情報ステーション Information Station
ご案内

ご案内

募

ハローワーク川越
障害者就職面接会

集
子育て

とき／９月21日(金)午後１時～４時
(受付：午後０時15分～３時)
場所／坂戸市文化会館
内容／企業の人事担当者と面接、就
職相談
参加企業／26社(予定)
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

富士見市役所

おうちに未登録の
全形象牙はありませんか
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

学

(お持ちの方)
※参加企業、求人内容などは、
８月27

鑑やアクセサリーなど象牙製品は対

日(月)以降にお問い合わせください。

象外です。

ぶ

は、事前申込不要。お持ちでない方は、

問合せ／象牙在庫把握キャンペー
ン事務局
03-6659-4660

お問い合わせください。

(午前10時～午後5時、土･日曜、祝日

※ハローワークカードをお持ちの方

イベント

問合せ／ハローワーク川越
049-242-0197(46＃)

若者就職面接会

市民伝言板

とき／10月９日(火)午後１時～４時
(受付：正午～午後３時30分)
※申込不要
※面接会前に直前セミナーを行いま
す(午後０時15分～45分)。

くらしの
リユース

場所／ウェスタ川越
対象／正社員を希望するおおむね
40歳までの方(平成31年３月に大
学などを卒業予定の方も可)
参加企業／約30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

駐車監視員
活動ガイドラインの変更

を除く)

平成31 ･ 32年度
建設工事請負等競争入札参加
資格審査申請受付(新規、更新)
市が発注する建設工事、設計･調査
･測量、土木施設維持管理の入札参
加資格審査を実施します。
受付期間／
新規申請
９月３日(月)～28日(金)
更新申請
①建設工事のみ申請する場合：
10月４日(木)～11月22日(木)
②①以外の場合：
10月４日(木)～11月９日(金)
申込み／県ホームページ(入札参加
資格申請(工事等))を参照し、関係書
類を県入札審査課へ郵送
問合せ／県入札審査課入札参加資
048-830-5771
格審査担当

現在の活動区域は、東入間警察署
管内にある東武東上線４駅(上福岡

心理教育プログラム「びーらぶ」

駅、ふじみ野駅、鶴瀬駅、みずほ台駅)

県では、ＤＶ被害から逃れた後の
母子の心の回復と自立を支援する
心理教育プログラム「びーらぶ」
を９月から実施します。
詳しくはお問い合わせください。
問合せ／県男女共同参画課
048-830-2925

が中心ですが、10月１日(月)から活
動区域が拡大されます。
※詳しくは埼玉県警察ホームページ
をご覧になるか、お問い合わせくだ
さい。

問合せ／東入間警察署
049-269-0110
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049-251-2711

FAX 049-254-2000

すてるな！するな！動物虐待！
ペットの遺棄 ･ 虐待は犯罪です
９月21日～30日
は、｢愛護動物の
遺棄等虐待防止
旬間｣です。
適正飼養 動物の習性、年齢、大き
さなどに適した飼育環境や方法で
飼いましょう。
終生飼養 最後まで愛情と責任を
持って飼いましょう。
繁殖制限 子犬や子猫が飼えない場
合は、不妊･去勢手術をしましょう。
犬に関する相談／
朝霞保健所
048-461-0468
猫に関する相談／
県動物指導センター南支所
048-855-0484

700MHz利用推進協会による
テレビ受信障害対策工事について
総務省の電波周波数再編に伴い、
一部のテレビ映像に受信障害が起
こる可能性があります。
これに対応するため、携帯電話事
業者が「一般社団法人700MHz(メ
ガヘルツ)利用推進協会」を設立し
対策を進めています。
対策員が受信障害の起こりやすい
お宅を訪問し、アンテナ、設備など
の対策作業を行います。なお、対策
員は身分証明書を携行しています。
不審に思われた場合はお問い合わ
せください。
※この費用はすべて協会が負担
※テレビ受信障害対策を装った詐欺
行為や悪徳商法などにご注意くだ
さい。

問合せ／
700MHz受信障害対策コールセン
0120-700-012
ター
(午前９時～午後10時)

おわびと訂正
広報『ふじみ』8月号(P４)に掲
載の富士見梨出荷組合の表中に
誤りがありました。
おわびして訂正します。
誤 斉藤調税さん
◯
正 斉藤調悦さん
◯

富士見市役所

049-251-2711

FAX 049-254-2000

持ちください。

工事箇所

9 月3日(月)～30日(日)

3階

10月1日(月)～31日(水)

1階

11月1日(木)～30日(金)

2階

問合せ／針ケ谷コミュニティセンター
049-251-8478

9月21日～30日
秋の全国交通安全運動

司法書士無料法律相談
登記 ･ 供託 ･ 成年後見 ･ 訴訟手続な
どの相談ができます。
とき／10月４日(木)
午後1時30分～3時30分
※申込不要

場所／鶴瀬駅西口サンライトホール
主催／埼玉司法書士会
問合せ／埼玉司法書士会志木支部
担当：伊藤
048-424-5855

川口市に県内初の夜間中学が平成
31年4月に市立芝西中学校の分校
として開校し、県内全域から生徒
を受け入れます。
入学対象者／
県内に住む16歳以上で、次のいず
れかに該当する方
小学校や中学校を卒業していな
い方
中学校を卒業した方のうち、学
び直しを希望する方
原則、在留資格のある外国籍の方
入学説明会／
９月15日(土)午前10時 ･越谷コミュ
ニティセンター
10月13日(土)午前10時･ ウェスタ川
越
※詳しくはお問い合わせください。

問合せ／川口市教育委員会指導課
048-259-7662
県教育委員会小中学校人事課
048-830-6935

女性人権擁護委員による
特設人権相談所
家庭内のもめごと、結婚、離婚、
夫
や恋人からの暴力、ストーカー、女
性特有の人権問題、相隣関係など、
気軽にご相談ください。
※申込不要。秘密は守られます。

とき／９月20日(木)
午前10時30分～午後３時30分
場所／ウェスタ川越
問合せ／川越人権擁護委員協議会
事務局、さいたま地方法務局川越
049-243-3824
支局

