Topics

’19富士見ふるさと祭り
（P4）
保育所などの入所申込受付(P8)
市内循環バスのデザイン・利用料金の変更(P12)

みんなのハート
に全力タックル
！！
わがまちの愛される双子の兄妹

ふわっぴー

平成30年9月23日に熊谷ラグビー場で撮影。同日開催の「ラグビーワールドカップ
2019™開催1年前イベント」にラグビー応援軍団「ゆる玉フィフティ～ン」のメンバーとし
て参加しました。現在開催中のラグビーワールドカップ2019™に出場しているラグビー日
本代表を一緒に応援しましょう。

ふわっぴー描き方講座

ふわっぴーグッズ販売中！

地域文化振興課、市役所1階売店「地場産品ショップゆい」のほか、
市内販売協力店で販売しています。詳しくは右下コードから市ホーム
ページをご覧ください。

石田さん直伝の描き方を紹介しま
す。ふわっぴーを描いてみよう。

…ふわっぴーのおなかの星にさわると願いが叶うと言われています。

①まずはキレイなだ円形になるよう
に意識しながら顔のりんかくを。
次に、だ円形の中央より少しだけ
下の位置に鼻を描いてね。

表

裏
クリアファイル
（A4）
1枚 100円
（税込み）

ミニタオル
1枚 300円
（税込み）

ストラップ
（セット）
500円
（税込み）
詳しいグッズ情報
はこちら

②りんかくに対して左右同じ位置に
目とほっぺたを、鼻のすぐ下に口
を。それぞれのパーツがきれいなだ
円形、正円になるように意識しなが
ら描いてみてね。

ぬいぐるみストラップ
（セット）
1,200円
（税込み）

ぬいぐるみ(セット)
2,000円
（税込み）

問 地域文化振興課

ふわっぴーの誕生

色んなところに
ふわっぴー

ふわっぴーはイベント以外に

市内外のイベントに参加する

富士見市マスコットキャラク

も登場しています。市内の看板

ジなどでも見られるほか、市の

タ ー ふ わ っ ぴ ー。 登 場 す る と

と声が上がるほど皆さんから愛

活性化を目的とした市民団体

「ふわっぴーだ！」
「かわいい！」 やポスター、和菓子のパッケー

され、一緒に写真を撮りたいと

多くの方が集まるほど人気があ 「富士見市地域活性化研究会（ふ

３参照）。

じみ☆ラボ）」がグッズの作成・

販売を行っています（

市ホームページには専用の

コーナー「ふわっぴーのひろば」

を常設。ふわっぴーの紹介やデ

P

ります。

そんなふわっぴーがどのよう

周 年（ 平 成

40

に誕生したか、皆さんご存知で

すか。

富士見市制施行

ザインを掲載しています。デザ

インは随時追加され、現在約

種類あり、県内でもトップクラ

250

24

ふわっぴー

年 ４ 月 ）を 前 に『 富 士 見 市 と

143

活 き て ゆ く「 ひ と 」』 を コ ン セ

プトとし、作品を募集。総数

富士見市を好きに

作 品 が 集 ま り ま し た。 そ の 後、 スのデザイン数です。

選考委員会での選考と公共施設

いし だ ゆう こ

や市内小中学校などでの人気調

なってもらうために

市民主体で生み育てた市の象

査を行い、市内在住の石田裕子

ました。名前は人気調査と並行

徴「 ふ わ っ ぴ ー」。 そ の 誕 生 の

さんが描いたデザインが選ばれ

して公募。呼びやすさ、親しみ

ありました。

私たちのふるさと富士見市を

知って愛着を持ってもらうため、

背景にはこのまちへの「愛」が

24

や す さ か ら「 ふ わ っ ぴ ー」 が 選

ばれました。

こうして平成

周年を記念して富

40

年 ４月 に 富 士

ふわっぴーはこれからもいろい

見市制施行

士見市マスコットキャラクター
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☎○

「ふわっぴーのひろば」はこちら→
(市ホームページ内)

ろ な と こ ろ に お 出 か け し て、 皆
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Ｒ グランプリ2019」にエントリー
今年もふわっぴーが「ゆるキャラ○
しています。1日に1票を投票できます。ぜひ皆さんの応援と投票をお
願いします。
Ｒ グランプリ」とは全国のご当地キャラクターが人気を
※「ゆるキャラ○
競う1年に1度のイベントです。
投票期限／10月25日(金)午後6時
Ｒ
投票方法／パソコン、タブレット、スマートフォンから「ゆるキャラ○
グランプリ2019」公式ホームページにアクセスし、ID登録
を行い投票します。詳しくは右記コードから市ホームページ
をご覧ください。

国際交流フォーラム2018（H30.9)

わがまちの愛される双子の兄妹
「 ふ わ っ ぴ ー」 が 誕 生 し、 約 ７

大学でデザインを学んだ後、子ども服アパレル
メーカーの販売促進室でグラフィックデザイナーと
して勤務。現在はイラストレーター兼ウェブデザイ
ナーとして働きながら楽しく子育てをしています。
ふわっぴーの生みの親
出産をきっかけに、富士見市に転入しました。都
石田裕子さん（直筆似顔絵）
会の中に自然がある立地はもちろん、何より住民の
皆さんのあたたかさに触れ、すぐにこのまちが好きになり、暮らしていく
ことを決めました。
「大好きな富士見市に恩返しをしたい！」という想いで、
年齢や性別を問わず、皆さんから愛されることを一番に考えてふわっぴー
をデザインしました。
わが子たちが学校などから持ち帰るプリントにふわっぴーが使われてい
るのを見ると、とても皆さんに愛されているんだなと実感します。これか
らも子どもたちとともにわが子のようなふわっぴーの活動を見守っていき
たいと思っています。

さんに会いに行きます。

描き方は動画でも紹介
しています。右記コー
ドからご覧ください。

ふわっぴーは、富士見市に住む4才の双
子の兄妹。家族は、おじいちゃん、おばあ
ちゃん、お父さん、お母さん。一家は農
業をしていて、野菜や果物をたくさん作っ
ています。なかでも夏のみずみずしい梨
を食べるのが大好きです。自然の中で遊
んだり、とれたての野菜でお友達とバー
ベキューをしたり…富士見市育ちの子ど
もとして、楽しい毎日を過ごしています。

富士見特別支援学校
ふじみっこ祭り(H30.11)

Ｒ グランプリにエントリー中
ゆるキャラ○

⑤女の子はまつげと髪の毛を書き足
せば完成！
ちょっぴり難しかったかな？
「可愛く描きたい！」という気持ち
が一番大切だよ☆

埼玉で開催！1年前月間イベントin富士見～東京2020開催まであと1年！～（R1.8）

ライン

年が経ちました。

④それぞれの髪、頭の上に雪の曲線
をプラス。これで男の子は完成！

春の全国交通安全運動
出陣式(H26.4)

LINEスタンプも
販売中！

これからも愛される存在に

③顔のりんかくよりひとまわり大き
く富士山型の頭を描く。
着地点を決めて、頭に向かって思
い切って一気に描くとうまくいきや
すいよ。ココが決まればゴールはあ
と少し。がんばって！

東松島夏まつり2016（H28.8）
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10月26日㈯ 午前 9

エコ広場

●富士見さくらねこ応援団による保護猫譲渡会 (12:00～15:00)
●フリーマーケット
埼玉県動物指導センターに持ち込まれた猫や市内でTNR(※)
●おもちゃの修理
※ゲーム機はソフトやコード類も一緒にお持ちください。 時に保護された猫たちの譲渡会を実施します（猫のお渡しは後
日）。詳しくは当日受付でご確認ください。
●カブトムシの幼虫プレゼント
「T：トラップ (捕獲)」、「N：ニューター (不妊去勢手術)」、
※
（11：30、
13：30 先着各100人）
「R：リターン (元の場所に戻す)」の略語
●牛乳パック15枚で再生トイレットペー パー1ロ ー ル と
【譲渡の条件】
交換（10：00、
13：00）
•完全室内飼育できる方
※紙パックマークのあるもののみ
•ペット飼育可の住宅にお住まいの方
※1家庭50ロールまで
•猫にかかった医療費（10,000円～30,000円）を負担できる方
図書館会場
※単身者、ご高齢の方は後見人が必要
●富士見の伝統工芸の展示・実演
ほうき作り実演（10：00、
13：00）
扇だこ作り実演（11：00 組立て、
14：00 絵付け）

