情報ステーション Information Station
ご案内

NEWS

ご案内

募

心理教育プログラム
｢びーらぶ｣

集
子育て

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」
を実施しています。
詳しくはお問い合わせください。
問 県男女共同参画課
☎048-830-2925

学

法の日 三会合同無料相談会

ぶ
イベント

弁護士、税理士、司法書士による
法律・税務・登記の相談会を行い
ます。 ※申込不要、当日先着順
とき／10月5日(土)午後1時30分
～4時
場所／ウェスタ川越
問 埼玉司法書士会
川越支部
☎049-227-7201

市民伝言板

全国一斉！法務局休日相談所

くらしの
リユース

人権問題、公正証書、登記手続、隣
地との境界に関する相談、戸籍・国
籍、供託などの相談ができます。
※無料、要予約
とき／10月6日(日)午前10時～午
後3時
場所／さいたま地方法務局本局
(JR埼京線「与野本町｣駅東口徒歩8分)
問 さいたま地方法務局総務課庶
務係 ☎048-851-1000(音声ガイ
ダンス6番)

国営武蔵丘陵森林公園
秋の無料開園日のお知らせ
森林公園(滑川町)では秋の3日間
無料開園日を設けます。
ペチュニア(9月中旬まで)、羽毛ゲ
イトウ(10月上旬まで)が見ごろを
迎えます。ぜひお越しください。
無料開園日／9月16日(祝)(65歳
以上のみ)、10 月 20 日 ( 日 )、11
月3日(祝)
問 森林公園管理センター
☎0493-57-2111
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とき／9月20日(金)午後1時～4時
(受付：午後0時15分～3時)
場所／坂戸市文化施設オルモ(北
坂戸駅東口徒歩1分)
内容／ 企 業(人 事 担 当 者)と の 面
接、就職相談
参加企業／21社(予定)
持ち物／履歴書(複数枚)、障害者
手帳(原本とコピー)、ハローワー
クカード(お持ちの方)
※手話通訳あり
※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。
問 ハローワーク川越
☎049-242-0197(46＃)

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18日(水)午前10時～午
後3時30分(受付：午後3時まで)
場所／ウェスタ川越
問 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支局
☎049-243-3824

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
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

9月号のテーマ
ぎんこうこう ざ

銀行口座をつくるには
ちゅうごくご

えい ご

FAX049-254-2000

新規学卒・若者就職面接会

ハローワーク川越
障害者就職面接会

こう

☎049-251-2711

かんこく ご

中 国語、英
語、韓ご国語、ポルト
ご
ご
、タガログ語
ガル語、スペイン語
げん ご
に ほん ご
(フィリピンの言
語)、日 本 語 の7
こく ご
し
語でお知らせしています。
か国
に ほん ご
わ
ちか
がい
本
語がよく分
からない近くの外
日
こくじん
おし
かた
国人に教
えてください。その方
に
やく だ
た げん ご
せ い か つ じょう
立
つ多
言
語
による生
活
情
とって役
ほう
報です。 こ く さ い こうりゅう
問 ふじみの国際交流センター
☎049-256-4290

とき／9月27日(金)午後1時～4時
(受付：正午～午後3時30分)
場所／ウェスタ川越 ※申込不要
対象／①令和2年3月高等学校卒
業見込の方 ※応募中(選考結果
未定)の方を除く(9月27日時点)
②正社員を希望するおおむね40
歳までの方
参加企業／60社(予定)
持ち物／①不要
②履歴書、ハローワークカード
問 ハロ－ワーク川越
☎049-242-0197

求人企業合同面接会
とき／10月9日(水)午後1時～4時
(受付：正午～午後3時30分)
※無料、申込不要
場所／大宮ソニックシティビル4
階市民ホール
対 象 ／ 令 和2年3月 大 学・ 短 大・
専門学校など卒業見込の方、卒業
後3年以内の方
持ち物／履歴書(複数枚)
※参加企業は、9月下旬(予定)に
埼玉県雇用対策協議会ホームペー
ジに掲載します。
問 埼玉県雇用対策協議会
☎048-647-4185
おわびと訂正
広報『富士見』8月号3ページ
の内容に誤りがありました。
おわびして訂正します。
・「1
 助け合いの中で生まれた
きずな
両国の絆 親日国・セルビア」
の6行目
誤
◯：(富士見市からも義援金を
持参)
正
◯：(富士見市からも義援金を
送金)
・「市の姉妹都市

セルビア共和
国シャバツ市」(2ページから
の続き)の18行目
誤 ：義
 援金をシャバツ市に持参
◯
しました。
正 ： 義援金をシャバツ市に送金
◯
しました。
内 270
問 人権・市民相談課 ☎◯

富士見市役所 ☎049-251-2711

10月

7日(月)・29日(火)

