富士見市役所

049-251-2711

FAX 049-254-2000

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)

共交通機関などをご利用ください。

人キャリアプラザ埼玉)

持ち物／筆記用具
申込み／２月25日(月)から電話で
※どちらか一方の申込みも可

問合せ／産業振興課

内 383
◯

マネジメントで大切な従業員の健
康管理について学ぶほか、経済産
業省の
「健康経営優良法人認定制
度」の事例や申請方法 ･ 取得後の効
果について解説します。
とき／３月26日(火)
午後７時～８時30分
場所／三芳町総合体育館
対象／富士見市、ふじみ野市、三芳
町の事業所
定員／70社(無料)
講師／東京海上日動火災保険(株)
持ち物／筆記用具
主催／入間東部地区労働行政担当
課事務連絡会
申込み／３月20日(水)までにFAXま
たは電話で
内 383
◯
問合せ／産業振興課
FAX049-251-3824

地域医療 ・ 介護相談室
在宅療養や訪問診療など医療に関
する相談、訪問看護や訪問リハビ
リなどの相談について、本人、家族、
ケアマネジャーや介護関係の方か
らの相談に応じます(無料)。まずは
ご連絡ください。
とき／平日午前9時～午後5時
相談員／看護師
問合せ／東入間医師会 地域医療･
介護相談室
049-293-6877

※加入区分により補償金額は異なり
ます。

掛金／800円～11,000円
※活動内容により異なります。

加入方法／加入依頼書は市民総合
体育館事務所にあります。
※｢スポ安ねっと｣をご利用の場合は
スポーツ安全協会のホームページを
ご覧ください。

問合せ／(公財)スポーツ安全協会
埼玉県支部
048-779-9580

夕焼け放送の
時間と曲目が変わります
３月１日(金)～10月31日(木)の放送
時刻は午後5時、曲目は｢夕焼け小
焼け｣です。
内 446
◯
問合せ／安心安全課

INFORMATION FUJIMINO
｢インフォメーションふじみの｣
こくさいこうりゅう

かくげつ

はっ

ふじみの国際交流センターが隔月で発
こう

がいこくせき

かた

せいかつじょうほうし

行する外国籍の方のための生活情報誌
がつごう

３月号のテーマ
じ ど う し ゃ ぜ い
の う き げ ん
おさ
自 動車税を納 期限までに納 めま
しょう！
ちゅうごく ご

えい ご

かんこく ご

中 国語 、英 語 、韓 国語 、ポルト
ご
ご
ご
ガル語、スペイン語、タガログ語
に ほん ご
げん ご
(フィリピンの言 語 )、日 本 語 の 7
こく ご
し
か国語でお知らせしています。
といあわ
こくさいこうりゅう
問合せ／ふじみの国際交流センター
049-256-4290
広報ふじみ 3月号

10

くらしの
リユース

健康経営セミナー
～社員の活力向上と企業の持
続的な成長・人材確保～

高齢者が住み慣れた地域で安心し
て暮らしていけるように、もの忘
れや地域医療･介護の相談をお受
けします。
もの忘れ相談
｢今までできていたことが難しく
なってきた｣、｢このごろようすが
おかしい｣など、心配や気がかりな
ことについて相談できます(無料、
要予約)。
とき／第３木曜午後(祝日を除く)
場所／特別養護老人ホームふじみ苑
相談員／認知症の専門医
問合せ／高齢者あんしん相談セン
ターふじみ苑
049-293-1168

事故の範囲／団体管理下での活動
中(国内)の事故など
補償内容／傷害保険、賠償責任保
険、突然死葬祭費用保険

市民伝言板

※無料、託児なし

ご相談ください
｢もの忘れ｣や｢自宅での医療｣
のこと

と加入依頼書を郵送した消印日のい
ずれか遅い日の翌日から有効)

イベント

在勤の方
対象／市内在住、
すのはらよしのり
講師・相談員／春原義憲氏(NPO法

場所／
市民福祉活動センターぱれっと
対象／手話通訳者の派遣を利用し
たことのある方、利用しようと考
えている聴覚障がい者、中途失聴
者、難聴者の方またはその家族
問合せ／富士見市社会福祉協議会
049-254-0747
FAX049-252-0111