広報ふじみ 9月号
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くらしの
リユース

人も車も自転車も
安心・安全 埼玉県
交通ルールの順守と正しい交通マ
ナーの実践を習慣づけ、交通事故
を防止しましょう。
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
夕暮れ時と夜間の歩行中 ･ 自転
車乗用中の交通事故防止
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
内 433
◯
問合せ／交通 ･ 管理課

平成31年４月
川口市に夜間中学が開校します

市民伝言板

街で見かける広告板や立看板など
の屋外広告物には、設置に関して
のルールがあります。
屋外広告物は、さまざまな情報の
提供、まちの活気やにぎわいを演
出する一方で、無秩序な設置によ
り景観を損なうだけでなく、管理
が不十分なため人に危害を及ぼす
恐れがあります。
埼玉県屋外広告物条例では、良好
な景観の形成と公衆に対する危害
の防止を目的に、設置に当たって
の許可基準を定めています。
屋外広告物を設置する方や設置場
所を提供する方は、この機会に許
可申請に関する確認と、広告物の
老朽化などの点検をお願いします。
内 418
◯
問合せ／建築指導課

工事期間(予定)

イベント

9月1日～10日
屋外広告物適正化旬間

ポストは利用できます。

ぶ

総務省統計局(埼玉県 ･ 富士見市)で
10月１日に住宅 ･ 土地統計調査
は、
を実施します。
この調査は、暮らしと住まいに関
する計画や施策の基礎資料となる
重要な調査です。調査対象は全国
から無作為に選定した約370万世
帯で、市では約2,600世帯が対象と
なります。９月下旬に統計調査員
が伺いますので、ご協力をお願い
します。
内 225
◯
問合せ／総務課

ます。また、予約図書の受取りと返却

学

平成30年度
住宅 ･ 土地統計調査を実施します

※施設の予約などは通常どおり行い

子育て

とき／９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

県では、人の１日の動きを把握し、
暮らしやすい都市づくりの検討
を進めるため、９～12月にかけて
「東京都市圏パーソントリップ調査」
を実施します。対象となった世帯
には、調査の依頼状を郵送します
のでご協力をお願いします。
問合せ／県都市計画課
048-830-5337

集

※レジ袋削減のため、買い物袋をお

館内空調設備の老朽化に伴う更新
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。
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。

東京都市圏
パーソントリップ調査にご協力を

募

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。

針ケ谷コミュニティセンター
改修工事のお知らせ

情報ステーション
ご案内

つきいち～臨時農産物直売所～

Information Station

情報ステーション Information Station
ご案内

募 集
契約検査課非常勤嘱託職員

募
集
子育て

募集人数／１人
業務内容／申請書類の内容を確認
する作業など
雇用期間／
11月１日～平成31年２月28日
勤務時間／週５日(月～金曜)
午前９時～午後４時(昼休憩含む)
※午前９時～午後３時でも可

学
ぶ
イベント

賃金／時間額920円
応募方法／10月17日(水)(必着)まで
に履歴書を郵送。後日面接をしま
す。
応募先／〒354-8511(所在地は記載
不要)富士見市役所契約検査課
内 514
◯
問合せ／契約検査課

福祉の日事業

毛筆作品

市民伝言板

富士見市社会福祉協議会では、10
月の１か月間を「福祉の日」月間
として「毛筆」作品を募集してい
ます。
募集作品／
小学生：
「きずな」
たすき
中学生 ･ 一般：
「襷」

くらしの
リユース
手本／八山龍青氏
( 富士見市市民人材バンク登録者 )

※半紙に、小中学生は学校名 ･ 学年 ･
氏名を、一般の方はお住まいの地区
(例：諏訪) ･ 氏名を記入

応募方法／
市立小中学生は学校に提出。一般
の方は、住所 ･ 氏名 ･ 電話番号を別
紙に記入し、富士見市社会福祉協
議会に直接
応募締切／９月７日(金)
※応募作品は、
中央図書館で展示し
ます(10月18日(木)～28日(日))。

問合せ／富士見市社会福祉協議会
049-254-0747
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富士見市役所

彩の国動物愛護推進員
県では、動物の愛護や正しい飼い
方に関する知識情報などの普及啓
発にボランティアと
して積極的 ･ 自主的
に協力いただける方
を募集します。
コバトン
活動内容／
動物の愛護と適正な飼養 ･ 管理
の重要性についての啓発活動
繁殖制限措置に関する助言や譲
渡仲介の支援など
動物の愛護と適正飼養を推進す
るため県が行う施策への協力
そのほか、動物の愛護と適正な
飼養の推進のため県が必要と認
めること
申込期間／
９月３日(月)～11月30日(金)
※申込方法など詳しくは、各保健所、
埼玉県動物指導センターにある募集
要領または県ホームページをご覧く
ださい。

問合せ／県生活衛生課総務 ･ 動物
048-830-3612
指導担当

049-251-2711

自衛官など採用試験
募集種目

①防衛医科大学校
学生

②防衛大学校学生
(一般)
③防衛医科大学校
看護学科学生
(自衛官)
④自衛官候補生

憩含む)

賃金／時間額1,570円(年数加算あり)
調理員
募集人数／１人
勤務内容／給食調理、洗浄作業
勤務時間／週５日(月～金曜)
午前８時30分～午後５時(昼休憩含
む)

賃金／日額7,830円(年数加算あり)
※調理師免許不要、未経験者可

問合せ／学校給食センター
049-252-2881

一次試験日

10月27日㈯･28日㈰
11月３日㈷･４日㈰
10月20日㈯
受付時に通知

受験資格／
①②③：高卒(見込含む)で21歳未満
の方
④：18歳以上27歳未満の方
※①②③は平成31年４月１日現在
の年齢、④は採用月１日現在の年
齢
申込期間／
①②③：９月５日(水)～28日(金)
④：年間を通じて受付
入校 ･ 入隊時期／
①②③：平成31年４月上旬
④：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
04-2923-4691
事務所

学校給食センター
管理栄養士・調理員
管理栄養士
募集人数／１人
勤務内容／給食調理指導
応募資格／管理栄養士免許をお持
ちの方
勤務時間／週５日(月～金曜)
午前８時30分～午後４時30分(昼休

