情報ステーション Information Station
ご案内

ご案内

募

交通遺児等に
就職進学支度金を支給します

集
子育て
学
ぶ

交通事故による遺児などで、今春
中学校または高等学校を卒業し、
就職や進学をする方に就職進学支
度金を支給します。
受給資格／市内に１年以上居住し、
住民登録をしている方
支給金額／
中学校卒業後、就職または進学
する生徒 １人２万円
高等学校卒業後、就職または進
学する生徒 １人３万円
申込期限／２月28日(木)
内 334
◯
問合せ／福祉課

イベント

つきいち～臨時農産物直売所～

市民伝言板

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。

くらしの
リユース

とき／２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
◯

埼玉県内市町村職員
採用情報フォーラム2019
公務員の仕事の意義や魅力を知っ
てもらうためのイベントです。公
務員志望の方など、ぜひご参加く
ださい。
※当市も参加します。

とき／２月15日(金)午後０時55分
～4時(午後０時30分開場)
場所／埼玉会館
(JR浦和駅西口徒歩6分)

定員／1,300人(無料、先着順)
問合せ／彩の国さいたま人づくり
広域連合人材開発部
048-664-6681
市町村職員担当
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富士見市役所

市議会３月定例会のお知らせ
３月定例会は、２月19日(火)開会
の予定です。
３月定例会で審議する請願･陳情
は、２月４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。
内 166
◯
問合せ／議会事務局

国民年金保険料の納付は
口座振替がお得です！
口座振替納付を利用すると、納期
ごとに金融機関などへ保険料を納
めに行く手間が省け、納め忘れを
防ぐことができます。また、現金や
クレジットカード納付よりも割引
きが大きい６か月前納、１年前納、
２年前納や月々50円の割引きとな
る早割制度があります。
４月からの前納を希望する方は、
２月末日までに申請してください。
申込先／
口座振替を希望する金融機関、川
越年金事務所、市保険年金課
持ち物／納付書または年金手帳、通
帳、金融機関届出印、本人確認がで
きるもの(免許証など)
問合せ／川越年金事務所
049-242-2657

新卒学生のための
合同説明会に参加します
2020年3月卒業見込みの学生を対
象に｢マイナビ就職EXPO｣が開催
されます。民間企業ブースエリア
のほか、公務員相談エリアの設置
や建築･土木学生のためのマイナビ
就職セミナーも同時開催されます。
当市は公務員相談エリアに参加し
ますので、気軽にお立ち寄りくだ
さい。
とき／３月１日(金)午前11時～午
後５時30分
場所／さいたまスーパーアリーナ
(JRさいたま新都心駅徒歩すぐ)
内 218
◯
問合せ／職員課
㈱マイナビ マイナビ就職セミナー
北関東運営事務局

048-641-5514

049-251-2711

FAX 049-254-2000

富士見 ･ 新河岸川サイクリング
コース舗装工事のお知らせ
工事期間中は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。
工事区間／
うずら
き そ め
鶉橋～木染橋、岡坂橋～袋橋
工事期間／２月中旬～下旬(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

内 252
◯

家具転倒防止器具の
取付け支援を行います
地震の際のけがを防止するには家
具の転倒防止は大切です。
市では、家具転倒防止器具や感震
ブレーカーをご自身で取り付ける
ことができない世帯に対し、取付
けの支援を行っています。
詳しくはお問い合わせください。
※器具の購入は自己負担になります。

対象／
65歳以上の方または障がいのある
方のみで暮らしている世帯
内 445
◯
問合せ／安心安全課

Ｊアラートの訓練放送
市内の防災行政無線を使用し、
全国瞬時警報システム(Jアラー
ト)の緊急情報に
関する訓練放送
を全国一斉で行
います。
訓練放送ですの
で、慌てて避難
などをしないようご注意くだ
さい。
とき／２月20日(水)午前11時
ごろ
※社会情勢や天候などにより、延
期または中止になる場合があり
ます。

問合せ／
安心安全課

内 445
◯

富士見市役所

049-251-2711

FAX 049-254-2000

とき／２月３日(日)午後２時～３時
場所／諏訪児童館 対象／小学生以上
問合せ／諏訪児童館
049-255-6671

お父さんと遊ぼう！小学生編

子ども公民館「フェイスペイ
ントで変身しよう」
とき／２月11日(祝)午前10時～正午
場所／水谷東公民館
対象／小学生(未就学児は保護者同伴で可)
定員／40人(無料)
指導／竹内晴美氏(陶芸家)
申込み／１月28日(月)から水谷東
公民館( 048-473-8717)に直接ま
たは電話で