ぶ

※駐車場、駐輪場はありません。公

続きが4月1日以降の場合は、払込日

学

【共通事項】
場所／鶴瀬駅西口サンライトホール

※申込不要

子育て

(１人50分)

手話通訳者派遣事業を利用してい
る方と手話通訳者派遣事務所(富士
見市社会福祉協議会)との懇談会を
行います。
とき／3月23日(土)午後1時～３時

2019年度の受付が３月１日(金)か
ら始まります。
対象／スポーツ活動や文化活動な
どを行う４人以上の団体
保険期間／
４月１日～2020年3月31日(加入手

集

就職個別相談
とき／３月15日(金)午後１時～４時

スポーツ安全保険のご案内

募

就職支援セミナー
職場で活かせる！
コミュニケーションのポイント
とき／３月15日(金)午前10時～正午
内容／ビジネスマナーやコミュニ
ケーションのポイントの解説
定員／20人(申込順)

手話通訳者派遣事業
利用者懇談会のお知らせ

情報ステーション
ご案内

就職支援セミナー＆就職個別相談

Information Station

情報ステーション Information Station
ご案内

募 集

募

ピースフェスティバル
実行委員・協力スタッフ

集
子育て

ピースフェスティバル2019は、７月
９日(火)～14日(日)に開催します。
平和に関するメッセージや作品展
示、舞台発表、縁日などを予定して
います。企画や準備に協力してい
ただける方を募集します。

学
ぶ

ピースフェスティバルは、｢富士
見市非核平和都市宣言｣(1987年)
の理念を市民に広げようと始まり
ました。この事業はピースフェス
ティバル実行委員会、市、市教育
委員会の共催で取り組んでいます。

イベント

問合せ／
鶴瀬公民館

富士見市環境施策推進市民会議
の推進員
環境にやさしい都市づくりに向け
たボランティア活動を行う環境施
策推進員を募集します。
募集人数／若干名
資格／市内在住で、環境活動に興
味がある方または団体の代表の方
任期／４月1日から２年間
会議／平日
活動／平日、場合によっては土･日
曜(地球温暖化防止事業、クリーン作
戦、富士見ふるさと祭り参加など)

応募方法／応募用紙に記入し、３月
１日(金)～18日(月)に郵送、FAXま
たは直接
〒354-8511(所在地は記載不要)富士
見市役所環境課
※応募用紙は市ホームページ、環境
課にあります。

049-251-1140

公園清掃員

市民伝言板
くらしの
リユース

公園などの清掃、草刈り、樹木せん
定作業などを行います。
募集人数／若干名
資格／65歳未満の方で、健康で体
力に自信があり意欲のある方
勤務時間／週３日シフト制(平日)
午前９時～午後４時30分(昼休憩含む)
賃金／時間額950円
内 443
◯
問合せ／まちづくり推進課

公立保育所の非常勤嘱託職員
勤務場所／市立第一～第六保育所
職種／①保育士(要保育士資格)
②保育補助員(保育士資格不要)
③調理員(調理師免許不要)
賃金／
①月額185,530円(土曜勤務あり)
月額163,930円(土曜勤務なし)
②時間額960円(午前8時30分～午後
4時45分)
時間額1,060円(午前7時～8時30分、
午後4時45分～7時15分)
③月額175,400円、時間額940円
※①、③の月額者は年２回特別報酬あり
※勤務日･時間など詳しくはお問い
合わせください。

問合せ／保育課

11

富士見市役所

広報ふじみ 3月号

内 332
◯

問合せ／環境課
FAX049-253-2700

内 242
◯

平成31年度 学校給食仕分け員
小中学校で給食の仕分け作業を行
います。
募集人数／若干名
時間／週５日(給食実施日)
１日２時間
期間／原則１年間(年間187日予定)
賃金／時間額950円
問合せ／学校給食センター
049-252-2881

