富士見市役所

049-251-2711

Information Station

FAX 049-254-2000

電話相談
とき／月～金曜午前９時～午後４
時30分
相談員／労働相談員(県職員)
来所相談
とき／月～金曜午前９時～午後４時
相談員／労働相談員(県職員)
若者労働ほっとライン
とき／第２・４土曜午前10時～午後
４時
相談員／社会保険労務士

申込み／FAXまたは電話で
問合せ／
県立所沢おおぞら特別支援学校
04-2951-1102
FAX04-2951-1105

労働保険の年度更新手続と
一般拠出金の申告・納付について

働く人のメンタルヘルス相談

労働保険( 労災保険・雇用保険 )年
度更新および石綿健康被害救済法
の一般拠出金の申告・納付の手続
きは、６月１日(金)から７月10日
(火)までです。5月末( 予定 )に申
告書・納付書( 記入例同封 )を発送
しますので、期間中にお早目に手
続きをお願いします。
問合せ／コールセンター
0120-700-244(開設期間 :５月31

(ハラスメントなど、職場に関する

日(木)～７月12日(木))

相談。無料、要予約。祝日・年末年

埼玉労働局労働保険徴収課
048-600-6203

※弁護士による特別労働相談(面接・
要予約)もご利用ください。

始を除く)

請用紙は事務局にあります。

申請期間／６月１日(金)～８月31
日(金)( 土・日曜、祝日を除く )
問合せ／
東入間交通安全協会事務局 ( 東入
間警察署内 )
049-264-0991

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。
秘密は守られますので気軽にご相
談ください。
とき／６月13日(水)午前10時～午
後4時
※申込不要
場所／ふじみ野交流センター
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

広報ふじみ 6月号
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くらしの
リユース

年始を除く)

部・ 中学部・ 高等部)

※申請書類、無事故・無違反証明申

市民伝言板

いなどの相談。無料。祝日・年末

学習内容や学校生活などを見学す
ることができます。
見学日／6月14日(木)、7月12日(木)、
10月24日(水)午前9時45分～正午
対象／本校に就学・転学をお考えの
年中児以上の保護者や関係者の方
公開学部／知的障害教育部門(小学

東入間交通安全協会では、同協会
に加入されている方で過去 5年、
10年、15年、20年、25年、30年、
35年、40年、45年間無事故・無違
反の優良運転者の表彰を行いま
す。
表彰を希望される方はお申し込み
ください。

イベント

(突然の解雇や長時間労働、賃金不払

県立所沢おおぞら特別支援学校
学校見学日のお知らせ

優良運転者の表彰

ぶ

労働相談

学校見学を希望する方は、随時受
付をしています。詳しくはお問い
合わせください。
また、平成31年度、本校に就学・転
学・入学をお考えの保護者・関係職
員の方は、学校公開(６・ 11月)で学
校概要などの説明をします。参加
を希望する方は、本校ホームペー
ジから申込みをお願いします。
問合せ／富士見特別支援学校
049-253-2820

学

労働相談・メンタルヘルス相談

富士見特別支援学校
学校見学のお知らせ

子育て

日本赤十字社では、活動資金の募
集など「赤十字会員増強運動」を
展開しており、市でも６月にこの
運動を進めます。
皆さんから寄せられた活動資金
( 会費や寄付金 ) は、国内の災害や
事故発生時の医療救護活動、国際
救援活動、医療事業、講習普及事
業、
血液事業などに活用されます。
各町会の役員が伺いますので、ご
協力をお願いします。
内 333
◯
問合せ／福祉課

048-830-4522

暖かい季節はさまざまな虫が活動
します。虫の中には、日常生活に悪
影響を与える害虫もいます。その
種類や生態の違いから駆除方法も
異なります。
毎年ハチなどの害虫に関する相談
が多く寄せられますが、害虫の駆
除は、その土地や建物の所有者な
どの責任として駆除を行うことと
なっています。
駆除の相談は専門業者
などに直接お問い合わ
せください。
問合せ／埼玉県ペストコントロー
048-854-2890
ル協会

集

日本赤十字会員
増強運動にご協力を

(さいたま市浦和区高砂3-15-1 県庁
第二庁舎1階)

ハチなどの害虫の駆除

募

この活動は、(公社)埼玉県緑化推進
委員会が行っている募金活動です。
皆さんからの募金は、県内の学校
や公園などの身近な緑化事業に充
てられるほか、市内に残る緑地の
保全に活用させていただきます。
各町会の役員が伺
いますので、ご協
力をお願いします。
募金期間／６月１日(金)～30日(土)
問合せ／
内 454
まちづくり推進課
◯