対象／小中学生
定員／25人(応募多数の場合は抽選)
参加費／
小学生1,180円 中学生1,840円
持ち物／お弁当、飲み物、レジャー
シート、雨具
主催／富士見市青少年相談員協議会
申込み／２月４日(月)～８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

募 集
富士見市国民健康保険運営協
議会委員
国民健康保険事業の運営に関する
重要事項を審議する協議会委員を
募集します。
募集人数／１人程度
応募資格／72歳未満(応募時点)の富
士見市国民健康保険被保険者の方
(住所地特例の方は除く)で、国保税
の滞納がない方
任期／4月1日～2022年3月31日
会議／年4回程度(主に平日昼間)
報酬／市の条例に基づき支給

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／２月13日(水)午前10時～午
後4時 ※申込不要
場所／南畑公民館
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
広報ふじみ 2月号
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くらしの
リユース

とき／２月16日(土)午後２時～４
時30分
場所／ふじみ野交流センター
対象／小学生と保護者
ひょ
内容／木製メッセージボード、
うたん飾りなど
定員／10組(申込順)
きん じ
講師／山本欣司氏(元諏訪児童館館長)
参加費／300円(当日集金)
持ち物／汚れてもよい服装、軍手
申込み／2月4日(月)午前10時から
直接または電話で
問合せ／ふじみ野児童館
049-257-6996

※必ず保護者の送迎をお願いします。

県内では、高齢歩行者の交通事故
が多発しており35人が犠牲になっ
ています(平成30年1～11月末)。
交通事故にあわないように次のこ
とに気をつけましょう。
横断歩道横断中 信号を必ず守り、
横断前も横断中も周りの安全確認
をしっかりしましょう。
横断歩道外横断、直前 ･ 直後横断
止まっている車や走り去った車の
そばからの横断は、絶対にやめま
しょう。また、斜め横断は車道にい
る時間が長くなり、それだけ危険
が増すので絶対にやめましょう。
日没時間帯 ･ 夜間 日没時や夜間
は、運転手が歩行者を見落としや
すくなります。反射材と明るい色
の服装で目立たせましょう。
油断は禁物 近所に出かけるとき
が最も危険です。慣れた道でも油
断せずに安全確認をしましょう。
問合せ／東入間警察署
049-269-0110

市民伝言板

～親子で楽しむ手作りおもちゃ～

※ふじみ野駅改札前集合･解散

ご注意ください 高齢歩行者
の交通事故が多発しています

イベント

申込み／２月１日(金)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

とき／２月24日(日)午前９時～午
後４時30分
場所／鉄道博物館(さいたま市)

ご案内

ぶ

夢みらい理事、
ミックスじゅーちゅ代表)

てっぱくに行こうよ！

応募期間／
2月4日(月)～22日(金)(必着)
応募先／〒354-8511(所在地は記載
不要)富士見市役所保険年金課
内 278
◯
問合せ／保険年金課

学

とき／２月10日(日)
午前10時30分～11時30分
場所／諏訪児童館 定員／25組
対象／乳幼児と保護者
協力／松尾信悟氏(NPO法人ふじみっこ

※市ホームページからも応募可

子育て

パパといっしょにうきうき
ひろばスペシャル！

とき／2月24日(日)
午前10時～午後2時(雨天決行)
場所／関沢小学校校庭 ･ 体育館
内容／子どもたちや地域の人たち
による遊びのコーナー(無料)
昔あそび、
かえっこバザール、
グラン
ドゴルフ、
ストラックアウトなど
焼き
模擬店 フランクフルト、うどん、
そば、みそ田楽、ジュース、駄菓子など
主催／せきざわ子どもまつり実行
委員会
問合せ／関沢児童館
049-251-9786

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

募 集

みんな集まれ豆まき大会

せきざわ子どもまつり

情報ステーション
ご案内

子育て

Information Station

情報ステーション Information Station

富士見市役所

ご案内
募

介護予防講座「回想サロン」
―昔の新聞記事で脳トレーニング―

集
子育て

昭和20～30年代の新聞記事をまと
めたDVDを用いて、昔ばなしに花を
咲かせましょう。
とき／２月13日(水)午後２時～３時
30分(午後１時45分水谷公民館集合)
場所／水谷小学校
定員／15人(無料)