とき

場所

9/ 7 (土)

コープみらいミニコー
プ 羽沢店 ※雨天中止

9/14(土)

ウエルシア富士見鶴瀬
東店

内容／血圧測定、健康相談、栄養
相談など
※アンケート回答者には、特典を
プレゼント
※埼玉県コバトン健康マイレージ
に参加中の方は、その場で歩数送信
ができます。歩数計またはウエア
ラブル活動量計を持参ください。
問 健康増進センター
☎049-252-3771

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
広報富士見 9月号
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くらしの
リユース

市が発注する、小規模な工事・修
繕などを行う事業者の登録を行い
ます。
新たに登録を希望する事業者の方
のほか、現在登録している事業者
の方も手続きが必要です。
対象／市内に主たる事業所がある
法人または個人で、市税に未納が
ない方
※入札参加資格者名簿(工事)に登
録している場合は申請できませ
ん。
受付期間／10月2日(水)から随時
登録方法／
申請書と必要書類を直接
※申請書は市ホームページ、契約
検査課にあります。
登録有効期間／
11月1日～令和3年10月31日
内 514
問 契約検査課 ☎◯

メインホールとマルチホールの舞
台設備改修工事(令和2年4月1日
から)に伴う両ホールの休館につ
い て は、 令 和2年8月24日(月)利
用分から貸館を再開します。
なお、改修工事期間内でも展示・
会議室、展示室、アトリエ、スタ
ジオの貸出は行います(令和2年6
月の全館休館を除く)。
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。
内 252
問 地域文化振興課 ☎◯

市民伝言板

小規模工事・修繕受注希望者
の新規登録と更新

キラリ☆ふじみ
メイン・マルチホール
貸館再開日のお知らせ

イベント

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 422
問 建築指導課 ☎◯

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／9月17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 産業振興課 ☎◯

ぶ

9月1日～10日
屋外広告物適正化旬間

食事のとり方について気になる
方、自分や家族の健康について相
談したい方など、買い物のついで
にぜひお立ち寄りください。
日程／いずれも午前10時～正午

学

※11月以降の日程は、県ホーム
ページをご覧ください。
場所／埼玉県男女共同参画推進セ
ンター(Ｗith You さいたま)(さい
たま市)
対象／県内在住、在勤の就労中の
がん患者の方(休職中の方も含む)
申込み／
メールまたは電話で
※詳しくは、県ホーム
ページをご覧ください。
問 県疾病対策課
☎048-830-3599

つきいち～臨時農産物直売所～

子育て

9日(月)・25日(水)

スーパーでの身近な健康相談

集

9月

情報ステーション

募

県では、働くがん患者の方の治療
と仕事の両立を支援するため、看
護師、医療ソーシャルワーカー、
両立支援促進員、がん経験者によ
る相談を行います。
とき／いずれも午後6時15分～8
時30分

Information Station

ご案内

働き続けるための
「がんワンストップ相談」

FAX049-254-2000

情報ステーション Information Station
ご案内

募

集

募

すこやか支援員

集
子育て
学
ぶ
イベント

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／若干名
場所／小・中学校
時間／週5日(1日6時間)
賃金／時間額950円
応募方法／
応募用紙に記入し郵送または直接
(〒354-0021 鶴馬1873-１ 富士
見市教育委員会学校教育課)
※応募条件など詳しくは、市ホー
ムページをご覧ください。
※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。
内 622
問 学校教育課 ☎◯

市民伝言板

彩の国動物愛護推進員

くらしの
リユース

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。
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2日(月)～11月29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 県生活衛生課総務・動物指導
担当 ☎048-830-3612

17
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彩の国埼玉環境大賞の候補者
県内の環境保全活動を促進するた
め、他の模範となる優れた取組み
を行っている方を表
彰します。
対象／県内で活動す
コバトン
る団体、事業者、個人
※自薦、他薦は問いません。
応募締切／10月4日(金)
※詳しくは県ホームページをご覧
ください。
問 県環境政策課
☎048-830-3019

自衛官など採用試験
募集種目

一次試験日

防衛医科大学
10月26日㈯・27日㈰
校学生
防衛大学校学
11月 9 日㈯・10日㈰
生(一般)
防衛医科大学
校看護学科学 10月19日㈯
生(自衛官)

受験資格／
高卒(見込含む)で21歳未満の方
(令和2年4月1日現在)
申込期間／9月5日(木)～30日(月)
入校／令和2年4月上旬
問 自衛隊埼玉地方協力本部入間
地域事務所
☎04-2923-4691
NEWS

ご案内

少年相談のご案内
埼玉県警察少年サポートセンター
西分室川越相談室では、保護者や
少年などから、非行、家出、いじ
め、犯罪被害などに関する相談を
受け付けています。
一人で悩まずご連絡く
ださい。
ポッポくん
受付時間／
月～金曜午前9時～午後4時
(祝日、年末年始を除く)
場所／埼玉県警察少年サポートセ
ンター西分室川越相談室

