富士見市役所 ☎049-251-2711

キラリ☆ふじみのイベント内
容などは、ＨＯＴキラリ10月
号またはキラリ☆ふじみホー
ムページをご覧ください。
問 キラリ☆ふじみ
☎049-268-7788

広報富士見 10月号

14

くらしの
リユース

お知らせ

市民伝言板

平成27年度税制改正により特例
税率が段階的に廃止され、令和元
年10月1日からは一般品と同税率
となります。
※この税率改正に伴い、税率引き
上げ時点で、たばこ小売販売業者
などが販売のために所持している
一定数以上の紙巻きたばこ3級品
は、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
ホームページまたは総務省ホーム
ページをご覧ください。
内 347
問 税務課諸税係 ☎◯

とき／11月5日(火)午後1時30分～
4時
(受付：午後1時～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(11月5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／40社(予定)
持ち物／①不要
②履歴書、ハローワークカード
問 ハローワーク川越
☎049-242-0197

イベント

10月1日から、
紙巻きたばこ3級品に係る税
率が変わります

新規学卒・若者就職面接会

ぶ

麻薬･覚せい剤などの薬物の乱用
は、自分の人生だけでなく、家族
など周りの人たちの人生も狂わせ
てしまいます。
「ちょっとなら…」
といった考えは誤りです。正しい
知識を身につけ、薬物の乱用を根
絶しましょう。
※薬物でお困りの方はご相談くだ
さい。
問 朝霞保健所 ☎048-461-0468

平成28年度税制改正により、「令
和元年10月1日以降に開始する事
業年度」から、制限税率(12.1％
から8.4％へ)と標準税率(9.7％か
ら6.0％へ)が変更されます。また、
「令和元年10月1日以降に開始す
る最初の事業年度または連結事業
年度分(1事業年度分のみ)」の予定
申告の法人税割額は、経過措置が
設けられています。
詳しくは市ホームページをご覧く
ださい。
内 348
問 税務課諸税係 ☎◯

学

10月1日～11月30日
麻薬･覚せい剤乱用防止運動

法人市民税の
法人税割率が変わります

人事担当者との個別面接会とハ
ローワーク職員による就職相談を
行います。
とき／10月28日(月)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
示場ほか ※無料、申込不要
対象／保育士、保育補助などとし
て就職を希望する方
参加事業所／80か所(予定)
持ち物／ 履 歴 書、 自 己PR書 な ど
(複数枚)、ハローワークカード(お
持ちの方)
※参加事業所など詳しくは、埼玉労
働局ホームページをご覧ください。
問合せ／
埼玉労働局職業安定課職業紹介係
☎048-600-6208
県少子政策課施設運営･人材確保
担当 ☎048-830-3349

子育て

不正軽油とは、県の税金である軽
油引取税の脱税を目的として、軽
油に灯油や重油などを混ぜた燃料
や、自動車の燃料として使用され
る灯油や重油のことをいいます。
不正軽油の製造・販売・使用は悪
質な脱税行為であり、公正な市場
競争を阻害し、環境や健康にも重
大な影響を与えます。
「黒煙など通常とは異なる排気ガ
スを出して走行していた」など、
不正軽油に関する情報をお持ちの
方はご連絡ください。
問 県税務課 ☎048-830-2665
FAX048-830-4737

10月1日から、埼玉県最低賃金は
時間額926円(引上げ額28円)とな
ります。
埼玉県最低賃金は、年齢や雇用形
態に関係なく、パートや学生アル
バイトを含め県内の事業場で働く
すべての労働者に適用されます。
使用者も、労働者も、賃金が１時
間当たり926円以上かどうか必ず
確認しましょう。
※一部の産業には、特定(産業別)
最低賃金も適用されます。
問 埼玉労働局労働基準部賃金室
☎048-600-6205

保育士合同就職面接会

集

10月は不正軽油撲滅対策強
化月間です

埼玉県最低賃金の改正

情報ステーション

募

良好な市街地環境の形成や安全で
良質な建築物の普及をめざして、
県下一斉に
「違反建築なくそう運
動」(10月9日～23日)を行います。
その一環として法令などの説明会
と無料建築相談などを行います。
とき／10月16日(水)
午後2時～4時
アリット
場所／入間市博物館ALIT(入間市
二本木100)
内容／市街地再生、建築基準法の
改正、
建築物などの定期報告制度、
木造住宅の無料耐震診断や無料建
築相談
内 422
問 建築指導課 ☎◯
川越建築安全センター
☎049-243-2102

Information Station

ご案内

ス

ルール守って明るく住マイル
｢違反建築なくそう運動｣

FAX049-254-2000

情報ステーション Information Station
ご案内

NEWS

ご案内

募

海洋プラスチックごみ問題

集
子育て
学

海洋プラスチックごみ問題は、川
から海へ流れ込むものが大きな原
因となっています。
ピクニック、バーべキュー、お祭
りなど、ごみ箱のない屋外で出し
たごみは、ポイ捨てなどをせずに
きちんと持ち帰りましょう。
また、レジ袋削減のため、買い物時
はマイバッグを活用しましょう。
内 246
問 環境課 ☎◯

ぶ

マンションなどの貯水槽所有
者・管理者へのお願い

イベント
市民伝言板
くらしの
リユース

ビル･マンションなどには、市の
水道管から貯水槽(受水槽や高架
水槽の総称)に水をため、各住戸
などに供給している建物がありま
す。この貯水槽所有者(設置者)な
どは一定の基準に従いその水を管
理する義務があります。
基準とは、貯水槽の清掃や点検、
水質検査を1年以内ごとに1回、定
期的に行うことです。
安全で衛生的な水を供給するた
め、所有者などは適正な管理をお
願いします。
内 525
問 水道課 ☎◯

11月1日は「彩の国教育の日」
県 で は、11月1日 を
「彩の国教育の日」
、
11月1日～7日を
「彩
の 国 教 育 週 間 」と し
ています。期間中は、県や市町村、
学校、社会教育施設、各種団体な
どで、学校公開や親子向け体験教
室などの事業を多数実施していま
す。市内でも多くの学校が「彩の
国教育の日」に係る取組みを行い
ます。ぜひご参加ください。
※詳しくは県ホームページをご覧
ください。
内 623
問 学校教育課 ☎◯
県生涯学習推進課
☎048-830-6979

15

広報富士見 10月号

富士見市役所

道水路台帳作成にご協力を
市では、皆さんの敷地と道水路と
の境界を把握するために測量を行
い、道水路台帳図を作成していま
す。
境界確認作業では、事前に現地調
査を行い、その後、立会依頼の通
知を送付し、境界立会を行います。
現地調査中に皆さんの敷地へ立ち
入る必要が生じたときは、身分証
明書を提示しますのでご協力をお
願いします。
測量区域／大字水子(山崎前、山
崎、 西 桜 井、 東 小 原、 打 越 下)、
大字鶴馬(前谷)、鶴馬3丁目の各
一部とその周縁道路
測量期間／令和2年3月まで
測量会社／国際航業(株)埼玉支店
担当：田崎、安達
☎048-686-1220
内 407
問 交通･管理課 ☎◯

