、三
芳町、ハローワーク
問合せ／ハローワーク川越
049-242-0197（46＃）

水道管の凍結にご注意を

入間東部障害者就職面接会

お知らせ

キラリ☆ふじみのイベント内容
などは、ＨＯＴキラリ1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 049-268-7788

ポッポくん
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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／１月16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
○○○243

ご 案 内
Guidance

つきいち～臨時農産物直売所～

富士見市地域自立支援協議会委員

障がい福祉の充実にむけた地域づ
くりを進めるための意見交換をし
ます。
募集人数／２人程度
応募資格／20歳以上の市内在住の
方で、障がいのある方または障が
い者団体などで活動している方
任期／３月から２年間
会議／年３回程度（主に平日昼間）
報酬／市の条例に基づき支給
応募方法／応募の動機（400字程度･
様式自由）・住所・氏名（ふりがな）・
年齢・職業・電話番号を記入し、
郵送または直接
※市ホームページからも応募可
応募期間／１月９日（火）～22日（月）
（必着）
応募先／〒354-8511（所在地は記載
不要）富士見市役所障がい福祉課
問合せ／障がい福祉課 ○○○374

子どもたちを主人公に、みんなで
つくるお祭りです。
とき／４月22日（日）
場所／文化の杜

もり

公園周辺
①参加コーナー
・アトラクション（工作や遊びなど）
・縁日（飲食物、小物などの模擬店）
・ ステージ（ダンスなど：小学生～高
校生くらい、10組程度）
対象／
個人：市内在住、在勤、在学の方
団体：市内活動団体
実行委員会／1月24日（水）午後7時
30分　※必ず出席してください。

②子どもフリーマーケット出店
募集数／40区画
対象／市内在住、在学の小中学生
（小１～３年生は保護者同伴で可）
店長会議／２月下旬予定

③ボランティア隊員
対象／中学生～大学生くらい
内容／放送、会場案内、会場整理、
各コーナーの手伝いなど
発足式／4月中旬予定

④子どもフェスティバル
ポスター原画・テーマ
対象／市内在住、在学の小中学生
（個人）
ポスター原画
・ 題材は自由。ただし「第45回富士
見市子どもフェスティバル」の文
字を入れる（テーマは入れない）。
・ 4ツ切または8ツ切画用紙
　 絵の具、クレヨンなどを使用（色
鉛筆以外）
テーマ
選ばれたテーマはポスターに掲載
します。（参考）前回のテーマ：｢みん
なで楽しく！ 子どもフェスティバル｣

【共通事項】
申込期限／1月19日（金）
申込方法／それぞれの申込用紙に
記入し、FAXまたは直接
※申込用紙は、市ホームページ、鶴
瀬公民館にあります。
※①のステージ、②は応募多数の場
合は抽選
主催／富士見市子どもフェスティ
バル実行委員会

問合せ／鶴瀬公民館　 049-251-1140 ℻049-251-1156
富士見市子どもフェスティバル参加者募集

元気くん

富士見市商工会、富士見市商店会
連合会は、毎月23日を ｢富士見の
日｣ とし、市内で買い物を楽しん
でいただくために
さまざまな取組み
を行っています。
｢富士見の日｣参加
店では、日ごろの
感謝を込めて、毎月23日にお得な
サービスを実施しています。
ぜひ、市内のお店で買い物をお楽
しみください。
※参加店は、下記のポップシールを店
頭に掲示し、シール下部にサービス内
容を記載しています。参加店など詳し
くは、市ホームページをご覧ください。