市民総合体育館

［休憩所］

産業

コーナー

文化の杜公園

●埼玉県コバトン健康マイレージコーナー
ボーナスポイント1万ポイントをプレゼ
ント（ポイント付与時間 9:00～16:00）
●クイズラリー (参加賞あり)
はや し
コバトン
（9：00～14：30）
●水子上組囃子連
●ミニ鉄道運転会
（10：00～12：00、
12：30～14：00）
●ふわっぴー・うさみんと一緒に写真撮影会
（10：40、
12：00、
13：50、
15：00 各15分）
• カメラはご持参ください。
•仮装して参加した方にお菓子をプレゼ
ント（小学生以下、各回先着20人）
市社協
マスキャラ
●模擬店 ほか

ステージイベント Pick Up
●お笑いライブ
（10:50～）
てん ぐ

文化の杜

公園

お笑い芸人
「天狗」
※出演者は変更となる場合
があります。

［ステージ］

［やぐら］

﹇休憩所﹈

［休憩所］

も り

うさみん

﹇総合案内﹈

［ふわふわ］

［休憩所］

﹇休憩所﹈

●市内商工業者による展示 · 販売
きね
もち
●新鮮野菜、杵 つき餅、豚汁、手づくり
みそ · まんじゅうなどの販売
●新米つかみどり（10：00、
13：00）
うめれん か
うめさけ
」試飲
●市特産品「梅恋花 (梅酒）
（11：00、
13：00）
※試飲は20歳以上、
自動車 · バイク · 自
転車を運転しない方に限ります。
●宮城県東松島市復興支援物産展
焼 き の り、 牛 タ ン カ レ ー
（レトルト）
、
お菓子など
※品物は変更となる場合があります。
●地震 · 免震体験車の乗車
●ふわふわ（10：00～15：00）
●セルビア料理の販売

キラリ☆ふじみ

展示
会場

富士見市役所

産業コーナー

会場案内図

時～ 市役所周辺で開催

［休憩所］

エコ
広場

図書館 中央図書館

会場

ステージイベント
9:00 開会式（オープニング：西中学校吹奏楽部）
9:40 環境問題啓発ポスター表彰式
『騎士竜戦隊リュウソウジャー ショー』1回目

9:55 ※ショー終了後、サイン色紙販売会
（1枚500円）
10:35 トレンディ（川劇「変面」）
10:50 お笑いライブ「天狗」
11:10 LOVE KIDS
（ジャズダンス）

ビンゴゲームカー

11:25 スーパードゥーパーボンバー（ヒップホップ） ド配布
（11:30～）
11:40 Sun Flowers（チアダンス）

1人1枚先着700人

11:55 Akea Hula Studio 埼玉西部Br
（フラダンス）（雨天時400人）
12:10 Lithe Life Studio（フラダンス）

『騎士竜戦隊リュウソウジャー ショー』
2 回目
※ショー終了後、サイン色紙販売会
（1枚500円）

13:30 みんなで踊ろう！ふじみ音頭2019表彰式
13:45 ふじみパワーアップ体操

ゲスト：今成亮太さん
(富士見市PR大使)
※輪 踊 り、 ビ ン ゴ ゲ ー ム 大
会にも参加予定です。

14:00 輪踊り寄せ太鼓「富士見太鼓の会」

輪踊り
• ふじみ音頭
14:15 • 炭坑節
• 富士見がふるさと
• 東京五輪音頭 -2020-

東京五輪音頭 -2020- 練習会
とき／ 10月1日(火)・17日(木)
いずれも午後2時～ ※申込不要
場所／市民総合体育館 剣道場
持ち物／動きやすい服装

14:45 ビンゴゲーム大会

展示会場

主催／ ’19富士見ふるさと祭り実行委員会
後援／市、NHKさいたま放送局、テレ玉、埼玉新聞社、FM NACK5、株式会社ジェイコム埼玉・東日本 東上局、東武鉄道株式会社（順不同）
内 256・257
問 ’19富士見ふるさと祭り実行委員会事務局 (協働推進課) ☎◯

場所／やぐら横

12:25 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会イベント

15:55 閉会式

当日のようすを富士見ふるさと祭り
フェイスブックで公開します。

©2019 テレビ朝日・東映AG・東映

10:20 チアリーディングスクールZOO
（チアダンス）

13:05

●東京2020オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会イベント
（12:25～）

●防犯ホイッスルつき！
オリジナルプラ板キーホ
ルダーを作っちゃおう
（10：00、
13：00）
※先着各100人

騎士竜戦隊リュウソウジャー ショー

●東京2020オリンピック · パラリンピック
競技大会をPR！「ねぎライフルで遊ぼう！」
●環境問題啓発
ポスター展
プラ板

※小雨決行。荒天時は、一部イベントを市民総合体育館メインアリーナで開催します。
※会場周辺は大変混雑しますので、公共交通機関をご利用ください。

富士見市役所

☎049-251-2711

FAX049-254-2000

10月は「子どもの夢つなぐ市民運動☆ふじみ」強調月間

行政情報

Administration Information

子どもの未来をサポートしませんか
子どもの夢つなぐ市民運動☆ふじみ

サポーター募集
子どもの夢つなぐ市民運動☆ふじみが始ま

って１年。この間、子ども未来応援基金が設
置され、基金を活用した子どもの居場所づく
りが進んでいます。子ども食堂は１年前と比

べ4か所から9か所に増え、応援基金には累
計で約400万円の寄附金が寄せられました。

運動の中心を担う子ども未来応援ネットワ

ーク会議では、運動の輪を広げる取組みとし
てサポーターを募集中です。運動の趣旨にご
賛同いただける方は、ぜひご登録ください。
サポーターの方には、子どもの貧困対策や

居場所活動などの情報をお届けします。
また、
サポーターの方の社会貢献活動参加希望と募
集情報のマッチングなども行います。

サポーターの主な活動内容
❶ 食料品、文房具、衣料品などの提供
❷子
 ども食堂、学習支援教室、物資倉庫など
場所の提供
❸ 調理、学習支援、送迎、見守りなどの提供
❹文化、スポーツ、就業体験などの機会の提供
❺ 基金寄附・募金活動など
❻子ども・若者の居場所づくり
（子ども食堂、
学習支援など）
❼ 広報・PR活動
❽ 社会貢献活動 など

「子どもの夢つなぐ市民運動☆ふじみ」とは
市に住むすべての子どもたちが夢に向かってチャレンジ
できるよう支援を行い、貧困の連鎖を断ち切るための活動
です。市内企業や事業所、地域団体をはじめとして、市と市民の総力を
あげて子どもたちの未来を応援する活動に取り組んでいます。

申込み・問合せ
子ども未来応援センター
☎049-252-3773

☎○内
383
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「みずほ台の日」

問 産業振興課

日のみずほ台駅の開業

開催

月

みずほ台駅の開設記念日をお祝いします

年

※変更となる場合があります。

みずほ台駅サロンコンサート、子ど
も駅員フォトスポット、歴史パネル

昭和

10月21日
（月） 駅構内

21

日 ㈪ に左表の

10月19日
（土） 東口市立自動車 お楽しみ広場
（キッチンカー、お囃子、青空市場）
駐車場
※富士見市PR大使も参加します。

16 21
日㈬～

西口ロータリー ミュージックフェスタ

52

10 10
月

みずほ台スぺシャルスタンプラリー

090

１
-４５１ ０
-８２７

10月16日
（水）
東西口周辺
～21日
（月）

☎

10月16日
（水）
まちバル☆ふじみ（みずバル）
東西口の各店舗
～18日
（金）
※P21参照

に ち な み、

容

とおり み ず ほ 台 駅 周 辺 で イ ベ ン ト を 実 施

内

し ま す。 開 催 時 間 な ど、 詳 し く は お 問 い

所

合わせください。

場

問合せ／みずほ台の日実行委員会事務局

き

上杉

と

6

行政情報 Administration Information

富士見市役所

☎049-251-2711

FAX049-254-2000

固定資産税の軽減措置について
（家屋）

～住宅の耐震改修・バリアフリー改修・熱損失防止改修・認定長期優良住宅～
問 税務課

家屋係

内 355
☎○

住宅の耐震改修やバリアフリー改修、熱損失防止改修を行った場合や認定長期優良住宅を新築した場合は、下表の
とおり固定資産税の軽減措置を受けられる場合があります。対象となる方は申告をしてください。
種類