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9日(水)
午後1時30分～3時30分
場所／鶴瀬駅西口サンライトホール
※申込不要
問 埼玉司法書士会志木支部
担当：小野寺 ☎048-487-1900

行政相談週間
(10月7日～13日)
さいたま一日合同行政相談所
国･県の職員、弁護士などが役所
の仕事に関する苦情･要望などの
相談に応じます。
とき／10月17日(木)
午前10時30分～午後4時
(受付：午前10時15分～午後3時
30分) ※無料、申込不要
場所／浦和コルソ7階ホール
(JR浦和駅西口徒歩1分)
相談内容／登記、雇用、年金、相
続、税金、道路、法律問題、行政
一般など
問 総務省関東管区行政評価局
☎048-600-2311

☎049-251-2711

FAX049-254-2000

10月21日～30日
犬の正しい飼い方普及旬間
犬を飼うときは、次のことを必ず
守りましょう。
・犬
 の登録は生涯1回、犬への狂
犬病予防注射は年1回受けましょ
う。
※狂犬病予防注射を受けたら健
康増進センターに届出をしてく
ださい。
・鑑
 札と注射済票は犬に必ずつけ
ましょう。
・放
 し飼いはやめましょう。散歩
のときは必ずリードをつけ、フ
ンは必ず持ち帰りましょう。
・異
 常に鳴き続けるなど、近隣に迷
惑をかけないようにしましょう。
・ 飼育環境を整え、家族の一員と
して終生かわいがりましょう。
犬に関する相談／朝霞保健所
☎048-461-0468
問 健康増進センター
☎049-252-3771

県下一斉 行政書士無料相談会
相続、遺言、成年後見、離婚、交
通事故、各種許認可などの相談が
できます。
とき／10月20日(日)
午前10時～午後4時 ※申込不要
場所／鶴瀬駅西口サンライトホール
主催／埼玉県行政書士会東入間支
部
問 前田行政書士事務所
☎049-251-7361

ハロウィンジャンボ宝くじ
発売総額／240億円(8ユニット)
発売期間／9月 24 日 ( 火 ) ～ 10 月
18日(金)
抽選日／10月30日(水)
  3億円× 8 本
賞金／<1等>
<前後賞>  各1億円× 8 本
500万円×16本
<2等>
※この宝くじの収益
金は、市町村の明る
く住みよいまちづく
りに使われます。
問 (公財)埼玉県市町村振興協会
☎048-822-5004

富士見市役所 ☎049-251-2711

ご案内

活動日

水谷第2放課後児 毎週木曜
童クラブ
10:30～12:00
前谷集会所
毎週木曜
(男性優先クラブ) 10:00～11:30

※市内には多くの体操クラブがあ
り、高齢者の皆さんが活動してい
ます。
問 健康増進センター
☎049-252-3771

2020年版
埼玉県民手帳を販売します
サイズ(色)／14×9cm
(黒、グレイッシュブルー)
価格／550円(税込み)
販売場所／市役所(市政情報コー
ナー)、各出張所
販売期間／10月11日(金)～12月
13日(金)(予定)
内 225
問 総務課 ☎◯

問 税務課家屋係

内 355
☎◯

介護支援ボランティア
介護保険施設などでボランティア
活動を行い、活動の時間と回数に
応じてスタンプを押してもらいま
す。ためたスタンプは活動の翌年
度にポイントとなり、特典と交換
することができます。
詳しくは、説明会にご参加くださ
い(申込不要)。
説明会／午前10時
とき

場所

10/16(水) 水谷公民館
11/13(水) 鶴瀬西交流センター

※12月以降も説明会があります。
対象／市内在住の65歳以上で、介
護保険の要介護･要支援の認定を
受けていない方
問 健康増進センター
☎049-252-3771
広報富士見 10月号
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くらしの
リユース

場所

登記済みの家屋を取り壊した場
合、さいたま地方法務局志木出
張 所(☎048-476-1230)に 滅 失
登記の申請をしてください。

市民伝言板

新しい体操クラブが増えました。

令和2年1月1日現在で家屋が存在
する場合、令和2年度の固定資産
税・都市計画税の課税対象となり
ます。今年中に家屋を取り壊した
場合、令和2年度からその家屋に
対する固定資産税がかからなくな
るため、今年中に家屋を取り壊し
た方や取り壊す予定がある方はご
連絡ください。

イベント

10月1日(火)から、子ども未来応
援センター内に移転します。
※電話番号、FAX、メールアドレ
スに変更はありません。
移転先住所ほか／
〒354-0021 鶴馬3351-2
子ども未来応援センター内(健康
増進センター1階)
月～金曜午前9時～午後5時
(祝日、年末年始を除く)
問 富士見市ファミリー・サポート
・センター ☎049-251-3337

健康寿命を延ばす！
ふじみパワーアップ体操

家屋の取り壊しやその予定が
あるときは

ぶ

富士見市ファミリー・サポート
・センター移転のお知らせ

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。
※買い物袋をお持ちください。
とき／10月15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 ☎◯

学

照明設備改修工事と女子トイレの
増設工事を行います。工事期間中、
一時利用の受け入れ台数が少なく
なりますのでご了承ください。
※工事の進捗状況により、利用可
能台数は変動します。
※定期利用は引き続き利用可能です。
工事期間／
11月～令和2年1月末日(予定)
内 408
問 交通・管理課 ☎◯

つきいち～臨時農産物直売所～

市民サービスの一環として、法務
局からの登記情報などを基に、土
地・家屋台帳と公図を作成し閲覧
を行ってきましたが、令和元年12
月27日(金)をもって廃止します。
今後、登記情報などは、さいたま
地方法務局志木出張所(志木市本
町1-4-25 ☎048-476-1230)を
ご利用ください。
内 347
問 税務課諸税係 ☎◯

子育て

ふじみ野駅東口・西口市立自
転車駐車場 一時利用の利用
制限のお知らせ

鶴瀬･南畑･水谷･水谷東公民館を
利用して活動しているサークル(市
内登録団体)の見学や体験ができ
ます。ぜひお越しください。※各
公民館にパンフレットがあります。
問 鶴瀬公民館 ☎049-251-1140
南畑公民館 ☎049-251-5663
水谷公民館 ☎049-251-1129
水谷東公民館 ☎048-473-8717

土地・家屋台帳と公図の閲覧
を廃止します

集

砂川堀の治水対策のため、新河岸
川と砂川堀の合流地点で工事を行
います。工事期間中は、伊佐島橋
～南畑橋の区間が通行止めとなり
ます。詳しくは市ホームページを
ご覧ください。
通行止め期間(工事期間)／
11月上旬～令和2年3月下旬(予定)
※工事完了後は伊佐島橋～南畑橋
区間のサイクリングコースが一部
変更となります。
問 工事に関すること：県川越県土
整備事務所 ☎049-243-2023
サイクリングコースに関すること：
内 252
地域文化振興課 ☎◯