入間東部福祉会職員
障がいのある方への生活や作業の
支援、就労支援などを行います。
職種／①看護師(正規)、②看護師(嘱
託)、③支援員(嘱託)、④事務員(嘱託)、
⑤支援員(パート)
勤務場所／②⑤富士見市
③⑤ふじみ野市
①④三芳町
勤務時間／①午前９時～午後５時
②③④午前８時30分～午後５時
⑤応相談
賃金／①初任給189,400円～ (経歴
加算あり)、②月額239,200円、
③月額
199,800円、④月額168,890円、⑤時
間額1,080円

049-251-2711

FAX 049-254-2000

※勤務日など詳しくはお問い合わせ
ください。

問合せ／入間東部福祉会
049-258-8120

ご案内
平成32年４月１日採用
富士見市職員採用試験の
お知らせ
平成32年４月１日に採用する市職
員の試験は、受験機会を拡大する
ため、前期試験(６月)と後期試験
(９月)に分けて実施します。
詳しくは、広報『ふじみ』４月号、市
ホームページでお知らせします。
内 218
◯
問合せ／職員課

住民票、課税(非課税)証明書
手数料の減免について
市内在住の方で、公費の援助また
は扶助を受けるために証明書を取
得するときは、手数料が減免され
る場合があります。
減免の適用を受ける場合は、使用
目的や提出先などがわかるパンフ
レットなどの提示が必要です。詳
しくはお問い合わせください。
※住民票、課税(非課税)証明書は各
出張所でも取得できます。

問合せ／
住民票について

内 306
◯
市民課市民係
課税(非課税)証明書について
内 347
◯
税務課諸税係

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。
とき／３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
内 243
◯
問合せ／産業振興課

富士見市役所

049-251-2711

FAX 049-254-2000

い方、呼吸法、発声練習、舌や表情筋の

子育てママのミニ講座

～一人の子育てからみんなの子
育てへ～

講師／森田圭子氏(NPO法人わこう子
育てネットワーク代表)

予 もぐもぐパクパク
■
食事相談
予 親子サロン
■

４か月健診

き

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 ■
3月20日㈬
定
話、調理のデモンストレーション、調理体験、試食（親のみ） ■15人（申込順）
13:30～15:00
持 母子健康手帳、赤ちゃん手帳、筆記用具、手ふき ■
申 3月11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))
対 5か月児～3歳児の保護者
3月26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
■
3月 4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
内 家族同士や保健師との交流 ･ 相談 ■
持 母子健康手帳
■鶴瀬西交流センター ■

3月 5日㈫
3月18日㈪

12か月健診

3月12日㈫

１歳６か月健診

3月19日㈫

３歳健診

3月13日㈬

予 乳児・母乳相談
■

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 12:50～13:40 ■
場 健康増進センター
水 ■
■
対
鶴
平成30年10月1日～10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 平成30年10月16日～10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30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29年6月9日～6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
鶴
■ ■平成27年9月生まれの子

場 健康増進
3月 6日㈬ ■
10:00～11:30
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
■
場 み ずほ台コミュ ※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
3月25日㈪ ■
10:00～11:30
ニティセンター あります。

広報ふじみ 3月号
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くらしの
リユース

予 見て！食べて！
■
はじめて
離乳食教室

と

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。

市民伝言板

子育て応援情報モバイルサイト
「スマイルなび」

問合せ／健康増進センター

イベント

子育て健康ガイド

内容／
・人形劇「泣いた赤オニ ･ 笑った
青オニ」
・腹話術「大きなかぶ」
・生演奏「人形と歌おう」
定員／ 50人(申込順)
出演／コラボ劇場『あるぱか』
申込み／３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

ぶ

申込み／３月１日(金)午前９時か
ら直接または電話で
問合せ／水谷東公民館
048-473-8717

※車での来場はご遠慮ください。

学

とき／３月23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／３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

人形劇や腹話術、子どもの歌から
中南米の音楽演奏などをコラボ
レーションした劇場を楽しみませ
んか(無料)。
とき／３月27日(水)午前10時～11時
場所／
みずほ台中央公園「交流施設」

子育て

とき／３月14日(木)午後１時～３時
場所／水谷東公民館
対象／
３歳くらいから小学生の保護者
定員／12人(申込順)
※保育あり(１歳以上、４人)

普通救命講習Ⅰ

事業名

コラボ劇場『あるぱか』公演

子育て

集

トレーニング)