学

子育て健康ガイド

ぶ

子育て応援情報モバイルサイト
「スマイルなび」

イベント

事業名

と

はじめての手話体験講座
1日目
(全５回)
予 パパママ
■
準備教室

市民伝言板

予 見て！食べて！
■
すてっぷあっぷ
離乳食教室

くらしの
リユース

予 もぐもぐパクパク
■

食事相談

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 はじめてパパの
■
子育てサロン
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き

FAX 049-254-2000

講師／小坂剛氏(読売新聞東京本社

場所／みずほ台中央公園

医療ネットワーク事務局次長)

※荒天時や気温が低い時は園内
「交流

たけし

学 ぶ

049-251-2711

主催／介護者サポーターすまいる、
水谷公民館
申込み／２月１日(金)から直接ま
たは電話で
問合せ／水谷公民館
049-251-1129
健康づくり講座「はじめての気

功太極拳体験講座」
(全３回)

３月４日･11日い
とき／２月25日、
ずれも月曜午前10時～11時30分

施設」(屋内)で実施

定員／15人(無料)
講師／気功太極拳椿会(富士見市市
民人材バンク登録団体)

持ち物／タオル、飲み物
※運動のできる服装、
かかとの低い靴
でお越しください。

申込み／２月1日(金)から直接また
は電話で
問合せ／水谷公民館
049-251-1129

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
■
■
詳
細

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
2月16日㈯
9:30～15:30 2019年5 ･ 6月に迎 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
えるご夫婦
場 針ケ谷コミュニティ
■
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、
■
2日目
センター
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
3月14日㈭ ■
定 15組
（申込順） ■
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
9:30～15:30
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)
対 初めての出産を
■

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 ■
2月19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 2月12日(火)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))

対 5か月児～3歳児の保護者
2月28日㈭ ■
他 1人30分程度
9:00～15:00 ■

2月 6日㈬
2月25日㈪
2月18日㈪
2月13日㈬
2月27日㈬
2月20日㈬

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
水 ■
■
対 平成30年9月1日～9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9月16日～9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30年2月16日～3月10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4月24日～5月16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5月17日～6月8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8月生まれの子
鶴 ■
■

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 ■
■
2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。
受 9:40～9:50 ■
対 1歳までのお子さん
（第一子）とお父さん
■
2月16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
■

富士見市役所

049-251-2711

Information Station

FAX 049-254-2000

紙芝居講座
「すてきな紙芝居の世界」

※保育あり(原則１歳以上、
４人、
要予約)

〖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）

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

ぶ

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

学

中央図書館
鶴瀬西分館
ふじみ野分館

子育て

参加費／500円(テキスト･保険代)
申込み／２月１日(金)～22日(金)に
直接、FAX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

集

※保育あり(原則１歳以上の未就学児)

みんなが大好きな紙芝居の世界を
学んでみませんか。
とき／２月20日･27日いずれも水曜
午前10時～正午
場所／鶴瀬西交流センター
内容／
20日 お話と実演「紙芝居の魅力の
秘密、演じ方」
27日「紙芝居の作品に込められたも
の、選び方～演じてみよう～」
申込順)
定員／30人(無料、

※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。

容

こども映画会
映画会
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

おはなしかい（乳幼児）
おはなしかい（幼児・小学生）
こども映画会

「花さき山」
 9日(土)午後2時「なまはげだぞう」
16日(土)午後2時「3丁目物語・春 タマ＆フレンズ」
「3丁目物語・おともだち タマ＆フレンズ」

（1973年・アメリカ)
 3日(日)午後2時「燃えよドラゴン」
17日(日)午後2時「私をスキーに連れてって」
（1987年・日本）
6日(水)・20日(水)午前11時
2日(土)・23日(土)午後2時

2日(土)午後2時「だるまちゃんとてんぐちゃん」
「だるまちゃんととらのこちゃん」
13日(水)・17日(日)午前11時

13日(水)午後3時30分、17日(日)午後2時30分
23日(土)午前11時「わらぐつの中の神様」

おはなしかい（乳幼児）

 8日(金)午前11時

おはなしかい（幼児・小学生）

16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。

ももたろうのきびだんごをつくろう！
とき／2月17日(日)
午前10時～正午、午後２時～４時
場所／ふじみ野交流センター
対象／４歳～小学２年生(未就学児
は保護者同伴で可)