とき／毎週水曜午後１時30分～、
午後３時～
相談員／産業カウンセラー
場所・問合せ／県労働相談センター

ご案内

緑の募金(家庭募金)にご協力を

情報ステーション

情報ステーション Information Station

富士見市役所

ご案内

平成30・31年度
学校給食センター
物資納入業者登録のご案内

ご案内

募

富士見市
スポーツ大会出場選手等激励金

集
子育て
学
ぶ
イベント

市を代表して関東大会以上のスポ
ーツ大会に出場する選手などへの
支援として、激励金を交付してい
ます。大会開催日の２週間前まで
に申請してください。
対象大会／国、都道府県、日本体
育協会、日本レクリエーション協
会(これらの加盟団体を含む)が主催
する関東大会以上の大会
対象／
市内在住で市内の学校に在学す
る中学生以下の方
富士見高等学校に在学し、スポ
ーツ活動の本拠地が市内にあ
る団体に所属している方
市内在住でスポーツ活動の本拠
地が市内にある団体に所属して
いる方

学校給食センターへ食材を納入し
たいと考えている業者の方は、学校
給食センターへ登録が必要です。
※登録受付は２年ごとに行っています。

受付期間／６月１日(金)～１5日(金)
受付場所／学校給食センター
提出書類／
指定の登録申請書
所管保健所が発行する食品衛生
監視票
納税証明書
従業員の細菌検査成績表
登録期間／８月１日～平成32年７
月31日(２年間)
※申請受付後、学校給食センターの

納入業者選定基準により審査を行い、
結果(登録の可否)を後日連絡します。

問合せ／学校給食センター
049-252-2881

※上記のほか、対象と認められる場合

市民伝言板

もありますので、詳しくはお問い合わ
せください。

問合せ／生涯学習課

内 636
◯

富士見市・三芳町
登録手話通訳者認定試験

くらしの
リユース

手話通訳者派遣事業で活躍する登録
手話通訳者の認定試験を行います。
とき／７月14日(土)午前10時
場所／市民福祉活動センターぱれ
っと
受験資格／
次のすべての条件を満たす方
20歳以上で富士見市または三芳
町に在住の方
手話通訳士資格保持者または手
話通訳者全国統一試験合格者
申込み／障がい福祉課にある申込
書に記入し、６月11日(月)～22日
(金)(必着)に郵送または直接
(〒354-8511 (所在地は記載不要)富士
見市役所障がい福祉課)
※選考会で受験資格を審査し、７月
６日(金)ごろに受験資格審査結果通
知書を郵送します。

問合せ／障がい福祉課

17
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内 335
◯

６月１日～７日は水道週間です
今年のスローガン
「水道水 安全
おいしい 金メダル」
水道水は、皆さんの生活や事業活
動、都市基盤を維持するための重
要な役割を果たしています。
この機会に、大切な水に
ついて考えてみましょう。
内 505
◯
問合せ／水道課

つきいち～臨時農産物直売所～
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。

049-251-2711

FAX 049-254-2000

簡易耐震診断・耐震改修相談会
一級建築士による簡易耐震診断・
耐震改修相談会を行います(無料)。
とき／７月７日(土)午前９時30分
～正午(受付：午前11時30分まで)
場所／鶴瀬西交流センター
対象建築物／
木造２階建て以下の住宅(在来工法、
ツーバイフォー

2 ×4工法）

申込み／６月28日(木)までに申込
書を郵送または直接
※申込書は市ホームページ、建築指
導課、各出張所にあります。

問合せ／建築指導課

内 422
◯

既卒３年以内の方のための
就職面接会
企業説明と個別面接を行います。
とき／６月８日(金)午後1時～4時
(受付：午後0時30分～)

場所／大宮ソニックシティ地下展
示場 ※無料、申込不要
対象／大学(院)・短大・高校・高専・
専門学校などを卒業後おおむね３
年以内の方
参加企業／80社(予定)
持ち物／履歴書 (複数枚) 、ハロー
ワークカード(お持ちの方)
問合せ／
埼玉新卒応援ハロ－ワーク
048-650-2234

求人企業合同面接会
とき／６月19日(火)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

場所／大宮ソニックシティ４階市
民ホール
対象／平成31年３月大学・短大・専
門学校など卒業見込みの方、既卒
３年以内の方
持ち物／履歴書(複数枚)
※詳しくは、埼玉県雇用対策協議会

※レジ袋削減のため、買い物袋をお

ホームページをご覧ください(参加

持ちください。

企業は 6 月上旬掲載 )。

とき／６月19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
◯

問合せ／埼玉県雇用対策協議会
048-647-4185

富士見市役所

049-251-2711

FAX 049-254-2000

協議会委員・市民懇談会参加者

③富士見市生涯学習推進市民懇談
会参加者
生涯学習の推進にあたり、広く意
見などをいただきます。
募集人数／２人程度
応募資格／市内在住、在勤、在学の
18歳以上の方
開催期間／
平成31年９月末まで(予定)
※年2回程度開催(平日昼間)

応募期限／
６月22日(金)(消印有効)
問合せ／
内 252
◯
地域文化振興課
内 631
生涯学習課
◯

※祝日は勤務日で翌日休み

雇用期間／平成31年３月31日まで
(更新あり)