10月1日～31日
公民館サークル活動公開月間

情報ステーション

募

富士見サイクリングコース
通行止めのお知らせ

Information Station

ご案内

NEWS

FAX049-254-2000

情報ステーション Information Station
ご案内

子育て

募

子育て応援の勉強室
～カタにはまらない子育て術～

集

とき

子育て

内 容
楽しい個性の育て方・
10/29(火)
みんな違っていいはず！
あわてず騒がず真剣
11/ 6(水) に・思春期キッズとの
向き合い方
よりよい人生を創るた
11/20(水)
めの性教育を考えよう

学
ぶ
イベント
市民伝言板

いずれも午後1時～2時30分
場所／水谷東公民館
対象／小中学生の保護者
定員／各40人(無料、申込順)
講師／竹内晴美氏(埼玉県家庭教
育アドバイザー)
主催／水谷東小学校・水谷中学校
PTA、水谷東公民館
協力／東っ子くらぶ、水谷東小学
校学校応援団
申込み／9月30日(月)午前9時から
直接または電話で
※保育あり(要予約)
問 水谷東公民館
☎048-473-8717

くらしの
リユース

募

集

子育てハッピー県営住宅入居者
若い子育て世帯を支援するため、
県営住宅に専用枠を設け、入居者
を募集します。
入居予定日／12月23日(月)以降
対象／夫婦がともに39歳以下の
世帯(子どもの有無は不問)
※収入などの各種条件があります。
※募集要項は建築指導課、各出張
所、県住宅課(第2庁舎)、埼玉県
住宅供給公社で配布します。
申込み／10月1日(火)～21日(月)
(消印有効)に郵送
問 埼玉県住宅供給公社
☎048-829-2875
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入間東部地区駅伝競走大会
ネーミングライツと協賛を募集
入間東部地区駅伝競走大会(令和
2年2月16日(日)開催)のネーミン
グライツと協賛企業･団体などを
募集します。大会を盛り上げるに
は皆さんのご協力が不可欠です。
ネーミングライツ(大会命名権1社
限定)
命名権料／30万円以上
募集期間／10月1日(火)～18日(金)
※後日、選考会で決定
協賛
①ポスターなど掲示物への団体名
の表示／5千円以上
②ナンバーカードへの団体名の表
示(5社) ／3万円以上
募集期間／
①10月1日(火)～12月20日(金)
※ポスターへの掲載は、11月15
日(金)まで
②10月1日(火)から(申込順)
問 入間東部地区駅伝競走大会事
内 634
務局(生涯学習課) ☎◯
はなわ ほ

き いち

県立特別支援学校 塙 保己一学園
(盲学校)高等部専攻科入学者
視 覚 障 が い(全 盲 ま た は 弱 視)の
10～60歳代の方が、あん摩･マッ
サージ･指圧、はり、きゅうの技能
を習得しています。卒業時には国
家試験の受験資格が得られます。
対象／県内在住で次のすべてに該
当する方
・両
 眼の矯正視力がおおむね0.3
未満の方、または0.3以上の方で
盲学校の教育を受けることが適
当であると判断ができる方(身体
障害者手帳を未取得の方も含む)
・高
 等学校を卒業した方(令和2年
3月卒業見込含む)、または同等
以上の学力がある方
選考日／
第1次募集：11月29日(金)
第2次募集：令和２年2月14日(金)
※第1次募集で定員に達した場合
は、第2次募集は行いません。
問 県立特別支援学校塙保己一学
園(川越市笠幡85-1)
☎049-231-2121

☎049-251-2711

FAX049-254-2000

打越市民農園の利用者追加募集
募集区画数／約15区画
(1区画約30㎡。1世帯2区画まで)
申込資格／市内在住の方で草刈り
などの適切な区画管理ができる方
場所／鶴馬3丁目地内(山崎公園西側)
利用期間／
契約日～令和2年3月末日
利用料／月額500円
申込み／電話で(申込順。土･日曜、
祝日を除く)
※後日契約のために入間東部シル
バー人材センター富士見事務所で
手続きをお願いします。
※農園に水道、ごみ捨て場、駐車
場はありません。
問 入間東部シルバー人材センター
富士見事務所
☎049-253-6686

緊急時保育サポーター
緊急時の子どもの預かりや病児の
預かり、送迎などを支援するサ
ポート会員(有償ボランティア)を
募集します。1回ごとの活動が中
心となりますので、空いた時間を
使って始めてみませんか。
サポート会員にな
るには、講習会へ
の参加が必要で
す。
講習会(全4回)
時間・場所／午前9時30分～午後
4時30分・ふじみ野交流センター
とき

内

容

緊急サポートの活動につ
11/
いて、昨今のお母さんの
11(月)
子育て事情
12(火)

子どもの体と心の発達･生
活･遊び

13(水)

子どもの病気の特性、病児
の観察とケア、感染予防

子どもの事故と安全管理・
14(木) 応急処置、車の送迎の注
意点(リスクマネジメント)

サポートの利用会員も随時募集
サポートを利用するには登録が必
要です。右記コードから
ご登録ください。
問 緊急サポートセンター
埼玉 ☎048-297-2903

富士見市役所 ☎049-251-2711 FAX049-254-2000

ファミサポ ステップアップ講座

とき╱10月24日(木)
午前10時～正午

子育て応援情報モバイルサイト
「スマイルなび」

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
■
■

ニコニコ
子どものごはん展示
＆相談室

4か月健診

12か月健診

1日目
対 初めての出産を
10月 5 日㈯ ■
9:30～15:30 令 和2年1･2月 に
迎えるご夫婦
場 針ケ谷コミュニ
■
2日目
ティセンター
11月 7 日㈭ 定
（申込順）
■15組
10:00～15:30

10月17日㈭

10月 2 日㈬
10月15日㈫
10月 1 日㈫
10月23日㈬
10月 9 日㈬

3歳健診

10月29日㈫

予 はじめてパパの
■
子育てサロン

詳

細

内 ビデオ上映、赤ちゃんの環境と衣類･保育、
■

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
持 母子健
前後に利用できる制度、家族計画、パパの妊婦体験 ■
康手帳、筆記用具、手鏡･大人用歯ブラシ（ご夫婦各自）、昼食
受 9:50〜10:00 ■
内 妊娠中から考える健康家族のバランス食、
■
もく浴実習、妊娠から出産･赤ちゃんとの生活、パパの妊婦体
持 母子健康手帳、筆記用具、昼食、ママパパ学級テキスト
験 ■
（1日目に配布）
、母子健康手帳の副読本（“妊娠おめでとうござ
います”の袋に同封）
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 ■
10月17日㈭
定 15人
持 母子
（申込順） ■
話、調理のデモンストレーション、試食（保護者のみ） ■
13:30～15:15
申 10月7日㈪午前8
健康手帳、筆記用具（保育利用の方はお子さんに必要なもの） ■
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11人(申込順))