定員／各6人(申込順)
参加費／200円(材料代)
エプロ
持ち物／図書館利用カード、
ン、
三角きん、
マスク、タオル
申込み／１月26日(土)午前9時から
直接または電話で
※お友達の分は申込みできません。

問合せ／図書館ふじみ野分館
049-256-8860

読み聞かせ初級 ･ スキルアップ講座
とき／２月15日(金)
初級 午前10時～正午
スキルアップ 午後２時～４時
場所／中央図書館
対象／
初級 読み聞かせをこれからはじめ
たい方、
経験が浅い方
スキルアップ 内容を充実したい方
で、
２年以上の活動経験のある方
定員／各15人(申込順)
講師／初級 山元早苗氏
スキルアップ 池山房子氏
申込み／直接または電話で
問合せ／中央図書館
049-252-5825

※申込時にぬいぐるみの名前を伺い
ます(ぬいぐるみは1人1体)。
※お友達の分は申込みできません。

問合せ／中央図書館
049-252-5825

蔵書点検にともなう図書館の休館
休館中は予約の受付や資料に関す
る問合せもできません。
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。
休館日／中央図書館
2月25日(月)～3月4日(月)
鶴瀬西分館 2月6日(水)･7日(木)
※ふじみ野分館は通常通り開館します。

広報ふじみ 2月号
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ふじみ野
分 館

こども映画会

時

市民伝言板

中 央
図書館

日

ぬいぐるみおとまり会
ぬいぐるみと一緒におはなし会に
参加した後、ぬいぐるみは図書館
におとまりし、図書館探索などを
します。
お迎え時にそのようすを撮影した
写真をプレゼントします。ぬいぐ
るみが選んだ本も貸し出します。
とき／受付とおはなし会
３月24日(日)午後2時～
ぬいぐるみのお迎え
3月26日(火)午後2時30分～5時30分
場所／中央図書館
対象／市内在住の３歳～小学２年生
定員／15人(申込順)
申込み／2月15日(金)午前9時から
直接または電話で

イベント

２月のおはなしかい＆映画会
内

募

とき／３月２日･９日･16日･23日･30
日いずれも土曜午前10時～正午
場所／三芳町立藤久保公民館
三芳町に在住、在
対象／富士見市、
勤、
在学の方
定員／15人(応募多数の場合は抽選)

講師／
松井エイコ氏(壁画家･紙芝居作家)
申込み／２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

ご案内

はじめての手話体験講座
(全５回)

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

募

ファミリーコンサート
とき／３月３日(日)午後２時

集

(午後１時30分開場)

子育て

場所／鶴瀬コミュニティセンター
曲目／オペラ座の怪人、ウエスト
サイド物語ほか
ひがしなか ち か
しょ う
出演／東中千佳氏(ソプラノ)、東海
じ なおふみ

林尚文氏(テノール)、
前田勝則氏(ピ
アノ)、
市民合唱団有志

学
ぶ

中高校生500
参加券／一般1,000円、
円、
小学生以下･障がいのある方無
料 ※チケットは鶴瀬公民館で発売中
問合せ／鶴瀬公民館
049-251-1140
地域・自治シンポジウム

イベント

「まちの風景を変える“ひと”
が生まれる土壌づくり」
とき／２月23日(土)午後１時～４時
(午後０時30分開場)

市民伝言板
くらしの
リユース

場所／水谷公民館 ※無料、要申込
内容／
第１部 パネルディスカッション
テーマ：自ら行動する市民が街の景
色を変える
登壇者：荒木牧人氏((株)80％代表)、
オープラスアーキテクチャー
鈴木美央氏(O+Architecture主宰)、佐藤
いちじょう
真実氏(シカテ一畳マーケット事務局長)
コーディネーター：関根健一氏(富
士見市公民館運営審議会委員、
コウミ
ンカンカフェ主宰)