賃金／月額167,060円
応募方法／６月20日(水)までに履
歴書を郵送または直接
応募先／
〒354-0011 水子2003-1
水子貝塚資料館
問合せ／水子貝塚資料館
049-251-9686

たは出張所で登録してください。
内 306
◯
問合せ／市民課

行政相談委員に委嘱
４月１日付けで、高橋博氏が行政
相談委員として総務大臣から委嘱
されました。
主に市民相談員として市民相談業
務(木曜)に従事します。
問合せ／
内 272
人権・市民相談課
◯

6月23日～29日
男女共同参画週間
男女共同参画週間は、男女共同参
画の推進のため、内閣府により設
けられました。期間中は、男女共同
参画社会の形成の促進を図る各種
行事などを全国で実施しています。
市では、関連図書とパネルの展示
を行います。
関連図書の展示
とき／６月19日(火)～30日(土)
場所／中央図書館
パネル展示
とき／６月26日(火)～29日(金)
場所／市役所1階待合スペース
問合せ／
内 273
人権・市民相談課
◯

広報ふじみ 6月号
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内 445
◯

募集人数／１人
業務内容／文化財調査や整理、保
存、活用に関する学芸業務
勤務場所／水子貝塚資料館
勤務時間／週５日（水～土曜、および
隔週で火・日曜 ）午前8時30分～午
後5時

号)カードなど)を持参し、市民課ま

市民伝言板

問合せ／安心安全課

文化財資料整理専門員
（非常勤嘱託職員）

証、パスポート、マイナンバー(個人番

イベント

先、通学先を記入

募集人数／1人
業務内容／高齢者福祉課での初回
面接・相談など
資格／保健師、看護師のいずれか
の資格をもち、実務経験が３年以
上ある方
勤務時間／月～金曜 午前８時30分
～午後５時( 週４日勤務 )
賃金／日額11,970円
応募方法／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)富士見市役所高齢者福祉課
高齢者支援係
内 396
◯
問合せ／高齢者福祉課

ぶ

※在勤、在学の方は応募用紙に勤 務

高齢者福祉課非常勤嘱託職員

住民票などの不正取得により、皆
さんのプライバシーが侵害される
ことを防ぐため、住民票の写しや
戸籍謄本などを本人の代理人や第
三者に交付したとき、事前登録した
ご本人へ通知する制度です(無料)。
対象／市内に住民登録のある方、
市内に本籍のある方
登録方法／本人確認書類(運転免許

学

応募期限／
７月13日(金)(消印有効)

応募先／
〒354-8511(所在地は記載不要)
富士見市役所 ①②各担当課名・
③地域文化振興課
①③FAX049-254-2000
②FAX049-251-2760

住民票の写しなどの第三者交付
に係る本人通知制度

子育て

※年２回程度開催(平日夜間)

※応募書類はお返しできません。

プライバシーを守ります

集

②富士見市安全安心なまちづくり
防犯推進市民懇談会参加者
犯罪のない安全で安心なまちづく
りの推進にあたり、広く意見をい
ただきます。
募集人数／２人
応募資格／市内在住、在勤、在学の
18歳以上の方
開催期間／懇談会が初めて開催さ
れた日から２年を超えない日まで

※市ホームページからも応募可

ご案内

募

①富士見市男女共同参画社会確立
協議会委員
行動計画の策定と見直し、男女共
同参画の推進に関する調査と検討
などを行います。
募集人数／２人
応募資格／市内在住の20歳以上の方
任期／10月１日から２年間
会議／年３回程度(平日昼間)
報酬／市の条例に基づき支給
応募期間／
６月１日(金)～21日(木)(必着)
内 273
◯
問合せ／人権・市民相談課

【共通事項】
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・性別・職業・電話番号
を記入し、郵送、FAXまたは直接

情報ステーション
ご案内

募 集

Information Station

情報ステーション Information Station
ご案内

子育て
夏休み親子体験ツアー

募
集
子育て

とき／８月５日(日)午前７時45分
集合：市役所前駐車場
場所／月夜野びーどろパーク・ドー
ルランドみなかみ
対象／市内在住の小中学生の親子
２人１組 ※未就学児は不可
つき

よ

の

学
ぶ

事業名

と

049-251-2711

内容／ガラスアートのフォトスタ
ンド作り、バーベキューなど
定員／20組(応募多数の場合は抽選)
参加費／１組6，500円(バス・昼食代など)
申込み／７月20日(金)(必着)までに
往復はがきで
【はがきの記入方法】
往信 表：〒354-8511(所在地は記載不要)
富士見市役所子育て支援課 宛
裏：住所、参加者２人の氏名(ふり
がな)、年齢、電話番号、学校、学年