耐震改修

バリアフリー改修

2分の１
減額
※認定長期優良住宅の
率
場合は３分の２

熱損失防止
（省エネ）
改修

認定長期優良住宅
（新築）

3分の1
※認定長期優良住宅の場合は3分
の2

3分の1

適用 住宅部分の120㎡(/1戸)
面積 まで

住宅部分の100㎡(/1戸)まで

住宅部分の120㎡(/1戸)まで

適用
工事完了の翌年度分
期間

工事完了の翌年度分

工事完了の翌年度分

2分の1
住宅部分の120㎡(/1戸)
まで
新築後5年分
3階建て以上の中高層耐
火建築物は新築後7年分

こうばい

廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室の改 窓の改修を含む床や天井、壁の断
改修 現行の耐震基準に適合す
良、便所の改良、手すりの取付、床の段差 熱改修
内容 る工事
の解消、引戸への取替、床表面の滑止め化 ※窓の改修は必須
人の居住の用に供する部分が2分の1以上
対象となる改修費の自己負担額が50万円超
（バリアフリー改修と熱損失防止改修の場合は、国または地方公共団体からの補助金などを除く）

主な
要件

 築した日から10年以上を経過し
新
た住宅（賃貸住宅を除く）

 和57年1月1日 以 前
昭
に建てられた住宅

 和2年3月31日までに一定のバリ
令
アフリー改修工事を行った住宅

 和2年3月31日までに
令
一定の耐震改修工事を
行った住宅

①申告書、②耐震基準適
合証明書、③領収書の写
し、④認定長期優良住宅
申告
の場合は認定通知書の写
書類
し、⑤改修工事の見積書 ·
明細書、⑥改修前後の写
真

 のいずれかの方が居住しているこ
次
と（65歳以上の方、要介護または要
支援認定を受けている方、身体障害
者手帳·療育手帳などをお持ちの方）
改修後の住宅面積が50～280㎡

 成20年1月1日以前に建てら
平
れた住宅
（賃貸住宅を除く）

 和2年3月31日までに一定の
令
熱損失防止（省エネ）改修工事
を行った住宅

①申告書、②改修工事の見積書 · 明細 ①申告書、②省エネ適合証明書、 ①申告書
書、③住民票の写し、④要介護または ③領収書の写し、④国または地方 ②認定通知書の写し
要支援認定や障がいのあることがわか 公共団体からの補助金を受けた方
る被保険者証や手帳、⑤領収書の写し、 は補助金の決定通知書、⑤認定長
⑥改修前後の写真、⑦介護保険の住宅 期優良住宅の場合は認定通知書の
改修で補助金を受けた方は、補助金の 写し、⑥改修工事の見積書 · 明細
決定通知書
書、⑦改修前後の写真
新築した年の翌年の
1月31日まで

鶴瀬駅東口
通行規制

みずほ台駅→

ちょく

広報富士見 10月号

鶴瀬駅

鶴瀬駅東口土地区画整理事業の進捗に

7

東口

伴い、一方通行道路の一部（２か所）が民

←ふじみ野駅

コンビニ

12

月から車両の通行規

富士ビル

有地となるため、

みずほ銀行

制を行います。ご迷惑をおかけしますが、

歩行者は
通行可

う回をお願いします。

251

※詳しい日程は、後日市ホームページや
現地看板などでお知らせします。

問 鶴瀬駅東口整備事務所
— ７
—３１７

☎

049

牛丼店

居住部分が50～280㎡

改修後の住宅面積が50～280㎡

申告 工事完了後3か月以内に税務課へ
期限 ※バリアフリー改修と熱損失防止改修の併用適用が可能

スーパー

 期優良住宅の普及
長
の促進に関する法律
に規定する認定長期
優良住宅
平成21年6月4日 ～ 令
和2年3月31日に新築
された住宅

富士見市役所

☎049-251-2711

FAX049-254-2000

Administration Information

行政情報

保育所
（園）
・小規模保育施設・認定こども園など
令和2年4月の入所申込受付
問 保育課

入所のご案内
（申込書類）
の配布

内 332
☎○

入所申込みの対象

保護者が就労や疾病などにより家庭で児童を保育
できないなど、「保育を必要とする理由」に該当す

配布開始／10月1日(火)
配布場所／保育課、各出張所・交流センター・保育所（園）、

る方

子ども未来応援センター、市ホームページ

【一次入所申込当日の流れ】
①受付会場に来場

②整理番号を受け取る

③受付・面談

23
・申込書類一式と母子健康手帳を持参

・整理番号順に、児童の面接、書類の確認

・来場は申込児童同伴で

※午 前中の受付・面談は100番まで。101番以降は、整

※令和元年5月7日以降に出生した児童（6か月未満の児童）の

理番号の受取りが午前中でも、受付は午後になります。

面接は入所後に施設で行うため、同伴の必要はありません。
※保育を必要とする理由や施設の一覧など、詳しくは「入所のご案内」をご覧ください。

※3歳以上で認定こども園の幼稚園教育だけを希望する（保育を必要としない）場合は、認定こども園への直接申込みとなる
ため、受付会場での申込みは不要です。

※令和元年度分の入所申込みをしていて、入所保留となっている方も、申込手続きが必要です。
※定員を超える場合は入所できないことがあります。
申込受付日時

場

•水
 谷公民館、ふじみ野交流センター

所

は車での来場はご遠慮ください。

11/ 8（金）9:00〜11:30、13:30〜17:00

市役所1階 全員協議会室

11/ 9（土）9:00〜11:30、13:30〜17:00

市役所1階 全員協議会室

11/11
（月）9:00〜11:30、13:30〜15:00

水谷公民館1階 多目的ホール

11/12
（火）9:00〜11:30、13:30〜15:00

ふじみ野交流センター3階 多目的ホール

二次申込受付
一次申込受付分の入所決定後に欠員がある場合に利
用調整を行います。
受付期間／
令和2年2月17日(月)～21日(金) 午後1時～4時
場所／保育課
そのほか／
• 申込書類一式と母子健康手帳を持参
• 来場は申込児童同伴で

※令和元年8月16日以降に出生した児童（6か月未満の
児童）の面接は、入所後に施設で行うため、申込当日
は同伴する必要はありません。

•例 年、市役所での申込みは混み合
います。ご都合のつく方はふじみ
野交流センター、水谷公民館でお
申し込みください。

主な施設の種類
保育所（園）

対象年齢／0歳～小学校就学前

特徴／保育を必要とする児童を保護者に代わって保育する施設
対象年齢／0～2歳

小規模保育施設

特徴／保育所よりも少人数（6～19人）を対象に保育を必
要とする2歳までの児童を保育する施設
認定こども園

対象年齢／0歳～小学校就学前

特徴／保育所（保育）と幼稚園（教育）の機能をあわせ持つ施設

【0～2歳】保育を必要とする児童を保護者に代わって保育

【3～5歳】幼稚園教育を行い、さらに保育を必要とする
児童には幼稚園教育時間前後の保育も実施

結果通知の郵送（予定）：一次申込分／令和2年2月7日(金)ごろ

二次申込分／令和2年3月6日(金)ごろ
広報富士見 10月号
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富士見市役所

☎049-251-2711

放課後児童クラブ
令和2年4月の入室申請受付

FAX049-254-2000

問 保育課

内 203
☎○

申請書の配布

入室申請の対象

配布開始／10月1日（火）
配布場所／保育課、各出張所・交流センター・保育所（園）、

保護者の就労（週4日以上、午後3時以降も仕事を
している方）などにより昼間家庭で保育できない小

子ども未来応援センター、市ホームページ
申請受付日時

場

学1～6年生の児童

•必要書類が不足している場合は受付できません。詳

所

11/2（土） 9:00～12:00

市役所1階 全員協議会室

11/5（火）14:00～16:00

水谷公民館2階 講座室

11/6（水）14:00～16:00

ふじみ野交流センター2階 講座室

しくは、申請書と一緒に配布する「入室申請手続き
について」をご覧ください。
• 左表の日時に申請ができない方は、11月7日（木）以

降、保育課で受け付けます。
•現在入室中の児童には、クラブを通じて案内します。

※水谷公民館、ふじみ野交流センターは車での来場はご遠慮ください。

放課後児童クラブについて（クラブは市内全小学校の敷地内にあります）
開室時間／

学校がある日
（月～金曜）
授業終了後～午後6時30分
学校が休みの日
（土曜、春･夏･冬休みなど）
午前8時～午後6時30分
※午後7時まで延長あり（有料）

休室日／日曜、祝日、年末年始（12月29日～1月3日）

保護者負担金／毎月の保護者負担金は、世帯の所得税ま
たは住民税の課税状況に基づき算定します。そのほか年
１回傷害保険料と延長利用料（延長利用者のみ、月額制）
が必要です。