☎049-251-2711

FAX049-254-2000

(川越市的場2649‒1 川越市立教
育センター分室(リベーラ1階))
・ 少年相談(保護者向け)
☎049-239-6598
※面接相談は要予約
・ ヤングテレホン(少年向け)
☎048-861-1152
内 622
問 学校教育課 ☎◯

9月21日～30日
秋の全国交通安全運動
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
問 交通･管理課
内 408
☎◯

市指定給水装置工事事業者
(新規・廃止)
新規登録または廃止された給水装
置工事事業者をお知らせします。
給水装置
区分
工事事業者

住所･電話番号

神奈川県横浜市
㈱リビング
新規 都筑区高山9-7
プラス
☎045-511-8777
茨城県水戸市酒
丸大燃工㈱ 新規 門町4456-5
☎029-247-1880
ipex㈱

東京都練馬区土
新規 支田4-9-1
☎03-6904-4301

東京都清瀬市中
エーアイ設
新規 里5-101-8
備サービス
☎042-495-0394
㈲中川建設 廃止

問 水道課

ふじみ野市上福
岡2-2-15

内 526
☎◯

富士見市役所 ☎049-251-2711 FAX049-254-2000

Information Station

子育て
学

お子さんと一緒におやつ作りをし
ませんか。
とき／9月29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／6組(申込順)
参加費／1組300円
持ち物／エプロン、三角きん、マ
スク、タオル
申込み／9月8日(日)午前10時から
直接または電話で
問 諏訪児童館
☎049-255-6671

集

自分を知って心を整えるコツを学
びましょう。
とき／9月19日・26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)
※保育あり(定員15人、申込順)
とも こ
講師／斉藤智 子 氏(コンフィダン
トコーチ代表)
申込み／9月2日(月)から平日午前
9時～午後5時に直接または電話で
問 鶴瀬公民館
☎049-251-1140

募

とき／9月29日(日)
午後1時45分～4時30分
場所／関沢児童館
内容／あそびのコーナー
ハロウィンドキドキルーム、射的、
くじ引き、ヨーヨーつりなど
模擬店
カレー丼、わたあめ、フランクフ
ルト、ポップコーンなど
問 関沢児童館
☎049-251-9786

親子クッキング
「お父さん出番ですよ！」

ご案内

秋まつり in 関沢児童館

ママのためのセルフコーチン
グ講座(全2回)

情報ステーション

ぶ

問 健康増進センター

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

子育て応援情報モバイルサイト
「スマイルなび」

事業名
見て！食べて！
はじめて
離乳食教室

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 離乳食全般と初
ん(おおむね生後3～5か月児)のいる保護者 ■
9月27日㈮
定 15人(申込順) ■
持 母子健康手帳、
期の話、離乳食作り体験、試食(保護者のみ) ■
13:30～15:00
申 9月17日㈫午前8時
筆記用具、手ふき(保育利用の方はお子さんに必要なもの) ■
30分から電話で ※保育あり(おおむね生後3～5か月児、定員11人(申込順))

9月27日㈮

9月 3 日㈫
9月18日㈬

12か月健診

9月 4 日㈬

1歳6か月健診

9月11日㈬

3歳健診

9月25日㈬

対 乳幼児の保護者 ■
場 ピアザ☆ふじみ
展示 10:00〜13:00 ■
内 離乳食後期(9か月)から幼児食までの実物展示
■

※入退場自由

くらしの
リユース

ニコニコ
子どものごはん展示
＆相談室

き

予 相談 10:00〜12:00 ■
対 おおむね5か月～3歳児の保護者 ■
場 ピアザ☆ふじみ
■
内
■管理栄養士による、お子さんの食事の悩みに対する個別相談
水
■
鶴
■
水
■
鶴
■
水
■
鶴
■
水
■
鶴
■
水
■
鶴
■

受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
■
対 平成31年4月1日〜4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31年4月16日〜4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30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29年12月9日〜12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28年3月生まれの子
■

市民伝言板

予
■

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。

イベント

子育て健康ガイド

乳幼児健診
専用バス運行表
鶴瀬コース

水谷コース

予 乳児相談室
■

受 9:40〜10:00 ■
対 1歳までのお子さん(第一子)とお母さん ■
場 みずほ台コミュニ
■
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
9月12日㈭ ティセンター ■
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。
持 母子健康手帳、バスタオル、そのほかお子さんに必要なもの
■

予 母乳相談室
■

対 1歳ごろまでのお子さんとお母さん ■
場 ピアザ☆ふじみ
■
9月27日㈮ 内
■助産師による個別相談 ※母乳マッサージは実施しません。
10:00～11:30 持
■母子健康手帳、バスタオル、そのほかお子さんに必要なもの