子育て健康ガイド
健康ガイド

富士見市役所

FAX 049-254-2000

返信 表：郵便番号、住所、氏名
裏：何も書かないでください。
説明会／７月29日(日)午前10時
※説明会に欠席される場合は、キャ
ンセル扱いとなります。

主催／富士見市青少年育成市民会議
協力／富士見市青少年相談員協議会
問合せ／
子育て支援課
内 341
◯

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
「スマイルナビ」

き

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

予 パパママ
■
準備教室

市民伝言板

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
■

イベント

1日目
対 初めての出産
6月23日㈯ ■
を平成30年9･10月
9:30～15:30
に迎えるご夫婦
場 針ケ谷コミュ
■
2日目
ニティセンター
定 15組
7月19日㈭ ■
（申込順）
9:30～15:30

予 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 ■
6月21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、
申 6月11日
筆記用具 ■
（月）午前8時30分から電話で
■

予 もぐもぐパクパク
■
食事相談

6月25日㈪
9:00～15:00

くらしの
リユース

４か月健診

12か月健診

１歳６か月健診

３歳健診
予
■

乳児・母乳相談

予 初めてパパの
■
子育てサロン

わくわく子育て
トーキング
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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)

※保育あり(おおむね生後6～8か月児、定員12人(申込順))
対 5か月児～3歳児の保護者
■
他 1人30分程度
■

6月 6日㈬

水
■
鶴
■

6月19日㈫

水
■
鶴
■

6月20日㈬

水
■
鶴
■

6月12日㈫

水
■
鶴
■

6月27日㈬

水
■
鶴
■

6月26日㈫

水
■
鶴
■

場 健康増進センター
■

内 食事についての相談
■

受 12:50～13:40 ■
場 健康増進センター
■
対 平成30年1月1日～1月15日に生まれた子
■
受 12:50～13:40 ■
場 健康増進センター
■
対 平成30年1月16日～1月31日に生まれた子
■
受 12:50～13:40 ■
場 健康増進センター
■
対 平成29年6月9日～6月30日に生まれた子
■
受 12:50～13:40 ■
場 健康増進センター
■
対 平成28年8月16日～9月7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

受 12:50～13:40 ■
場 健康増進センター
■
対
■平成28年9月8日～9月30日に生まれた子
受 12:50～13:40 ■
場 健康増進センター
■
対
■平成26年12月生まれの子

受 9:40～10:00 ■
対 1歳までのお子さん
場 ふじみ野交流センター
（第一子）
とお母さん ■
■
6月13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。

受 9:40～9:50 ■
対 1歳までのお子さん
（第一子）とお父さん
■
6月23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
■

受 9:45～10:00 ■
対 1歳くらいまでのお子さんとお母さん ■
場 ふじみ野交流センター
■
6月14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
■

富士見市役所

049-251-2711

子育て
イングリッシュ・サマー・キャンプ

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

休館日：月曜（祝日の場合は翌平日）

内

日

時

こども映画会

（部分上映）
「動物大図鑑」
９日(土)午後２時「パンダのふるさと」、
24日(日)午後２時「エリック・カール コレクション １」

映画会

１日(金)午後２時「お熱いのがお好き」
17日(日)午後２時「息子」

おはなしかい（乳幼児） ６日(水)・20日(水)午前11時
おはなしかい（幼児・小学生） ２日(土)・23日(土)午後２時

ふじみ野
分 館

こども映画会

２日(土)午後２時「ダンボ」

おはなしかい（乳幼児） 13日(水)・17日(日)午前11時
おはなしかい（幼児・小学生） 13日(水)午後３時30分、17日(日)午後２時30分
こども映画会

23日(土)午前11時「くまのがっこう ジャッキーのおたんじょうび」

【共通事項】
とき／７月～平成31年２月
(②は３月まで)

おはなしかい（乳幼児） ８日(金)午前11時

場所／鶴瀬公民館、水谷公民館

おはなしかい（幼児・小学生） 16日(土)午前11時

(②は針ケ谷コミュニティセンター

持ち物／図書館利用カード、筆記用
具、カラーペン、色鉛筆、のり、はさみ
申込み・問合せ／
６月１日(金)午前９時から図書館鶴
瀬西分館( 049-252-5945)へ直接ま
たは電話で

ローズマリーのリース作り
ローズマリー、シナモンスティック
などを使ったリースを作ります。
とき／6月26日(火)午前10時～正午
場所／ふじみ野交流センター
対象／18歳以上で図書館利用カー
ドをお持ちの方
定員／８人(申込順)
参加費／100円(材料代。当日集金)
持ち物／花ばさみ(お持ちの方)、手
ふき、筆記用具
申込み・問合せ／
６月１日(金) 午前９時から図書館ふ
じみ野分館( 049-256-8860)へ直接
または電話で

ご寄附をいただきました
富士見ライオンズクラブ様より、
「図書
購入に活用してほしい」と教育委員会

に金員のご寄附をいただきました。図
書館の児童図書購入に活用させてい
ただきます。

今年もチャレンジ‼夏休み応援講座

調べる学習ワークショップ
とき／６月30日(土)
午後２時～４時30分
場所／図書館鶴瀬西分館
対象／市内在住、在学の小３～６年生
定員／20人
講師／藤田利江氏(全国学校図書館
協議会学校図書館スーパーバイザー)