最大で5,000円もお得！

富士見市プレミアム付商品券「購入引換券」の発送について
問 プレミアム付商品券事業推進室

内 292
☎○

消費税引上げの影響緩和と地域の消費を下支えするため、プレミアム付商品券を10月1日（火）から販売します。
対象の方に、商品券の購入手続に必要な「購入引換券」を9月下旬から順次発送しています。

【対象①】子育て世帯の方
平成28年4月2日～令和元年9月30日に
生まれたお子さんがいる世帯の世帯主
手続き／不要

【対象②】住民税非課税の方
令和元年度の住民税（均等割）が課税されていない方
※住民税が課税されている方の被扶養者、生活保護受給者は対象外
手続き／7月下旬発送のプレミアム付商品券購入引換券交付申請書
に記入し、11月29日(金)までに返送してください。

お子さん1人につき、最大25,000円分

の商品券を20,000円で購入できます。

1人につき、最大25,000円分の商品券を20,000円で購入できます。

•①②両方に該当する方は両方の立場で商品券を購入できます。
• 商品券は、1冊(500円×10枚つづりの5,000円分)を4,000円で購入できます（1人最大5冊まで）。
販売窓口／市内の郵便局
購入方法／販売窓口へ購入引換券、購入代金、身分証を持参
利用可能店舗／市内の商品券取扱加盟店で利用できます。
※詳しくは購入引換券に同封の一覧表をご覧くだ
さい。また、取扱加盟店は市ホームページで随
時更新します。
使用期間／10月1日
（火）～令和2年2月29日（土）

9
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注意事項
• 商品券は、釣り銭が支払われません。現金と
併用してご利用ください。
•商
 品券の転売、譲渡、換金はできません。
• 使用期間後は使用できません。

• 不動産、商品券類、たばこ、税金、公共料金
などには使用できません。

富士見市役所

☎049-251-2711

FAX049-254-2000

一般廃棄物処理
手数料の改定

Administration Information

区分

ごみ種

行政情報

取扱区分

現行

450円
可燃ごみ 20kg以下
不燃ごみ 20kgを超えるもの（20kgにつき） 450円
事業活動
20kg以下
330円
問 志木地区衛生組合 ☎049-254-1125 に伴って ビン
生じたも
20kgを超えるもの（20kgにつき） 330円
450円
10月1日からの消費税率の10%への引き上げに伴 の
ペット 20kg以下
ボトル
20kgを超えるもの（20kgにつき） 450円
い、一般廃棄物処理手数料(富士見環境センター・

新座環境センターへの直接搬入に限る)を右表のと 動物の
おり改定します
（右表にあるもの以外は変更なし）。 死体

犬

一体につき

猫

込金の消費税率が8％から10％に変わります。
水道料金
下水道使用料

10月1日使用分から
※9月30日以前から継続して使用している
場合は、12月検針
（10～11月分）から

水道加入
申込金

10月1日以降の給水装置工事申込書の受付
分から

340円
340円
460円
460円

1,030円

1,050円

410円

420円

問 安心安全課

内 424
下水道課 ☎○

水道料金・下水道使用料・水道加入申込金
10月1日から水道料金・下水道使用料および水道加入申

460円
460円

地域の防災備品を
整備

上下水道に関する
料金などの税率変更
内 506・525
問 水道課 ☎○

改定額

内 446
☎○

(一財)自治総合センターによる宝くじ助成金を活用
宝くじの社会貢献広報事業として実施されるコミ

ュニティ助成事業を活用し、つるせ台小学校区防災
連絡会で災害時通信機器のトランシーバーなどを、
水谷東3丁目女性消防隊で小型動力ポンプやAEDな
どを購入・整備しました。

※詳しくは、市ホームページをご覧になるかお問い合わせ
ください。

ストップ！滞納
10～12月は滞納整理強化期間です

当市をはじめ県内
63

市

ペイジー口座振替受付サー

ビス

広報富士見 10月号

町村と県では滞納整理強

収税課で専用端末に

キ ャ ッ シ ュ カ ー ド を 通 し、

内 361
☎○

化期間を設定し、
「ストッ

プ！ 滞 納 」 を 合 言 葉 に 徴

暗証番号を入力するだけ

で各種税金の口座振替の

申込みが完了します。

収対策を進めています。

納税は便利な口座振替で

30

口座振替（自動払込）は

収 税 課 で の 夜 間、土 曜 の

⑤財産の差押・換価

一 度 手 続 き を す る と、 以

を行ってください。

納税・相談

早急に税金の納付または納付相談

④財産調査

降は納期限日ごとに指定

安易に判断せず、収税課に連絡し、

それでも納付や相談がない場合

夜間／毎週木曜午後７時

「少しの滞納は問題ない」などと

③督促状の発送

分～午後０時

また、市職員が直接自宅や事業

所などを捜索する場合もあります。

30

口座から自動的に引き落

います。

②納期限

まで（祝日を除く）

前連絡なく財産の差押を執行して

①納税通知書の発送
分

予告書で通告をしているため、事

と さ れ ま す。 納 期 限 ご と

市では、督促状や催告書 ・ 差押

土曜／原則毎月第１土曜

納付・相談がない場合は…

に金融機関に出向く必要

とされています。

午前８時

滞納者の財産を差し押さえなければならない

が な く な り、 納 付 漏 れ を

督促状発送後、10日を経過した日までに完納しないときは、

防ぐことができます。

国税徴収法第 47 条では…

問 収税課
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富士見市役所

☎049-251-2711

FAX049-254-2000

令和元年度
富士見市環境問題啓発ポスター審査結果

問 環境課

市内の小中学校と特別
支援学校の児童生徒の応

賞

募作品から、審査を経て
選ばれた作品を展示しま
す。

展示期間／10月16日(水)
～24日(木)午前8時30分
～午後5時15分
（木曜は午後7時まで、最
終日は午後4時まで）

美空

誰のせい？

針ケ谷小1年

大山

由乃

うみにごみをすてないで

針ケ谷小5年

井垣

夏深

ポイ捨て

優秀賞 水谷東小3年

入 選

す。
※ふ るさと祭り当日は、キラリ☆ふじみ展示室
に作品を展示します（午前9時30分～午後3時
45分）
。
※作 品は広報活動などで広く活用させていただ
きます。

問 消費生活センター ☎049-252-7181
【相談日】月～金曜 10:00~12:00、13:00~15:30

架空請求はがきにご注意を！
「『総合消費料金未納分訴訟最
終通知書』と書かれたはがきが
届いた。
『連絡がない場合、訴訟

手続きとなる』
『給与や財産の差
し押さえの恐れがある』など、心当たりのない内

容の請求がきた」との相談が多く寄せられていま
す。
【消費者へのアドバイス】
• 法的措置を取るなど不安をあおる記載がありま
すが、焦ってはがきに記載の窓口に連絡をしな
いようにしましょう。

•架
 空請求は消費者の情報を完全に特定して送ら
れているわけではありません。相手に連絡をし
てしまうと個人情報が知られ、その情報を元に
金銭を要求される可能性があります。心当たり
がない場合は連絡をしないようにしましょう。

しないで

平山

依吹

すてないで 流れたゴミは魚の中へ

水谷小5年

水村

柚菜

ぼくたちは地球にうまれた。

本郷中2年

比良

賢尚

温暖化から地球を守ろう

みずほ台小2年

大場

あかり 水はつかう分だけ出しましょう

みずほ台小5年

鈴木

華

やめようよ 地球をよごす ポイすてを！

南畑小4年

渡邉

結太

プラゴミを増やさないで!!