1歳6か月健診

予 母乳相談室
■

受 9:20〜9:30
■

10月17日㈭
10:00～11:30
10月 5 日㈯
9:50～12:00

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

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
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
水 ■
■
対 令和元年5月1日〜5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 ■
■
乳幼児健診
対
鶴
■ ■令和元年5月16日〜5月31日に生まれた子
専用バス運行表
受 12:50〜13:40 ■
場 健康増進センター
水 ■
■
対 平成30年10月1日〜10月23日に生まれた子
鶴 ■
■
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30年10月24日〜11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1月1日〜1月23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28年4月生まれの子
鶴 ■
■
対 1歳ごろまでのお子さんとお母さん ■
場 ピアザ☆ふじみ
■
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。 ■
定 3人
（申込順）
■
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
受 9:40〜9:50 ■
対 1歳までのお子さん
場 針ケ谷コミュニティ
（第一子）とお父さん ■
■
内 はじめての育児、パパ同士の情報交換と交流、現在妊娠中の夫婦と
センター ■
持 母子健康手帳、そのほか各自必要なもの
の交流 ■
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くらしの
リユース

予 見て！食べて！
■
すてっぷあっぷ
離乳食教室

き

市民伝言板

予 パパママ
■
準備教室

と

イベント

事業名

※聴覚障がいの方はファックスでお申し込みください。

ぶ

問 健康増進センター　　☎049-252-3771 ℻049-255-3321

学

子育て健康ガイド

子育て

大人の心をやさしくノックする
「絵本セラピー」 へようこそ！

集

場所╱鶴瀬西交流センター
対象╱ファミリー・サポート・セ
ンター会員、市内在住の方
定員╱30人(申込順)
うらら
講師╱岡本麗 氏(絵本セラピスト
協会認定絵本セラピスト、心理カ
ウンセラー)
参加費╱50円(お茶代)
申込み╱10月1日(火)～17日(木)
に直接または電話で
問 富士見市ファミリー・サポート・
センター
☎049-251-3337

募

とき／11月10日(日)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／市内在住の年長～小学生と
保護者
メニュー／豆腐クリームのパング
ラタン、焼き春巻、レタスとベー
コンのスープ、牛乳ココアプリン
ほか
※アレルギーのある方は要相談
定員／10組程度(申込順)
講師／富士見市食生活改善推進員
協議会

参加費／1人300円(材料代ほか)
持ち物／エプロン、三角きん、布
きん、手ふき、筆記用具
申込み／10月1日(火)～11月1日
(金)に電話で ※参加者本人がお
申し込みください。
問 健康増進センター
☎049-252-3771

情報ステーション
ご案内

おやこ食育教室

Information Station

情報ステーション Information Station
ご案内

学

ぶ

あいサポーター研修

募
集
子育て

と き
10月 1 日(火)
10:00～11:30
10月11日(金)
10:00～11:30
10月17日(木)
13:30～15:00

場 所
市民福祉活動セン
ターぱれっと
ウエルシア富士見
鶴瀬東店
南畑公民館

※無料、申込不要
問 障がい福祉課
内 372
☎◯

学
ぶ

甲種新規および乙種
防火管理講習

イベント
市民伝言板
くらしの
リユース

とき／
甲種新規 10月24日(木)・25日(金)
乙種 10月24日(木)
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(テキスト代ほか)
申込み／10月8日(火)～11日(金)
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
※代理申請可
問 消防本部予防課
☎049-261-6007
東消防署消防課
☎049-255-4119

普通救命講習Ⅰ
とき／10月20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／10月7日(月)～11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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埼玉都民大集会
～地域でつながろう～
埼玉都民を対象に地域デビュー啓
発セミナーを開催します(無料)。
とき／11月1日(金)午後5時45分
(受付：午後4時～)
場所／有楽町よみうりホール
対象／都内通勤の県内在住者ほか
内容／ トークセッション
(佐々木則夫氏(大宮アルディージャ
トータルアドバイザー))
講演(森永卓郎氏(獨協大学教授、
経済アナリスト))
ロビーを活用した地域のＰＲ
（名刺交換、パネル展示ほか）
申込み／右記コードから
主催／県
問 埼玉都民大集会事務局
saitamatomin@tsp-taiyo.co.jp

子育て
親子で音楽を楽しもう
ファミリーコンサート♪
子どもと一緒に気軽に聴けるコン
サートです。妊娠中の方もぜひご
参加ください。
とき／10月17日(木)午前10時15分
～11時30分(受付：午前9時50分～）
場所／キラリ☆ふじみ
対象／未就園児と保護者、妊娠中
の方
定員／300人(無料、申込順)
出演／のんちゃん＆まきちゃん、
ムジカべべ
主催／富士見市母子保健推進員連
絡協議会
申込み／10月1日(火)から電話で
問 健康増進センター
☎049-252-3771
小さな子どものためのコンサート
とき／11月7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(演奏：東邦音楽大学生)

定員／400人(申込順、全席自由)
料金／大人300円、子ども無料
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26日(木)～10月15日
(火)に市内の子育て支援センター
などへ直接。詳しくは市ホーム
ページをご覧ください。
※子育て支援センター「ぴっぴ」
は、10月24日(木)まで販売。
※申込み後の返金はできません。
問 子育て支援センター「ぴっぴ」
☎049-251-3005

保育所展
とき／10月28日(月)～11月1日(金)
午前9時～午後4時30分
(初日は午前10時から、最終日は
午後3時まで）
場所／市役所1階待合スペース
内容／写真展示（保育所・子育て
支援センターでのようすなど)、手
作りおもちゃ・給食サンプル展示
問合せ／
第一保育所 ☎049-251-6553
第二保育所 ☎048-472-9174

おでかけぴっぴのひろば
子どものあそび場に、友だちづく
りに、気軽にお越しください。
10月
11月
12月
令和2年
1月
2月
3月

鶴馬１丁目集会所 水谷東公民館
8 日(火)
23日(水)
12日(火)
27日(水)
10日(火)
お休み
14日(火)

22日(水)

お休み
10日(火)

26日(水)
25日(水)

いずれも午前10時～11時30分
対象／未就学児と保護者(無料)
内容／身長・体重測定、自由あそ
び、紙芝居など
※お誕生月のお子さんには手形を
とってカードをプレゼント
※身長・体重測定は午前11時まで
問 子育て支援センター「ぴっぴ」
☎049-251-3005

富士見市役所 ☎049-251-2711 FAX049-254-2000

内

鶴瀬西
分 館

日

時

こども映画会

14日(祝)午後2時
「おしりたんてい ププッかいとう たい たんてい前後編」
27日(日)午後2時
「ナイトメア・ビフォア・クリスマス」

一般映画会

11日(金)午後2時
「夢」
(1990年・日本)
(2004年・アメリカ)
20日(日)午後2時
「ミリオンダラー・ベイビー」

おはなしかい（乳幼児）

2日(水)・16日(水)午前11時

おはなしかい（幼児・小学生）

5日(土)・26日(土)午後2時

こども映画会

5日(土)午後2時
「おしりたんてい ププッ ふめつのせっとうだん前後編」

おはなしかい（乳幼児）

9日(水)・20日(日)午前11時

おはなしかい（幼児・小学生）

9日(水)午後3時30分、20日(日)午後2時30分

くらしの
リユース

中 央
図書館

容

五感でたのしもう！絵本と音楽
とき／11月3日(祝)午後2時～3時
場所／ふじみ野交流センター
対象／幼児と保護者(図書館利用
カードをお持ちの方)
内容／音楽をつけての絵本の読み聞
かせ、ミニコンサート、リトミック
定員／20組(無料、申込順)
協力／オトミック
申込み／10月12日(土)午前9時か
ら直接または電話で
問 図書館ふじみ野分館
☎049-256-8860