FAX 049-254-2000

ご案内
10月１日から、一般品のたばこ
に係る税率が変わります
平成30年度税制改正により、10月
１日から一般品のたばこ税の税率
が引き上げられます。
この改正により、2018年、2020年、
2021年の３段階に分けて税率が引
き上げられます。
※この税制改正に伴い、税率引き上
げ時点において、たばこ小売販売業
者などが販売のため所持している一
定数以上の一般品のたばこについて、
税率引き上げ分に相当するたばこ税
が課税されます。これを
「手持品課税」
といいます。手持品課税について詳
しくは国税庁ホームページをご覧く
ださい。

問合せ／税務課諸税係

内 347
◯

富士見市役所

049-251-2711

ママのためのコーチング講座
(全２回)

講師／斉藤智子氏(コンフィダント
とも こ

コーチ)

４か月健診

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 ■
9月28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 母子健康手帳、
申 9月18日(火)午前8時30分か
赤ちゃん手帳、筆記用具、手ふき ■
■
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
9月21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
■
9月18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 鶴瀬西交流センター ■
内 家族同士や保健師との交流・相談 ■
持 母子健康手帳
■

9月 4日㈫
9月19日㈬

12か月健診

9月 5日㈬

１歳６か月健診

9月12日㈬

３歳健診

9月26日㈬

受 12:50～13:40 ■
場 健康増進センター
水 ■
■
対 平成30年4月1日～4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30年4月16日～4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9月8日～9月30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28年12月9日～12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3月生まれの子
鶴 ■
■

予 乳児・母乳相談
■

受 9:40～10:00 ■
対 1歳までのお子さん
場 健康増進センター
■
（第一子）
とお母さん ■
9月10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

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 水谷公民館
■
9月25日㈫ 内
持
■お母さんたちの交流 ■バスタオル、そのほか各自必要なもの
10:00～11:30
主 富士見市母子保健推進員連絡協議会
■

※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。

広報ふじみ 9月号
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くらしの
リユース

予 親子サロン
■

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

市民伝言板

予 もぐもぐパクパク
■
食事相談

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。

イベント

予 見て！食べて！
■
はじめて
離乳食教室

問合せ／県環境政策課
048-830-3019

問合せ／健康増進センター

子育て応援情報
モバイルサイト
「スマイルなび」

き

ジをご覧ください。

ぶ

子育て健康ガイド
と

※詳しくは県環境政策課のホームペー

学

申込み／９月３日(月)から平日午
前９時～午後５時に直接または電
話で
問合せ／鶴瀬公民館
049-251-1140

県内の環境保全活動を促進するた
め、ほかの模範となる優れた取組
みを表彰します。
県内で活動する団体･事業者･個人
の方の取組みを応募ください(自薦、
他薦問わず)。
応募締切／10月5日(金)

子育て

参加費／１組300円
持ち物／エプロン、
三角きん、マス
ク、タオル、飲み物
申込み／９月９日(日)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

※保育あり(定員15人、申込順)

彩の国埼玉環境大賞の候補者

集

の料理」講師)

自分を知って子育ても自分も楽し
む視点を見つけませんか。
とき／９月20日･27日
いずれも木曜午前10時～正午
場所／鶴瀬公民館
対象／幼児～小学生の保護者
定員／30人(無料、申込順)

募 集

募

お父さん集まれ！お子さんと一緒
にクッキングをしませんか。
とき／９月30日(日)
午前10時～正午
場所／
市民福祉活動センターぱれっと
対象／小学生と保護者
定員／12組(申込順)
ま さ き まさる
講師／正木 勝 氏(鶴瀬公民館「おやじ

事業名

情報ステーション
ご案内

親子クッキング
「お父さん出番ですよ！」

健康ガイド

Information Station

FAX 049-254-2000

情報ステーション Information Station
ご案内

学 ぶ
市民大学後期講座追加募集

募
集

後期講座の受講生を追加募集して
います。
とき・内容／
とき

内容

子育て

ことばと文化(全８回)

たけく
9 /23(祝) ～ 文学講座：舞姫、
11/11(日)
らべ、
五重塔、
金色夜叉
を味わう

学

国際社会学(全６回)
10/ 6 (土) ～
ＥＵの生いたち、
経済状
11/17(土)
況＆離脱問題を考える

ぶ

ゆたかな日本語

イベント

平成31年
(全５回)
1 /13(日) ～
国語講座：成り立ちか
2 /10(日)
ら漢字を楽しむ

場所／
みずほ台コミュニティセンター
※「国際社会学」
のみ鶴瀬公民館

運営費／800円

※複数受講しても費用は変わりません。

市民伝言板
くらしの
リユース

在勤の方
対象／市内在住、
主催／NPO法人富士見市民大学
申込み／平日午前９時～午後５時
に鶴瀬公民館へ直接
問合せ／富士見市民大学事務局
(鶴瀬公民館内)
049-251-1140

体験型交通安全教室
「高齢運転者泣き笑い」
参加･体験型の講習を通じて、自身
の運転能力について学びます。
とき／10月21日(日)
午前９時～正午
場所／セイコーモータースクール
対象／東入間警察署管内在住の65
歳以上で、
普通自動車運転免許証
をお持ちの方
定員／110人(無料、申込順)
申込み・問合せ／９月18日(火)から
平日午前９時～午後５時に東入間
警察署交通課( 049-269-0110)へ電
話で
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富士見市役所

子育て
小さな子どものための
コンサート
とき／10月18日(木)午前10時20分
(午前10時５分開場)

場所／キラリ☆ふじみ
対象／未就学児と保護者
内容／子どものためのクラシック
曲ほか(東邦音楽大学生による演奏)
定員／400人(申込順、全席自由)
料金／親子300円
(大人300円、子ども無料)
※申込み後の返金はできません。

主催／「小さな子どものためのコン
サート」
実行委員会
申込み／９月10日(月)～10月９日
(火)に子育て支援センターまたは
市内保育所(園)、認定こども園に
料金を添えて直接
※詳しくは市ホームページをご覧く
ださい。

問合せ／子育て支援センター
「ぴっぴ」 049-251-3005

スポーツの秋だ！
スケートへ行こう！
とき／９月30日(日)午前８時50分
～午後５時
※みずほ台駅改札前集合、解散
※保護者の送迎をお願いします。

場所／さいたまアイスアリーナ
(上尾市)