でも開催)

申込み／学校配布の募集チラシを
ご覧ください。
内 632
◯
問合せ／生涯学習課

おしゃべり☆ぷれいす
とき／6月24日(日)、9月30日(日)、
11月18日(日)、平成31年1月27日(日)
場所／子ども未来応援センター
（健康増進センター内）

対象／シングルマザーの方など
定員／各12人(無料。保育あり、いず

れも6日前までに要申込)

申込み／FAX、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 FAX049-252-3772
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くらしの
リユース

※映画会の上映作品は予告なく変更する場合があります。

市民伝言板

鶴瀬西
分 館

②小学生サタデースクール☆ふじみ
とき／毎週１回(土曜午前中)
対象／小学５年生
定員／60人 ※１クラス10人
学習教科／国語、算数
参加費／6,000円(年間)

イベント

中 央
図書館

容

ぶ

６月のおはなしかい＆映画会

※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。

学

【開館時間】午前 9時～午後7時

家庭学習の習慣化と基礎学力の定
着を図ります。
①中学生イブニングスクール☆ふじみ
とき／毎週２回(平日放課後)
対象／中学３年生
定員／60人 ※１クラス15人
学習教科／英語、数学
参加費／10,000円(年間)

子育て

049-252-5825
049-252-5945
049-256-8860

家庭学習応援事業

集

夏休みにAET(英語指導助手)の先生
と、英語だけで活動しませんか。
とき／８月22日(水)・23日(木)・24日(金)
午前コース (午前９時30分～正午)
場所：ピアザ☆ふじみ
午後コース (午後１時30分～４時)
場所：鶴瀬西交流センター

対象／小学５年生
定員／各コース20人
参加費／ 1,000 円 (保険代など)
申込み／学校配布の応募用紙に記
入し 、６月13日(水)までに担任の先
生に提出
問合せ／
学校教育課
内 622
◯

募

毛筆でさらさらと書きたい方、同
じ趣味を持つ仲間との楽しい時間
が持ちたい方、この機会に参加し
てみませんか。
とき／９月までの第２・４月曜
午後１時30分～
場所／シルバー人材センター
講習費／7,200円(初回集金)
申込み／直接または電話で
問合せ／入間東部シルバー人材セン
049-253-6686
ター富士見事務所

情報ステーション
ご案内

書道教室(全８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

健康スマイル講座

学 ぶ
これから社会人になる人にもオススメ！

募

社会人のためのマナー講習会

集
子育て

おいしい食事を食べながら、職場の
会食や冠婚葬祭で役立つテーブル
マナーを基礎から学びませんか。
とき／６月30日(土)午後６時～８時
場所／レストランエルミタージュ
(川越駅西口徒歩３分)

学
ぶ
イベント

ふじみ野市、三芳
対象／富士見市、
町に在住、
在勤の方
定員／30人(申込順)
持ち物／筆記用具
参加費／3,000円
主催／入間東部地区労働行政担当
課事務連絡会
申込み／６月４日(月)から直接ま
たは電話で
内 383
◯
問合せ／産業振興課
P
はじめてのピラティス 健○

市民伝言板

姿勢改善やシェイプアップを行い
ます。
とき／７月８日(日)午前10時～11時
(受付：午前９時45分～)

くらしの
リユース

場所／ふじみ野交流センター
対象／市内在住の18歳以上で、医
師から運動制限を受けていない方
定員／30人(申込順)
講師／ピラティスインストラクター
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／
６月18日(月)から健康増進センター
( 049-252-3771)へ電話で

普通救命講習Ⅰ
とき／６月17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／６月４日(月)～６月８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
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医療のスペシャリストたちを招い
てシリーズで健康について考えま
す(無料)。
とき／６月28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／加齢と食生活 ～元気に年を
重ねるために～

定員／25人（申込順）
講師／イムス富士見総合病院管理
栄養士
申込み／６月１日(金)から平日午
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

甲種新規および乙種
防火管理講習
とき／
甲種新規 ６月28日（木)・29日（金）
乙種 ６月28日（木）
いずれも午前９時～午後４時30分
場所／消防本部大講堂
対象／富士見市、ふじみ野市、三
芳町に在住、在勤で管理監督的な
立場にある方 (各事業所２人以内)
定員／甲種新規、乙種合計90人(申込順)
受講料／4,000円(テキスト代など)
申込み／６月13日(水)午前８時30分
～午後４時に消防本部予防課また
は東消防署に直接
問合せ／
049-261-6007
消防本部予防課
東消防署消防課
049-255-4119

始める人の Excel 入門講座
エ ク セ ル

とき／６月23日(土)午後１時～５時
場所／鶴瀬西交流センター
内容／エクセルの基本操作、表作成
参加費／300円(資料代)
持ち物／エクセル2010、2013、2016
がインストールされているノート
パソコン、筆記用具
主催／つるせ西PCクラブ、鶴瀬西
交流センター
申込み／6月1日(金)から直接ま
たは電話で
問合せ／鶴瀬西交流センター
049-251-2791