定員／25人程度(無料)
講師／瀬戸彰久氏(ボイストレーナー)
申込み／平日午前９時～午後５時15
分に鶴瀬公民館( 049-251-1140)へ
直接または電話で

子育て支援事業

募

とき／３月28日(木)午前10時～正午
場所／鶴瀬公民館
内容／ボイストレーニング(体の使

情報ステーション
ご案内

健康スマイル講座
声は若さのバロメーター

Information Station

情報ステーション Information Station
ご案内

NPO法人富士見市民大学

学 ぶ

募
集
子育て

自殺の基本認識、防ぐための役割
や対応を精神科医師の視点から学
びます(無料)。
とき／３月14日(木)午後２時～３時
30分
場所／ららぽーと富士見
定員／30人
講師／里村淳氏(富士見メンタルクリ
ニック院長)

学
ぶ

３月は自殺対策強化月間です
全国では２万人を超える人が自ら
啓
命を絶っています。市では広報、
発、
相談支援などを地域の特性に応
じて行い、自殺対策を推進します。

イベント

内 373
◯

富士見市の
支え（られ）るコレクション

市民伝言板
くらしの
リユース

住み慣れた地域で、生きいきと生
活するヒントを見つけませんか。
とき／３月28日(木)
午前11時～午後３時30分
「びん沼荘」
場所／老人福祉センター
内容／生きいきと生活するための
“ヒント”
講師：鈴山将史氏･清水彩子氏(生活
支援コーディネーター、
富士見市社会

ボランティア養成講座

内 容
講 師
アクティブシニアのためのボランティア入 稲葉一洋氏(立正大学社会
３/30(土)
福祉学研究科研究科長)
門
富士見市民大学(市民大学)のボランティア活
４/５(金)
動とは。理事やサポーターの活動
富士見市民大学理事会
４/12(金) 富士見市民大学理事との座談会

場所／鶴瀬公民館 定員／30人程度
申込み／３月１日(金)～22日(金)午前９時～午後５時15分に直接または電話
で(土･日曜、祝日を除く)
中央図書館
鶴瀬西分館
ふじみ野分館

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

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。

３月のおはなしかい＆映画会
内

容

こども映画会
中 央
図書館

映画会
おはなしかい（乳幼児）
おはなしかい（幼児・小学生）

参加費／無料(軽食を希望する方は
300円)

富士見市社会福祉協議会
主催／市、
申込み／３月15日(金)までに富士見
市社会福祉協議会( 049-254-0747)
へ電話で ※住所、氏名、電話番号、
軽食希望の有無をお伝えください。

広報ふじみ 3月号

内 391
◯

時

（1970年･日本）
8日(金)午後2時「男はつらいよ フーテンの寅」
17日(日)午後2時「バック･トゥ･ザ･フューチャーPARTⅢ」
（1990年･アメリカ)
6日(水)･20日(水)午前11時
24日(日)午後2時30分

鶴瀬西
分 館

一般映画会

2日(土)午後2時「ラジオ」(2014年･日本)

おはなしかい（乳幼児）

13日(水)･17日(日)午前11時

ふじみ野
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

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

「ゆうかんな十人のきょうだい」
23日(土)午前11時「子リスのギャングたいじ」

8日(金)午前11時

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。

※汚れてもいい服装でお越しください。

サージ･理美容などの体験、
高齢者学

日

9日(土)午後2時「ムーミン総集編」
24日(日)午後2時「ドラえもん のび太の恐竜」
（1980年･日本）

手作りクッキー･生花の販売あり

※ふじみパワーアップ体操･訪問マッ

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

級などのパネル展示、
採れたて野菜･

支える ・ 支えられるコレクション
の発表
キャロッ
発表者：みずほ健康づくり、
トくらぶなど

049-251-1140

とき

絵本と音楽
とき／３月２日(土)午後１時55分～
２時15分
協力／オトミック
カンタン、かわいい！手形アート
午後
とき／３月２日(土)午前11時、
３時
対象／乳幼児と保護者

福祉協議会)

13

FAX 049-254-2000

富士見市民大学の講座企画、機関誌発行、会計事務などをボランティアとし
て活動できる方を募集します。
とき・内容／いずれも午前10時～正午

申込み／直接または電話で

問合せ／高齢者福祉課

049-251-2711

問合せ／NPO法人富士見市民大学事務局(鶴瀬公民館内)