対象／小学３～中学３年生
定員／25人(応募多数の場合は抽選)
参加費／
小学生 1,780円 中学生 2,560円
持ち物／お弁当、飲み物、雨具、
手袋、長袖、長ズボン、ニット帽
主催／富士見市青少年相談員協議会
申込み／９月３日(月)～７日(金)午
前９時から直接または電話で
内 341
◯
問合せ／子育て支援課

049-251-2711

FAX 049-254-2000

保育所のあそぼう会
保育所では就学前のお子さんを対
象に
「あそぼう会」
を行っています。
気軽にお越しください(無料)。
10月～平成31年２月の日程／
いずれも木曜午前10時～11時30分
10 月 11日･25日 11月 １日･15日
12 月 13日
１月 10日･24日
２月 ７日･14日

問合せ／
第一保育所
049-251-6553
第二保育所
048-472-9174
第三保育所
049-252-4811
第四保育所
049-251-9785
第五保育所
049-251-9784
第六保育所
049-251-4741
以下の保育園は、日程が異なるこ
(市外局番049)
とがあります。
ふじみ野保育園
256-8862
こばと保育園
251-8966
けやき子ども園子育て支援センター
「けやきっ子」
268-7255
子どものそのBaby保育園
261-7077
勝瀬こばと保育園
263-8800
けやきわかば保育園
253-8811
富士見すくすく保育園「きーちゃ
090-9442-6517
ん広場」
ナーサリースクール☆ＳＵＫＵＳＵＫＵ
「すーちゃん」
090-9442-4899
南畑幼稚園･なんばた保育園
251-0410
富士見れんげこども園
275-0138

子育て講座
「にんぎょうげき」
人形劇を初めて
見るお子さんも
楽しめます。
※無料、申込不要

とき／９月20日(木)午前11時～11
時30分(午前10時45分開場)
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／未就学児と保護者
出演／子どものその「おかあさん
人形劇サークル」
問合せ／子育て支援センター
「ぴっぴ」 049-251-3005

富士見市役所

049-251-2711

健○
P

中央図書館
鶴瀬西分館
ふじみ野分館

医療総合センター長)

問合せ／朝霞保健所
048-461-0468

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

水谷東公民館図書室

くらしの
リユース

地域の総合相談窓口の事例から介
護予防について学びます。
とき／９月21日(金)
午前10時～11時30分
場所／ふじみ野交流センター
定員／30人(申込順)
講師／高齢者あんしん相談センター
むさしの職員
申込み／９月４日(火)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

申込み／８月27日(月)からFAXま
たは電話で
内 335
◯
問合せ／障がい福祉課
FAX049-251-1025

（ 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。
※ふじみ野分館は、ふじみ野交流センター改修工事のため、休館になる場合があります。

９月のおはなしかい＆映画会
内

中 央
図書館

容

ふじみ野
分 館

時

こども映画会
映画会

7日(金)午後2時「ブラス！」
（1996年･イギリス）
（1993年・日本）
23日(祝)午後2時「僕らはみんな生きている」

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

日

8日(土)午後2時「ムーミン ぼくは王様だ！」
（1953年･日本語吹替版）
15日(土)午前10時「ピーターパン」

一般映画会

5日(水)･19日(水)午前11時

1日(土)･22日(土)午後2時

（2006年・日本）
1日(土)午後2時「暗いところで待ち合わせ」

おはなしかい（乳幼児） 12日(水)･16日(日)午前11時
おはなしかい（幼児・小学生） 12日(水)午後3時30分、16日(日)午後2時30分
こども映画会

22日(土)午前11時「おれたち、ともだち！シリーズ ともだちや」
「こびとといもむし」

おはなしかい（乳幼児） 14日(金)午前11時
おはなしかい（幼児・小学生） 15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。

健○
P 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
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。

広報ふじみ 9月号

市民伝言板

ふじみ野じゅく公開講座
介護予防のはなし

協会、
精神保健福祉士)

10月19日、
11月16
とき／９月21日、
日いずれも金曜
午後２時30分～４時30分
場所／フォーシーズンズ志木ふれ
あいプラザ(志木駅東口徒歩３分)
内容／お酒の付き合い方と節酒の
具体的な手法
定員／50人(無料、申込順)
かきぶち
講師／垣渕洋一氏(東京アルコール

イベント

とき／10月13日(土)午前10時～
11時30分(受付：午前９時40分～)
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
内容／格闘技の動作を用い、音楽
に合わせたエアロビクス
定員／30人(申込順)
講師／スポーツトレーナー
参加費／30円(保険代)
持ち物／運動できる服装、室内用
運動靴、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

【共通事項】
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)
さち え
講師／南幸恵氏(メンタルレスキュー

アルコール健康連続講座
節酒のすすめ

ぶ

健○
P

②周囲の人は怒りをどう受け止め
ればいい？(全２回)
とき／９月13日 ･ 27日いずれも木
曜午後６時30分～８時
対象／市内在住、在勤、在学で、２回
の講義に参加できる方

自殺に関するアンケート実施中
皆様のご意見を
お聞かせください。

学

ストレス解消！
ボクサシェイプ

①怒りと上手につき合うには？
とき／９月10日(月)
午後６時30分～８時
対象／市内在住、在勤、在学の方

子育て

問合せ／健康増進センター
049-252-3771

高齢期におけるメンタルヘルスを
知り、怒りについて学びます。

集

※参加する本人がお申し込みください。

９月10日～16日は自殺予防週間
自殺を防ぐには、悩んでいる
人に寄り添い、「孤立･孤独」を防
ぐことが重要です。怒りにまか
せた衝動により命を失うことが
ないよう、アンガ
ーマネジメント講
座を行います。

「さようならイライラ、
こころが
元気になるには？～高齢期のア
ンガーマネジメント～」

募

とき／９月11日(火)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18歳以上の方
内容／調理実習、講義など
メニュー／豆腐ハンバーグ、カラ
フル野菜のハニーピクルス、梨の
コンポート
定員／12人(申込順)
講師／市管理栄養士
参加費／450円(材料代ほか。当日集金)
三角きん、ふき
持ち物／エプロン、
ん、
手ふき、
筆記用具
申込み／９月６日(木)までに電話で

アンガーマネジメント講座

情報ステーション
ご案内

簡単！健康ごはん教室
～血液サラサラ編～

Information Station

FAX 049-254-2000
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情報ステーション Information Station
ご案内

