情報ステーション Information Station
ご案内

ご案内
交通遺児等援護金の給付

募
集

埼玉県交通安全対策協議会では、交
通遺児等援護金を給付しています。
対象／県内在住の交通遺児等で、
下表の世帯に属する方
※交通遺児等とは、18歳以下の方で、

子育て

保護者が交通事故により死亡または
重い障がいを負った方をいいます。
交通遺児等の人数 同居世帯の総所得額

１人

274万円以下

３人

350万円以下

２人

学

４人

ぶ

５人以上

312万円以下
388万円以下
426万円以下

イベント

給付額／遺児１人につき年額10万
円
給付時期／５月上旬
※４月末までに
「給付決定通知書」
を

富士見市役所

就職支援セミナー＆就職個別相談
就職支援セミナー
ワーク･ライフ･バランス
育児･介護と仕事の関係
とき／１月24日(木)午前10時～正午
対象／市内在住、在勤の方で育児･
介護休業中の方や休業を考えてい
る方、現在就職活動中の方など
内容／育児介護休業法の概要、育
児･介護と仕事の両立や扶養に係る
税と社会保険のポイントの解説
定員／20人(申込順)
講師／髙木美香氏(社会保険労務士)
就職個別相談
とき／１月24日(木)午後１時～４時
(１人50分)

対象／市内在住、在勤の方
内容／就職に関わる全般的な相談、
カウンセリング
(申込順)
定員／３人
すのはらよしのり
相談員／春原義憲氏(NPO法人キャリ
アプラザ埼玉)

送付

市民伝言板
くらしの
リユース

申請方法／市交通･管理課、各学校
で配布する申請書類に記入し、み
ずほ信託銀行浦和支店へ郵送また
は直接
(〒330-0063さいたま市浦和区高砂
２-６-18)
提出期限／１月末日
問合せ／県防犯 ･ 交通安全課
048-830-2958

「介護のお仕事」合同説明会
市内の介護事業所が集まります。
介護の有資格者で休職中の方、就
職先をお探しの未経験者の方など、
ぜひご参加ください(無料)。
とき／２月１日(金)午後２時～４時
場所／針ケ谷コミュニティセンター
対象／市内の介護事業所へ就職を
希望する方や興味のある方
参加事業所／約20か所
申込み／１月25日(金)までに直接
または電話で
内 392
◯
問合せ／高齢者福祉課

【共通事項】
場所／鶴瀬駅西口サンライトホール
※駐車場、駐輪場はありません。公共
の交通機関などをご利用ください。

持ち物／筆記用具
申込み／１月７日(月)から電話で
※どちらか一方の申込みも可
※無料、託児なし

問合せ／産業振興課

内 383
◯

とき／１月25日(金)午後１時～４時
(受付：正午～午後３時)
※無料、手話通訳あり

場所／ふじみ野市立市民交流プラ
ザ(フクトピア内)(ふじみ野市福岡
１-２-５)
内容／企業との面接、就職相談
持ち物／障害者手帳(原本とコピー)、
履歴書･職務経歴書(複数枚)、ハロー
ワークカード、筆記用具
※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

共催／富士見市、ふじみ野市、三芳
町、ハローワーク
問合せ／ハローワーク川越
049-242-0197(46＃)
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広報ふじみ 1月号

FAX 049-254-2000

医療従事者の方は
届出をお願いします
平成30年12月31日現在、業務に従
事している保健師･助産師･看護師
･准看護師･歯科衛生士･歯科技工士
の方は、｢業務従事者届｣の提出が
義務づけられています。
※届出票は勤務先から受け取るか、県
ホームページからダウンロードでき
ます。

提出期限／１月15日(火)
提出先／勤務地を管轄する保健所
※郵送可

問合せ／県医療人材課看護･医療人
材担当
048-830-3543

看護学校の教員に
関心がある方への説明会
現職の看護教員が、看護学校の現
状や教員への道のり、魅力を伝え
ます(無料、申込不要)。
とき／１月26日(土)午後１時～４時
場所／埼玉県看護協会研修センター
(さいたま市西区西大宮３-３)
問合せ／県医療人材課看護･医療人
材担当
048-830-3543

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

かくげつ

はっ

ふじみの国際交流センターが隔月で発
こう

入間東部障害者就職面接会

い合わせください。

049-251-2711

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

１月
号のテーマ
きゅう よ め い さ い
ないよう
り かい
給与明細の内容を理解していまし
たか
ちゅうごく ご

えい ご

かんこく ご

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

お知らせ
キラリ☆ふじみのイベント内容
などは、ＨＯＴキラリ１月号ま
たはキラリ☆ふじみホームペー
ジをご覧ください。
問合せ／キラリ☆ふじみ
049-268-7788