自殺予防に関する講演会

問合せ／障がい福祉課

富士見市役所

カフェトーク
とき／３月10日(日)午後２時～３時
定員／20人(無料、申込不要)
持ち物／オススメの本、好きな本

【共通事項】
場所／ふじみ野交流センター
問合せ／図書館ふじみ野分館
049-256-8860

めざせ！図書館博士！！
～本からはじまる大発見～
とき／３月21日(祝)
午前10時～11時30分
対象／市内在住の小学生
定員／10人(無料)
持ち物／図書館利用カード、筆記用具
回想レクリエーション
～昔の新聞記事で脳トレ～

とき／３月27日(水)
午前10時～11時30分
対象／65歳以上 定員／15人
【共通事項】
申込み／３月１日(金)午前９時か
ら直接または電話で
場所・問合せ／図書館鶴瀬西分館
049-252-5945

富士見市役所

049-251-2711

思い出の懐かしい歌をアコーディ
オンにあわせて歌いましょう！
とき／４月20日(土)午後２時～４時
場所／水谷公民館
定員／100人(申込順)
参加費／500円 ※チケットは３月
４日(月)から水谷公民館で販売

主催／うたごえ喫茶inみずたに実
行委員会、
水谷公民館
問合せ／
水谷公民館
049-251-1129

とき／３月15日(金)
午前10時～正午 ※無料
場所／ふじみ野交流センター
みんけん
作・演出／唐沢民賢氏
出演／さかどシニア劇団「極楽と
んぼ」
問合せ／ふじみ野交流センター
049-261-5371

学 ぶ
スポーツ指導者養成講座(講演会)
とき／３月２日(土)午後７時(午後
６時30分開場)

※無料

場所／市民総合体育館
内容／｢高校野球と私｣
たきしま
講師／瀧島達也氏(県立松山高等学
校野球部監督)

主催／市教育委員会、市スポーツ協
会、市スポーツ推進委員連絡協議会
内 636
問合せ／生涯学習課
◯

活･地域社会に密着した内容、文芸･歴
史･政治･環境などの学習)

午後 クラブ活動(民謡、俳句、社交ダ
ンス、美術、書道、ゲートボール、
歌謡
教室、心身太極健康、健康ウォーキン
グ、折紙教室)

定員／130人
参加費／受講運営協力金3,000円、
学生自治会費500円
申込み／３月21日(祝)までに申込
書に記入し老人福祉センター、各
公民館･交流センター･コミュニティ
センター、高齢者福祉課へ直接
問合せ／
富士見市コミュニティ大学事務局
かく や
角谷
090-4373-9253
白井
090-4719-4261

子ども食堂はじめましょう
講座＆交流会
とき／３月19日(火)午後７時～９時
場所／
市民福祉活動センターぱれっと
内容／
・こども食堂 食の安全基礎講習会
講師：県食品安全課職員
・富士見市内の子ども食堂のよう
すと意見交換
定員／40人(無料、申込順)
申込み・問合せ／
３月４日(月)から子ども未来応援
センター( 049-252-3773)へ直接
または電話で

広報ふじみ 3月号
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くらしの
リユース

うたごえ喫茶 ㏌ みずたに

ふじみ野じゅく公開公演
お笑い芝居
「ゆうれい女房」

祉や安心･ 安全など日々の暮らしと生

市民伝言板

場所／鶴瀬西交流センター
内容／サウンドテーブルテニス、
ラウンドダンス、ふじみパワー
アップ体操、ピアノ演奏、舞踊、
フラダンス、詩吟、オカリナ演奏、
コラボステージ、
お楽しみ抽選会、
コーヒー ･ お菓子販売
問合せ／鶴瀬西交流センター
049-251-2791

場所／鶴瀬コミュニティセンター
出演／ふじみ青年学級、工房ゆい、
ゆいの里、どんどこ、あおぞらワッ
ペン(ゲスト)
問合せ／鶴瀬公民館
049-251-1140

対象／市内在住で満60歳以上の方
内容／午前 一般教養講座(健康･福

イベント

※無料

(午後０時30分開場)