問合せ／
富士見市商工会 049-251-7801
産業振興課 ○○○253

環境省では、全形を保持した象牙
（全形象牙）の在庫把握を行ってい
ます。全形象牙の流通は、｢絶滅
のおそれのある野生動植物の種の
保存に関する法律｣ により譲渡な
どに規制があります。
所有しているだけであれば違法に
なりませんが、未登録のものを売
却・譲渡（所有者死亡による相続を
除く）することは違法です。未登
録のものをお持ちの方は、ご連絡
ください。
※全形象牙のみが登録対象です。印
鑑やアクセサリーなど象牙製品は対
象外です。
問合せ／象牙在庫把握キャンペー
ン事務局 03-6659-4660
(午前10時～午後5時、土･日曜、祝
日を除く)

月に一度のおもてなし
『毎月23日は富

ふ

士
じ

見
み

の日』

おうちに未登録の
全形象牙はありませんか
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子 育 て
Child-rearing

ふじみ野児童館からのお知らせ
 問合せ 049-257-6996

ふじみ野児童館お正月あそび
とき／１月７日（日）
午前10時～正午
午後１時30分～４時30分
場所／ふじみ野児童館
対象／小学生（未就学児は保護者同
伴で可）
内容／ふくわらい、かるた、おみ
くじ、皿回し、お茶会（午後２時～４
時）など
※お茶会は、当日整理券を配布します。

募 集
Invitation

平成30年度
県公立小中学校臨時的任用教
職員および非常勤講師

公立小中学校の教職員の欠員補充、
育児休業や病気などの教職員の代
替などとして、臨時的任用教職員
および非常勤講師を募集します。
応募資格／
・ 教員は教員普通免許状、学校栄
養職員は栄養士免許状を所有し
ている方または取得見込みの方
・ 地方公務員法第16条および学校
教育法第９条の欠格事項に該当
しない方

※応募の際は、希望調書の提出が必
要です。詳しくは県教育委員会のホ
ームページをご覧ください。
問合せ／学校教育課 ○○○622
県教育局西部教育事務所務所
人事・学事担当
049-242-1805

【一般事務員】
学校で事務の補助を行います。
募集人数／１人
場所／小学校または中学校
時間／週５日　1日３時間または
４時間
期間／原則１年間（年間224日予定）
賃金／時間額920円
※給食仕分け員と兼ねることができ
ます。

【給食仕分け員】
給食の仕分けを行います。
募集人数／４人程度
場所／小学校または中学校
時間／週５日　１日２時間
期間／原則１年間（年間190日予定）
賃金／時間額940円

【基礎学力定着支援員】
学習指導の補助をしながら、学習
が遅れがちな児童の個別対応・指
導を行います。また、不登校傾向
の児童への支援なども行います。
募集人数／１人 場所／小学校
時間／週５日　１日５時間
期間／原則１年間（年間205日予定）
賃金／時間額1,070円

【ふれあい相談員】
児童生徒の悩みについて、面接相
談、電話相談、家庭訪問を行いま
す。また、通学区の小学校での相
談も行います。
募集人数／１人 場所／中学校
時間／週５日　１日４時間
期間／原則１年間（年間205日予定）
賃金／時間額920円

【すこやか支援員】
特別な支援が必要な児童生徒の日
常生活の介助や学習活動の支援な
どを行います。
募集人数／３人程度
場所／小・中・富士見特別支援学校
時間／週５日　１日６時間
期間／原則１年間（小中学校年間
205日予定、富士見特別支援学校年
間213日予定）
賃金／時間額940円

平成30年度
教育委員会の支援員など

【学校司書】
図書の整理、貸出し、図書の紹介
や図書館利用の支援など、読書活
動の推進を行います。
募集人数／１人
場所／小・中・富士見特別支援学校
時間／週３日　１日４時間
期間／原則１年間（小学校年間120
日予定、中学校年間80日予定、富士
見特別支援学校年間120日予定）
賃金／時間額920円

【AET(英語指導助手)】
小学校の外国語活動、中学校での
英語授業の補助を行います。
募集人数／２人 場所／小中学校
時間／週５日　１日7.5時間
期間／原則１年間（年間200日およ
び教員研修など７日予定）
賃金／日額18,000円