わくわく子育て
トーキング

受 9:45〜10:00 ■
対 1歳ごろまでのお子さんとお母さん ■
場 水谷公民館
■
9月24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

定 3人(申込順)
■

広報富士見 9月号
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情報ステーション Information Station
ご案内

学

募

ボランティアスクール
VR認知症体験会

ぶ

集
子育て
学
ぶ
イベント

バーチャルリアリティー(VR)の
技術を活用し、認知症の中核症状
を体験できます。
とき／10月9日(水)
①午後1時30分～3時
②午後7時～8時30分
※①②いずれかを選択
場所／鶴瀬駅前メモリードホール
(鶴瀬東)
対象／18歳以上
定員／各30人
講師／(株)シルバーウッド
参加費／1,000円(申込み後、前日
までに富士見市社会福祉協議会へ
持参）
申込み／10月7日(月)までに直接
または電話で
問 富士見市社会福祉協議会
☎049-254-0747

市民伝言板

あいサポーター研修
とき

くらしの
リユース

9月9日(月)
10:00～11:30
9月11日(水)
10:00～11:30
9月18日(水)
10:00～11:30

場所

市民福祉活動セン
ターぱれっと
ウエルシア富士見
鶴馬店
ふじみ野交流セン
ター

※無料、申込不要
問 障がい福祉課
内 372
☎◯

普通救命講習Ⅰ
とき／9月21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2日(月)～6日(金)午前
8時30分～午後5時に電話で
問 消防本部救急課
☎049-261-6673
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富士見市役所 ☎049-251-2711 FAX049-254-2000

健康づくり事業
「ノルディックウォーキング
をはじめよう！」
とき／9月9日(月)・23日(祝)・
30日(月)、10月7日(月)いずれも
午前10時～正午
場所／みずほ台中央公園交流施設
定員／20人(無料、申込順)
講師／中川光男氏、牧寿夫氏((一
社)全日本ノルディック・ウォーク
連盟)
持ち物／タオル、飲み物、運動で
きる服装
申込み／直接または電話で
問 水谷公民館
☎049-251-1129

子育て
スポーツの秋だ！
スケートへ行こう！
とき／10月6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年～中学生
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、
厚手の靴下
主催／
富士見市青少年相談員協議会
申込み／9月9日(月)～13日(金)午
前9時から直接または電話で
内 342
問 子育て支援課 ☎◯

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～令和2年2月の日程
いずれも午前10時～11時30分
10月

10日(木)・17日(木)

11月

14日(木)・28日(木)

12月

12日(木)

1月

9 日(木)・23日(木)

2月

6 日(木)・13日(木)

問合せ／
第一保育所
第二保育所
第三保育所
第四保育所
第五保育所
第六保育所

☎049-251-6553
☎048-472-9174
☎049-252-4811
☎049-251-9785
☎049-251-9784
☎049-251-4741

以下の保育園は、日程が異なるこ
とがあります。
(市外局番049)
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
「けやきっこ」
☎268-7255
子どものそのBaby保育園
☎261-7677
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」
針ヶ谷保育園
☎275-0077
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

富士見市役所 ☎049-251-2711 FAX049-254-2000

Information Station

大切な血管のお話

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。

内

～9/28(土)

社会保障学
（全4回）

医療・社会保障崩壊
しょ ほう

の現実と再生の処 方
せん

文学講座(全7回)

～11/10(日) 日記文学の名作「土
かげ ろう

佐日記」
「蜻 蛉 日記」
「紫式部日記」
「和泉
さら しな

わう
令和2年

ゆたかな日本語(全5回)

～2/9(日)

マトペを楽しむ

1/12(日)

文芸作品に見るオノ

場所／
みずほ台コミュニティセンター
※「社会保障学」のみ鶴瀬公民館
対象／市内在住、在勤の方
運営費／800円
※複数受講しても費用は変わりま
せん。
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 富士見市民大学事務局(鶴瀬公
民館内) ☎049-251-1140

8日(日)午後2時
「釣りバカ日誌」
(1988年・日本)
23日(祝)午後2時
「ギルバート・グレイプ」
(1993年・アメリカ)

おはなしかい（乳幼児）

4日(水)・18日(水)午前11時

おはなしかい（幼児・小学生）

7日(土)・28日(土)午後2時

一般映画会

7日(土)午後2時
「足元の小宇宙」
(2016年・日本)

おはなしかい（乳幼児）

11日(水)・15日(日)午前11時

おはなしかい（幼児・小学生） 11日(水)午後3時30分、
15日(日)午後2時30分
こども映画会

22日(日)午前11時
「森のはずれシャックリのぼうけん」

おはなしかい（乳幼児）

6日(金)午前11時

ぶんちゃんひろば(幼児～)