富士見市役所

049-251-2711

FAX 049-254-2000

※募集要項、
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。

問合せ／学校教育課

内 622
◯

キラリ☆ふじみ
改修工事(予定)のお知らせ
メインホールとマルチホールの舞
台設備改修工事の計画を進めてい
ます。工事に伴い、両ホールの休館
を予定しています。
詳しい日程などは、決まり次第お
知らせします。
ホール休館(予定)／2020年４月か
ら４か月程度
内 252
◯
問合せ／地域文化振興課

不妊検査・不妊治療費の
助成申請はお早めに
不妊に悩む夫婦の経済的負担の軽
減を図り、子どもを安心して生み
育てられるよう、不妊検査および
不妊治療費の助成を行っています。
申請には、検査や治療の領収書や
明細書などが必要です。
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。
不妊検査：妻が43歳未満で、１年
以内に夫婦が不妊検査を受けた場
合、２万円を限度に１回に限り助
成します。
不妊治療：県の不妊治療費助成を
受け、確定通知をお持ちの方は、お
早めにお問い合わせください。
問合せ／子ども未来応援センター
049-252-3773

広報ふじみ 1月号
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くらしの
リユース

ページまたは募集要項をご覧くだ
さい。

とき／１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
◯
問合せ／産業振興課

市民伝言板

※応募条件など詳しくは、市ホーム

持ちください。

イベント

【共通事項】
応募方法／応募用紙に記入し、１
月８日(火)～18日(金)に郵送また
は直接
(〒354-0021 鶴馬1873-１ 学校教
育課)

※レジ袋削減のため、買い物袋をお

ぶ

すこやか支援員
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･富士見特別支援学校
時間／週５日 １日６時間
期間／原則１年間
(小中学校年間 203日予定、富士見特
別支援学校年間211日予定)
賃金／時間額940円

看護師
医療的ケアを必要とする児童生徒
への医療的ケアを行います。
募集人数／１人
場所／富士見特別支援学校
時間／週５日 １日６時間
期間／原則１年間(年間206日予定)
賃金／時間額1,570円

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。

学

ふれあい相談員
いじめや不登校など、児童生徒の
悩みについて、面接相談、電話相談、
家庭訪問を行います。
また、通学区の小学校での相談も
行います。
募集人数／若干名
場所／中学校
時間／週５日 １日４時間
期間／原則１年間(年間203日予定)
賃金／時間額920円

給食仕分け員
給食の仕分けを行います。
募集人数／若干名
場所／小学校または中学校
時間／週５日 １日２時間
期間／原則１年間(年間187日予定)
賃金／時間額940円

つきいち～臨時農産物直売所～

子育て

中学校学習支援員
学習指導の補助をしながら、学習
が遅れがちな生徒の個別対応 ･ 指
導を行います。
また、不登校傾向の生徒への支援
なども行います。
募集人数／若干名
場所／中学校
時間／週５日 １日５時間
期間／原則１年間(年間203日予定)
賃金／時間額1,070円

ご案内

募 集

基礎学力定着支援員
学習指導の補助をしながら、学習
が遅れがちな児童の個別対応 ･ 指
導を行います。
また、不登校傾向の児童への支援
なども行います。
募集人数／若干名
場所／小学校
時間／週５日 １日５時間
期間／原則１年間(年間203日予定)
賃金／時間額1,070円

学校司書
図書の整理、貸出し、図書の紹介
や図書館利用の支援など、
読書活動の推進を行
います。
募集人数／若干名
場所／小･ 中･富士見特別支援学校
時間／週３日 １日４時間
期間／原則１年間
(小学校年間120日予定、中学校年間
80日予定、富士見特別支援学校年間
120日予定)
賃金／時間額920円

情報ステーション
ご案内

平成31年度
教育委員会の支援員など

Information Station

情報ステーション Information Station
ご案内

募 集

富士見市役所

打越市民農園の利用者追加募集
募集区画数／約20区画
(１区画約30㎡。１世帯２区画まで)

募

平成31年度
県公立小中学校臨時的任用教
職員および非常勤講師

集
子育て
学
ぶ

公立小中学校の教職員の欠員補充、
育児休業や病気などの教職員の代
替などとして、臨時的任用教職員
および非常勤講師を募集します。
応募資格／
教員は教員普通免許状、学校栄
養職員は栄養士免許状を所有し
ている方または取得見込みの方
地方公務員法第16条および学校
教育法第９条の欠格事項に該当
しない方
※応募には、希望調書の提出が必要
です。詳しくは県教育委員会のホー