【共通事項】
応募方法／応募用紙に記入し、１
月９日（火）～19日（金）に郵送または
直接（〒354-0021 鶴馬1873-１ 学校
教育課）
※応募条件など詳しくは、市ホーム
ページまたは募集要項をご覧くださ
い。募集要項、応募用紙は、市ホー
ムページ、学校教育課にあります。
※書類選考後、面接を行います。
問合せ／学校教育課 ○○○622

打越市民農園の利用者追加募集

募集区画数／約30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）
申込み／随時電話で（申込順。土･
日曜、祝日を除く）
※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
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諏訪児童館からのお知らせ
 問合せ 049-255-6671

諏訪児童館お正月あそび
書初め
とき／１月５日（金）午後２時～４時
持ち物／課題（手本）、書道セット、
書初め用紙、ごみ袋
定員／20人（申込順）
※地域の方から教わります。

郷土ジャンボカルタ大会
とき／１月６日（土）
午後２時～３時30分

お茶会・俳句
とき／１月７日（日）午後２時～４時
協力／田中泰

たい

香
こう

氏（瑞
ずいじゅんあん

順庵）
定員／30人（申込順）

たこを作ろう
とき／１月15日（月）～26日（金）
午後３時～４時30分
※21日（日）を除く

たこあげをしておしるこを食べよう!
とき／１月27日（土）
午後２時～４時
※雨天時は児童館でおしるこを食べ
ます。

【共通事項】
場所／諏訪児童館
※たこあげは諏訪児童館集合後に諏
訪小学校校庭で行います。
対象／小学生以上
（未就学児は要相談）
申込み／直接または電話で

事業名 と　き 詳　　　細

■予  見て！食べて！
　 はじめて
　 離乳食教室

１月25日㈭
13:30～15:30

■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
ん（おおむね生後3～5か月児）のいる保護者 ■場ピアザ☆ふじみ ■内離乳食初期の
話、調理のデモンストレーション、調理体験、試食（親のみ）　■定 15人（申込順）
■持母子健康手帳、赤ちゃん手帳、筆記用具、手ふき　■申 1月15日（月）午前8時30
分から電話で ※保育あり（おおむね生後3～5か月児、定員10人（申込順））

■予  もぐもぐパクパク
　 食事相談

１月22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

■予  親子サロン １月29日㈪
10:00～11:30

■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
■場ピアザ☆ふじみ ■内家族同士や保健師との交流・相談 ■持母子健康手帳

４か月健診
１月17日㈬ ■水

■鶴
■受 12:50～13:40 ■場健康増進センター
■対平成29年8月1日～8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

１月29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～8月31日に生まれた子

12か月健診
１月10日㈬ ■水

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

１月23日㈫ ■水
■鶴
■受 12:50～13:40 ■場健康増進センター
■対平成29年1月24日～2月15日に生まれた子

１歳６か月健診 １月16日㈫ ■水
■鶴
■受 12:50～13:40 ■場健康増進センター
■対平成28年4月1日～4月23日に生まれた子

３歳健診 １月24日㈬ ■水
■鶴
■受 12:50～13:40 ■場健康増進センター
■対平成26年7月生まれの子

■予  乳児・母乳相談

１月 9日㈫
10:00～11:30

■場健康増進
　 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
※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。

１月31日㈬
10:00～11:30

■場  みずほ台コミュ
ニティセンター

わくわく子育て
トーキング

１月30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　■場みずほ台コミュニティ
センター ■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。