14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。

本の修理講習会
簡単な本の修理方法や修復方法を
学びます。
とき／9月27日(金)午前10時～正午
場所／中央図書館
対象／1人で作業ができる方
定員／15人(無料、申込順)
申込み／9月3日(火)午前9時から
直接または電話で
問 中央図書館
☎049-252-5825
御朱印帳づくり
とき／9月23日(祝)午後2時～4時
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
内容／御朱印の説明、御朱印帳づ
くり体験
定員／8人(応募多数の場合は抽選)
参加費／200円(材料代)
申込み／9月7日(土)～13日(金)午
前9時～午後7時に直接または電話
で
問 図書館ふじみ野分館
☎049-256-8860

16ミリ映写機技術講習会
16ミリフィルム映写機の取扱い
について学びます。講習終了後、
修了証を発行します。
とき／10月5日(土)
午前10時～午後4時
場所／中央図書館
対象／市内在住、在勤、在学の方
内容／映写機の原理と特性、映写
機の構造、トラブル対応、操作実
習など
定員／10人(無料、申込順)
講師／樋口一雄氏(北辰映像(株)代
表取締役)
持ち物／筆記用具
申込み／9月3日(火)～29日(日)午
前9時～午後7時に直接または電話
で(29日(日)は午後5時まで)
問 中央図書館
☎049-252-5825
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くらしの
リユース

式部日記」
「更級日記」
から珠玉の名文を味

一般映画会

市民伝言板

箋
9/22(日)

14日(土)午後2時
「おとし穴」
「カワウソ親子の冒険」
29日(日)午後2時
「ムーミン谷の彗星」
(1992年・日本)

イベント

9/7(土)

内容

こども映画会

ぶ

とき

ふじみ野
分 館

時

学

鶴瀬西
分 館

日

子育て

中 央
図書館

容

集

9月のおはなしかい＆映画会

市民大学後期講座追加募集
市民大学の受講生を追加募集して
います。

水谷東公民館図書室
☎049-252-5825
開室時間 火～日曜午後 １ 時～ 5 時
☎049-252-5945
※お問い合わせは中央図書館へ
☎049-256-8860
午前 9 時 ～午後 7 時

募

医療の専門家から動脈硬化症など
血管について詳しく学びます。
とき／9月12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
定員／30人(無料、申込順)
とう はら たか ゆき
講師／東 原 宣 之 氏(イムス富士見
総合病院血管外科部長)
持ち物／筆記用具
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 鶴瀬公民館
☎049-251-1140

中央図書館
鶴瀬西分館
ふじみ野分館
【開館時間】

ご案内

健康スマイル講座

情報ステーション

情報ステーション Information Station
ご案内

学

イベント
ミニ鉄道運転会(9～12月)

募
集

運転日／いずれも日曜(雨天中止)
午前10時～正午、午後1時～2時
9月

8 日・22日

10月 13日

11月 10日・24日

12月 8 日

子育て
学
ぶ
イベント

場所／むさし野緑地公園
参加費／無料
※未就学児は保護者同伴
※車での来場はご遠慮ください。
※自転車は指定の場所(公園内)に
駐車してください。
※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。
※’19富 士 見 ふ る さ と 祭 り(10月
もり
26日(土)文化の杜 公園)でも運転
会を実施します。

市民伝言板

富士見市ミニ鉄道クラブ会員募集
クラブ会員は、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、運転会当日に
お申し出ください。
問 協働推進課

内 256
☎◯

富士見市役所 ☎ 049-251-2711 FAX 049-254-2000

ぶ

ヘルスメイト(食生活改善推進
員)養成講座(全6回)

くらしの
リユース

食を通じて地域の健康を推進する
ボランティアを養成する講座です。
とき／10月10日･24日、11月7
日･21日、12月19日、令和2年1
月30日いずれも木曜午前10時～
正午(10月10日、1月30日は午前
10時～午後2時30分)
※上記のほか「健康づくり料理講
習会」に2回以上参加が必要です。
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
※62歳以上の方はご相談くださ
い。
内容／栄養に関する講義、調理実
習、運動実習(ヨガ)など
定員／15人程度(申込順)
参加費／30円(保険代)
申込み／9月30日(月)までに電話で
※参加者本人がお申し込みくださ
い。
※参加できない日程がある方はご
相談ください。
問 健康増進センター
☎049-252-3771

腰痛ひざ痛予防教室(全10回)
L♡VE Y♡U ライブ
～The コラボレーション～
とき／9月15日(日)午後1時30分
(午後1時開場) ※無料
場所／鶴瀬コミュニティセンター
出演／アンサンブル・ポコアポコ
(バンド演奏)、和太鼓 月光、ア
ンサンブル・ラ・レゾナンス(ク
ラリネット)
主催／L♡VE Y♡Uライブ実行委
員会
問 鶴瀬公民館
☎049-251-1140
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健○
P