諏訪小2年

濵塚

咲良

まもろう！ゴミの分べつ

諏訪小5年

岸

諏訪小6年

竹内

爽世

ゴミを減らそう

つるせ台小1年

小林

心晴

まもってほしい

つるせ台小2年

鈴木

勇太

草はゴミばこじゃない

本郷中1年

渡辺

悠太

限りある資源を大切に

西中2年

木平

朱香

小さな命

西中2年

森

西中2年

長谷川

心月

その考え

玲緒奈

未来を変える
ルールとちきゅう

魚を殺さないで

未来 熱いよ～

いざという時の情報収集に

各種防災アプリ

消費生活相談

広報富士見 10月号

タイトル

山本

最優秀賞作品

場所／市役所１階待合スペース
表彰／最優秀賞・優秀賞に選ばれた方は、10月
26日（土）の’19富士見ふるさと祭りで表彰されま
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氏名
（敬称略）

学校名・学年

最優秀賞 本郷中1年

内 242
☎○

問 安心安全課

内 446
☎○

各事業者から無料の防災アプリが提供されています。
防災情報などを収集するためにお役立てください。
NHKニュース・防災アプリ(提供：NHK)
最新ニュース、災害情報など
Android

iPhone

TEPCO速報(提供：東京電力)
停電・雷雲・地震・災害時マ
ップなどの情報
iPhone

Android

Yahoo ! 防災速報(提供：Yahoo ! )
緊急地震速報、国民保護情報（J
アラート）、豪雨・津波予報な
iPhone

どの防災に関する速報など

Android

※ダウンロードや利用時の通信料は利用者負担です。

※詳しくは各事業者のホームページなどをご覧ください。

富士見市役所

☎049-251-2711

FAX049-254-2000

Administration Information

▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼

無料

100円

※障がい者特別乗車証利用は従来どおり無料

383

令和は梅の時代…

高齢者特別
乗車証利用

100円

「梅恋花」数量限定販売

90円

☎○内

子供

200円

「梅恋花」は、市内産米「彩のきずな」から醸造した純米吟醸酒「縄文海進」

170円

産業振興課

大人

販売店／縄文海進販売店の会加入店

―７８０１

利用料金(令和2年1月4日の運行から変更)

19

※「 梅 恋 花 」 販 売 店（ 縄 文 海 進 販 売 店 の 会

―

251

10

500
ml

加入店）
は、市ホームページをご覧ください。

☎
049

デザイン②

の原酒に、市内産青梅を漬け込んだ爽やかな風味が特徴のお酒です。

デザイン①

100

月 日㈯
（予約可）

従来のワンステップバスからノンステップバスとな
ります。

問 富士見市商工会

デザインの変更(11月1日から変更予定)

販売開始／

内 412
☎○

（税込み）
１千 円

800

本限定販売

問 交通・管理課

約１千

市内循環バスのデザ
イン・利用料金の変更

行政情報

セルビア共和国シャバツ市 ＆ 富士見市

毎年10月23日は姉妹都市記念日
問 人権・市民相談課

昭和57年10月23日、市はセルビア共和国シャバツ市と姉妹
都市提携を締結し、これまで37年にわたり交流を続けてきまし
た。
本年7月9日、星野市長はシャバツ市を訪問し、ネボイザ・ゼ
レノヴィッチ市長と両市の友好と交流が末永く続くよう、毎年

10月23日を姉妹都市記念日とする確認書に署名をしました。
市では、これを記念して、姉妹都市記念日に関する確認書
などの展示を行います。

内 270
☎○

「姉妹都市記念日に関する確認書」などの展示
とき／10月16日(水)～24日(木)
場所／市役所１階待合スペース

関連イベント「セルビア給食試食会」
とき／10月23日(水)

詳しくは、P30をご覧ください。

（写真：シャバツ市の街並み）
広報富士見 10月号

12

行政情報 Administration Information

富士見市役所

申請手続きのお手伝い
問 市民課

内 101
☎○

問 環境課

お手伝いの内容
下表の日程でマイナンバー（個人番号）カード作成の申請

認書類、認印

と

き

場

日本語版に引き続き、10月1日から配信開始
英語・中国語・韓国語版
ごみと資源の分別方法や
地域ごとの収集日の確認な

所

ど、市のごみ出しに関する情
報をスマートフォンなどで
確認することができます。
ごみの種類ごとに出し方
を確認できます。
品目ごとの分別方法を検
索できます。
ごみの収集日をお知らせ
します。
Ｑ＆Ａ方式で確認できます。 外国語版富士見ごみ分

10/23（水） 水谷公民館
10/29（火） みずほ台コミュニティセンター
10/30（水） ピアザ☆ふじみ
11/19（火） 南畑公民館
11/20（水） サンライトホール
11/26（火） 水谷東公民館
受付はいずれも午前9時～11時30分、
午後1時～3時30分

みほん

通知カード（個人番号
カード交付申請書）

内 246
☎○

Release the Garbage Sorting application

をお手伝いします（ウェブ申請補助、カード用写真の撮影・
提供など）
。初回の交付手数料は無料です。詳しくはお問い
合わせください。

持ち物／通知カード
（個人番号カード交
付申請書）
、本人確

FAX049-254-2000

外国語版富士見
ごみ分別アプリ

マイナンバーカードをつくりませんか
みほん

☎049-251-2711

マイナンバーカードとは
マイナンバーが記載されており、
顔写真付きで身分証明として利用
できるカードです（市では現在住民
票などのコンビニ交付サービスは
行っていません）。

別アプリ
（イメージ）

ダウンロード方法(10月1日配信開始)

iPhone

「App Store」
「Google Play」
からダウンロードしてご利用
ください。

Android

10月からスタート

便利な納税！地方税共通納税システム

広報富士見 10月号

従業員の個
人住民税を
それぞれの
市町村に納
付したい

一括納付

A市
B町

企業

地方税共通
納税システム

C村

地方税共通納税システムとは、

13

すべての都道府県・市区町村へ、

●eLTAXホームページ内
「地方税共通納税システムの特設ページ」

自宅や職場のパソコンから電子

れ

☎0570-081459
（土・日曜、祝日、年末年始を除く午前9時～午後5時）

納税できる仕組みです。

流

●eLTAXヘルプデスク

内 358
☎○

利用の例

詳しくは…
エルタックス

納税できる税金の種類

取引金融機関のネットバンキングや事前登録し
た口座からの引き落とし(即日または指定日)

個人住民税（特別徴収分、退職所

⑤ 納税

得分）、法人市町村民税

インターネットバンキングまたはダイレクト納付
を選択

メリット

④ 納付方法
選択

全
• 国の自治体へ電子納税ができ
ます（複数への一括納付も可）。

納付する税金の種類や納付先などの情報入力ま
たはCSVファイルを取り込む

金
• 融 機 関 な ど へ の 来 訪 が 不 要
です。

の

③ 納付情報
入力

ダ
• イレクト納付（事前登録した
金融機関口座へ直接納付する

PCdeskなどのeLTAX対応ソフトウェアから申
告書を作成・送信

方法）ができます。

用

② 電子申告

手
• 数料はかかりません。

eLTAXのホームページから利用届出（新規）を
提出

利

① 利用届出

問 収税課

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
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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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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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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

20

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)

富士見市役所 ☎049-251-2711

FAX049-254-2000

地域が主役のまちづくり

人。

高田 由美 さん
（鶴馬在住）

参照）を企

19

め、わくわく子育てトーキングやフ

ァミリーコンサート（Ｐ

画・運営しています。わくわく子育

てトーキングは市内各公民館などで、

ファミリーコンサートは年に一度キ

ラリ☆ふじみで開催しています。

活動を通じて、地域に密着した新

しい情報を共有し、一緒に活動する

推進員と交流を深めたり、なにより

も赤ちゃんと接することで、私自身

が癒されています。

私たちの活動が、市の未来を担う

子どもたちや、子どもたちを支える

お母さんたちのお手伝いになれば幸

いと思いながら、これからも楽しく

地域サポーターの紹介

富士見市母子保健推進員
連絡協議会

母子の健やかな毎日の
お手伝いを

市の母子保健推進員は現在

市長からの委嘱を受けた私たちは富

士見市母子保健推進員連絡協議会を

組織し、協力して活動をしています。 活動していきたいと思います。

私たちの主な活動は、乳児家庭全

戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事

業）です。生後２～３か月の赤ちゃ

んがいるすべての家庭を対象に訪問

しています。訪問では、赤ちゃんや

お母さんのようすを伺い、子育てに

必要な情報をお伝えしています。育

児に関する不安や悩み事を軽減でき

るよう話を聞き、必要に応じて保健

師へつないでいます。また、赤ちゃ

んやお母さん同士の交流を深めるた

わくわく子育てトーキングのようす

84

健康増進センター

☎049ｰ252ｰ3771

る//

公共施設の
「これから」

考え
んなで

\\み

問 管財課

内 554
☎○

市では、社会情勢の変化や施設の老朽化などを踏まえ、今後の公共施設のあり方を考える「公共施設マネジメント」に取り組んでいます。

集中して建設された市の公共施設

背景には急激な人口増加

市の公共施設は昭和40～50年代に多く建設されまし
た。小中学校をはじめ多くの公共施設が竣工から45～
50年を経過しています。

この背景には、日本の人口の急増がありました。
昭和40～50年に市の人口は3倍になりました。急激
な人口増に対応するため、市では小中学校、保育所など

各施設は、これまで大規模改修や耐震補強などの処置
を行っているため、安全性は確保されていますが、経年
劣化により建物そのものの耐久性は低下していきます。
市の公共施設竣工の年表
年