イベント

ムページをご覧ください。
内 622
◯
問合せ／学校教育課
県教育局西部教育事務所 人事 ･ 学
049-242-1805
事担当

市民伝言板

公立保育所の非常勤嘱託職員

くらしの
リユース

子どもたちの笑顔に、パワーをも
らえる仕事です！
勤務場所／
市立第一～第六保育所
職種／
①保育士(要保育士資格)
②保育補助員(保育士資格不要)
③調理員(調理師免許不要)
賃金／
①月額185,530円(土曜勤務あり)
月額163,930円(土曜勤務なし)
②時間額960円(午前8時30分～午後
4時45分)

時間額1,060円(午前7時～8時30分、
午後4時45分～7時15分)

③時間額940円
※①は年２回特別報酬あり
※勤務日 ･ 時間など詳しくはお問い
合わせください。

問合せ／保育課

内 332
◯

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～2020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

広報ふじみ 1月号

FAX 049-254-2000

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／３月23日(土)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あり
※募集要項は市建築指導課 ･ 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。

人材センター富士見事務所で手続き

募集期間／１月４日(金)～21日(月)

をお願いします。

(消印有効)

※農園に水道、ごみ捨て場、駐車場は
ありません。

問合せ／入間東部シルバー人材セ
ンター富士見事務所
049-253-6686

問合せ／埼玉県住宅供給公社
048-829-2875

富士見市子どもフェスティバル参加者募集
問合せ／鶴瀬公民館

子どもたちを主人公に、みんなでつ
くるお祭りです。
とき／４月21日(日)
もり
場所／文化の杜公園周辺
①参加コーナー
アトラクション(工作や遊びなど)
縁日(飲食物、小物などの模擬店)
ステージ(ダンスなど：小学生～高校
生くらい、10組程度)

対象／
個人：市内在住、在勤、在学の方
団体：市内活動団体
実行委員会／１月31日(木)午後7時
30分 ※必ず出席してください。
②ポスター原画、テーマ
対象／市内在住、在学の小中学生(個人)
ポスター原画
題材は自由。ただし｢第46回富士見
市子どもフェスティバル｣の文字
を入れる(テーマは入れない)。
4ツ切または8ツ切画用紙
絵の具、クレヨンなどを使用(色鉛
筆以外)

テーマ
選ばれたテーマはポスターに掲載し
ます。( 参考)前回のテーマ：｢笑って わ
くわく 子どもフェスティバル｣

17

049-251-2711

049-251-1140

FAX049-251-1156

③子どもフリーマーケット出店
募集数／25区画
対象／市内在住、在学の小中学生
(小１～３年生は保護者同伴)

店長会議／３月9日(土)午前10時
④ボランティア隊員
対象／中学生～大学生くらい
内容／放送、会場案内、会場整理、各
コーナーの手伝いなど
結団式／4月13日(土)午前10時
【共通事項】
申込期限／
①1月25日(金)、②2月22日(金)
③3月1日(金)、④4月5日(金)
申込方法／それぞれの申込用紙に
記入し、FAXまたは直接
※申込用紙は、市ホームページ、鶴瀬
公民館にあります。
※①のステージ、③は応募多数の場合
は抽選

主催／富士見市子どもフェスティ
バル実行委員会

富士見市役所

049-251-2711

持ち物／飲み物、弁当、室内用運動
靴、レジャーシート、タオル
主催／富士見市青少年相談員協議会
申込み／１月７日(月)～11日(金)午
前９時～午後５時に直接または電
話で
内 341
◯
問合せ／子育て支援課

４か月健診

12か月健診
１歳６か月健診
３歳健診
予 乳児・母乳相談
■

わくわく子育て
トーキング

問合せ／健康増進センター

049-252-3771 ℻049-255-3321

※聴覚障がいの方はファックスでお申し込みください。

予 要予約 ■
受 受付時間 ■
対 対象
場 場所
内 内容 ■
定 定員 ■
持 持ち物
■
■
■
申 申込み ■
主 主催
他 そのほか ■
水 バス水谷コース ■
鶴 バス鶴瀬コース
■
■
詳
細

受 13:00～13:20 ■
対 離乳食初期をこれから始める、または始めたばかりのお子さ
■
場 ピアザ☆ふじみ ■
内 離乳食初期の
ん（おおむね生後3～5か月児）のいる保護者 ■
1月24日㈭
定 15人
（申込順）
話、調理のデモンストレーション、調理体験、試食（親のみ） ■
13:30～15:00 持
申 1月15日(火)午前8時30分
■母子健康手帳、赤ちゃん手帳、筆記用具、手ふき ■
から電話で ※保育あり(おおむね生後3～5か月児、定員10人(申込順))

受 9:45～10:00 ■
対 出生体重が2︐000g未満、養育医療や育成医療を利用、出生後に
■
1月16日㈬
さまざまな事情で定期的な医療が必要なお子さんとそのご家族
10:00～11:30 場
内 家族同士や保健師との交流 ･ 相談 ■
持 母子健康手帳
■ピアザ☆ふじみ ■