要支援・要介護状態の要因となり
やすい腰痛とひざ痛について、セ
ルフケアの方法を学びます。
とき／9月18日～11月20日毎週
水曜午前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
内容／マシントレーニングや体操
による姿勢と動き方の調整など
定員／15人(申込順)
参加費／300円(保険代)
持ち物／飲み物、タオル
申込み／直接または電話で
問 健康増進センター
☎049-252-3771

リフレッシュ・ヨガ

健○
P

初心者向けのヨガを行います。心
と体をリフレッシュさせましょ
う。
とき・対象／いずれも火曜午前10
時～11時(受付：午前9時45分～)
シニア世代向け
10月1日

市内在住のおおむね60
歳以上の方

子育て・働き世代向け
10月8日

市内在住の18～60歳未
満の方

※60～64歳の方は日にちを選べ
ます。
※いずれも医師から運動制限を受
けていない方
場所／ピアザ☆ふじみ
定員／各20人(申込順)
講師／山中綾子氏(日本カルチャー
ヨガ協会ヨガインストラクター)
参加費／30円(保険代)
持ち物／飲み物、タオル
申込み／直接または電話で
問 健康増進センター
☎049-252-3771

季節の食材を使った
大人の料理教室
（全4回）
料理教室を通して、地域交流をし
ませんか。調理後はおしゃべりを
しながら飲食を楽しみます。
とき／9月29日、10月27日、11
月24日、12月15日いずれも日曜
午後4時～7時
場所／鶴瀬西交流センター
対象／20歳以上の方
※飲食にはアルコールを含みます。
車などでの来場はご遠慮ください。
定員／12人(応募多数の場合は抽選)
い が ら し あき よし
講師／五 十嵐章 良 氏(元ホテルメ
トロポリタン、プリンスホテル調
理師)
参加費／1回1,000円
持ち物／三角きんまたは帽子、エ
プロン、持ち帰り用の容器
申込み／9月20日(金)までの平日
午前9時～午後5時に直接または
電話で
問 鶴瀬西交流センター
☎049-251-2791

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。

富士見市役所 ☎049-251-2711 FAX049-254-2000

水子貝塚資料館のお知らせ

☎049-251-9686
休館日：月曜(祝日の場合は翌日)

ふじみジュニア考古学クラブ
（全3回）

参加費／300円
申込み／9月10日(火)～21日(土)
午前9時～午後5時に直接または
電話で

内容

10/ 6
(日)

考古学入門「専門家から考
古学を学ぼう！」
み どう しま ただし
講師：御 堂 島 正 氏(大正大学
教授)

10/19 土器の秘密を調べてみよう
(土) 講師：佐々木由香氏（昭和

女子大学・早稲田大学講
師）

ちょっ蔵市「おはぎ」販売
手作りあんこの田舎風おはぎです。
とき／9月29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

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(日) 新聞紙の弓矢
7 日(土)

ハンカチのあい染め
(材料代100円)

8日(日)

和風メモ帳

14日(土) はたおり
15日(日) トントンずもう
16日(祝) 紙ひこうき
21日(土) いろりの日
22日(日) 紙のミニ手さげ袋
23日(祝)

水でっぽう作り
定員：30人(先着順)

28日(土) はたおり
29日(日) 麦わら細工

広報富士見 9月号
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くらしの
リユース

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(各校から選ばれ
た約80作品)を展示します(無料)。
とき／9月28日(土)～10月6日(日)
場所／特別展示室
主催／水子貝塚・難波田城資料館

市民伝言板

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14日(土)午前10時～正午
場所／旧金子家住宅
定員／8組(申込順)
指導／市民学芸員
参加費／1組500円
持ち物／エプロン、三角きん、持ち
帰り容器
申込み／8月31日(土)～9月7日(土)
午前9時～午後5時に電話で

イベント

☎049-253-4664
休館日：月曜(祝日の場合は翌日)

たくほん

※映画鑑賞には敷物をご用意くだ
さい。
※ペットを連れての入場はご遠慮
ください。
※駐車場は、水谷小学校校庭をご
利用ください。
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
問 水子貝塚資料館
☎049-251-9686

ぶ

難波田城資料館のお知らせ

拓本体験教室
石碑の文字や絵を和紙に写しとる
「拓本」を体験します。作品はカレ
ンダーに仕上げます。
とき／10月5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

学

※いずれも午前10時～正午
対象／小学4～6年生
定員／15人(応募多数の場合は抽選)

子育て

10/12 貝塚の貝を調べてみよう
(土) 講師：当館学芸員

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16日(祝)午前10時、午
後1時30分(いずれも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)
定員／各40人(先着順）
参加費／100円(材料代)