イベント

募

国際交流フォーラム 2018
世界への「とびら」

集
子育て
学
ぶ
イベント
市民伝言板
くらしの
リユース

さまざまな外国文化のイベントを
通じて、交流を楽しめる場です。
外国のお菓子のプレゼントタイム
もあります(無料)。
とき／９月15日(土)午前11時30分
～午後３時30分
場所／キラリ☆ふじみ
内容／
わいわい☆ワールドトーク
外国籍の方と日本での暮らしや文
化の違いなどをお話ししよう。
アトラクション
太鼓の演奏＆体験、バンブーダン
ス＆体験、太極拳演舞、フラダン
ス、ゴスペルなど
体験ブース
世界のお茶体験、民族衣装や着物
の試着と記念写真プレゼント、フ
てんこく
ラワーアレンジメント、篆刻の体
験、ミニ白バイ展示、警察官制服
試着体験など
主催／市、
市教育委員会、富士見市
国際友好協会
問合せ／
内 270
◯
人権･市民相談課
内 632
生涯学習課
◯

ふうじゅさい

富士見高等学校文化祭(楓樹祭)
とき／９月22日(土)午前10時～午
後３時(入場：午後２時30分まで)
場所／富士見高等学校
内容／校内発表、展示、販売
問合せ／富士見高等学校(関谷)
049-253-1551

富士見市役所

埼玉クイズ王決定戦
埼玉に関するクイ
ズに答えて、埼玉
のクイズ王を目指
そう！優勝チーム
には「タイ旅行」、
上位入賞者にもさ
まざまな賞品を贈呈。
まずは３会場で行われるいずれか
の予選にエントリーし、優勝を目
指そう！ (無料、参加賞あり)
※参加資格、応募方法など詳しくは
県公式観光サイト「ちょこたび埼玉」
をご覧ください。

予選／日本薬科大学(伊奈町)
10月28日(日)午前10時30分～
募集期間：10月18日(木)まで
コクーンシティ(さいたま市)
11月18日(日)
午前10時～、午後１時30分～
募集期間：11月８日(木)まで
飯能市市民活動センター(飯能市)
12月22日(土)午後１時30分～
募集期間：12月12日(水)まで
決勝／イオンレイクタウン mori
木の広場(越谷市)
平成31年２月３日(日)午後１時～
問合せ／埼玉クイズ王決定戦実行
委員会事務局(県観光課)
048-830-3959

つるせバスケット朝市
問合せ／産業振興課

内 253
◯

昔のようにお気に入り籠(バスケッ
ト)で買い物を楽しみませんか。
とき／９月23日(祝)
午前８時～午後１時
場所／鶴瀬駅西口通り商店会
メイン会場：松本商会駐車場内
内容／新鮮野菜、天然酵母パン、
そうざい

惣菜、雑貨など
問合せ／つるせバスケット朝市実
行委員会 事務局：ラムズイヤー
049-293-6424
※詳しくはホームペ
ージをご覧ください。

049-251-2711

FAX 049-254-2000

学 ぶ
シリーズ健康スマイル講座
医療のスペシャリストを招いて、
健康について考えます。
とき／９月13日(木)午前10時～正午
場所／鶴瀬公民館
対象／市内在住、在勤の方
内容／テーマ「心と健康」
定員／30人(無料、申込順)
あり ま くにまさ
講師／有馬邦正氏(イムス富士見総
合病院精神科医)

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

普通救命講習Ⅰ
とき／９月22日(土)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／９月３日(月)～７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

ヘルスメイト(食生活改善推進員)
養成講座（全６回）
食を通じて、地域の健康を推進する
ヘルスメイトを養成する講座です。
11 月 2 日、
とき／10 月 5 日 ･19 日、
12月7日･21日、2月8日
いずれも金曜午前10時～午後２時
45分(下線日は午前10時～正午)
※上記のほか、
「健康づくり料理講習
会」の参加が必要です。

場所／鶴瀬公民館
対象／ヘルスメイトとしてボラン
ティア活動ができる市内在住のお
おむね62歳までの女性
内容／調理実習、運動実習(ヨガ)、
栄養に関する講義など
定員／15人程度(申込順)
費用／60円(保険代)
申込み／９月26日(水)までに電話で
※参加する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
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富士見市役所

049-251-2711

Information Station

FAX 049-254-2000

新体力測定
とき／９月29日(土)午前９時～正午

の場所(公園内)に駐車してください。

参加費／無料

※未就学児は保護者同伴で可
※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。
※’
18富士見ふるさと祭り(10月27日
もり

(土)文化の杜公園)でも運転会を実施
します。

富士見市ミニ鉄道クラブ会員募集
ミニ鉄道の運転などをボランティ
アで行っています。
興味のある方
は、
当日直接お申し出ください。
問合せ／
協働推進課
内 256
◯

※荒天時中止

場所／勝瀬原記念公園(ふじみ野駅
東口徒歩5分、駐車場なし)

内容／

竹とんぼ、けん玉、皿まわし、
ストラックアウト、くじなど
焼き鳥、フランクフルト、だん

ご、
かけうどん、
コロッケ、
ドー
ナツ、
飲み物、
手作り小物など
正午～

だ

し

はや し

寄せ太鼓、子ども山車、お囃子
午後１時～
ピエロパフォーマンス、
ふじみ
野小学校歌声リーダー、
勝瀬小
学校ダンスクラブ、
勝瀬中学校
吹奏楽、
和太鼓

午後４時30分～
盆踊り
主催／勝瀬de縁日実行委員会
問合せ／
ふじみ野
交流センター
049-261-5371

広報ふじみ 9月号
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※駐車場はありません。自転車は指定

地域の子どもたちのふるさとづく
りと住民交流を目的に開催します。
とき／９月１日(土)正午～午後５時

市民伝言板

場所／むさし野緑地公園

～笑顔あつまる「勝瀬de縁日」
～

イベント

運転日／いずれも日曜午前10時～
正午、午後１時～２時(雨天中止)
９月 ９日･23日 10 月 14日
11月 11日･25日 12 月 ９日

ぶ

ミニ鉄道クラブによる
ミニ鉄道運転会(９～12月)

勝瀬de縁日

催し物

インディアカ教室(全５回)
とき／10月11･18･25日、11月１･８
日いずれも木曜
午後７時30分～９時30分
場所／サブアリーナ
対象／中学卒業以上
定員／10人(申込順)
参加費／１回300円