市民伝言板

10月のおはなしかい＆映画会

イベント

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。

「絵本を届ける運動」ワークショップ
「絵本を届ける運動」を通して世
20日(日)午前11時
こども映画会
界に触れてみませんか。
「ミッキーマウスとまほうつかいのぼうし」
ふじみ野 (ハロウィン工作会付き) 「ドナルドダックとまほうつかい」
とき／11月4日(振)午後2時～4時
分 館 おはなしかい（乳幼児） 11日(金)午前11時
場所／ふじみ野交流センター
ぶんちゃんひろば(幼児～) 12日(土)午前11時
対象／小学3年生以上 は
※映画会の上映作品は予告なく変更する場合があります。
内容／講義、翻訳シール貼り体験、
ハロウィン工作会
魔女たちのハロウィンパーティー
多言語での読み聞かせ
キャンディバッグを作ろう！
仮装の参加も歓迎です！
定員／15人(無料、申込順）
とき／10月26日(土)午後1時～2
とき／10月26日(土)
協力／(公社)シャンティ国際ボラ
時、午後2時30分～3時30分
午後2時～2時45分
ンティア会、(一財)言語交流研究
場所／中央図書館
場所／ふじみ野交流センター
所ヒッポファミリークラブ
対象／幼児と保護者
内容／絵本の読み聞かせ、ストー
申込み／10月12日(土)午前9時か
定員／各15人程度(無料)
リーテリング、簡単なゲームほか
ら直接または電話で
問 中央図書館
定員／20人程度(無料)
問 図書館ふじみ野分館
☎049-252-5825
問 図書館ふじみ野分館
☎049-256-8860
☎049-256-8860
広報富士見 10月号

ぶ

※お問い合わせは中央図書館へ

学

水谷東公民館図書室
開室時間 火～日曜午後1時～5時

子育て

☎049-252-5825
☎049-252-5945
☎049-256-8860
午前9時 ～ 午後7時

傾聴について本格的に学びます。
とき／11月18日(月)午後1時30
分～3時30分、25日(月)午前10時
～正午、29日(金)午後1時30分～
3時30分
場所／
市民福祉活動センターぱれっと
対象／市内在住、在勤で傾聴につ
いて学んだことがある、または傾
聴活動をしている方
定員／30人(無料、申込順)
講師／山田豊吉氏(NPO法人日本
傾聴ボランティア協会事務局長)
持ち物／筆記用具
申込み／直接または電話で
問 富士見市社会福祉協議会
☎049-254-0747

集

中央図書館
鶴瀬西分館
ふじみ野分館
【開館時間】

人と関わるさまざまな場面で活か
される「傾聴」について学びます。
とき／11月6日(水)午後1時30分
～3時30分、7日(木)午前10時 ～
正午
場所／鶴瀬駅前メモリードホール
(鶴瀬東)
対象／市内在住、在勤の方
定員／30人(無料、申込順)
とよ きち
講師／山田豊 吉 氏(NPO法人日本
傾聴ボランティア協会事務局長)
持ち物／筆記用具
申込み／直接または電話で
問 富士見市社会福祉協議会
☎049-254-0747

中上級者向け傾聴講座(全3回)

募

とき／11月10日・17日、12月1
日・15日・22日いずれも日曜午
後2時～4時30分
場所／ふじみ野交流センター
対象／起業したい方、起業して間
もない方
内容／創業のポイントと心構えな
ど、資金調達方法や財務知識、従
業員の雇用や人材の活用方法、事
業計画の作り方、交流会
定員／20人(無料、申込順)
講師／
三上康一氏(中小企業診断士)
持ち物／筆記用具
申込み／10月1日(火)から電話で
内 253
問 産業振興課 ☎◯

はじめての傾聴講座(全2回)

情報ステーション
ご案内

創業支援セミナー(全5回)
夢をカタチに！ゼロから学ぶ社
長になるための5daysセミナー

Information Station
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情報ステーション Information Station
ご案内

ぱれっとまつり
～知ろう！学ぼう！楽しもう！
福祉って身近にあったんだ～

イベント
ピアノコンサート

募
集
子育て

とき／10月20日(日)午後2時(午後
1時30分開場) ※未就学児は入場不可
場所／針ケ谷コミュニティセンター
曲目／別れの曲、革命のエチュー
ド、子犬のワルツ、幻想即興曲、
英雄ポロネーズほかせ ん ぞ く
出演／齊藤香織氏(洗 足 学園音楽
大学講師)
問 針ケ谷コミュニティセンター
☎049-251-8478

学

ご

み

スポGOMI大会 in 富士見

ぶ
イベント
市民伝言板

スポーツ感覚でチーム対抗のごみ
拾いをしませんか(無料)。
とき／11月9日(土)午前9時～11時
場所／文化の杜公園周辺
定員／150人程度(1チーム3～5人)
申込み／10月3日(木)午前9時から
FAX、直接または電話で
※チーム名、代表者名、連絡先、メ
ンバー(氏名、年齢)をお伝えください。
問 生涯学習課
内 633 FAX049-255-9635
☎◯

市民健康増進スポーツ大会
（10月～令和2年3月）

とき／10月19日(土)午前10時～
午後3時 ※雨天決行
場所／市民福祉活動センターぱれっと
内容／舞台、模擬店、各種体験など
問 ぱれっとまつり実行委員会事
務局(富士見市社会福祉協議会)
☎049-254-0747

まちバル☆ふじみ
～バルチケットでハシゴ～
内 383
問 産業振興課  ☎◯
さまざまなお店を「はしご」し、食
べ歩き、飲み歩くイベントです。
とき／10月16日(水)～18日(金)
※日時や参加店は
富士見市商工会ホー
ムページをご覧く
ださい。
参加方法／バルチケット(1セット
700円×3枚つづり)を富士見市商
工会、参加店またはチケット販売
協力店で購入し使用してください。
※前売り券 2,000円、当日券 2,100円
問 まちバル☆ふじみ実行委員会(富
士見市商工会) ☎049-251-7801

くらしの
リユース

学

参加希望者はお問い合わせください。
種

目

と

き

インディアカ
柔道
ゴルフ

10/ 6 (日)
10/ 6 (日)
10/ 9 (水)

オリジナル年賀状
・カレンダー作り

ボウリング

10/27(日)

場所

剣道
グラウンドゴルフ
少林寺拳法
ペタンク

10/27(日)
10/27(日)
11/10(日)
11/10(日)

陸上競技

12/15(日)

鶴瀬

公民館
水谷

(中学)12月下旬
バスケットボール (一般)2/ 9 (日)
(一般)2/16(日)
バドミントン

1 /26(日)

スキー

2 / 1 (土)

小学生バレーボール 3 /22(日)

場所／市民総合体育館ほか
問 富士見市スポーツ協会
☎049-254-9510
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健○
P