※送迎バスあり

ぶ

とき／３月24日(日)午後1時30分

障がいのある方の音楽活動の発表と
地域交流を行います(無料)。
とき／３月17日(日)午後１時

学

鶴瀬西交流センター
春のサークル舞台発表会

ホワイトデーコンサート

高齢者のさらなる生きがいを追求
する生涯学習と、親睦交流を深める
富士見市コミュニティ大学の受講
生を募集します。10 種目のクラ
ブ活動やウォ－キング大会、修学
旅行、ゲートボール大会、学生作
品展示会などがあります。
開校期間／４月12日～2020年２月
21日第１･３金曜
場所／老人福祉セ
ンター「びん沼荘」

子育て

市内で活動する太鼓グループが競
演します(無料)。
とき／３月24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、富士見太鼓
の会、ふじよし太鼓、和太鼓月光、
ボーカルグループ加藤企画(ゲスト)
問合せ／鶴瀬公民館
049-251-1140

とき／３月２日(土)午後１時～４時、
３日(日)午前10時～午後３時30分
場所／リサイクルプラザ利彩館
内容／再生家具(小物)･食器類の販
売、
パッチワーク･さき織り教室な
どによる作品展示と販売、
パッチワー
ク･さき織り･木工などの体験
問合せ／リサイクルプラザ利彩館
049-254-1160

集

富士見早春太鼓まつり

富士見市コミュニティ大学(全20回)

募

とき／３月９日(土)午前10時～午
10日(日)午前９時～午後３
後３時、
時30分
場所／南畑公民館
作品展示、
模擬店、
内容／舞台発表、
子どもみこし、
お楽しみ抽選会など
主催／南畑公民館利用者の会
問合せ／南畑公民館
049-251-5663

リプラ祭

情報ステーション
ご案内

南畑ふるさとまつり

(午後1時開場)

Information Station

FAX 049-254-2000

情報ステーション Information Station
ご案内

イベント

募

水子貝塚資料館のお知らせ
049-251-9686
問合せ

集
子育て

企画展
「掘った！わかった！富士見
の遺跡～平成30年間の発掘調査～」
平成の30年間に行われた発掘調査
の成果や、
調査時に撮影された市の
風景などを紹介します(無料)。
とき／３月23日(土)～６月９日(日)
場所／展示室

学
ぶ
イベント

ふじみ考古学教室
ふじみ野駅周辺の発掘調査結果か
らこの地域の歴史を紹介します。
とき／３月24日(日)午後１時30分
～３時30分
場所／体験学習室
内容／①勝瀬原地域の遺跡
講師：当館学芸員
②大井･苗間地域の遺跡
講師：坪田幹男氏(ふじみ野市文化財

富士見市役所

菜の花まつり
～消費者と生産者の交流会～
と き／３月24日(日)午前10時～午
雨天の場合は内
後２時 ※雨天決行。
容を変更します。

場所／南畑直売センター周辺
(難波田城公園東側)

内容／
無料 かまど炊きご飯･けんちん汁
の試食、お抹茶･お花の体験(なくな
り次第終了)、
リラクゼーション体験
イベント 玉入れ、
どじょうすくい、
演舞(富士見太鼓の会)
販売 地元野菜、
お米、
手づくり加工
品など
主催／富士見有機生産者集団
後援／富士見市農業研究団体連絡
協議会 ･ 難波田城公園地域環境保
全協議会
※菜の花は、環境にやさしい米作り
の肥料にするために栽培しています。

保護審議会委員)

市民伝言板

定員／30人(無料、申込順)
申込み／直接または電話で

くらしの
リユース

土曜おもしろミューズランド
古代の組ひもでミサンガづくり
午後
とき／３月２日(土)午前10時、
１時30分 ※各回30分前から受付
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10人(先着順)
参加費／100円(材料代)

みずほ台駅サロンコンサート
とき／３月９日(土)午後２時～２
時40分
場所／みずほ台駅改札前
出演／東邦音楽大学サックストリオ
(サックス、電子ピアノ、パーカッション)