【共通事項】
主催／(公財)キラリ財団
申込み／９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

模擬店

ベビーとママのヨガ＆産後ダンス
(全５回)
とき／９月12日、10月10･24日、11
月14･28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／2,500円

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

遊び

体育館de個サル(全７回)
個人で参加できるフットサルです。
10月３･10
とき／９月５･12･19日、
･24･31日いずれも水曜
午後８時～９時30分
場所／メインアリーナ
対象／中学生以上
定員／30人(申込順)
参加費／１回1,000円

主催／げんもりかん、鶴瀬公民館
問合せ／鶴瀬公民館
049-251-1140

学

弓道教室(全５回)
とき／９月 22･29 日、10 月６･13
･20日いずれも土曜午前９時45分
～11時45分
場所／弓道場
対象／中学卒業以上
定員／20人(申込順)
参加費／2,000円

通年開催教室

※チケットは鶴瀬公民館で発売中

子育て

小学生フットサル大会
とき／９月15日(土)午前９時～正午
場所／メインアリーナ
定員／８チーム(申込順)
参加費／１チーム8,000円

とき／9月22日(土)
午前10時、午後2時、午後６時
(いずれも30分前開場)
場所／鶴瀬コミュニティセンター
料金／全席自由
前売り800円(当日1,000円)

集

場所／メインアリーナ
定員／50人(申込順)
参加費／300円

げんもりかん映画会
「幼な子われらに生まれ」

募

(受付：午前８時30分～９時)

楽しい卓球(全10回)
11月７
とき／10月３･10･24･31日、
12月5･12日
･14･21･28日、
いずれも水曜
初心者コース
午前9時から午前10時50分
経験者コース
午前11時～午後0時45分
場所／メインアリーナ
定員／各20人(申込順)
参加費／5,000円

ご案内

市民総合体育館のお知らせ
049-251-5555
問合せ

情報ステーション

情報ステーション Information Station
ご案内

イベント
県南西部地域自転車ツアー

募
集
子育て

とき／
①９月22日(土)(荒天時：23日(祝))
②９月29日(土)(荒天時：30日(日))
いずれも午前９時～午後３時ごろ
対象／小学生以上で、集合場所に
自転車で参加できる方
※自転車をお持ちでない場合は要相談
※小中学生は保護者同伴(13歳未満は
ヘルメット着用必須)
※傷害保険は主催で加入します。

学

※飲食代、
拝観料などは参加者負担

ぶ
イベント

内容／県南西部地域の見どころを
ボランティアガイドと巡ります。
①コース
・鶴瀬駅集合Ｃコース「川越街道
さんとめしんでん
と循環型農業の三富新田巡りコー
ス」(富士見市、ふじみ野市、三芳町方面)
・鶴瀬駅集合Ｄコース「新河岸川
サイクリングと歴史巡りコース」
(富士見市、
ふじみ野市方面)

市民伝言板
くらしの
リユース

②コース
・志木駅集合Ａコース「女子大生
推薦！グルメ･パワースポットコー
ス」
(志木市、
朝霞市、
新座市方面)
・和光市駅集合Ｂコース「オリン
ピック ･ パラリンピックの街体感
(朝霞市、和光市、新座市方面)
コース」
定員／①各15人 ②各20人
※いずれも応募多数の場合は抽選

申込み／９月１日(土)～14日(金)に
メール、FAXまたは電話で
※申込書は９月１日(土)から県ホー

富士見市役所

水子貝塚資料館のお知らせ
土曜おもしろミューズランド
ミニチュア土器づくり
とき／9月15日(土)･17日(祝)
午前10時、午後１時30分
場所／体験学習室
対象／小学生以上

考古学入門
専門家から考古学を学ぼう！

11/３

(未就学児は保護者同伴で可)

水子貝塚で縄文時代を体験
してみよう

11/10 遺跡を発掘してみよう(市内)

定員／各40人(先着順)
参加費／100円(材料代)

11/24 発掘資料を研究してみよう

土器づくり教室(全４回)
市内の遺跡から出土した縄文土器
をモデルに、本格的な縄文土器づ
くりに挑戦します。
とき･内容／いずれも日曜
9 /30 粘土こね ･ 事前学習

10/14 粘土をつみあげ土器を成形
10/28 土器をみがいて仕上げ

12/８

資料や成果を資料館に展示
してみよう

※11月3日(祝)･10日(土)は午前９時30
分～午後３時

対象／小学４～６年生
定員／15人(応募多数の場合は抽選)
参加費／500円
申込み／9月8日(土)～24日(振)午前
9時～午後5時に直接または電話で

12/ 2 製作した土器を焼成して完成

場所／体験学習室･水子貝塚公園
定員／15人
参加費／500円(材料代など)
協力／資料館友の会土器づくり部会
申込み／9月8日(土)から直接また
は電話で

水子貝塚星空シアター

問合せ／水子貝塚資料館

とき／
9月1日(土)午後3時～8時15分
※雨天時：2日(日)

場所／水子貝塚公園
※駐車場は水谷小学校校庭をご利用く

※詳しくは県ホームページをご覧く

※ペットを連れての入場はご遠慮くだ

ださい。

さい。

内容／ステージ(午後3時～6時30分)
に き あお い
富士見太鼓の会、二木蒼生ミニライ
ブ、プアヒナノフラマリエ＆ヒナノ
オリタヒチ、おみこし(けやき子ども
園･みずたに幼稚園･ほんごう幼稚園･

御柱行列、み
富士見れんげこども園)、
んなで歌っておどろう
縄文体験(午後3時～5時)
まがたまづくり(150円)、火起こし ･
やり投げ体験、つると麻ひもの壁飾
りづくりなど
広報ふじみ 9月号

問合せ
049-251-9686
休館日：月曜(祝日の場合は翌日)

10/20

(いずれも30分前から受付)

ださい。
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FAX 049-254-2000

ふじみジュニア考古学クラブ（全５回）
とき･内容／
いずれも土曜午前10時～正午

ムページで入手可

問合せ／県南西部地域振興センター
048-451-1110 FAX048-451-1113
j5111104@pref.saitama.lg.jp

049-251-2711

049-251-9686

模擬店(午後3時～8時15分)
映画
(午後6時30分
～8時)