049-251-2711

FAX 049-254-2000

代謝アップ！！

P
スマートウォ－キング教室 健○

生活習慣病になりにくい体づくり
のために、筋力運動と正しいウォー
キング方法を学びます。
とき／６月19日(火)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
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、室内用
運動靴、タオル、飲み物
申込み・問合せ／
６月４日(月)から健康増進センター
( 049-252-3771)へ電話で

子育て世代の
ライフマネー講座
子どもの教育費など、ライフプラ
ンとお金について学びます。
とき／６月15日（金）
午前10時30分～正午
場所／鶴瀬公民館
対象／乳幼児から
小学生くらいまでの保護者
定員／20人（保育あり、15人）
講師／金 融・ 証 券 イ ン ス ト ラ ク
ター(日本証券業協会)
申込み／６月１日（金）から平日午
前９時～午後５時15分に電話で
問合せ／鶴瀬公民館
049-251-1140

はじめての手話体験講座

（全５回）

とき／７月６日・13日・20日・27日、
８月３日いずれも金曜
午後７時～９時
場所／鶴瀬西交流センター
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／６月１日(金)～22日(金)
にFAX、直接または電話で
問合せ／富士見市社会福祉協議会
049-254-0747 FAX049-252-0111

このマークの付いた講座に参加すると、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
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健○
P
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。

富士見市役所

049-251-2711

30日(土)

麦の石臼ひき
たなばた飾り

10日(日)

16日(土)
17日(日)
24日(日)

利用予定期間／
７月14日(土)～９月２日(日)
午前９時～午後５時
(入場は午後４時まで)
※7月17日(火) ～ 20日(金)、8月27日(月)
～31日(金)の午後１時までは、
一般の方
は利用できません。
区分
一般
プール 中学生
小学生
※未就学児は無料

駐車場

区分
普通車
中型バス
二輪車

利用料
500 円
300 円
100 円
利用料
300 円
1,000 円
無料

健康体操
弓道
バウンド
テニス
硬式少年野球
卓球
ゲートボール
ソフトボール
ソフトバレー

９ 月 １ 日（土） ※中学
７ 月 ６ 日（金）
７ 月 ８ 日（日）
７ 月 ８ 日（日）
７ 月16日（祝）
７ 月22日（日）
８ 月25日（土）
９ 月16日（日）～
10月21日（日）
９ 月30日（日）

問合せ／富士見市体育協会
049-254-9510

うす

ガーデンビーチは７月14日
（土）
オープン !
問合せ／富士見ガーデンビーチ

プールサイドパフォーマー募集
真夏のプールサイドを皆さんのパ
フォーマンスで盛り上げませんか。
市民サークルまたは学校サークル（部
活動）の皆さんの活動成果発表の場と
して提供します。詳しくは6月18日
(月)以降にお問い合わせください。
カヌー体験教室参加者募集
とき／７月8日(日)
午前10時～11時30分
対象／小学生以上
定員／10人(申込順)
参加費／3,000円(保険料込み)
持ち物／ラッシュガード、水着
※水着素材以外の衣類での入水はでき
ません。

申込み／ 6月18日(月)から電話で

049-254-4349

施設見学会(バックヤードツアー)
参加者募集
普段見られないガーデンビーチを見
てみませんか。 ※参加記念品付き！
とき／7月8日(日)午後２時～４時
対象／小４～６年生
(小学３年生以下は保護者同伴で可)

内容／プール内各施設見学、スタッ
フによる救命・救急法デモンスト
レーション見学、救命・救急法体験
定員／20人(申込順)
申込み／6月18日(月)から電話で
耳より情報
各種イベント(水泳教室、来場者抽選会、
ニジマスつかみ取り大会など)を計画し
ています！
広報ふじみ 6月号
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富士見ガーデンビーチ便り 第１号

バレーボール

８ 月26日（日）
６ 月17日（日）
７ 月 １ 日（日）

市民伝言板

23日(土)

紙でっぽう
はたおり
わたくり
いろりの日
てるてる坊主
はたおり

９日(土)

ソフトテニス
サッカー
軟式少年野球
軟式野球
（一般）
社交ダンス

イベント

２日(土)

テニス

とき

6 月 3 日(日)
10日(日)
17日(日)
6 月24日(日)
6 ～11月
6～7月
６ 月10日（日）～

ぶ

６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

種目

学

指導／資料館友の会竹かご部会
参加費／1,000円
持ち物／前掛け(エプロン)、昼食
申込み／６月１日(金)～７日(木)
午前９時～午後５時に電話で

参加希望の方は、お問い合わせく
ださい。
場所／運動公園ほか

子育て

早朝の蓮を見にきませんか
6月9日(土)～7月8日(日)の 土・日
曜は、午前6時に開園します(資料館・
古民家は午前9時開館)。
はす

(申込順。
初参加の方優先)