問合せ／地域文化振興課

内 251
◯

１月19日に開催予定だったサロン
コンサートは、都合により日程を
変更しました。
当日、
足を運んでい
ただいた皆さんには大変ご迷惑を
おかけしました。
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難波田城資料館のお知らせ
春季企画展「平成史 in 富士見」
どの
平成の30年間に市で何が起こり、
ように変わったかを写真や年表、
統計
データなどから解き明かします(無料)。
とき／３月９日(土)～６月９日(日)
場所／特別展示室
講演会「私の平成史～難波田城・キ
ラリ☆ふじみ・春の一大事 他～」
市の平成を象徴する文化施設の立ち
上げやイベントに市職員として関わ
った経験をお話しします。
とき／３月16日(土)
午後１時30分～３時
場所／講座室
定員／40人(無料、先着順)
講師／市川信男(市自治振興部長)
ちょっ蔵市「草もち」
とき／３月24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

049-251-2711

FAX 049-254-2000

菜の花摘み(無料)
３月24日(日)～４月７日(日)の期
間、
難波田城公園周辺と東大久保
地区の菜の花の咲いている田んぼ
でできます。
問合せ／産業振興課

内 243
◯

富士見グリーン・ツーリズム
市内の農業生産地と菜の花畑、直
売所などをバスで巡ります。市内
産の米を使用した昼食(弁当)やお酒
の試飲も楽しめます。
※試飲は20歳以上で当日自転車、車を
運転されない方のみ

とき／３月27日(水)午前10時～午
後４時(集合：午前９時50分、市役所
１階待合スペース)

対象／市内在住、在勤の方
定員／16人(申込順)
参加費／600円(昼食･保険代ほか)
主催／富士見市農業研究団体連絡
協議会
申込み／３月１日(金)から電話で
内 243
問合せ／産業振興課
◯
問合せ
049-253-4664
休館日：月曜(祝日の場合は翌日)
昔の着物を着てみよう
野良着や羽織などを着て、昔の気分
を味わってみませんか。子ども用も
あります(無料、申込不要)。
※順番待ちになる場合もあります。

とき／３月30日(土)･31日(日)午後１
時～３時 ※午後２時30分受付終了
場所／講座室
協力／和道文化着装協会
３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)
16日(土)
17日(日)
21日(祝)
23日(土)
24日(日)
30日(土)
31日(日)

やぶさめごっこ
わたくり
はたおり
かざぐるま
いろりの日
わたくり
新聞紙グローブ
はたおり
トントン紙ずもう
昔の着物を着てみよう
昔の着物を着てみよう

富士見市役所

049-251-2711

情報ステーション

場所・問合せ／針ケ谷コミュニティセンター

049-251-8478

映画＆トーク「はじめ嬉しく、あと悲し」
～ 十代の若ものたち、青春の軌跡 ～

てんこく

ふじみ篆刻協会
鶴瀬西交流センター 第₂･₄金曜₁₀:₀₀～₁₂:₀₀
水谷公民館
第₁･₃土曜₁₀:₀₀～₁₂:₀₀
ふじみ野交流センター 第₂･₄土曜₁₀:₀₀～₁₂:₀₀
針ケ谷コミュニティセンター 第₂･₄水曜₁₀:₀₀～₁₂:₀₀
楽しい印づくり／いずれも月会費₁,₀₀₀円
₀₄₉︲₂₅₁︲₅₆₀₄
／中島

２月６日現在●

●

問合せ╱環境課

内 248
◯

ゆずります
ソファー(2人用)／家庭用精米機／衣装ケース／
ひな人形(七段飾り)／猫のケージ(2段式)

気功太極拳金曜サークル
第₁･₃金曜₁₀:₃₀～₁₂:₀₀／針ケ谷コミュ
ニティセンター／気功 ･ 太極拳で健康
づくりをしませんか／入会金₁,₀₀₀円／
月会費₁,₅₀₀円／
₀₉₀︲₆₀₄₀︲₄₂₂₀
小林

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
電動アシスト自転車／テレビ／健康器具(ぶら下がり器)／富士見台
中夏･冬用制服(女子用170㎝)／勝瀬中ジャージ(160㎝･青)／ジャ
クパ ･ スポーツクラブのサッカーユニホーム(園児用)