富士見市役所 ☎049-251-2711 FAX049-254-2000

公民館
水谷東
公民館

ぶ

と き
11/16(土)
11/23(祝) 10:00～12:00
11/30(土)
11/16(土)
11/23(祝) 14:00～16:00
11/30(土)
10:00～12:00
11/24(日)
13:00～15:00
12/ 1 (日) 10:00～12:00

対象／市内在住、在勤の方で、パ
ソコンで文字入力ができる方
定員／各館20人(申込順)
講師／公民館PCサポートクラブ
参加費／1,000円(教材費)※初回集金
持ち物／パソコン(お持ちの方)

申込み／10月15日(火)から平日午
前9時～午後5時15分に各公民館
へ直接
問 鶴瀬公民館 ☎049-251-1140
水谷公民館 ☎049-251-1129
  水谷東公民館 ☎048-473-8717

スタイルＵＰ！
美尻エクササイズ

健○
P

とき／11月17日(日)午前10時 ～
11時30分(受付：午前9時40分～)
場所／鶴瀬西交流センター
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／20人(申込順)
講師／栗原純奈氏(健康運動指導士)
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

パソコン相談室公開講座
ワードでオリジナル年賀状作り
とき／10月26日(土)午後1時30分
～4時30分
場所／鶴瀬西交流センター
定員／30人(申込順)
講師／つるせ西PCクラブ
参加費／300円(資料代)
持ち物／ ワ ー ド(2010・2013・
2016・2019)がインストールさ
れたパソコン
申込み／10月1日(火)から直接ま
たは電話で
問 鶴瀬西交流センター
☎049-251-2791

食文化講座

太巻き祭りずし

房総地方でお祝い事などに作る
「太巻き祭りずし」を作ります。
とき／10月10日(木)午前10時 ～
午後0時30分
場所／ふじみ野交流センター
定員／16人(申込順)
講師／地域活動栄養士PFCの会
参加費／800円(材料代)
持ち物／エプロン、三角きん、ふき
ん、巻きす、ラップ、持ち帰り容器
申込み／10月1日(火)午前9時から
直接または電話で
問 ふじみ野交流センター
☎049-261-5371

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

とき・場所／
10月6日(日)
9:00 水谷東小、諏訪小
9:00 鶴瀬小

水谷小、勝瀬小、みずほ台
小、針ケ谷小、つるせ台小

9:30 関沢小(西中)

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／10月5日(土)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)

容

11/ 9 (土) うね立て、種まき
R2.1/25(土) 麦踏み、すいとん
3/ 7 (土) 草取り、うどん
6/13(土) 麦刈り
6/27(土) 脱穀、選別
7/11(土) 石臼、焼きびん
いしうす

※いずれも土曜午前10時～正午(3
月7日、7月11日は午後1時まで)
※小雨決行
場所／難波田城公園内の田んぼ
定員／7組(1組4人以内、申込順)
参加費／1組1,000円(材料代、通信費）
持ち物／汚れてもよい服装・履物
協力／難波田城いきものがかり
申込み／9月28日(土)午前9時から
電話で
10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
5 日(土) わたくり
6 日(日) バランスとんぼ
12日(土) はたおり
13日(日) 紙コップロケット

くらしの
リユース

☎049-251-9686

内

14日(祝) 紋切り
19日(土) いろりの日

20日(日) メンコづくり
22日(祝) 天びん桶をかつごう
26日(土) はたおり
おけ

水子貝塚資料館・難波田城資料館のお知らせ
空調設備改修工事に伴い、資料館を臨時休館します
【難波田城資料館】期間／10月7日(月)～令和2年2月28日(金)
※常設展示室の見学や特別展示室などは利用できません。古民家や穀蔵
展示室は見学できます。
【水子貝塚資料館】期間／11月1日(金)～令和2年1月10日(金)
※水子貝塚公園、水子貝塚展示館は利用できます。
水子貝塚公園・難波田城公園が冬期開園時間になります
10月1日～令和2年3月31日の開園時間は、午前9時～午後5時となります。
広報富士見 10月号

市民伝言板

水子貝塚資料館のお知らせ

さつまいも掘り
公園の隣の畑で芋掘り体験をします。
※試食あり
とき／10月27日(日)午前10時～正
午(小雨決行。荒天時は翌週に延期)
集合／旧金子家住宅前
定員／30組(申込順)
※1人で参加の方は、ほかの方と組
んでいただく場合があります。
参加費／1組1,000円
持ち物／持ち帰り用の袋、シャベル
主催／難波田城公園活用推進協議会
申込み／9月29日(日)午前9時から
電話で

き

イベント

とき／10月27日(日)午前9時
(受付：午前8時30分～)
場所／市民総合体育館
対象／市内在住、在勤、在学の方ま
たは市内クラブに在籍している方
定員／30チーム(1チーム2人。小
学生以上、うち1人は中学生以上
で構成。男性同士のペアは2人が
65歳以上のみ可)
※1人で参加希望の方はご相談く
ださい。
参加費／1人200円(保険・賞品代)
持ち物／動きやすい服装、室内用
運動靴、飲み物、タオル
主催／富士見市スポーツ推進委員
連絡協議会
申込み／10月8日(火)までに電話
予約し、参加費を添えて直接
内 636
問 生涯学習課 ☎◯

古民家コンサート
秋の日の午後、オカリナの音色を
お楽しみください(無料、申込不要)。
とき／10月27日(日)
午後1時30分～2時
場所／旧大澤家住宅
そう し ろう
定員／100人程度 出演／奏志朗氏
主催／難波田城公園活用推進協議会

と

ぶ

バトテニス大会

麦づくり体験(全6回)
種まきから試食までを体験します。

学

※工事中のため、南畑小学校区は
東中、関沢小学校区は西中で開催
※雨天時は各体育館で開催。勝瀬
小は晴天時も体育館で開催
内 636
問 生涯学習課 ☎◯

ふるさと探訪
旧宿場と科学のまち・和光市を巡る
とき／10月12日(土) ※小雨決行
集合／和光市駅改札口前(午前9時)
とみ
主な見学地／ニホニウムの道➡富
ざわ ゆう すい
しら こ
じ
沢
湧 水 ➡熊野神社・白
子 富士➡地
ふく じ
し みず
福 寺 ➡清 水 かつら碑➡旧白子宿(午
後0時30分解散)
定員／20人(申込順)
参加費／500円(保険代ほか。当日集金)
持ち物／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28日(土)～10月10日
(木)午前9時～午後5時に電話で

子育て

9:00

☎049-253-4664
休館日：月曜(祝日の場合は翌日)

集

10月13日(日)
8:30 南畑小(東中)

難波田城資料館のお知らせ

募

10月12日(土)

情報ステーション
ご案内

地区体育祭

Information Station
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情報ステーション Information Station
ご案内

イベント

募

鶴瀬西交流センター
フェスティバル

集

とき・内容／10月5日(土)・6日(日)
5日(土)午前10時～午後4時30分

子育て
学
ぶ

開会式(午前10時)
合唱(つるせ台小学校合唱部)
演奏(尚美学園大学、富士見高校)
実演(午後1時)
サウンドテーブルテニス
展示
絵画、俳句、写真、木工芸、陶芸、
たこ
飾り凧絵、はがき絵、書、水墨画、
絵手紙、子どもの書道ほか
模擬店
飲み物、わたあめ、焼きそばほか
6日(日)午前10時～午後4時