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」



広報 ふじみ 平成30年１月号19

富士見市役所　 049-251-2711  ℻ 049-254-2000

ご

案

内

市役所からのお知らせ
Fujimi City Information

学

ぶ

子

育

て

学 ぶ
Learning

人と犬がともに幸せな家族として
暮らしていくには「しつけ」が必
要です。また、災害時にペットと
一緒に困難を乗り切るには、日ご
ろからの備えが重要です。
獣医師による講義と実演犬による
デモンストレーションを通じて、
犬の飼い方・しつけ方および災害
時の備えについて学びます。
※飼い犬の同伴はできません。
とき／１月27日（土）午後１時30分
場所／健康増進センター
※駐車場には限りがあります。
定員／80人（無料、申込順）
講師／獣医師、ジャパンケネルク
ラブ公認訓練士
申込み／１月９日（火）～26日（金）に
ふじみ野市環境課へ電話で
問合せ／
ふじみ野市環境課  049-262-9021
健康増進センター  049-252-3771

普通救命講習Ⅰ

とき／１月20日（土）
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／１月４日（木）～11日（木）
午前８時30分～午後５時に電話で
（土・日曜、祝日を除く）
問合せ／消防本部救急課
049-261-6673

犬の飼い方・しつけ方教室
～愛犬の適正飼養、災害時への備え～

健康長寿のためのパワーアップ・
リーダー養成講座（全８回）

介護予防のために考案されたふじ
みパワーアップ体操で、元気で長
生きを目指しましょう。
とき／１月15日・22日・29日、２月
５日・19日・26日、３月５日・12日
いずれも月曜午前10時～正午
場所／健康増進センター
対象／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／
・実技：ふじみパワーアップ体操
　 筋力やバランス力などの運動機
能の維持・向上に効果的です。
・講義：介護予防の基礎知識
定員／15人
参加費／240円（保険代）
持ち物／室内運動靴、飲み物、タ
オル
申込み・問合せ／健康増進センタ
ー（ 049-252-3771)へ電話で

血管の若さを保つ上手な食生活

生活習慣病予防のための食生活の
コツを学ぶ講演会を開催します。
※市内に在住、在勤の方で埼玉県コ
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。
※手話通訳あり
とき／２月４日（日）午後１時30分～
３時（午後１時開場）
場所／鶴瀬西交流センター
※駐車場には限りがあります。
対象／18歳以上（市外の方も可）
定員／140人（無料、申込順）
※保育あり（市内在住者のみ、おお
むね10か月以上、10人程度、申込順）
講師／蒲

かま

池
ち

桂子氏（女子栄養大学栄
養クリニック教授）
申込み／市ホーム
ページ、FAX、
直接または電話で
問合せ／健康増進センター
049-252-3771　℻049-255-3321

子 育 て
Child-rearing

とき／２月４日（日）
午前10時～午後２時
（受付：午前９時45分～）
場所／鶴瀬西交流センター
対象／市内在住の年長～小学生と
保護者
メニュー／ロールサンド、簡単ス
パニッシュオムレツ、きゅうりと
トマトのサラダ、フルーツラッシ
ーなど　※卵、小麦、乳を使用。ア
レルギーの方は要相談
定員／親子８組程度（申込順）
参加費／１人300円（材料代ほか）
持ち物／三角きん、エプロン、ふ
きん、手ふき、筆記用具
申込み／１月15日（月）午前８時30
分から電話で
※参加するご本人がお申し込みくだ
さい。
問合せ／健康増進センター
049-252-3771

ニュースポーツを体験しよう！！

青少年相談員のお兄さん・お姉さ
んと一緒にスマイルボウリング、
スポーツ雪合戦を楽しもう！
とき／１月28日（日）午前10時～正午
場所／健康増進センター
※現地集合・解散。保護者の送迎を
お願いします。
対象／小中学生
定員／25人（無料、申込順）
持ち物／飲み物、タオル、室内運
動靴
※運動のできる服装でお越しください。
主催／
富士見市青少年相談員協議会
申込み／１月10日（水）～16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。
※詳しくは子育て支援課フ
ェイスブックをご覧ください。
問合せ／子育て支援課　 ○内340

おやこ食育教室
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ふじみ福祉フォーラム21
安心して暮らせる街をめざして
～つなげよう♡ひろげようみんなの手～