くらしの
リユース

予 親子サロン
■

問合せ／健康増進センター
049-252-3771

市民伝言板

予 もぐもぐパクパク
■
食事相談

き

※参加者本人がお申し込みください。

イベント

見て！食べて！
はじめて
離乳食教室

子育て応援情報
モバイルサイト
「スマイルなび」

定員／親子８組程度(申込順)
参加費／１人300円(材料代ほか)
持ち物／三角きん、エプロン、ふき
ん、手ふき、筆記用具
申込み／１月15日(火)午前８時30
分から電話で

ぶ

子育て健康ガイド
と

※アレルギーの方は要相談

※応募多数の場合は抽選

学

問合せ／富士見市社会福祉事業団
放課後児童クラブ事務局
049-251-8901

対象／小中学生
定員／25人(無料)

子育て

※車での来場はご遠慮ください。

※必ず保護者の送迎をお願いします。

とき／２月３日(日)午前10時～午
後２時(受付：午前９時45分～)
場所／鶴瀬西交流センター
対象／市内在住の年長～小学生と
保護者
メニュー／福豆ご飯、いわし南蛮、
簡単ナムル、豆腐ごま団子など

集

内容／コマやベーゴマ、けん玉など
定員／30人程度(申込順)
申込み／平日午前８時30分～午後
６時30分に電話で

スポーツ雪合戦や、
ボードゲームな
どを行います。
とき／１月27日(日)
午前10時～午後３時
場所／市民総合体育館

募

※幼児は保護者同伴で可

予
■

おやこ食育教室

ご案内

とき／１月19日(土)
午前10時～正午
場所／ふじみ野第１放課後児童ク
ラブ(ふじみ野小学校敷地内)
対象／小学生

事業名

情報ステーション

冬のお楽しみ会

あそび～ば。
伝承あそびであそぼっ

健康ガイド

Information Station

FAX 049-254-2000

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

場 健康増進センター
■

内 食事についての相談
■

受 12:50～13:40 ■
場 健康増進センター
水 ■
■
対 平成30年8月1日～8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 ■
■
携帯版乳幼児
1月28日㈪
対
鶴
平成30年8月16日～8月31日に生まれた子
■
■
健診専用バス運行表
受 12:50～13:40 ■
場 健康増進センター
水 ■
■
1月 8日㈫
対
鶴
■ ■平成30年1月1日～1月23日に生まれた子
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 ■
■
1月21日㈪
対 平成30年1月24日～2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 ■
■
1月22日㈫
対 平成29年4月1日～4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 ■
■
1月29日㈫
対 平成27年7月生まれの子
鶴 ■
■
場 健康増進
受 9:40～10:00 ■
対 1歳までのお子さん
1月 9日㈬ ■
■
（第一子）
とお母さん
10:00～11:30
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
センター
■
場 みずほ台コミュ ※母乳相談のみ経産婦も可。助産師 ･ 管理栄養士 ･ 保健師の相談も
1月31日㈭ ■
10:00～11:30
ニティセンター あります。

1月15日㈫

受 9:45～10:00 ■
対 1歳くらいまでのお子さんとお母さん ■
場 みずほ台コミュニティ
■
1月30日㈬
内 お母さんたちの交流 ■
持 バスタオル、そのほか各自必要なもの
センター ■
10:00～11:30
主 富士見市母子保健推進員連絡協議会
■

広報ふじみ 1月号
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情報ステーション Information Station
ご案内

学 ぶ
プレパパママ☆クッキング

募
集
子育て

妊産婦のための時短！簡単！お手
軽メニューを学びませんか。
とき／２月１日(金)午前10時～午
後０時30分
場所／ピアザ☆ふじみ
対象／市内在住の妊娠５か月以降
の妊婦と夫またはパートナー(ひと
りでの参加も可) ※産婦の参加も可

学
ぶ
イベント

調理実習、試食
内容／講話、
定員／16人(申込順) ※保育なし
講師／管理栄養士
参加費／１人500円(材料代ほか)
三角きん、ふき
持ち物／エプロン、
ん、
手ふき、
筆記用具、
母子健康手帳
申込み・問合せ／１月７日(月)午前
８時30分から健康増進センター
( 049-252-3771)へ電話で

基礎から学ぶパン教室

市民伝言板
くらしの
リユース

とき／２月７日(木)午前10時～午
後２時(受付：午前９時45分～)
場所／ピアザ☆ふじみ
対象／市内在住の18歳以上の方
メニュー／カルツォーネほか
定員／16人(応募多数の場合は抽選)
とく お
講師／遠藤徳夫氏(香川調理製菓専
門学校助教授)