「怪盗グルー
のミニオン
大脱走」

※映画鑑賞には敷物をご用意ください。

主催／水子貝塚星空シアター実行
委員会、水子貝塚資料館
協力／富士見市消防団第７･８分団、
水谷公民館

富士見市役所

049-251-2711

FAX 049-254-2000

ハートフルライヴ

ぶ

難波田城資料館のお知らせ

※各校から選ばれた約80作品を展示

とき／９月29日(土)～10月８日(祝)
場所／特別展示室
主催／
水子貝塚資料館･難波田城資料館
ちょっ蔵市「おはぎ」販売
手作りあんこの田舎風おはぎを販
売します。
とき／９月30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
ふるさと探訪
志木の史跡と文化財を巡る
とき／10月14日(日) ※小雨決行
集合場所／柳瀬川駅東口
(午前９時)
たて
主な見学地／館氷川神社→志木市
埋蔵文化財保管センター→旧村山
かいさい
た ご やま
快哉堂→田子山富士(午後３時解散)
定員／30人(申込順)
参加費／500円(保険代など。当日集金)
持ち物／昼食、飲み物、雨具
主催／資料館友の会ふるさと探訪
部会、難波田城資料館
申込み／
9月1日(土)午前9時から電話で

拓本体験教室
石碑の文字や絵を和紙に写しとる
たく ほん
「拓 本 」を体験します。作品はカレ
ンダーに仕上げます。
とき／９月29日(土)
午前10時～午後３時
場所／講座室
定員／8人(申込順)
指導／資料館友の会拓本部会
参加費／500円(材料代)
持ち物／昼食
申込み／直接または電話で
９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
１日(土)

ハンカチのあい染め
(材料代100円)

２日(日)

新聞紙の弓矢

８日(土)
９日(日)

15日(土)
16日(日)
17日(祝)
22日(土)
23日(祝)
24日(振)
29日(土)
30日(日)

はたおり
プラ板アクセサリー
いろりの日
トントンずもう
紙ひこうき
はたおり
紋切り
水でっぽう
縄ない

わたくり

広報ふじみ 9月号
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ほうき作り技能伝承者育成講習会
(全４回)
市内で盛んだったほうき作りの技を
伝承するための講習会です。
とき／9月30日(日)、10月21日(日)、
11月11日(日)･25日(日)
午前９時30分～午後４時
場所／講座室
対象／４回すべてに参加でき、講習会
後もほうき作りの伝承に携われる方
定員／６人 ※応募多数の場合は、９
月14日(金)までに申込みの方から選考
こうきち
講師／浦野幸吉氏(元ほうき職人)
主催／難波田城いきものがかり
共催／難波田城資料館
持ち物／昼食、前掛け(エプロン)
申込み／電話で

富士見市児童・生徒「社会科展」
市内小中学生による、夏休みの社会科
自由研究の作品を展示します(無料)。

市民伝言板

富士見市協働事業提案制度採択事業

問合せ
049-253-4664
休館日：月曜(祝日の場合は翌日)

イベント

ふるさと体験
「お月見だんごづくり」
お月見だんごを作り、試食します。
とき／９月24日(振)午前10時～正午
場所／旧金子家住宅
定員／8組(申込順)
参加費／1組500円
持ち物／エプロン、
三角きん、
持ち帰
り容器
指導／市民学芸員
申込み／９月１日(土)～15日(土)午前
９時～午後５時に電話で

主催／鶴瀬西交流センターフェス
ティバル実行委員会
問合せ／鶴瀬西交流センター
049-251-2791

学

29日(土)午前10時～午後４時30分
・開会式 (午前10時)
つるせ台小学校合唱部による合
唱、富士見高等学校吹奏楽部に
よる演奏など
・展示
絵画、俳句、手芸品、写真、書、
たこ
七宝焼、陶芸、飾り凧 絵、はが
き絵、水墨画、子どもの書道、
絵手紙など
・模擬店
ホットドック、焼きそばなど

子育て

場所／鶴瀬コミュニティセンター
出演／コールあじさい、音楽ボラ
ンティアしゃぼん玉
主催／ハートフルライヴ実行委員
会、
音楽ボランティアしゃぼん玉
問合せ／鶴瀬公民館
049-251-1140

※駐車場はありません。

集

(午後１時開場)

とき／９月29日(土)･30日(日)
場所／鶴瀬西交流センター

30日(日)午前10時～午後４時
・展示(29日(土)と同様)
・舞台発表 コーラス、
パワー
アップ体操、
詩吟、
現代尺八演奏、
オカリナ演奏、
ピアノ演奏、
太極
拳、
フラダンス、
ラウンドダンス、
舞踊、
子ども舞踊、
マジック、
カラ
オケ、
サウンドテーブルテニス
・あそびのひろば(午前10時～午後１時)
プラバン
・模擬店 じゃがバター、磯部も
ちなど
・閉会式(午後４時)

募

コーラスとフルート ･ エレクトー
ン ･ ピアノ演奏のコラボレーショ
ンをお楽しみください ( 無料 )。
とき／９月30日(日)午後１時30分

鶴瀬西交流センター
フェスティバル

情報ステーション
ご案内

イベント

Information Station

情報ステーション Information Station
ご案内

市民伝言板

富士見市役所

049-251-2711

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。
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○

募

イベント

集
子育て

ギターを弾いて歌いましょう‼‼
無料ひき語り講習会(全4回)
①₉月₂日㈰ ･ ②₂₉日㈯、③₁₀月₁₃日㈯ ･
④₂₈日㈰₁₄:₀₀～₁₈:₀₀／①②針ケ谷コ
ミュニティセンター ③④みずほ台中央公
園交流施設／₄歳～大人／自由曲を歌っ
ていただきます／₂₀人／持ち物クラシッ
クギター(お持ちの方)／主催音楽を地域
に広める会／吉田
₀₄₉︲₂₅₃︲₃₀₇₅

学
ぶ

水彩画作品展 絵画クラブ｢アトリエ｣
₉月₄日㈫～₉日㈰₁₀:₀₀～₁₇:₀₀(初日は
₁₃:₀₀から、最終日は₁₅:₀₀まで)／中央
図書館／無料／横田
₀₄₉︲₂₅₁︲₆₀₀₁