とき／１月27日（土）
午前10時30分～
午後３時30分
※無料、手話通訳
あり
場所／
キラリ☆ふじみ
内容／
・ 講演「認知症について理解を深
めよう」
　 講師：窪田浩之氏（ふじみ苑施設
長）
・ 講演「これまでの人生とこれか
らの希望（ほぼ）全部話します！」
　講師：梅木聖哉氏
・ まち歩き通学路防災点検活動発
表（水谷東小学校児童）

・福祉漫談
　 出演：ヤセ騎

ナ イ ト

士氏（ダイエットイ
ンストラクター兼お笑い芸人）
・ 模擬店　飲食、手芸品、野菜、花、
衣料品など
問合せ／福祉課 ○○○334

学 ぶ
Learning

とき／２月６日・13日・20日・27日
いずれも火曜午前10時～正午（27
日は午前10時～正午、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在住、
在勤、在学のはじめて手話を学ぶ方
定員／15人（申込多数の場合は抽選）
参加費／500円（テキスト・保険代）
申込み／１月９日（火）～26日（金）
にFAX、直接または電話で
※氏名、住所、電話番号をお伝えく
ださい。
問合せ／富士見市社会福祉協議会
049-254-0747
℻049-252-0111

はじめての手話体験講座（全５回）

生活習慣病予防教室
若さを保つ血管の話
～脂質異常症編～

とき／１月30日（火）午前10時～正午
（受付：午前９時45分～）
場所／鶴瀬公民館
対象／おおむね18歳以上の方の方
(ご家族の方も可)
定員／50人
(無料、申込順)
※埼玉県コバトン健康マイレージ参マイ
加者には、健康ライフポイントがつ
きます。
講師／保健師、管理栄養士
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)へ直接または
電話で

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が休館の場合は分館も休館し、翌日開館します。
※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（水）まで設置して
います。

１月のおはなしかい＆映画会
内　容 と　　き

鶴瀬西
分 館

一般映画会
６日（土）午後２時「蝉

せみ

蝉蝉しぐれ」（2005年、日本）
出演／市川染五郎
※当日午後１時30分から整理券配布

おはなしかい（乳幼児） 10日（水）・21日（日）午前11時

おはなしかい（幼児・小学生）
10日（水）午後３時30分
21日(日)午後２時30分

ふじみ野
分 館

こども映画会 27日（土）午前11時「日本の昔ばなし」
おはなしかい（乳幼児） 12日（金）午前11時
おはなしかい（幼児） 20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。

“ちはやふる”の世界にふれよう！
百人一首ことはじめ
とき／１月21日（日）午後２時～４時
場所／ふじみ野交流センター
対象／図書館利用カードをお持
ちの方
内容／百人一首についてのお話、
競技カルタのデモンストレーシ
ョン、散らし取りの体験など

協力／「ちはやふる富士見」富
士見市小倉百人一首競技カルタ
交流会
申込み／直接または電話で
問合せ／ふじみ野分館
049-256-8860

らくらくスッキリ☆
肩こり予防教室

簡単なストレッチで肩こりを予防
するコツを学びます。
※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。
とき／１月22日（月）午前10時～11
時30分（受付：午前９時40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
から運動制限受けていない方
定員／30人（申込順）
講師／健康運動指導士
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）へ直接または
電話で

【開館時間】午前9時30分～午後7時
休館日：月曜（祝日の場合は翌平日）

水谷東公民館図書室
２月28日（水）まで休室。予約図書
の受取りと返却ポストは利用可
（平日午前８時30分～午後５時15分）
問合せは中央図書館まで
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特別支援学級・特別支援学校
児童生徒合同作品展

子どもたちの作品をご覧ください。
とき／１月30日（火）～２月６日（火）
午前９時～午後９時30分
※初日は午後５時～９時、最終日は
午後３時まで
場所／市民総合体育館
問合せ／西中学校　担当：柴崎
☎049-252-4145