広報ふじみ 3月号
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くらしの
リユース

あ む う

愛夢作品展
₃月₉日㈯ ･ ₁₀日㈰₁₀:₀₀～₁₈:₀₀(初日は
₁₀:₃₀から、最終日は₁₆:₀₀まで)／鶴瀬
駅西口サンライトホール／手編み、機械
編み、ニットソーイング小物／体験会あ
₀₄₉︲₂₅₄︲₁₇₇₉
り／斉藤

集
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募

けい こ

こうこうよう

イベント

映画
「夜明け前 呉秀三と無名の精神障
害者の100年」
と講演会
₃月₂日㈯₁₃:₃₀開演(₁₃:₀₀開場)／志木
市立柳瀬川図書館(柳瀬川駅徒歩₅分)／
日本の精神医学医療を確立した呉秀三
を描いたドキュメンタリー映画と横山
惠子氏(埼玉県立大学教授)の講演／主
催歩みの会(精神障害者家族会)／無料
／髙橋
₀₄₉︲₂₅₄︲₈₉₆₄

富士見市日中友好協会
中国文化交流講座…₄月₉日㈫から月₃回
火曜①₁₄:₀₀～₁₇:₀₀②₁₉:₀₀～₂₁:₀₀／
鶴瀬駅西口サンライトホール／初級中
国語、中国文化などの学習／講師侯紅葉
／入会金₂,₅₀₀円／月会費₄,₀₀₀円／
₀₉₀︲₂₃₂₇︲₄₇₆₀
田口
太極拳教室…毎週金曜₁₉:₀₀～₂₁:₀₀／
鶴瀬西交流センター／月会費₂,₀₀₀円／
中島
₀₄₉︲₂₅₁︲₅₆₀₄

ぶ

イベント

女声合唱団 紫陽花 25周年記念演奏会
₅月₂₅日㈯₁₄:₀₀開演(₁₃:₃₀開場)／キラ
リ☆ふじみ／第₁部:近代日本名歌抄、第
₂部:風のとおりみち、第₃部:民謡ラプソ
ディ／入場料₅₀₀円(全席自由)／
₀₄₉︲₂₅₁︲₇₃₆₇
根岸

学

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
○

子育て

第２次世界大戦時に10代の若者だっ
た方たちの体験をつづったドキュ
メンタリー映画の上映と吉丸昌昭
氏(映画プロデューサー)のトークを
行います(無料、申込不要)。
とき／３月16日(土)午後１時30分
～３時30分(午後１時開場)
場所／水谷公民館
主催／
水谷公民館、
水谷
公民館ピースサ
ロン
問合せ／
水谷公民館
049-251-1129

集

喫茶コーナー(両日午前10時～午後４時)
コーヒー、パン、健康スープ、山菜お
もち
こわ、お餅など(餅つき体験あり)
体験コーナー
・筋力バランスアップ体操
とき／10日(日)午後１時～１時40分
協力／パワーアップ体操かがやき
内容／※ 体験、 販売あり
・気功、太極拳
作品展示(両日)
書、水墨 、絵、七宝 、俳句、連句、 とき／10日(日)午後２時～２時40分
ようめい じ
(実演あり)、
和小物 、リメ
篆刻
協力／楊名時気功太極拳椿会
イク 、手芸 、フラワーアレンジ
・ストレッチ体操
、能
メント 、絵手紙、昔あそび
とき／10日(日)午後３時～３時40分
まっこう
面、
ＰＣ、
麻雀
協力／イージーストレッチング真向
ほう
舞台発表(10日(日)午前10時50分～午
法愛好会
後３時40分)
【共通事項】
楽器演奏、コーラス、舞踊、詩吟、 定員／20人(無料)
朗読、銭太鼓、キッズギター、空
持ち物／動きやすい服装と底の低い靴
手演武、ギター、のこぎり音楽と
申込み／３月８日(金)までに直接ま
たは電話で
朗読

募

とき／３月９日(土)、10日(日)午前10
時～午後５時(10日は午後４時まで)
オープニングセレモニー
とき：９日(土)午前11時
内容：針ヶ谷保育園園児による太
鼓演奏

ご案内
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