竣工施設

昭和42年

鶴瀬小

昭和44年

関沢小・水谷小

昭和46年

勝瀬小・本郷中・第二保育所

昭和48年

水谷東小・老人福祉センター・市役所・第三保育所

昭和49年

第四保育所・第五保育所

昭和50年

諏訪小・健康増進センター・第六保育所

の公共施設を整備する必要があったのです。
市の人口の推移
(人)

12万
10万

85,697

8万

96,972

104,748 108,102

70,391

6万
4万
2万
0

23,767

昭和40

50

60

平成7

17

27 (年)

市では、市民の皆さんと公共施設の在り方を一緒に考えていくため、今年度は7月に公共施設マネジメント講演会
を、9月から公共施設マネジメントゲームのワークショップを開催しています。これからも意見をいただく機会やワ
ークショップなどを開催していきますので、ぜひご参加ください。
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Fujimi City Report 富士見シティリポート
8/23

コードがついている記事のようすは動画でもご覧になれます。

イングリッシュ・サマー・キャンプ

小学5年生の子どもたちがAET（英語指導助手）の先生
たちと英語でゲームやクイズ、クッキングなどを行い

ました。3日間のプログラムで英語だけの環境にもだ
いぶ慣れてきて、最終日のクッキングではAETの先生
たちとコミュニケーションをとりながら楽しくピザと
パンを作りました。

8/25

四面卓球バレー

パラリンピック競技を体験しよう！in富士見

ちょうど1年後に東京2020パラリンピック競技大会
の開幕を迎えるこの日、市民総合体育館で1年前イベ
ントが開催されました。大勢の人が来場し、楽しく競
技を体験しながら障がい者スポーツへの興味や関心を
深めました。参加者からは「実際に体験したことで競
技の見方が変わった」などの感想が聞かれました。

8/31

富士見ぞうれっしゃが
やってきたコンサート

富士見市協働事業提案制度採択事業
として「富士見みんなでプロジェク
ト」と市の共催により、キラリ☆ふ
じみで開催されました。「ぞう列車」

は、戦争の愚かさと子どもたちが夢
をかなえるために自ら行動する姿、
そしてその姿に動かされた大人たち
を描いたノンフィクションストーリ
ーです。小学生24人を含む総勢64
人が作り上げたハーモ
ニーは大きな感動を呼

び、いつまでも拍手が
鳴り響きました。

市長コラム

星 野 光 弘の

キラリ★日記

vol.8

夢の先には感動が待っています！

市ＰＲ大使としてイベントなどにご協力いただいている
しもかわら
下川原利紗さんが、今年5月から愛車のバイクで日本一周に
挑戦され、ゴール直前の8月27日に市役所に立ち寄ってくだ
さいました。令和の時代に新しい気持ちで何かに挑戦したい
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と思い立ち、バイクに乗り始めたときからの夢を実現させよう
と、今回のチャレンジを決めたそう
です。旅先でのさまざまな出会いか
ら人の温かさに触れ、学んだことや
感動したことなどを話してくださいま
した。夢の実現に向けた想いや旅先
での感動体験などを市民の皆さんに
ご披露いただければと思います。

健康ガイド

※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
■

事業名

☎049-252-3771
℻049-255-3321

健康増進センター
対 対象
■

場 場所
■

内 内容
■

定 定員
■

持 持ち物
■

とき

詳

場 ピアザ☆ふじみ
10月23日㈬ ■
場 鶴瀬公民館
24日㈭ ■

場 ふじみ野交流センター
28日㈪ ■

予 健康づくり
■
料理講習会

場 鶴瀬西交流センター
29日㈫ ■

場 針ケ谷コミュニティセンター
29日㈫ ■

場 水谷公民館
29日㈫ ■
場 南畑公民館
30日㈬ ■

予 はつらつ教室
■
生活機能アップ
コース
予 知ってナットク
■
身近な健康相談室

木曜日コース
10月3日･10日
･17日
金曜日コース
10月4日･11日
･18日

費 費用
■

申 申込み
■

他 そのほか
■

主 主催
■

細

内 メニューテーマ「これで減塩？簡単！おいしい減塩料理」
■
きのこと根菜のトマトクリームシチュー、キウイド
レッシングのグリーンサラダ、フルーツクランブル
ミニ講話…今日から始める減塩作戦
費 500円程度
■
主 富士見市食生活改善推進員協議会
■
※いずれの会場も10:00～13:00
※参加者本人がお申し込みください。

対 足腰の痛みや動きにくさをきっかけに、思うように健康管理や体力維持ができなくな
■
ってきた方
場 健康増進センター
（送迎あり）
■
内 作業療法士など専門職による個別相談と運動、心身の活動向上と、より豊かな地域参
■
加を目指したグループ活動
費 1回につき30円
（保険代） ※いずれも10:00～14:30
■

他 1人1時間程度
対 健康について相談のある方 ■
場 健康増進センター ■
10月25日㈮ ■
内
9:00～16:00 ■生活習慣病や食事に関することについて保健師、管理栄養士による個別相談
場 水谷東公民館
10月 3 日㈭ ■
場 鶴瀬公民館
10月10日㈭ ■

集団検診

場 健康増進センター
■

ふれあいサロン

いきいき活動室

※申込み ･ 問合せは健康増進センターへ

集団検診名

対象者・内容

受診料

予 前立腺がん
■
検診

50歳以上
（昭和45年3月31日までに生まれた方）
問診、PSA検査（血液検査） ※年度内1回の検診です。

☎049-252-3771

受診期日
11月 1 日㈮
午前

500円

40歳以上（昭和55年3月31日までに生まれた方）で、平成
11月11日㈪
30年度（平成30年4月～平成31年3月）に受診していない方
午前・午後
予 乳がん検診
2,000円
■
問診、マンモグラフィ
（X線撮影）
11月12日㈫
※2年に1回の検診です。視触診はありません。50歳以上の
午前・午後
方のマンモグラフィ検査は一方向からの撮影になります。
40歳以上
（昭和55年3月31日までに生まれた方）
問診、胃部X線撮影
（バリウム検査）
予 胃がん検診
■
※年度内1回の検診です（今年度の胃内視鏡検診を受診し
た方は受診できません）
。

500円

11月27日㈬
午前
11月28日㈭
午前

定員

申込開始日

100人 10月 1 日㈫

各100人 10月15日㈫

各100人 10月28日㈪

※乳がん検診…豊胸手術やペースメーカー挿入術を受けている方、妊娠中の方、妊娠の可能性がある方、授乳中の方、授乳終了後6か月
未満の方は対象になりません。30歳代の女性が個別に検診を受けた場合、 助成制度があります。

10月の緊急時の産婦人科医
（9:00～17:00）
当

番

医

6 日㈰ 恵愛病院
（富士見市）

当

049-252-2121

番

医

電話番号

6 日㈰ みずほ台病院（富士見市）

049-252-5121

13日㈰ 上福岡総合病院
（ふじみ野市）

049-266-0111

13日㈰ 栗原医院
（富士見市）

049-255-3700

14日㈷ 恵愛病院
（富士見市）

049-252-2121

14日㈷ 三浦病院（富士見市）

049-254-7111

20日㈰ にしじまクリニック
（富士見市） 049-262-0600

20日㈰ 上福岡総合病院（ふじみ野市）

049-266-0111

22日㈷ 恵愛病院
（富士見市）

049-252-2121

22日㈷ イムス富士見総合病院（富士見市） 049-251-3060

27日㈰ 恵愛病院（富士見市）

049-252-2121

27日㈰ 三芳野第2病院（ふじみ野市）

救急休日診療
日曜

10月の緊急時の外科医
（9:00～16:00）
電話番号

祝日

年末年始
12/31〜1/3

東入間医師会

〔昼間〕 9：00～12：00
13：00～16：00
〔夜間〕20：00～22：00
ふじみ野市駒林元町3-1-20

休日急患診療所 ☎049-264-9592㈹

29

広報富士見 10月号

小児時間外 〔診療時間〕
救急診療 20：00～22：00
月～土曜
（ 祝日を除く ）

東入間医師会

ふじみ野市駒林元町3-1-20

休日急患診療所 ☎049-264-9592㈹

埼玉県
救急電話相談

049-261-0502

AI 救急相談

☎♯7119
（☎048-824-4199）

〔24時間365日〕

大人や子どもの相談に対応し、医療機関
を案内します。

イベ
ント

問 健康増進センター

親子de簡単手作りおやつ教室
～クリスマスのお菓子を作ろう♪～

クリスマスにちなんだお菓子を作りませんか。食後に
歯によいおやつのお話とブラッシング指導を行います。
とき／11月9日
（土）
午後1時30分～4時
場所／ピアザ☆ふじみ
対象／市内在住の小学生と保護者
内容／調理実習、歯科衛生士の講話
メニュー／バニラキッフェル（ドイツの焼き菓子）
、レ・
ストレーゲ
（イタリアのパン）