イベント

歌と踊り ふれあいの集い歌謡祭
₉月₉日㈰₁₀:₃₀開演(₁₀:₀₀開場)／キラ
リ☆ふじみ／主催富士見カラオケ愛好
₀₈₀︲₃₄₀₀︲₅₅₇₇
会／無料／小池

市民伝言板

｢歌と響き｣コンサート
秋川雅史(テノール歌手) ×シュウミン(二
胡奏者)
₉月₁₃日㈭₁₈:₃₀開演(₁₈:₀₀開場)／キラ
リ☆ふじみ／₇₈₀人／₃,₅₀₀円／主催二
₀₉₀︲₇₂₄₁︲₉₉₅₁
胡友の会／水野

くらしの
リユース

水谷田んぼ展示会
₉月₂₉日㈯ ･ ₃₀日㈰₁₀:₀₀～₁₇:₀₀(最終
日は₁₆:₀₀まで)／キラリ☆ふじみ／水
谷田んぼ付近で撮影した田んぼや生き
物の写真展示／主催水谷田んぼの会／
₀₉₀︲₆₃₀₅︲₄₆₄₈
無料／木内
秋の山野草展
₉月₂₉日㈯ ･ ₃₀日㈰₉:₃₀～₁₇:₀₀(最終日
は₁₆:₀₀まで)／キラリ☆ふじみ／主催
やまびこ山草会／無料／
₀₄₉︲₂₅₂︲₄₉₄₂
田村

●

「病気の予防と早期発見」講演会
₉月₃₀日㈰₁₃:₀₀～₁₆:₂₀／三芳町文化
会館コピスみよし／医師による講演／
共催イムス富士見総合病院、イムス三
芳総合病院、埼玉セントラル病院／無
料、手話通訳あり／NPO法人ゆめつる
₀₉₀︲₅₇₉₄︲₇₉₅₂
せ 小杉
公開ハイキング｢榛名山｣(群馬県)
₁₀月₁₄日㈰ふじみ野駅東口₆:₁₀集合／
榛名の山と湖を楽しみましょう／定員
₃₃人(申込順)／参加費₅,₅₀₀円(バス ･ 保
険代)／主催埜歩歩富士見山の会／
小田切
₀₄₉︲₂₅₄︲₄₂₃₂(₁₈:₀₀～₂₁:₀₀)
や

ほ

ほ

ゴルフ富士見オープン兼市民健康増進
スポーツ大会 子ども未来応援基金チャ
リティー大会
₁₀月₂₄日㈬／ノーザンCC錦ケ原ゴルフ
場／市内在住、在勤者／参加費₅,₀₀₀円
(プレー代別途)／主催富士見市ゴルフ
協会／締切₁₀月₁₀日㈬／共催富士見市
₀₄₉︲₂₅₂︲₉₉₅₅
／谷口
こばと保育園バザー
₁₀月₂₈日㈰₁₀:₀₀～₁₄:₀₀／こばと保育
園／雑貨の販売、模擬店(もち、うどん、
わたあめ、飲み物など)、的あてゲーム
ほか／雑貨の提供品を募集中／
₀₄₉︲₂₅₁︲₈₉₆₆
こばと保育園
あらうま ざ

ふじみ愛育会創立40周年記念 荒馬座
公演｢未来へ つながれ こばとの輪｣
₁₁月₂₅日㈰₁₆:₀₀開演(₁₅:₃₀開場)／キ
ラリ☆ふじみ／Ⅰ部:年長児 ･ 職員 ･ こ
ばとっ鼓による虎 舞 ･ 霊 山廻り打ち
Ⅱ部:荒馬座公演(獅子舞、荒馬踊り、エ
イサーほか)／高校生以上₂,₅₀₀円、₃歳
～中学生 ･ 障がい者₂,₀₀₀円(指定席は
₅₀₀円増し)／主催荒馬座公演実行委員
₀₄₉︲₂₅₆︲₈₈₆₂
会／ふじみ野保育園
と ら ま い

８月６日現在

問合せ╱環境課

●
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◯

りょうぜん

募

集

ぼくしんかい

墨心会
第₂･₄火曜₁₃:₀₀～₁₆:₀₀／針ケ谷コミュ
ニティセンター／書道(毛筆、ペン字、
かな文字)／月会費₂,₄₀₀円／
₀₄₉︲₂₅₅︲₇₃₂₄
野村
ゆったりヨガ
第₂ ･ ₄木曜₁₀:₃₀～₁₁:₃₀／鶴瀬西交流
センター、三芳町立藤久保第 ₃ 区集会
所／ヨガ、気功、ティラピスを織り交
ぜたエクササイズ／₃か月₄,₂₀₀円／
₀₉₀︲₄₅₉₁︲₈₃₃₀
合田
ごう だ

要約筆記サークル 虹の橋
第₁ ･ ₃月曜₁₀:₀₀～₁₂:₀₀／市民福祉活
動センターぱれっと／市内在住、在勤
者／耳の聞こえない ･ 聞こえにくい方
に、その場の情報を｢書いて伝える｣技
術を身につけてみませんか／年会費
₅₀₀円／橋本 FAX ₀₄₉︲₂₅₅︲₉₀₈₆
ハーモネートはなみずき
第₁ ･ ₃火曜₁₃:₃₀～₁₅:₃₀／みずほ台コ
ミュニティセンター／先生の指導を受
けて、童謡や唱歌などのハーモニカ演
奏を楽しみながら練習しています／入
会金₁,₀₀₀円／月会費₁,₀₀₀円／
₀₄₉︲₂₆₃︲₃₄₆₂
氣賀澤
け

が さわ

赤とんぼ
第₂ ･ ₄土曜₁₃:₃₀～₁₄:₃₀／みずほ台コ
ミュニティセンター／₅₀歳以上の方／
童謡 ･ 唱歌などの練習／入会金₁,₀₀₀円
／月会費₂,₀₀₀円／
黒田
₀₈₀︲₂₂₅₈︲₇₈₈₆

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。

ゆずってください

ゆずります
けい こ

犬用キャリーバッグ(大･小)／稽古三味線
(長唄用･小唄用)／花器(生け花用)／布(手
芸用)
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小型物置／二槽式洗濯機／衣装ケース(3段スリム型)／ナンバーディスプ
レイ対応電話機／猫用キャリーバッグ／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㎝)