第２部 ラウンドテーブルディス
カッション
テーブルに分かれて話し合います。
問合せ／水谷公民館
049-251-1129

回想法実践講座(全２回)
認知症や閉じこもりの予防に活用
される
「回想法」
を学びましょう。
とき／２月25日、３月４日いずれ
も月曜午後１時30分～４時
場所／鶴瀬西交流センター
広報ふじみ 2月号

申込順)
定員／40人(無料、
ゆう こ
講師／萩原裕子氏(埼玉医科大学病
院臨床心理士)

申込み／２月８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

ボランティアスクール
収育お片付け講座
とき／２月４日(月)午前10時～正午
講師／こま ともこ氏(暮らしやすく)
老い支度講座
健康長寿のために必要なことなど
について学びます。
とき／２月26日(火)午後１時30分
～３時30分
講師／
ひでのぶ
石黒秀喜氏(老い支度クリエーター)
【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)
FAXまたは電話で
申込み／直接、
問合せ／富士見市社会福祉協議会
049-254-0747 FAX049-255-4374

普通救命講習Ⅲ
とき／2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、在学で小児
などに接する機会の多い方
定員／30人(無料、申込順)
申込み／2月4日(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

環境講座
「未来につながるエ
コな暮らしを考える｣
とき／３月２日(土)午前９時30分
～11時30分
場所／鶴瀬西交流センター
定員／100人(無料、申込順)
講師／秋元智子氏(埼玉県環境アド

学 ぶ

15

富士見市役所

バイザー)

主催／市、富士見市環境施策推進
市民会議
申込み／３月１日(金)までに電話で
内 242
問合せ／環境課
◯

049-251-2711

FAX 049-254-2000

教育講演会
「ひきこもりの理
解とかかわり方」
とき／３月２日(土)午後１時～４時
30分(午後０時30分開場)
場所／水谷公民館 ※無料、申込不要
内容／※第二部は自由参加
第一部 講演(午後１時～２時40分)
第二部 参加者との意見交換、相談
(午後２時50分～４時30分)

講師／野島一彦氏(跡見学園女子大
学教授、
九州大学名誉教授、
臨床心理士)

主催／不登校･ひきこもりを考える
親の会「まわりみち」、水谷公民館
問合せ／水谷公民館
049-251-1129

簡単！健康ごはん教室
～カルシウムＵＰ編～

健○
P

とき／３月７日(木)午前10時～午
後２時(受付：午前９時45分～)
場所／ピアザ☆ふじみ
対象／市内在住の18歳以上の方
内容／調理実習、講義など
小松
メニュー／ミルクスパゲティ、
菜と桜えびのスープ、
カルシウムUP
ヘルシーサラダ、豆腐ごま団子
定員／16人(申込順)
講師／市管理栄養士
参加費／400円(材料代ほか。当日集金)
持ち物／エプロン、三角きん、ふき
ん、手ふき、筆記用具
申込み・問合せ／
３月５日(火)までに健康増進セン
ター( 049-252-3771)に電話で
※参加者本人がお申し込みください。

タッチケア講座(全２回)
相手に手をあてて、
心と体の声に耳
を傾ける方法を学びます。
３月11日いずれも
とき／２月25日、
月曜午後１時30分～３時
場所／鶴瀬公民館
定員／25人(無料) ※応募多数の場
合は、
２回参加できる方優先

講師／鈴木直美氏(タッチケアセラ
ピスト)

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

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

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

※未就学児は保護者同伴で可

主催／富士見市バトテニス大会実
行委員会
協力／富士見市スポーツ推進委員
連絡協議会
内 636
◯
問合せ／生涯学習課

埼玉サイクルエキスポ
とき／２月16日(土)･17日(日)午前
９時～午後５時(17日(日)は午後４時
※無料

場所／さいたまスーパーアリーナ
内容／スポーツサイクルや子ども
乗せ自転車などの展示･試乗など
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