☎049-252-3771

FAX049-255-3321

※アレルギーのある方はご相談ください。
定員／16組
（応募多数の場合は抽選）
とく お

、埼
講師／遠藤徳 夫氏（香川調理製菓専門学校助教授）
玉県歯科衛生士会朝霞支部
参加費／1組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、歯ブラシ（お子さんのみ）、汚れてもよいタオル
申込み／10月28日
（月）
午後5時15分までに
市ホームページ、FAX、直接または電話で
※参加者本人がお申し込みください。

高齢者インフルエンザ予防接種のお知らせ

対 健康や体の状況に心配のある方
■
内 看護師や保健師による個別相談
■
※いずれも13:30～15:30
場 高齢者いきいきふれあいセンター
10月30日㈬ ■

ホッと安心
健康相談

食育☆ 健康ひろば

休日・夜間の
医療機関

60歳以上65歳未満の希望者で、心臓・じん臓・呼吸器の機
能に障がいのある方、またはヒト免疫不全ウイルスによる免
市では高齢者のインフルエンザ予防接種の助成を行います。
疫機能に障がい（身体障害者手帳１級程度）のある方
接種前に実施医療機関や健康増進センターにある予防接種の
接種方法／実施医療機関にお申し込みください（予診票は医
説明書を読み、体調の良い時に受けましょう。
療機関にあります）
。
実施期間／10月20日
（日）
～令和2年1月31日
（金）
自己負担金／1,500円
（実施医療機関でお支払いください）
接種場所／富士見市、ふじみ野市、三芳町の実施医療機関
※生活保護受給者は無料。実施医療機関で受給者証を提示し
※上記以外の医療機関で接種を受ける場合は、10月以降の
てください。
接種前に健康増進センターにお問い合わせください。
問 健康増進センター ☎049-252-3771
対象／ 65歳以上の希望者

高齢者インフルエンザ予防接種
医療機関

実施医療機関 (富士見市)

電話番号

医療機関

電話番号

※市外局番は(049)です。 令和元年 9月6日現在

医療機関

電話番号

アイルみずほ台内科クリニック 252-8855 さくら記念病院

253-3811 平塚整形外科クリニック

家田整形外科皮膚科クリニック 253-3022 篠田中央クリニック

251-0200 富士見クリニック

253-8020
(048)472-0120

稲本しげたクリニック

254-9081 じゅんファミリークリニック 293-8388 富士見メンタルクリニック

255-0544

いままき内科医院

275-1110 鈴木内科医院

253-6280 ますなが医院

264-1511

イムス富士見総合病院

251-3060 武田耳鼻咽喉科

254-8733 まつさき小児科医院

263-7003

おぎそ小児科医院

255-2000 たにあい内科医院

265-7811 三浦病院

254-7111

オーク内科クリニック

256-0011 鶴瀬腎クリニック

293-5771 みずほ台サンクリニック

255-3929

上沢クリニック整形外科内科

275-6777 徳永内科クリニック

265-8208 みずほ台産婦人科

253-5566

北村クリニック

275-3051 中川内科小児科医院

254-1545 みずほ台病院

252-5121

草野整形外科

266-1866 中島医院

251-0793 宮沢クリニック

251-9165

日鼻医院

251-0633 根本外科整形外科

251-0011 みよし野クリニック

256-3132

栗原医院

255-3700 はまだ内科クリニック

268-7100 ゆうあいクリニック

257-5420

くろだ女性クリニック

256-1500 東みずほ台クリニック

255-5511 横田医院

251-0152

こう内科循環器科クリニック

262-7732 日比生クリニック

255-5515 わたなべ整形外科

255-6311

坂本整形外科

253-3989 ひまわり内科

253-5686

受けていますか？乳がん検診

日本人女性の11人に1人が乳がんにかかると言われてい
ます。市ではマンモグラフィ（X線撮影）による集団検診を
健康増進センターで実施しています。
対象／40歳以上の女性で、平成30年4月～平成31年3月に
市の乳がん検診を受診していない方 ※30歳代の女性が
個別に検診を受けた場合、助成制度があります。
検診を受けられない方
豊胸手術、ペースメーカー挿入術を受けている方

妊娠中、妊娠の可能性がある方
授乳中、授乳終了後6か月未満の方
内容／問診、マンモグラフィ
（X線撮影）
※50歳以上の方は一方向のみの撮影
受診料／2,000円（クーポン券をお持ちの方、生活保護受給者は無料）
申込み／広報『富士見』の健康ガイドや令和元年度がん
検診などのお知らせ（保存版）
、市ホームページで受診期
日を確認し、お申し込みください。
問 健康増進センター ☎049-252-3771

広報富士見 10月号
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月３日㈭から生涯学習

手話で楽しもう

問 障がい福祉課 ☎○内

このコーナーでは、日常生活で使える手話を紹介しています。
手話が身近な言語となるよう、皆さんも一緒にやってみましょう！

でも見ることができます。

持ち物／筆記用具
申込み／
☎○内

課へ直接または電話で
問 生涯学習課

【フリーマーケット】

30

広報富士見 10月号

セルビア共和国シャバツ市 & 富士見市 姉妹都市記念日事業

日にちなみ、毎

人差し指の指
先を動かしな
がら前に出す

セルビア共和国について学べる

月 日㈬
姉妹都市記念日に

市とセルビア共和国シャバツ市
年 月

日 を「 姉 妹 都 市 記 念 日 」

らご覧くださ

は、両市が姉妹都市提携を締結し
月

右記コードか

633

10

373

い。

た昭和
年
参照）
。

として、さらなる交流を深める取
組みを実施する（Ｐ
市教育委員会では、姉妹都市記
念日事業の一環として、市内小中
学校で提供されたセルビア料理を
もとにした給食の試食会を学校給
食センターで実施する。
また、当日は学校給食センター
の見学、セルビア共和国出身で生
涯学習課非常勤嘱託職員のアナ・
ロゴ氏によるセルビア共和国につ

時

日㈬

いて学べる講座も開催する。
とき／ 月

午前 時～午後

場所／学校給食センター
対象／市内在住、在勤の方
円
（未就学児は無料）

【マップ（地図）】

セルビア給食試食会開催

富士見オリパラ新聞

月刊

12

紹介している手話は動画

半円を描きながら
手前に手を引き、
手首をつける

【団体】

手のひらを上に
向けて、左右へ
2段階でひらく

両 手 の 拳を胸
の 前で交 互に
２回上下させる

23
１

広げた両手を自
分に向かって２回
あおぐ

【秋】

10

23

定員／ 人
（申込順）
参加費／

昨年度のセルビア料理をもとにした給食（参考）

23

23 57
10
40

280

【試食会のメニュー】
• インテグラルニ・フレブ
（全粒粉パン）
• ムレーコ（牛乳）
• リブリアチョルバ
（白身魚のスープ）
• ピレチ・パプリカシュ
（鶏肉のパプリカ煮）
• チョルバスト・パスリ
（豆の炒め煮）

10
10
10

内 633
担当：生涯学習課 ☎○

月刊富士見オリパラ新聞
№６

－Contents－ 今月の主な内容
02 わがまちの愛される双子の兄妹 ふわっぴー
04 ’19富士見ふるさと祭り
06 行政情報
子どもの夢つなぐ市民運動☆ふじみサポーター募集／
鶴瀬駅東口通行規制／保育所(園)・小規模保育施設・認
定こども園など 令和2年4月の入所申込受付／放課後児
童クラブ 令和2年4月の入室申請受付／富士見市プレ
ミアム付商品券「購入引換券」の発送について／「梅
恋花」数量限定販売／毎年10月23日は姉妹都市記念
日／外国語版富士見ごみ分別アプリ ほか
14 情報ステーション
【ご案内】富士見サイクリングコース通行止めのお知らせ

／富士見市ファミリー・サポート・センター移転のお知
らせ／土地・家屋台帳と公図の閲覧を廃止します ほか
【募集】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／緊急時保育サポーター ほか