富士見新春太鼓まつり

市内の和太鼓グループが集まり新
年を祝います(無料)。
とき／１月７日(日)午後１時
(午後０時30分開場)
場所／鶴瀬コミュニティセンター
出演／かじ兵衛太鼓、和太鼓跳

はね

っ
鼓
こ

、ふじよし太鼓、和太鼓月光、
富士見太鼓の会
問合せ／鶴瀬公民館
049-251-1140

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

問合せ 049-251-5555
休館日：第３月曜（祝日の場合は翌平日）、年末年始（12月29日～１月３日）

市民総合体育館のお知らせ

キラリ☆スポーツカレッジ
スーパーボイス（全９回）
とき／１月17・24・31日、2月7・14・
28日、3月7・14・21日いずれも水曜
午前10時～11時30分
場所／多目的室1・2
定員／30人（申込順）
参加費／4,500円

ベリーダンス（全５回）
とき／１月23・30日、２月６・13・20日
いずれも火曜
午後１時30分～２時30分
場所／多目的室１・２２
定員／20人（申込順）
参加費／2,500円

フットサル教室
とき・対象／１月22・29日、２月５・26
日、３月５・12・26日いずれも月曜
小学１～３年 17:30～18:30
小学４～６年 18:40～19:40
一般　　　 19:50～21:20

場所／メインアリーナ
定員／各日各30人（申込順）
参加費／１回1,000円

ボクシングエクササイズ（全６回）
有酸素運動で引き締め効果抜群！
とき／１月16・30日、２月６・13・20・
27日いずれも火曜
午後１時15分～２時15分
場所／剣道場
定員／30人（申込順）
参加費／3,000円

はじめてのヨガ（全５回）
とき／２月５・26日、３月５・12・26日
いずれも月曜
午前10時～11時30分
場所／多目的室1・2
定員／20人（申込順）
参加費／2,500円

初めてのピラティス（全６回）
とき／２月５・12・26日、３月５・12・26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／3,000円

【共通事項】
主催／（公財）キラリ財団
申込み／１月５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

古文書入門講座（全３回）
市内に残された江戸時代の古文書
を解読しながら、当時の歴史や文
化を学びます。
とき／１月13日・27日、２月10日
いずれも土曜午後１時～３時
場所／講座室
定員／20人（無料、申込順）
講師／山野健一（当館職員）
申込み／直接または電話で

古民家消防訓練のお知らせ
古民家から出火したという想定で、
消防訓練を実施します。
来園者の方には避難訓練にご協力
をお願いします。訓練後は、消火
器の体験もできます。
※サイレンが鳴りますが、火災とお間
違いにならないよう、
ご注意ください。
とき／１月20日（土）
午前11時～11時30分
場所／古民家ゾーン

ちょっ蔵市　マユ玉ダンゴ
小正月に農作物やカイコのマユの
豊作を願って飾るマユ玉ダンゴを
販売します。
とき／1月28日（日）午前11時～
※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

１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（原則無料、予約不要）。
とき・内容／午後１時～３時

6日（土）マイ羽子板・マイこま作り（要材料代）

7日（日）ジャンボ郷土かるた
8日（祝）ジャンボすごろく
13日（土）わたくり
14日（日）ミニたこ作り
20日（土）いろりの日
21日（日）ジュズダマの腕輪作り
27日（土）わたくり
28日（日）トントン紙ずもう
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水子貝塚資料館のお知らせ
 問合せ　 049-251-9686

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／１月20日（土）
午前10時、午後１時30分
場所／体験学習室
対象／小学生以上
（未就学児は保護者同伴で可）
定員／各40人（申込順）
参加費／150円（材料代）
申込み／いずれも30分前から直接