てんこく

またたび

股旅演歌、
かっぽれ踊り、
詩吟、フラ
ダンス、
リコーダー演奏、
バンド演奏、
太極拳、民謡、唱歌など

体験コーナー ※作品見本を２月１日(金)から交流センター内に展示します。
内 容
と き
参加費

３Ｂ体操
ツボたたき棒体操
絵手紙
篆刻印の作成
フラワーボールペン
プリザーブドフラワー
アレンジメント
生花＆プリザーブドア

２日午後３時15分～３時45分
無料
２日午後３時50分～４時20分
無料
100円
午前11時～午後２時
（３日は午後３時30分まで）
500円
午前10時～午後４時
午前11時～午後３時
（３日は午後１時まで）
500円
大1,200円
（３日は午後３時30分まで）
午後１時～４時30分
小 500円
２日午後１時～３時
（生花アレンジメント）
700円
３日正午～午後２時（プリザーブドアレンジメント） 1,000円
レンジメント
世界のことばであいさつ ２日午前11時～午後５時
無料
（シール集め）
３日午前10時～午後４時
カンタン、かわいい！
２日午前11時、午後３時
無料
手形アート
３日午前11時、午後３時
無料
パネルシアター

難波田城資料館のお知らせ
ふるさと体験
「古民家で手作りみそ」
みそづくりを体験し、自作のみそを
持ち帰ります(2kg分)。
※食べられるのは半年後です。

とき／２月23日(土)午後１時～３時
場所／旧金子家住宅
対象／市内在住、在学、在勤の方を含
む家族または友人
定員／15組(申込順)
※応募多数の場合は初参加者優先

参加費／1,500円(材料代)
三角きん、
マスク、
持ち物／エプロン、
持ち帰り用の容器(容量３リットル以
上)、２kg用はかり(お持ちの方)
※詳しくはお問い合わせください。

申込み／２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)

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。ご協力をお
願いします。
※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／２月16日(土)午前11時30分～正午
場所／古民家ゾーン
２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
2 日(土)
3 日(日)
9 日(土)
10日(日)
11日(祝)
16日(土)
17日(日)
23日(土)
24日(日)

鬼のお面づくり
(大学生が企画します)
糸電話
わたくり
紙ねんどのマユ玉飾り
いろりの日
ジュズダマの腕輪
はたおり
フィルムケースのおひな様
広報ふじみ 2月号

16

くらしの
リユース

【体験会】
対象／小学４年生以上
申込順)
定員／20人(無料、
持ち物／動きやすい服装、
室内用
運動靴、
飲み物、
タオル
申込み／当日午前９時10分から
メインアリーナ入口で

作品展示 書、絵画、篆刻、写真、陶芸、
絵手紙、
プリザーブドフラワー、
押し
花、郷土資料･民具など
焼だ
模擬店 炊き込みご飯、とん汁、
んご、
カレーライス、
フランクフルト、
アメリカンクッキーなど

市民伝言板

富士見市発祥のスポーツ
「バトテニ
ス」
の体験会と試合見学を開催しま
す。 ※見学は申込不要
とき／３月23日(土)午前10時～正午
場所／市民総合体育館

(3日は午後4時15分まで)

イベント

バトテニス体験会＆試合見学

作品展示・模擬店
午前10時～午後5時

舞台発表
２日 午前10時～午後５時
コーラス、
多言語でオリンピックを
楽しもう、
ふじみ野小学校歌声リー
ダー、
勝瀬小学校ダンスクラブ、小杉
さ ら
咲楽さんによる空手形演武、バンド
演奏、
読み聞かせ、キッズダンス、ベ
リーダンス、オペレッタ
３日 午前10時～午後４時15分

ぶ

場所／体験学習室
対象／小学生以上

※スタンプラリーあり
※車での来場はご遠慮ください。

学

(いずれも30分前から受付開始)

とき／３月２日(土)･３日(日)

049-261-5371

子育て

【共通事項】
午後１時30分
時間：午前10時、

場所・問合せ／ふじみ野交流センター

集

古代の組ひも技法で
ミサンガづくり
とき／３月２日(土)
定員／各10人(先着順)
参加費／100円(材料代)

ふじみ野文化祭～みんなで楽しく文化の交流～

募

土曜おもしろミューズランド
石のアクセサリーづくり
とき／２月16日(土)
定員／各40人(先着順)
参加費／150円(材料代)

情報ステーション
ご案内

水子貝塚資料館のお知らせ
049-251-9686
問合せ

まで)