イベント
市民伝言板

展示
舞台発表(午前10時30分)
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、小林流空手ほか
あそびのひろば(午前11時～午後1時)
プラバン
模擬店 飲み物、焼きそばほか
閉会式(午後4時)

くらしの
リユース

場所／鶴瀬西交流センター
※車での来場はご遠慮ください。
主催／鶴瀬西交流センターフェス
ティバル実行委員会
問 鶴瀬西交流センター
☎049-251-2791

音楽でいい友「歌って踊って
エレキで昭和歌謡」
エレキバンドの演奏を聴きなが
ら、一緒に歌い、踊りませんか。
※好みの飲み物などを持ち寄るラ
イブハウス形式の音楽会です。
とき／10月19日(土)午後5時30分
(午後5時開場)
場所／ふじみ野交流センター
定員／40人(申込順)
出演／チカwithファイブG
持ち物／飲み物ほか
申込み／10月1日(火)午前9時から
直接または電話で
問 ふじみ野交流センター
☎049-261-5371
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富士見市役所 ☎049-251-2711 FAX049-254-2000

ほるたま展2019
「ＧuＧuっと！縄文」
県内各地で出土した縄文時代の逸
品が集結！富士見市コーナーでは
市内出土品が展示されます。
とき／10月3日(木)～6日(日)
午前10時～午後9時
(6日(日)は午後6時まで)
場所／ららぽーと富士見(屋内広場)
まがたま

古代体験「勾玉をつくろう！」
とき：10月5日(土)・6日(日)
午前10時15分、午前11時15分、
午後0時15分、午後1時45分、
午後2時45分、午後3時45分
(受付：午前10時～午後3時45分)
定員：各12人(先着順)
参加費：200円
主催／(公財)埼玉県埋蔵文化財調
査事業団
共催／県教育委員会、市教育委員会
内 637
問 生涯学習課 ☎◯

人権を考える集い
とき／11月5日(火)午後2時～4時
(午後1時30分開場）
場所／ふじみ野市役所
内容／
全国中学生人権作文コンテスト
埼玉県大会優秀作品の朗読
講演「自分らしい終活、今から
よしひさ
できること」(講師：杉本佳久氏
(特定行政書士、すぎ法務行政書
士事務所))
定員／100人
主催／川越人権擁護委員協議会入
間東部部会
申込み／10月7日(月)～24日(木)
にFAX、直接または電話で(土・日
曜、祝日を除く)
【申込先】
ふじみ野市市民総合相談室
(ふじみ野市役所内)
☎049-262-9001
FAX049-261-5960
※要約筆記あり。手話通訳を希望
の方は、申込時にお伝えください。
内 270
問 人権・市民相談課 ☎◯

市民総合体育館のお知らせ

☎049-251-5555

ベビーとママのヨガ＆産後ダンス
とき／10月9・23日、11月13・
27日、12月11・25日いずれも水
曜午前10時～10時50分
場所／柔道場
対象／1歳以下(歩き始める前)の
お子さんと保護者
定員／20組(申込順)
参加費／1回500円
産後ママのためのエクササイズ
とき／10月9・23日、11月13・
27日、12月11・25日いずれも水
曜午前11時10分～正午
場所／柔道場
対象／産後1～3年の女性
定員／20人(申込順)
参加費／1回500円
スポーツチャレンジ2019
ベンチプレスやサウンドテーブ
ルテニス、スラックラインなど
のイベントを行います(無料)。
とき／11月9日(土)
※下記イベントは要申込み(10月7日
(月)午前9時から直接または電話で)
キッズレスリング体験
時間／幼児 午前10時～10時45分
小学生 午前11時～11時45分
場所／メインアリーナ
対象／幼児 4～6歳の未就学児
小学生 1～6年生の男女
定員／各30人(申込順)
お ばら ひ と み
講師／小原日登美氏(ロンドン五輪
レスリング女子48kg級金メダリスト）
親子ふれあいベースボール
時間／午後1時30分～3時30分
場所／メインアリーナ
対象／5歳～小学4年生の野球未
経験者と保護者
定員／30組(60人、申込順)
協力／埼玉西武ライオンズ
セパタクロー体験
時間／午前10時～11時30分
場所／サブアリーナ
対象／小学生以上
定員／30人(申込順)
講師／ 矢 野 順 也 氏(元 セ パ タ ク
ロー日本代表)

富士見市役所 ☎049-251-2711 FAX049-254-2000

市民文化祭

市民音楽祭
とき：11月17日(日)午後1時～5時
内容：コーラス、吹奏楽、器楽演奏
主催／富士見市民文化祭実行委
員会、県、県教育委員会、埼玉
県芸術文化祭実行委員会
共催／(公財)キラリ財団
後援／市、市教育委員会
内 251
問 地域文化振興課 ☎◯

内 383
☎◯

夕刻から、店舗前や路上に置いた
灯ろうに灯りをともします。
とき／10月5日(土)
午後3時～8時(小雨決行)
場所／鶴瀬駅東口周辺
内容／模擬店、太鼓、お囃子など
問 鶴瀬夢灯り商店会
森田 ☎049-253-7155
け ん こ う

健康まつり～健康な毎日は健口から～

問 健康増進センター

☎049-252-3771

とき／10月27日(日)
午前9時～午後1時 ※雨天決行

無料送迎バス時刻表
1号車

オープニングパフォーマンス
9 :00
「ふじみパワーアップ体操」
特別講演会
11:00
「口腔がんについて」

8:40

10:35

針ケ谷コミュニティセンター 8:45
みずほ台駅東口
8:50
健康増進センター着 9:00

10:40
10:45
10:55

ふじみ野駅西口
雷隣堂脇
鶴瀬駅東口
安楽亭
健康増進センター着

10:30
10:35
10:40
10:45
10:55

水谷東公民館

場所／健康増進センター
内容／
無料相談コーナー
医師による健康相談、痛みに関す
る相談、くすりに関する相談、ツボ・
ハリ相談

2号車

体験・チャレンジコーナー
フレイルチェック、脳ヂカラチャ
レンジ、大腸がんのクイズラリー
に挑戦、健康スープなどの試食

※帰りのバスは、1・2号車とも午
後1時5分に出発します。
バス停案内図（

8:40
8:45
8:50
8:55
9:05

…バス停）

学ぶ・展示コーナー
がん検診を受けよう！、子ども未
来応援センター事業紹介
子ども向けコーナー
歯磨き・食事に関する手遊び、紙
芝居・絵本の読み聞かせ、子ども
の食事の展示
※車での来場はご遠慮ください。
※模擬店の出店はありません。
広報富士見 10月号
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くらしの
リユース

500円(昼食なし)

問 産業振興課

市民伝言板

小学生

ゆめあか

夢灯り大市

イベント

1,500円(昼食付)