(６～９月)

集

ちょっ蔵市 ふかしいも
とき／６月17日(日)午前11時～
場所／旧金子家住宅
価格／1パック100円
主催／難波田城公園活用推進協議会

竹かご教室
「六ツ目かご」を作ります。
とき／６月24日(日)午前９時30分～
午後４時
場所／講座室
対象／中学生
以上
定員／12人

市民健康増進スポーツ大会

募

じゃがいも掘り
とき／６月17日(日)午前10時～正午
集合場所／旧金子家住宅前
定員／30組(申込順)
参加費／1組1,000円
持ち物／持ち帰り用の袋、シャベル、
汚れてもよい服装・靴
主催／難波田城公園活用推進協議会
申込み／６月２日( 土 ) 午前９時から
電話で

問合せ／ 049-253-4664
休館日：月曜(祝日の場合は翌日)

情報ステーション
ご案内

難波田城資料館のお知らせ

入場料金／

Information Station

FAX 049-254-2000

情報ステーション Information Station
ご案内

イベント
難波田城公園まつり

募

とき／６月３日(日)
午前10時～午後３時

集

※雨天時は内容を一部変更して実施

子育て
学
ぶ

場所／難波田城公園
内容／武者行列
午後１時に南畑八幡神社を出発
火縄銃演武 午後２時～
芸能 和太鼓、鼓笛隊、よさこいなど
昔あそび 射的、ベーゴマ、竹とんぼ
など
体験・実演 はたおり、お茶席、竹細
工、
紙芝居、
人力車など ※一部有料
模擬店 やきそば、
まんじゅうなど
主催／難波田城公園活用推進協議
会、
難波田城資料館

富士見市役所

水子貝塚資料館のお知らせ
問合せ

049-251-9686

夏休み縄文体験と自然観察(全２回)
とき／７月28日(土)午後２時～
29日(日)正午
※水子貝塚資料館内に宿泊

場所／水子貝塚公園、体験学習室
対象／小４～６年生
内容／28日 縄文土器づくり、縄
文食づくり、夜の竪穴住居体験・
自然観察など
29日 朝 の 自 然 観 察、 火 起 こ し、
やり投げ・弓矢体験、まがたまづ
くりなど
定員／15人(応募多数の場合は抽選)
参加費／1,000円(材料・保険代など)
申込み／６月16日(土)～30日(土)に
直接または電話で

イベント

049-253-4664

市民伝言板
くらしの
リユース

やなせ川いかだラリー
手作りいかだで柳瀬川下りをして
みませんか。
とき／7月22日(日)
午前11時～午後3時 ※雨天中止
場所／柳瀬川志木大橋周辺
参加費／1人500円(昼食代など)
主催／やなせ川いかだラリー実行
委員会、
水谷東公民館
申込み／6月29日(金)までに直接ま
たは電話で
説明会／7月12日(木)午後7時から
水谷東公民館で行います。
問合せ／水谷東公民館
048-473-8717
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FAX 049-254-2000

リラックスタイム

「うたごえ広場」
なつかしい歌をオルガンの伴奏で
歌いましょう(無料、申込不要)。
※麦茶サービスあり

とき／６月24日(日)午後１時30分
(開場：午後１時～)
場所／鶴瀬西交流センター
お手伝いボランティア募集
当日正午から午後３時ごろまでイ
ベントのお手伝いをしてくれるボ
ランティアを募集してい ま す。詳
しくはお問い合わせください。
問合せ／鶴瀬西交流センター
049-251-2791

親子リトミック（全５回）

~ハイハイができる幼児~

※当日1,000人目の入館者には記念
品を贈呈
※車での来場はお控えください。

問合せ／
難波田城資料館

049-251-2711

土曜おもしろミューズランド
草木染でハンカチを染める
とき／６月２日(土)
定員／各20人(申込不要)
参加費／200円(材料代)
石のアクセサリーづくり
とき／６月16日(土)
定員／各40人(申込不要)
参加費／150円(材料代)
【共通事項】
時間：午前10時、午後１時30分
(いずれも30分前から受付)
場所／学習広場、体験学習室
対象／小学生以上

月齢に応じたエクササイズや、お
もちゃ、ビニールボール、段ボール
ハウスなどを使った遊びをします。
とき／６月8日・15日・22日・29日、
７月６日いずれも金曜
午前10時～11時30分
場所／市民総合体育館
対象／１歳前後の幼児と親
定員／20組(申込順))
参加費／2,500円
問合せ／
市民総合体育館
049-251-5555

市民人材バンクフェスティバル

とき／６月24日(日)午後２時
場所／針ケ谷コミュニティセンター

市民人材バンク制度施行から15周
年を記念し、舞台発表を行います。
とき／７月１日(日)
午前11時50分～午後４時40分
場所／ふじみ野交流センター
内容／舞台発表
共催／人材バンクフェスティバル
実行委員会 ､ 富士見市市民人材バ
ンク推進員の会