参加費／500円(材料･資料代ほか)
三角きん、ふき
持ち物／エプロン、
ん、
手ふき、
筆記用具
申込み／１月23日(水)までに市ホ
FAXまたは電話で
ームページ、
直接、
※参加者本人がお申し込みください。

問合せ／健康増進センター
049-252-3771 FAX049-255-3321

普通救命講習Ⅰ
とき／１月19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／1月７日(月)～11日(金)午
前８時30分～午後５時に電話で
問合せ／消防本部救急課
049-261-6673
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広報ふじみ 1月号

富士見市役所

肩スッキリ☆肩こり予防教室
とき／１月25日(金)午前10時 ～11
時30分(受付：午前９時40分～)
場所／ふじみ野交流センター
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
※肩に痛みがある方はご遠慮ください。

定員／30人(申込順)
講師／健康運動指導士
参加費／30円(保険代)
持ち物／運動できる服装、タオル、
飲み物
申込み・問合せ／健康増進センター
( 049-252-3771)へ電話で

ボランティアスクール
プロに聞く！簡単お掃除術
お風呂編
とき／１月11日(金)午後２時～４時
講師／齊藤由美子氏((株)ゾルキンホー
キー代表取締役)

キッチン編
とき／１月21日(月)午後２時～４時
講師／内田茂氏((株)ゾルキンホーキー

取締役会長)

【共通事項】
場所／市民福祉活動セ
ンターぱれっと
定員／30人(無料、申込順)
FAXまたは電話で
申込み／直接、
問合せ／富士見市社会福祉協議会
049-254-0747 FAX049-255-4374

子育て
児童館のお正月あそび
諏訪児童館
書初め
とき／１月５日(土)午後２時～４時
定員／20人(申込順)
持ち物／課題(手本)、
書道セット、
書初め
用紙、ごみ袋
や ざわせい か
協力／谷澤清花氏
郷土ジャンボカルタ大会
とき／１月６日(日)
午後２時～３時30分

049-251-2711

FAX 049-254-2000

お茶会・俳句
とき／１月７日(月)午後２時～４時
定員／30人(申込順)
たいこう
ずい じゅん あん
協力／田中泰香氏(瑞順庵)
「たこ」を作ろう
とき／1月15日(火)～25日(金)午後
３時～４時30分(20日(日)を除く)
たこあげをして
おしるこを食べよう！
とき／１月26日(土)午後２時～４時
対象／小学生以上
(未就学児は要相談)
※雨天時は児童館
でおしるこを食べ
ます。

【共通事項】
場所／諏訪児童館
※たこあげは諏訪児童館集合後に
諏訪小学校で行います。

申込み／直接または電話で
問合せ／諏訪児童館
049-255-6671
関沢児童館
とき／１月７日(月)午前10時～正午
場所／関沢児童館
対象／小学生以上(未就学児は保護
者同伴で可)

内容／ジャンボかるた、かるた、ふ
くわらい、
お手玉、
こま、
けん玉など
※車での来場はご遠慮ください。

問合せ／関沢児童館
049-251-9786

ふじみ野児童館
とき／１月７日(月)午前10時～正午、
午後1時30分～4時30分
場所／ふじみ野児童館
対象／小学生以上(未就学児は保護
者同伴で可)

おみくじ、
お茶会(午
内容／昔遊び、
後２時～４時)など
※お茶会は当日整理
券を配布します。
※車での来場はご遠
慮ください。

問合せ／ふじみ野児童館
049-257-6996

富士見市役所

049-251-2711

Information Station

FAX 049-254-2000

ステップアップ☆
ピラティス

健○
P

とき／２月６日･13日･20日･27日
いずれも水曜午前10時～正午
※27日は午後１時～３時も講座あり

場所／三芳町総合体育館
対象／富士見市または三芳町在住、
在勤、
在学の方
定員／15人(応募多数の場合は抽選)
参加費／500円(テキスト･保険代)
申込み／１月４日(金)～25日(金)
FAXまたは電話で ※住所、
に直接、
氏名、
電話番号をお伝えください。

問合せ／富士見市社会福祉協議会
049-254-0747 FAX049-252-0111

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

水谷東公民館図書室

（ 開室時間 火～日曜午後 1 時～ 5 時 ）
お問い合わせは中央図書館へ

〖開館時間〗午前 9 時 ～午後 7 時
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。

１月のおはなしかい＆映画会
内

容

こども映画会
中 央
図書館

映画会
おはなしかい（乳幼児）
おはなしかい（幼児・小学生）

鶴瀬西
分 館
ふじみ野
分 館

日

時

12日(土)午後2時「ミッキーが好き」
20日(日)午前11時「シンデレラ」

（1989年・アメリカ)
6日(日)午後2時「バック・トゥ・ザ・フューチャーⅡ」
ぽっ ぽ や
25日(金)午後2時「鉄道員」
（1999年・日本）
16日(水)午前11時