集

とき

募

とき／9月7日(土)午後3時 ～ 8時
15分 ※雨天時は8日(日)
場所／水子貝塚公園
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、MISA KID☆S、
Dancing Crew MAC、おみこし、
御柱行列、みんなで歌っておどろ
う(けやき子ども園、みずたに幼
稚園、ほんごう幼稚園、富士見れ
んげこども園）
縄文体験(午後3時～5時)
まがたまづくり(150円)、火おこ
し・やりなげ体験、つると麻ひも
の壁飾りづくりなど
模擬店(午後3時～8時)
※今年は水子貝塚の国史跡指定
50年と公園開園25年を記念して
お か だいら
「陸平貝塚をヨイショする会」(茨
み ほ
城県美 浦 村)の特設ブースも出店
します。
映画(午後6時30分～8時ごろ)
「ペット」

情報ステーション
ご案内

水子貝塚まつり・星空シアター

Information Station

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2019
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、子どもから大人まで交流
を楽しめます(無料)。外国のお菓
子のプレゼントタイムもありま
す。
とき／9月28日(土)
正午～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ましょう。
アトラクション
太鼓の演奏、太極拳演武＆体験、
オリンピック・パラリンピックの
ホストタウン企画 セルビア共和
国の紹介、フラワーダンス、フラ
ダンス、ソングソングソング♪
体験・展示ブース
てんこく
世界のお茶体験、篆刻体験、太鼓
の体験、ボッチャ体験、民族衣装
や着物の試着(記念写真をプレゼ
ント)、フラワーアレンジメント、
しおりをつくろう、ミニ白バイ展
示と警察官制服試着、国際交流関
係団体の活動紹介展示など
主催／市、市教育委員会、富士見
市国際友好協会
内 270
問 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14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 富士見高等学校(関谷)
☎049-253-1551
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勝瀬de縁日

県南西部地域自転車ツアー

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7日(土)
午前10時～午後4時
場所／ふじみ野交流センター
内容／遊び、模擬店、太鼓・歌・
はや し
子、子ど
ダンスなどの公演、お囃
だ し
も山車ほか
主催／勝瀬de縁日実行委員会
問 ふじみ野交流センター
☎049-261-5371

つるせバスケット朝市
問 産業振興課

内 383
☎◯

とき／9月23日(祝)午前8時～正午
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
お惣菜、雑貨など
主催・問合せ／つるせバスケット
朝市実行委員会(鶴瀬駅西口通り
商店会)
事務局：ラムズイヤー
☎049-293-6424

市民総合体育館のお知らせ

☎049-251-5555

大人の卓球教室(全10回)
とき／10月2・9・30日、11月6・
13・20・27 日、12 月 4・11・
18日いずれも水曜
初心者コース
午前9時～10時45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
対象／高校生以上
定員／各20人(申込順)
参加費／7,000円
申込み／9月9日(月)午前9時から
直接または電話で
体力測定
とき／10月14日(祝)午前9時30分
～正午(午前9時集合) ※無料
場所／メインアリーナ
対象／20歳以上 定員／100人
申込み／9月9日(月)～10月13日
(日)午前9時～午後9時30分に直
接または電話で

埼玉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(無
料)。
とき／10月19日(土)午前9時～午
後3時ごろ ※荒天時は20日(日)
対象／小学生以上で、原則として
集合場所に自転車で参加できる方
※小中学生は保護者同伴(13歳未
満はヘルメット着用必須)
※傷害保険は主催者で加入します。
※飲食代、拝観料などは参加者負担
内容／
Ａコース(志木駅集合)
「オリンピック・パラリンピック
の街体感コース」(朝霞市、志木
市、和光市、新座市方面)
・新座市を事前キャンプ地とするブ
ラジルの文化とのふれあい体験
・射撃競技に親しむ「ビームライ
フル体験会」
Ｂコース(鶴瀬駅集合)
さん とめ しん
「川越街道と循環型農業の三 富 新
でん
田 巡りコース」(富士見市、ふじ
み野市、三芳町方面)
・日本農業遺産に認定された農法
が有名な三富新田
・歴史ある古民家・旧島田家住宅
定員／各15人 ※いずれも応募多
数の場合は抽選
申込み／9月1日(日)～20日(金)
にFAX、メールまたは電話で
※申込書は9月1日
(日)から県ホーム
ページで入手可
※詳しくは県ホー
ムページをご覧く
ださい。
問 県南西部地域振興センター
☎048-451-1110
FAX048-451-1113
j5111104@pref.saitama.lg.jp
よ

せ

針ケ谷コミセン寄席
とき／9月29日(日)午後2時
場所／
針ケ谷コミュニティセンター
※無料
出演／立教大学落語研究会
問 針ケ谷コミュニティセンター
☎049-251-8478