とき／11月16日(土)午前9時50分
～午後2時20分
場所／富士見特別支援学校
内容／ステージ発表、作品展示、
販売(午前11時55分～午後1時40分)
問 富士見特別支援学校
☎049-253-2820

ぶ

会員以外

ふじみっこ祭り

学

1,200円(昼食付)

とき／11月3日(祝)
午前10時～午後2時
※雨天時は縮小開催
場所／南畑幼稚園周辺の田んぼ
内容／農産物直売、100円新米お
にぎり、かかしコンテスト、農耕
機試乗体験、米つかみ、かぼちゃ
の重さ当て、さんだら飛ばし、焼
きいも、子どもコーナー、模擬店
ほか
※先着100人にポップコーン無料
配布
※舞鼓の会(和太鼓)による演舞、
東中学校吹奏楽部の演奏あり
※車での来場はご遠慮ください。
主催／なんばた青空市場実行委員
会、南畑公民館
問 南畑公民館
☎049-251-5663

子育て

市 民・会 員・
中学生・女性

富士見特別支援学校学習発表会

集

展示発表
とき：11月2日(土)～4日(振)
午前10時～午後5時
※4日(振)は午後3時まで
内容：華道、書道、茶道、絵画、
しっぽう
菊花、山野草、手工芸、七宝、短歌、
俳句、パッチワーク、クレイアー
ト、フラワーアレンジメント、押
し花、将棋コーナー、フランス刺
しゅう、そろばん交流、陶芸ほか
芸能発表
とき：11月3日(祝)
午前10時～午後5時(予定) し ぎ ん
内容：日舞、新舞、民舞、詩 吟、
は うた
端唄、沖縄舞踊、カラオケほか
民謡大会
とき：11月4日(振)
午前10時～午後6時(予定)
※お楽しみ抽選会あり
※当日飛び入り参加先着10人ま
で(受付：午前10時～11時)
市民美術展
とき：11月12日(火)～17日(日)
午前10時～午後5時
ちょうそ
内容：絵画、彫塑、工芸、書、写真
将棋大会
とき：11月10日(日)
午前9時～午後5時ごろ
参加費：
※当日受付可

なんばた青空市場

募

とき／11月2日(土)～17日(日)
場所／キラリ☆ふじみ
※将棋大会のみ鶴瀬西交流センター

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

募

ス

ナ

ロ

集
子育て

ASUNAROつるせ
ラウンドダンス無料体験…10月3日㈭
･10日㈭10:00～12:00／市民総合体
育館／ダンス未経験者／ルンバ中心の
体験会
ラウンドダンス初心者講習会…10月3
日～12月26日毎週木曜10:00～12:00
／市民総合体育館または鶴瀬公民館／
参加費5,000円／
横山 ☎090-2437-4499

学
ぶ

植物画同好会作品展
10月10日㈭～14日㈷10:00～16:30
(初日は13:00から、最終日は16:00ま
で)／キラリ☆ふじみ／植物をありのま
まの姿で細密に描いた約40点の展示／
無料／河合 ☎049-252-2084

イベント
市民伝言板

ハッピー音楽祭
10月14日㈷12:30～15:00／鶴瀬コ
ミュニティセンター／懐かしい歌で楽
しいひとときを／定員270人／主催ハッ
ピー音楽祭実行委員会／無料／
萩原 ☎049-251-5495

くらしの
リユース

かがやき文化祭
10月19日㈯～23日㈬9:30～17:00／
キラリ☆ふじみ／作品展示、舞台発表
(21日㈪12:30～16:00)／主催全日本
年金者組合富士見支部／無料／
小倉 ☎049-253-0037
勉強会
「支援サービスの賢い利用法に
ついて」
10月24日㈭10:00～12:00／市民福祉
活動センターぱれっと／市障がい福祉
課職員を招いての勉強会／主催富士見
市心身障がい児者親の会みのり会／無
料／星野 ☎049-252-2530

家事家計講習会
10月31日㈭10:00～12:00／鶴瀬西交
流センター／お金と時間 暮らしの型紙
を作りましょう／参加費300円／主催
婦人之友友の会／保育あり(1歳以上、
5人(申込順)、200円)／要申込／
松本 ☎049-253-1920
歌謡バンドプラチナコンサート
11月3日㈷14:00開演(13:30開場)／
針ケ谷コミュニティセンター／女性3人
のバンドの生演奏で一緒に歌えるコン
サート／無料／
星川 ☎049-253-2925
富士見市ソフトテニス連盟
ソフトテニス教室(全4回)…11月3日㈷
･10日㈰･17日㈰･24日㈰9:30～12:00
／本郷中テニスコート／ソフトテニス
の初歩と基礎からゲームまで。最終日に
大会を開催。日程の途中からも参加可
／1回100円(保険代ほか)／富士見市ス
ポーツ協会 ☎049-254-9510
会員募集…毎週土･日曜、祝日13:00～
17:00／本郷中テニスコート／入会金
3,000円／年会費6,000円／
山川 ☎049-254-3349
こばと保育園バザー
11月10日㈰10:00～14:00／こばと保
育園／雑貨販売、模擬店、的あてゲー
ムほか／
こばと保育園 ☎049-251-8966
勝瀬こばと保育園バザー
11月17日㈰10:00～13:30／勝瀬こば
と保育園／バザー、もちつき、模擬店
ほか／バザー提供品を募集中／
勝瀬こばと保育園 ☎049-263-8800

9月6日現在●
内 248
問 環境課 ☎◯
●

ゆずります
電子ピアノ／鳥かご／富士見高校冬用制服(男子用
170㎝ )
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☎049-251-2711

FAX049-254-2000

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。
内 240
掲載方法の問合せ／秘書広報課 ☎○

イベント
ア

富士見市役所

募

集

シニアのためのゆったりヨガ
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／40歳以上の方／シニアの方も無
理なくできる呼吸法で健康に／3か月
4,200円／合田 ☎090-4591-8330
ごう だ

がんくうかい

富士見市空手道連盟 元空会
毎週土曜9:00～11:00／市民総合体育
館／幼稚園年中～中学生／空手練習、
大会出場／月会費2,500円／
佐久間 ☎090-9828-2572
ソフトボール ブラックパンサーズ
月4回日曜10:00～12:00／鶴瀬小学校
／18～65歳／楽しくソフトボールを
して、運動不足を解消しましょう／月
会費1,000円(保険代別途)／初心者歓
迎／塩野 ☎049-251-2026
グラスアート・りさい
第2・3水曜、第4日曜10:10～13:00／
リサイクルプラザ利彩館／グラスアー
トの材料を使って好きなものを作りま
す／月会費1,200円(材料代別途)／
伊藤 ☎090-6992-9649
り さいかん

ノ

リ

コ

バ

レ

エ

Noriko Ballet
毎週火・土曜16:30～20:00／UR都市
機構鶴瀬市街地住宅集会所(鶴瀬西)／
3歳～大人(初心者)／月会費7,400円～
10,600円／
鮫島 ☎090-9964-8583
さめしま

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
物置(小型･中型)／掃除機／DVDレコーダー／キーボード(音楽
用)／ベビーカー(B型)