5日(土)・26日(土)午後2時

一般映画会

5日(土)午後2時「ケニアン」(2017年・日本)

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）
こども映画会

おはなしかい（乳幼児）

くらしの
リユース

はじめての手話体験講座 (全５回)

中央図書館
鶴瀬西分館
ふじみ野分館

市民伝言板

とき／１月23日(水)午前10時～11
時30分(受付：午前９時50分～)
場所／健康増進センター
対象／市内在住の18歳以上の方
定員／20人(無料、申込順)
管理栄養士
講師／保健師、
持ち物／健康診査または人間ドッ
クなどの健診結果(お持ちの方)、筆
記用具、
電卓
申込み・問合せ／健康増進センター
( 049-252-3771)へ電話で

イベント

健○
P

ぶ

食事から
脂質異常予防講座

学

定員／20人(申込順)
講師／ピラティスインストラクター
参加費／30円(保険代)
持ち物／運動できる服装、タオル、
飲み物
申込み・問合せ／健康増進センター
( 049-252-3771)へ電話で

とき／１月26日(土)午後１時30分
場所／ふじみ野市 ･ 三芳町環境セ
ンター(ふじみ野市駒林1117)
定員／50人(無料、申込順)
講師／ジャパンケネ
ルクラブ公認訓練士
主催／朝霞保健所
管内ふじみ野地区
狂犬病予防協会
申込み／１月７日(月)～18日(金)に
健康増進センターへ電話で
問合せ／健康増進センター
049-252-3771

子育て

※持病のある方はご相談ください。

※飼い犬の同伴はできません。

集

インナーマッスルを鍛えて姿勢改
善やシェイプアップを行います。
とき／１月20日(日)午前10時～11
時(受付：午前９時45分～)
場所／みずほ台コミュニティセンター
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

ひとり歩き(徘徊)をしている方への
声かけ模擬訓練を行います。
とき／２月21日(木)
午後１時～３時30分
場所／市民総合体育館
対象／認知症サポーター養成講座
を受講し、
オレンジリングをお持ち
の方
内容／声かけ模擬訓練、グループ
ワーク、認知症の方を介護している
家族や認知症に係るボランティア
活動をしている方のお話
定員／50人(無料、申込順)
申込み／２月８日(金)までに直接
または電話で
内 398
◯
問合せ／高齢者福祉課
各高齢者あんしん相談センター
049-255-6320
むさしの
ふじみ苑
049-293-1168
えぶりわん鶴瀬Nisi
049-293-8330
みずほ苑
049-256-7423
ひだまりの庭むさしの
049-268-5005

募

人と犬がともに幸せな家族として
暮らしていくには「しつけ」が必要
です。
また、災害時にペットと一緒に困
難を乗り切るには、日ごろからの
備えが重要です。実演犬によるデ
モンストレーションを通じて、犬
の飼い方 ･ しつけ方および災害時
の備えについて学びます。

はい かい

ご案内

犬の飼い方・しつけ方教室

認知症サポーター
フォローアップ講座

学 ぶ

情報ステーション

9日(水)午後3時30分、20日(日)午後2時30分

26日(土)午前11時「つるの恩がえし」

11日(金)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。

新春おはなし会
正月バージョンおはなし会の後、
市の郷土カルタで遊ぼう！
とき／1月6日(日)
午後1時30分～3時
場所／ふじみ野交流センター

問合せ／図書館ふじみ野分館
049-256-8860

このマークの付いた事業に参加すると、埼玉県コバトン健康マイレージ参加者には健康ライフポイ

健○
P ントがつきます。当日ポイントを付与するので、お使いの歩数計などの端末をお持ちください。

広報ふじみ 1月号
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情報ステーション Information Station
ご案内

イベント

募

みずほ台駅サロンコンサート

集
子育て

休日のお昼のひと時を素敵な音楽
とともにお過ごしください。
とき／１月13日(日)･19日(土)いず
れも午後２時
場所／みずほ台駅改札前
内容／ポップスのバラードなど
出演／東邦音楽大学サクソフォン
トリオ(サクソフォン、電子ピアノ、
パーカッション )

問合せ／地域文化振興課

内 251
◯

ぶ
イベント

学

難波田城資料館のお知らせ
049-253-4664
問合せ
ちょっ蔵市 マユ玉ダンゴ
小正月に農作物やカイコのマユの
豊作を願って飾るマユ玉ダンゴを
販売します(食べられます)。
とき／１月27日(日)午前11時～
※売切れ次第終了