富士見市役所 ☎049-251-2711

Information Station

情報ステーション

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 ☎○

イベント

ほ

むさしのコーラス
月3～4回金曜10:00～12:00／鶴瀬公
民館／女性／歌の好きな方お待ちして
ます／入会金1,000円／月会費3,500円
佐藤 ☎049-263-6702

8月2日現在●
内 248
問 環境課 ☎◯
●

くらしの
リユース

すわ・氷川森の会
年数回日曜午前(不定期)／市民緑地「諏
訪の森」
周辺／中学生以上／ごみ拾い、
水路の清掃などの環境整備／年会費
1,000円／柳田 ☎090-3228-4092

富士見市マスコットキャラクター
ふわっぴー

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

ゆずってください

チェスト／本箱／座いす／照明器具／スリムファン(扇風機)／灯
ろう／耐火金庫／ひな人形(八段飾り)／五月人形(兜一式)／練習用
カットウィッグ／冬山登山用ピッケルとかんじき(竹製)／猫のト
イレ･砂(紙タイプ)／富士見高校冬用制服(男子用170㎝ )／夏･冬
用子ども服(男児用110～120㎝ )／チャイルドシート
かぶと

市民伝言板

集

掲載方法
市内で活動している団体･サークル
の催し物案内や会員募集を1年に1回
掲載することができます(4月号～翌
年3月号)。
掲載は受付順です。申込書は秘書広
報課にあります。原則として掲載月
の 前 々 月 の25日（25日 が 土･日 曜、
祝日の場合はその前日）までにお申
し込みください。
詳しくはお問い合わせください。

イベント

募

ほ

ぶ

富士見市民吹奏楽団
定期演奏会…9月22日㈰13:30～16:00
(13:00開場)／キラリ☆ふじみ／ディ
ズニーランドセレブレーション、
「あ
んたがたどこさ」
の主題による幻想曲、
ドクターＸのテーマほか／無料
会員募集…毎週水曜19:00～22:00／鶴
瀬コミュニティセンター／高校生また
は16歳以上の楽器経験者／年1回の定
期演奏会と依頼演奏を中心とした活動
／月会費一般2,000円、高校生500円
／佐藤 ☎050-5307-0240

や

学

秋の山野草展
9月22日㈰･23日㈷／9:00～17:00(初
日は9:30から、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／斉藤 ☎090-9323-4576

公開ハイキング「筑波山」(茨城県)
10月27日㈰ふじみ野駅東口6:10集合
／紅葉と山頂からの景色を楽しみま
しょう／定員30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)

鶴瀬フォークダンスサークル
第2･4木曜9:30～11:00／鶴瀬公民
館／女性／やさしいフォークダンス･
レクダンスを楽しく踊りましょう／月
会費1,000円／
須藤 ☎049-255-6785

子育て

どけん祭り
9月22日㈰10:00～15:00／文化の杜
公園／ヒーローショー、フワフワドーム、
働く車試乗、模擬店、フリーマーケッ
ト(出店者募集中)など／無料／埼玉土
建ふじみ野支部 ☎049-251-2540

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9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9月30日㈪／共催富士見市
／谷口 ☎049-252-9955

みずほＥＣ会話会
月4回土曜10:00～11:40／みずほ台コ
ミュニティセンター／高校生以上／英米
人を招いての英会話／月会費2,000円
／体験あり(500円)／
浜田 ☎049-268-1302

集

歌と踊り ふれあいの集い歌謡祭
9月15日㈰10:30開演(10:00開場)／
キラリ☆ふじみ／主催富士見カラオケ
愛好会／無料／
小池 ☎080-3400-5577

針ヶ谷うたうギターサークル
第1･3土曜13:00～17:00／針ケ谷コ
ミュニティセンター／クラシックギ
ター。ひき語り、簡単な合奏／月会費
2,500円／初心者歓迎／
吉田 ☎049-253-3075

募

水彩画作品展 絵画クラブ・
「アトリエ」
9月3日㈫～8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／
野崎 ☎090-3698-3089

三芳太陽の家「ふれあいオーケストラ」
10月5日㈯13:30～15:00(13:00開場)
／三芳町文化会館コピスみよし／ディ
ズニーファンティリュージョン、とな
りのトトロメドレーほか。聴くだけで
なく、歌ったり踊ったりもします／9月
2日㈪から要申込／(福)入間東部福祉会
三芳太陽の家(担当：森井)
☎049-259-0058

ご案内

市民伝言板

FAX049-254-2000

掃除機／電子ピアノ／DVDレコーダー／キーボー
ド(音楽用)／富士見台中競泳用水着(女子用150㎝ )
／諏訪小スクール水着(男児用140㎝ )／きたはら幼
稚園制服･ジャージ(男児用100～120㎝ )／ベビー
カー(B型)
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