とき／２月17日（土）・18日（日）
午前９時～午後５時（18日は午後４
時まで）　※無料

埼玉サイクルエキスポ2018

場所／さいたまスーパーアリーナ
（さいたま市中央区新都心８）
内容／スポーツサイクルや子ども
乗せ自転車の展示・試乗、自転車
関連グッズの展示販売、ステージ
イベント、スタンプラリー、ミニ
サイクリングツアーなど
問合せ／埼玉サイクル
エキスポ実行委員会
事務局（県広聴広報課内）
048-830-2826

社協ふれあいバザー

とき／２月24日（土）
午前９時30分～午後０時30分
場所／市民福祉活動センターぱれっと
内容／日用雑貨、衣類、食品、野
菜など　※バザー提供品を募集中！
問合せ／富士見市社会福祉協議会
049-254-0747

富士見市民大学開設40周年記念事業
お囃子ここに集う!!

地域に脈々と生きるお囃
はや

子
し

が一堂
に集い、その魅力を発揮します。
とき／２月４日（日）午後１時30分
～４時30分（午後１時開場）
場所／鶴瀬コミュニティセンター
定員／200人（無料、申込順）
出演／市内お囃子連・保存会ほか
申込み／１月９日（火）から平日午
前９時～午後５時に直接または電
話で
問合せ／富士見市民大学事務局
（鶴瀬公民館内）　 049-251-1140

学 ぶ
Learning

•●● 12 月8 日現在●●•

問合せ／環境課　 ○内  248

学習机・イス／鍵盤ハーモニカ／かぶと飾り／ひな人
形親王飾り（ケース入り）／ひな人形（七段飾り）／節句
人形（ケース入り）／ゴルフセット／子ども用自転車（18
㌅･水色）／自転車用幼児イス（前）／チャイルドシート
（乳児・幼児用）／文京幼稚園制服・体操着一式／乳児
用ベビーキャリー（布製）／ベビーサークル

冷蔵庫（300L以上）／冷蔵庫（高さ100～120㎝）／オーブントー
スター／コーヒーメーカー／卓上コンロ／電気ストーブ／電
気毛布／卓上ミシン／小型物置／自転車（26㌅･後部カゴ付）／
子ども用自転車（男子用20㌅・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）／本郷中
体操着･ジャージ（赤MまたはL）／女性用ウィッグ（カールスタ
イル）／猫小屋（大きめ）／金魚飼育用エアーポンプ

ゆずってくださいゆずります

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）。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

富士見市老人クラブ連合会 趣味の作品展示会
2月1日㈭～4日㈰10:00～15:00／キラリ☆
ふじみ／写真、絵画、書道、手芸、彫刻、
俳句ほか／無料／千葉　 049-252-0834

ゆいの里大バザー
3月10日㈯10:00～13:00／鶴瀬駅西口サン
ライトホール／主催ゆいの里を支える会・
（福）ゆいの里福祉会／バザー品募集中。
ご連絡をいただければ伺います／
ゆいの里　 049-268-6680

富士見市コミュニティ大学 学生作品展示会
2月20日㈫～25日㈰10:00～16:00（最終日
は14:00まで）／キラリ☆ふじみ／水彩画、
書道、俳句、折り紙、写真など／無料／
久
く

世
ぜ

　 049-255-3176

●

　　　募　集　　　
●

サクセス
月2回水曜14:00～15:00／キラリ☆ふじみ
／40～60歳代の方／元気に楽しくエアロビ
クスをしています／月会費1,000円／
神谷　 090-8501-8002

富士見剣友会
①毎週日曜13:30～16:30②毎週月曜18:30
～21:30／ふじみ野小体育館または富士見
高剣道場／小1以上の男女／剣道の練習
／入会金1,000円／年会費5,000円（保険
代別途）／関谷　 090-8842-6105

ダンスサークル ドリーム
第1～3月曜14:00～17:00／鶴瀬西交流セ
ンター／社交ダンス（基礎から上級まで）／
入会金1,000円／月会費3,500円／無料体
験あり／大

おお

曽
そ

根
ね

　 049-252-4029

イベント
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