市民伝言板

場所／旧金子家住宅
主催／難波田城公園活用推進協議会

くらしの
リユース

古文書入門講座 (全３回)
市内に残された江戸時代の古文書
を解読しながら、
当時の歴史や文
化を学びます。
２月
とき／１月13日(日)･27日(日)、
10日(日)いずれも午後１時～３時
場所／講座室
定員／20人(無料、申込順)
講師／山野健一(当館職員)
申込み／直接または電話で
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
5日(土) ジャンボ郷土かるた
6日(日) ジャンボすごろく
12日(土)
13日(日)
14日(祝)
19日(土)
20日(日)
26日(土)
27日(日)

21

マイ羽子板 ･ マイこま作
り
（要材料代）
わたくり
ミニたこ作り
いろりの日
とびっちょ
わたくり
トントン紙ずもう

広報ふじみ 1月号

富士見市役所

水子貝塚資料館のお知らせ
049-251-9686
問合せ
土曜おもしろミューズランド
まがたまペンダントづくり
とき／
１月19日(土)
参加費／
150円(材料代)
ミニチュア土器づくり
とき／
２月２日(土)
参加費／
100円(材料代)
【共通事項】
時間：午前10時、午後１時30分
※いずれも開始30分前から受付

場所／体験学習室
対象／小学生以上
定員／各40人(先着順)

※未就学児は保護者同伴で可

社協ふれあいバザー
とき／２月23日(土)午前９時30分
～午後０時30分
場所／市民福祉活動センターぱれっと
衣類、
食品、
野菜な
内容／日用雑貨、
ど(模擬店あり) ※バザー提供品募集中
問合せ／富士見市社会福祉協議会
049-254-0747
協働事業提案制度採択事業

タグラグビー大会in富士見
とき／２月３日(日)午前10時～午
後１時(受付：９時30分～)
場所／市民総合体育館
(１チーム５～10人)
対象／小学生(１チーム５～
※個人参加可

参加費／
１人100円

(保険代。当日集金)

室内用運動靴、飲み物、
持ち物／室内用運動靴、飲み物、
タオル
※運動できる服装でお越しください。

市教育委
共催／スクラム富士見、
員会
申込み／１月22日(火)までの平日
午前９時～午後５時に直接または
電話で(土･日曜、祝日、年末年始を除く)
内 634
問合せ／生涯学習課
◯

049-251-2711

FAX 049-254-2000

シラコバト賞受賞者による
コミュニティ懇話会
わた なべ しん いち

渡 邉 眞 一 氏(アトラススポーツ)に、
スポーツを通した地域交流の経験
談などをお話しいただきます。
※質疑応答あり

とき／２月５日(火)午後７時
場所／鶴瀬西交流センター
主催／
富士見市コミュニティ協議会
申込み／電話で(当日参加可)
内 257
問合せ／協働推進課
◯
市民人材バンクモデル事業

冬の「星空散歩」サロン

冬野菜のお菓子を食べながら、
冬
の星座にまつわる話を聞きます。
とき／１月28日(月)
午後１時30分～３時30分
場所／水谷公民館
定員／20人程度
おおすみしんろく
講師／大住辰六氏(市民人材バンク
登録者)

参加費／200円(お茶･菓子代)
協力／柴田妙子氏(野菜ソムリエ)、
リコーダーアンサンブル ･ アンダ
ンティーノ
申込み／１月７日(月)から電話で
内 633
◯
問合せ／生涯学習課

市民総合体育館のお知らせ
049-251-5555
問合せ
ベビーとママのヨガ＆産後ダンス
(全４回)
とき／２月13･27日、３月13･27日
いずれも水曜午前10時～11時
場所／柔道場
対象／首が座っている赤ちゃんか
ら歩く手前までの赤ちゃんと保護者
定員／20組(申込順)
参加費／2,000円
主催／(公財)キラリ財団
申込み／１月５日(土)から午前８
時30分～午後９時30分に直接また
は電話で

富士見市役所

049-251-2711

こ

きずな

子どもたちの問題
などをテーマとし
て開催します。
とき／１月26日(土)
午前10時30分～午
後４時

小物雑貨など)

問合せ／福祉課

よ

集

はつてんじん

いけ だ

しし か

き

ん

富士見市老人クラブ連合会
趣味の作品展示会
₂月₇日㈭～₁₀日㈰₁₀:₀₀～₁₅:₀₀／キラ
リ☆ふじみ／絵画、書、彫刻、写真、手芸、
短歌、俳句ほか／無料／
₀₄₉︲₂₅₂︲₀₈₃₄
千葉

富士見市峠山の会
第₁火曜₁₈:₀₀～₂₂:₀₀／鶴瀬コミュニ
ティセンターまたは鶴瀬西交流センター
／₆₅歳未満／皆で山に登ろう／入会金
₁,₀₀₀円／月会費₇₀₀円／
₀₄₉︲₂₅₃︲₄₁₂₅
吉岡