今月の無料相談

広報

26
27
２8
30
31
32

№949
令和元年10月号

【子育て】親子で音楽を楽しもう

ファミリーコンサー
ト♪／小さな子どものためのコンサート／子育て応援
の勉強室 ほか
【学ぶ】スタイルUP！美尻エクササイズ／はじめての

傾聴講座／あいサポーター研修 ほか
【イベント】市民文化祭／なんばた青空市場／健康ま

つり／鶴瀬西交流センターフェスティバル ほか
【市民伝言板・くらしのリユース】

地域サポーターの紹介・公共施設の「これから」
富士見シティリポート・市長コラム
健康ガイド
月刊富士見オリパラ新聞・手話で楽しもう
無料相談
今月のFujimist
土曜開庁と業務時間延長
人口と世帯数

予 …要予約
※○
※相談日が年末年始・祝日の場合は除きます。 富士見市役所 ☎049-251-2711
問合せ
相談内容
とき
場所
内 271
第1～4水曜13：00～16：00
鶴瀬駅西口サンライトホール 人権・市民相談課 ☎○
予 法律
○
（弁護士）
第1～4金曜13：15～16：15
予 法律
（司法書士）
第1・3火曜10：00～12：00
○
予 税務
（税理士）
第4火曜13：00～16：00
○
市民
木曜9：00～12：00
内 271
予 女性
人権・市民相談課 ☎○
第1・3火曜13：00～17：00
○
第1～4月曜9：00～12：00 ※第1・3が祝日の
DV
場合は水曜、
第2・4が祝日の場合は火曜
住宅
第2火曜13：00～16：00
予 不動産
第4月曜13：00～16：00
○
内 271
木曜13：00～16：00
人権・市民相談課 ☎○
外国籍市民生活
月～金曜10：00～16：00
ふじみの国際交流センター ☎049-269-6450
消費生活
月～金曜10：00～12：00、13：00～15：30
消費生活センター ☎049-252-7181
内 418
予
第2月曜13：30～16：30 ※祝日の場合は翌日 建築指導課 ☎○
○マンション管理
内 422
予
建築指導課 ☎○
○耐震改修・リフォーム 第3月曜13：00～16：00
内 264
内職あっせん
水・金曜10：00～12：00、13：00～15：00
産業振興課 ☎○
予
月～金曜9：00～16：00
富士見市商工会 ☎049-251-7801
○中小企業経営
むさしの ☎049-255-6320
月～金曜9：00～17：00
※右記高齢者あんしん相談センターは担当が住 ふじみ苑 ☎049-293-1168
所(町会)ごとに分かれているため、市ホームペ えぶりわん鶴瀬Nisi ☎049-293-8330
高齢者
（介護、
権利擁護などの相談）ージなどをご覧ください。
※虐待通報など緊急の場合は時間外も受け付け みずほ苑 ☎049-256-7423
内 397)でも受け付けます。ひだまりの庭むさしの
☎049-268-5005
し、高齢者福祉課(☎○
内 322
予 障がい者就労支援
月～金曜8：30～12：00、13：00～17：00
障がい福祉課 障害者就労支援センター ☎○
○
内 323
予 こころの健康相談
第4木曜10：00～
ぱれっと
障がい福祉課 ☎○
○
内 336
児童相談
月～金曜8：30～17：00
障がい福祉課 家庭児童相談室 ☎○
月～金曜9：00～17：00
教育
教育相談室 ☎049-253-5313
土曜9：00～12：00 (電話相談のみ)
子どもに関する総合相談 月～金曜8：30～17：00
予 子どものための養育費相談 第3木曜13：00～16：00 ※祝日の場合は第4木曜 子ども未来応援センター ☎049-252-3773
○
予 学び直し相談窓口
○
第4金曜15：00～19：00 ※12月は第3金曜
乳幼児子育て
（電話相談） 月～金曜8：30～17：00
健康増進センター ☎049-252-3771
月～金曜10：00～16：00 ※未就学児対象
子育て支援センター ☎049-251-3005
子育て
（電話相談）
各保育所（園）
・認定保育園でも相談可。電話番号などは、市ホームページをご覧ください。面談は要予約
奇数月第4火曜11：00～14：00
ウエルシア富士見鶴馬店 富士見市社会福祉協議会
福祉全般に関すること
出張うさみんカフェ
偶数月第4火曜11：00～14：00
ウエルシア富士見鶴瀬東店 ☎049-254-0747
心配ごと相談(福祉)
ボランティア
月～金曜9：00～17：00
富士見市社会福祉協議会 ☎049-254-0747
予 成年後見制度相談
○
生活サポートセンター☆ふじみ ☎049-265-6200
生活困窮相談
月～金曜8：30～17：00
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● 編集 総務部秘書広報課 ● 発行 富士見市
(毎月1日発行)〒354-8511 富士見市大字鶴馬1800番地の1
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Fujimist

今月の

第

7回全日本小中学生ダンスコンクール東日本大会で金

賞を受賞した、富士見市やふじみ野市などで活動する
ヴァイオレット

広報『富士見』は町会とシルバー人材センターを通して配布し、市内の公共施設や駅などにも置いています。
また、市ホームページでもご覧になれます。声の広報『富士見』(音声DAISY(デイジー)版)は市内図書館で貸
出しています(市ホームページで聴くこともできます)。

ダ ンスチ ーム「VIOLET」。横 田さん(高1)、西 村 さん(小5)、
佐藤さん(小5)、石塚さん(中2)は、チームの一員として、
「魅
せるダンス」を追求している。中島美嘉のツアーダンサーや
カ オ リ

SKE48の振付けなどで活躍するCaori氏が指導するこのチー
ムには、さらなる高みを目指してほかのチームから加入して

きたメンバーも多く、横田さんもその一人だ。
「全員の動きが

本格的なこのチームでダンスがしたいと思いました」と語る。

チームが最も大切にしているのはコミュニケーション。

互いに遠慮なく指摘をし合うことが、一糸乱れぬダンスに

つながっている。石塚さんは「メンバー1人でも欠けたら、

いいダンスはできません」と語った。

(左から)

の

チームメイトの向上心も高く、西村さんは「センターや

ソロパートで踊れるようになるため、レッスンのない日も

自信が付くまで練習しています」と語る。よきライバルで

もあるチームメイトを引っ張っていくことが目標だという。
ときにぶつかり合いながらも、互いを認め合う仲間に感

謝の言葉を口にしたのは佐藤さん。
「みんなと一緒に踊れ

てうれしい。1人ひとりがキラキラ輝く大事な仲間です」

7月にアメリカで行われた国際大会「World of Dance

Junior Division」では堂々の2位に輝き、自分たちのダン

スが世界でも通用すると自信になったが、4人が最も感じ

たのは世界のレベルの高さ。世界を舞台に活躍するダンス
チームを目標に、互いを刺激しながら高め合う毎日だ。

内 241
問 秘書広報課 ☎○

市ホームページなど

取扱い業務など、詳しくは市ホームページをご覧になるか、
お問い合わせください。

西出張所(鶴瀬駅西口サンライトマンション１階) ☎049-252-2331
【業務時間延長】10月31日(木)・11月28日(木)午後8時まで

市ホームページ

https://www.city.fujimi.saitama.jp/
携帯版ホームページ

https://www.city.fujimi.saitama.jp/mobile
富士見市ＰＲサイト

『キラリとかがやく
まち 富士見市』
人

【市公式 facebook】
https://www.facebook.com/fujimikouhou

【マチイロ】スマートフォンでも
広報『富士見』をご覧になれます。

【テレ玉データ放送】テレ玉
(地デジ3ch)視聴中にdボタンで
市の情報をご覧になれます。

富士見市

検索

子育て応援サイト
『すくすく子育て
FUJIMI』

人口と世帯数(9月1日現在)

口…111,768人 (前月比
男
55,318人 (前月比
女
56,450人 (前月比
世帯数… 52,075世帯(前月比

【市公式 twitter】
https://twitter.com/fujimi_city

マチイロ

み ら い

な な み

10・11月の土曜開庁と業務時間延長
市役所本庁舎 ☎049-251-2711
【土曜開庁】
10月5日(土)・11月2日(土)午前8時30分～午後0時30分
【業務時間延長】
毎週木曜(祝日を除く)午後7時まで
【開庁課】
市民課・保険年金課・税務課・収税課・子育て支援課・保育課

あ

横田 乃愛さん、西村 心来さん
佐藤 七海さん、石塚 ひかるさん

＋81人)
＋54人)
＋27人)
＋74世帯)

【ココシル☆ふじみ】
市の観光情報アプリ。
「ココシル」で検索
見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを
採用しています。