※入場無料

※詳しくはお問い合わせください。

※未就学児は保護者同伴で可

針ケ谷コミセン寄席

出演／日本大学芸術学部落語研究会
主催・問合せ／
針ケ谷コミュニティ
センター
049-251-8478

問合せ／生涯学習課

内 632
◯

富士見市役所

049-251-2711

者同伴で可

の生き物についての講話をします。

※水谷東公民館集合・解散

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
○

やま が

ご にんさいしき

にらさき

越中おわらの会
第1･4月曜13:00～15:00／水谷公民館
／越中おわら節の練習／入会金 500円
／月会費 500 円／ 7 月に無料体験あり。
詳しくはご連絡ください／
049-255-1007
朴木

しん ぷ

ほうのき

バービーズ
毎週木曜19:00～21:00／つるせ台小体
育館／50歳以上の女性／よさこい／年
会費12,000円(衣装代など別途)／
090-4227-1026
関口

●

５月７日現在●

問合せ╱環境課

内 248
◯

スカイドラゴン
毎週火曜 18:30～20:00、
毎週金曜 18:30
～20:30、
毎週日曜 13:00～16:00／諏訪
小体育館／小学生男女／バスケットボー
ル／年会費 1,000円／月会費 1,000円／
skydragon.mini@gmail.com
中川

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
学習机／タンス／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
／ひな人形(七段飾り)／タイヤチェーン(ゴム)／富士見高制
服一式(男子用L～LL･上履き青26㎝)／ベビーバス

ゆずってください
小型物置／自転車(26イン
26イン
チ 、
チ ･ギア付き)／ナンバーディ
スプレイ対応電話機／パソコンプリンター／メトロノー
ム／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160㎝)
／ペット用仏壇

広報ふじみ 6月号
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勝頼最後の居城をめぐる(韮崎方面)
6月19日㈫6:00～17:00／新府城跡、武
田八幡宮など／15人(申込順)／6,000円
(バス･保険代)／6月5日㈫までにFAXまた
は電話で／主催富士見市古城をめぐる会
･FAX049-252-2007
／世羅

鶴瀬ウクレレサークル
第2土曜14:00 ～ 17:00／鶴瀬西交流セ
ンター／初めての方～経験者／いっしょ
にウクレレを楽しみましょう。演奏会
などあり。ウクレレのレンタルあり／
080-1322-7373
月会費500円／加畑

市民伝言板

ソフトバレー いなほ
毎週月･金曜19:00～21:00／みずほ台小
体育館／大きくて軟らかいボールで行う
バレーボールです。
どなたでも楽しめます
／月会費1,000円／
080-6626-3847
小栗山

五人彩色 写真展
6月16日㈯～24日㈰10:00～17:00(初日は
13:00～)／キラリ☆ふじみ／主催「五人
彩色」の会／無料／
049-266-0360
河合

もやい村
毎週日曜 9:00～11:30(自由参加)／富士
見市役所近くの田畑／農業を通して仲
間づくり・居場所づくりを目指します
／年会費 5,000円(肥料･種代など)／
049-253-4156
岩田

イベント

月3回木曜14:00～16:00／キラリ☆ふじみ
／シニア／フラダンス／月会費 3,500円
049-254-5971
／小林

ぶ

集

サークル モアナ

小品盆栽展示会
6月9日㈯10:00～17:00・10日㈰9:00～
16:00／キラリ☆ふじみ／主催富士見小品
049-251-4481
盆栽会／無料／山賀

きょじょう

か りん と

歌を楽しむ会 歌輪人クラブ
第2･4火曜 13:30～15:30／ふじみ野交
流センター／ピアノの生伴奏でいろい
ろな歌を歌って楽しみましょう／ 1 回
090-3524-0812
500円／吉田

学

募

イベント

かつより

子育て

指導／
金澤光氏(県環境科学国際センター)

集

※雨天時は、水谷東公民館で柳瀬川

募

行程／水谷東公民館から富士見橋
河川敷(柳瀬川沿い)、志木市役所近
くの栄橋(村山快哉堂ひろば)から水
谷東公民館の往復(約５㎞)

柳瀬川の魚・エビの生態観察、投
網体験、
水質検査など、リバーウォ
ッチングを楽しみます(無料)。
とき／６月24日(日)
午前８時30分～午後２時

持ち物／ 弁 当、飲 み 物、着 替 え、
タオル、川の中で履く運動靴、捕っ
た魚の入れ物、雨具、筆記用具
主催／やなせ川いかだラリー実行
委員会、水谷東公民館
申込み／６月４日(月)～11日(月)
午前９時～午後５時(土・日曜を除
く)に直接または電話で
問合せ／
水谷東公民館
048-473-8717
と

※小学３年生以下の参加者は、保護

川の探検隊

情報ステーション
ご案内

対象／小学生以上

イベント

市民伝言板

Information Station

FAX 049-254-2000