ゆいの里大バザー
₃月₂日㈯₁₀:₀₀～₁₃:₀₀／鶴瀬駅西口サ
ンライトホール／主催(福)ゆいの里福
祉会･ゆいの里を支える会／バザー品
募集中。ご連絡をいただければ伺います
／ゆいの里
₀₄₉︲₂₆₈︲₆₆₈₀

ふじみ野交流センター中国語クラブ
毎週金曜₁₀:₀₀～₁₂:₀₀／ふじみ野交流
センター／中国語が少しわかる方／中
国語で話してみませんか。経験豊かな
中国人講師が親切に教えてくれます／
月会費₁,₅₀₀円／渡辺
₀₉₀︲₉₃₄₅︲₈₃₇₀

ぜ

なないろしち み

12月７日現在●

●

問合せ╱環境課

内 248
◯

富士見剣友会
①毎週日曜₁₃:₃₀～₁₆:₃₀②毎週月曜₁₈:₃₀
～₂₁:₃₀／ふじみ野小体育館または富
士見高剣道場／小1以上の男女／剣道
の練習／入会金₁,₀₀₀円／年会費₅,₀₀₀円
(保険代別途)／関谷
₀₉₀︲₈₈₄₂︲₆₁₀₅
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。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。

ご利用ガイド

このコーナーは、不用になった品物のリユースを希望する方の橋渡し
をする場です(無料のみ)。登録は3か月です。交渉結果はご連絡ください。

ゆずります

ゆずってください
マージャン

石油ストーブ／ひな人形(3段飾り、5段飾り)／五月人形／卓球台(折
りたたみ式)／スーツ(男児用100㎝･ダークグレー)／富士見高冬用
制服ブレザー･スカート･リボン(2L･ W78㎝)／細田学園高制服･セー
ター(男子用170A･L)／ランドセル(黒)

電動アシスト自転車／車いす／麻雀パイ／子ども
のその幼保連携型認定こども園(ふじみ野市)園服
･カバン(100～120㎝)／勝瀬中ジャージ(160㎝･青)
／剣道着(ジャージ素材･170㎝くらい･紺)

広報ふじみ 1月号

22

くらしの
リユース

七色七味
月₈回木･日曜₁₉:₀₀～₂₁:₀₀／富士見台
中体育館ほか／老若男女問わず／よさ
こい鳴子踊り／年会費₁₂,₀₀₀円／詳しく
は｢七色七味｣で検索／
₀₉₀︲₁₆₁₄︲₆₂₃₉
福岡

市民伝言板

富士見市コミュニティ大学
学生作品展示会
₁月₂₂日㈫～₂₇日㈰₁₀:₀₀～₁₆:₀₀(最終日
は₁₃:₃₀まで)／中央図書館／水彩画、書、
俳句、折り紙、写真ほか／無料／
₀₄₉︲₂₅₅︲₃₁₇₆
久世

イベント

集

ぶ

募

き しょう ぎ ん え い か い

輝 翔 吟詠会
月4回木曜₁₃:₀₀～₁₆:₀₀／鶴瀬西交流
センターまたはみずほ台コミュニティ
センター／年齢不問／詩吟の練習(漢
詩、歌謡、和歌、新体詩)／入会金₁,₀₀₀円
／月会費₄,₀₀₀円／
₀₈₀︲₅₄₆₀︲₃₃₈₄
今村

学

演目／初天神、池田の猪買い、黄金
だいこく
が ま
ご ん す け ざかな
の大黒、蝦蟇の油、権助魚
出演／明治大学落語研究会
問合せ／針ケ谷コミュニティセン
ター
049-251-8478

子育て

※無料、申込不要

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

く

せ

とき／１月27日(日)午後２時
場所／針ケ谷コミュニティセンター

場所／キラリ☆ふじみ
内容／
講演
「人と人をつなぐハブとして
の場 コミュニティ食堂」
ゆ き え
講師：小林夕紀恵氏
街なか点検活動発表

ンブル)

内 334
◯

針ケ谷コミセン寄席

※無料、
手話通訳あり

問合せ／ふじみ野交流センター
049-261-5371

募

お茶を飲みながらクラッシックの
名曲をお楽しみください(無料)。
とき／２月10日(日)午後２時 ～３
時30分
場所／ふじみ野交流センター
内容／弦楽セレナーデ(チャイコフ
スキー)ほか
りん
出演／アンサンブル凜(弦楽アンサ

ち

映画「校庭に東風吹いて」
コンサート
演奏：西中学校吹奏楽部
模擬店( 飲食、手芸品、花苗、衣類、

～ひと声でつながる 絆 ♡えがおの輪～

ティータイム・コンサート

情報ステーション
ご案内

ふじみ福祉フォーラム21
安心して暮らせる街をめざして

イベント

市民伝言板

Information Station

FAX 049-254-2000