Information Station

FAX 049-254-2000

情報ステーション Information Station
ご案内

イベント
入間東部シルバーフェスティバル

募
集
子育て

とき／２月23日(土)午前10時
場所／キラリ☆ふじみ
内容／
展示販売ブース
会員による作品展示、
特産品の展
示販売
メインホール第１部

富士見市役所

水曜学級(高齢者学級)作品展

とき／２月９日(土)午前10時～正
午(午前９時30分開場)
場所／鶴瀬西交流センター
「未来の収穫～農薬を使わず
内容／
に世界人口を養えるのか？～」

とき／２月15日(金)～17日(日)午前
10時～午後５時 ※初日は午後１時

※日本語字幕

定員／120人
上映協賛金／500円
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

吹奏楽、
踊り、
バレエ、合唱など
メインホール第２部

学

リラックスタイムコンサート

(午後３時(午後２時30分開場))

とき／２月11日(祝)午後１時30分

ぶ
イベント

東邦音楽大学管弦楽団によるクラ
シックコンサート
メールまたは直接
申込み：FAX、
問合せ／
入間東部シルバー人材センター
049-266-3001 FAX049-262-7099
irumatobu_fes@sjc.ne.jp

(午後１時開場)

※無料、申込不要

場所／鶴瀬西交流センター
出演／三芳ウインドオーケストラ
お手伝いボランティア募集
イベントのお手伝いをしてくだ
さる方を募集しています。
とき／当日正午～午後４時ごろ

市民伝言板

問合せ／鶴瀬西交流センター
049-251-2791

から、
最終日は午後３時まで

場所／鶴瀬西交流センター
料理、パワーアッ
内容／パソコン、
プ体操、レクダンス、文章、手芸、健
康姿勢、折り紙、コーラス、ちぎり
絵、絵画、書道･硬筆、いけ花
問合せ／鶴瀬西交流センター
049-251-2791

南畑ふれあい劇場
とき／２月９日(土)午後２時
演目／「花はちりりん」 ※無料
出演／南畑お月見一座
場所・問合せ／南畑公民館
049-251-5663

文化公演会
「落語を楽しむ」
とき／２月16日(土)午後１時30分
※無料

出演／桂南なん、桂小南ほか
場所・問合せ／南畑公民館
049-251-5663
なん

こ なん

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
○

市民伝言板

くらしの
リユース

イベント

募

健康法勉強会
₂月₂₃日㈯₁₄:₀₀～₁₆:₀₀／ピアザ☆ふ
じみ／真向法と健康／講師星野優 氏(埼
玉真向法体操会会長)／無料／
₀₉₀︲₈₃₁₃︲₆₀₆₄
金子
まっこうほう

FAX 049-254-2000

富士見市民大学公開映画会

(2012年、フランス)

(午前10時～正午)

049-251-2711

まさる

集

富士見ぞう列車がやってきたコンサー
ト市民合唱団
月₂ ･ ₃回土曜₁₈:₀₀～₂₁:₀₀(計₁₅回程度)
／針ケ谷コミュニティセンターほか／
小学₃年生～大人／子どもと大人の混声
合唱団を結成し、₈月₃₁日㈯にキラリ☆
ふじみでコンサートを行います／会費
子ども₁,₀₀₀円、高校生以上₇,₀₀₀円／主
催富士見みんなでプロジェクト／
₀₄₉︲₂₆₃︲₆₉₅₁
東海林
し ょ う じ

●

１月４日現在●

問合せ╱環境課

内 248
◯

ゆずります

富士見マジック
第₁ ･ ₃火曜₁₉:₃₀～₂₁:₀₀／鶴瀬西交流
センター／マジック／入会金1,₀₀₀円／
月会費1,₅₀₀円／
₀₄₉︲₂₅₄︲₀₄₈₉
渡辺
Ｔ.Ｏ.Ｐ.
第₄月曜₁₃:₃₀～₁₅:₀₀／鶴瀬西交流セ
ンター／体操や軽いダンスで体を動か
しながら、みんなで楽しく歌っています
／月会費₅₀₀円／
₀₄₉︲₂₅₁︲₅₀₆₄
稲子
いな こ

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)。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
マージャン

石油ストーブ／洗濯機／ソファー(2人用)／電気こたつ／
衣装ケース／ひな人形(七段飾り、五段飾り)／五月人形
(三段飾り)／ホワイトボード(キャスター付き)／卓球台
(折りたたみ式)／ランドセル(黒)
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電動アシスト自転車／車いす／テレビ／麻雀パイ／パソ
コン／東中冬用制服(男子用150～160㎝)／勝瀬中ジャー
ジ(160㎝･青)／剣道着(ジャージ素材･170㎝くらい･紺)

