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各家庭などに取りつけてある水道
の使用量を量る水道メーターは、
法律により8年に一度取り替える
ことになっています。
市発行の証明書をもった受託業者
が、事前に通知してから水道メー
ターを交換しますのでご協力をお
願いします。
期間 8月～令和3年2月
費用 無料
※メーターの上には障害物などを
置かないようお願いします。
問水道課　☎◯内525

市が発注する建設工事、設計・調
査・測量、土木施設維持管理の入
札参加資格審査を実施します。
埼玉県電子入札共同システムを利
用しますので、詳しくは県ホーム
ページをご覧ください。
 新規申請 
受付期間 9月1日㈫～25日㈮
申請方法 
郵送(消印有効、持参不可)

 更新申請 
受付期間

｢建設工事｣
　10月9日㈮～11月26日㈭

｢設計・調査・測量｣、｢土木施
　設維持管理｣を含む場合
　10月9日㈮～11月13日㈮
申請方法 
埼玉県電子入札共同システムで電
子申請をし、関係書類を郵送(消
印有効、持参不可)
※｢申請の手引｣は、県入札審査課
ホームページに8月上旬から掲載
されます。
問県入札審査課
☎048-830-5771

ご案内NEWS

水道メーターを取り替えます ビルや集合住宅などに設けられて
いる簡易専用水道(受水槽の有効
容量の合計が10㎥を超えるもの)
は、日常的な衛生管理のほか、1
年以内ごとに1回の法定検査と受
水槽の清掃が義務付けられていま
す。簡易専用水道の適正管理にご
協力をお願いします。
※法定検査は、市では18機関が
検査実施可能です。詳
しくは県ホームページ
をご覧ください。
※各種費用は設置者の負担です。
問環境課　☎◯内242

すべての浄化槽は保守点検、清掃、
法定検査の実施が法律で義務付け
られています。浄化槽を正しく維
持管理し、河川などの水質汚濁を
防ぎましょう。
※点検・清掃・検査費用は所有者
負担です。
浄化槽の保守点検
点検、調整、修理の作業で、処理
方式や規模により点検の回数が定
められています。県の登録を受け
た業者と契約してください。
問埼玉県西部環境管理事務所
☎049-244-1250
浄化槽の清掃
内部の汚泥を取り除き、機器類の
洗浄、掃除を行います。清掃は年
1回(全ばっき式は6か月に1回)以
上行うことが義務付けられていま
す。入間東部地区事務組合の許可
を受けた業者と契約してください。
許可業者
片山商事㈱　☎049-258-6741
㈱協和清掃運輸
　　　　　　☎049-261-3206
浄化槽の法定検査
保守点検や清掃が適正に行われ、
浄化槽の機能が正しく発揮されて
いるかを年1回確認する検査です。
問埼玉県環境検査研究協会
☎048-649-5151

資格 次のいずれかに該当する方
①高等学校の土木工学科またはこ
れに相当する課程を修了して卒業
した方
②高等学校を卒業し、排水設備工
事などの設計または施工に関し、
1年以上の実務経験のある方
③排水設備工事などの設計または
施工に関し、2年以上の実務経験
のある方
④ ①～③に準ずる方
試験日 11月29日㈰
場所 聖学院大学(上尾市戸崎1-1)
受験料 10,000円
申込 8月24日㈪～9月30日㈬(必
着)に郵送　※詳しくは、8月24日
㈪から下水道課で配布する案内を
ご覧ください。

問下水道課　☎◯内429

県では、民間建築物のアスベスト
対策として、アスベスト含有のお
それのある吹付け材の含有調査お
よび吹付けアスベストの除去など
の工事に対する費用の補助をして
います。
問県建築安全課
☎048-830-5525

県では、昭和56年5月31日以前
に建築確認を受けて建築された建
築物のうち、診療所や店舗、福祉
施設などの多数の人が利用する一
定規模以上の建築物に対して、耐
震診断、耐震補強設計および耐震
改修の費用の一部を補助していま
す。
問県建築安全課
☎048-830-5527

簡易専用水道を設置している
方へ

令和3・4年度　建設工事請負
等競争入札参加資格審査申請
受付(新規·更新)のお知らせ

浄化槽をお使いの方へ
          　  問環境課　☎◯内242

排水設備工事責任技術者共通
試験

市では、下水道指定工事店の登
録をする際に、排水設備工事責
任技術者が専属していることが
登録要件となっています。

建築物のアスベスト対策に関
する補助制度

多数の人が利用する建築物の
耐震診断・耐震改修に関する
補助制度
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いじめ、不登校、虐待などについ
て、子どもが安心して気軽に相談
ができるよう専用相談電話を設置
しています。
強化期間中は、通常の受付時間を
延長し、土・日曜も相談に応じま
す。
※秘密は守られます。
強化期間 8月28日㈮～9月3日㈭
午前8時30分～午後7時
(土・日曜は、午前10時～午後5時)
電話番号 0120-007-110
(全国共通、無料。IP電話からは
接続不可)
相談担当者 法務局職員、埼玉県
人権擁護委員連合会子ども人権委
員会委員
問さいたま地方法務局人権擁護課　
☎048-859-3507

就職や転職の相談(要予約)
とき 8月6日㈭午前10時～午後4時
生活全般や子どもの進学費用など
の相談(要予約)
とき 8月7日㈮午前10時～午後4時

とき 8月26日㈬午後1時～4時
(受付：正午～午後3時30分)
※無料、申込不要
場所 大宮ソニックシティビル4階
市民ホール
対象 令和3年3月大学・短大・専
門学校など卒業見込みの方、卒業
後3年以内の方
持ち物 履歴書(複数枚)
※参加企業は、8月中旬(予定)に
当協議会ホームページに掲載しま
す。
問埼玉県雇用対策協議会
☎048-647-4185

求人企業合同面接会　

全国一斉
｢子どもの人権110番｣強化週間

ひとり親家庭の相談会

【共通事項】
場所 市役所1階全員協議会室
相談員 県西部福祉事務所 専門相
談員
問県西部福祉事務所 地域福祉
担当　☎049-283-6800

9月定例会は、9月1日㈫開会の予
定です。
9月定例会で審議する請願・陳情
は、8月17日㈪正午までに提出し
てください。
詳しくはお問い合わせください。
問議会事務局　☎◯内166

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 いずれも午前10時

※10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

親には、子どもが経済的・社会
的に自立するまでに要する養育
費(衣食住に必要な経費、教育費、
医療費など)の支払い義務があり
ます。
離婚を考えている方や離婚をした
方向けに、養育費などの相談がで
きます(無料、要予約)。
とき 毎月第3木曜午後1時～4時
※祝日の場合は第4木曜
※1人1時間以内
場所 子ども未来応援センター
相談員 (公社)家庭問題情報センター
スタッフ
問子ども未来応援センター
☎049-252-3773

毎年、各町会や各地区社会福祉協
議会で高齢者の皆さんの健康と長
寿をお祝いする敬老事業を実施し
ています。
今年度から、記念品をお渡しする
対象者が変更になります。
対象 満77歳・満88歳・満99歳
(9月15日時点)の節目年齢の方

問高齢者福祉課　☎◯内385

日本赤十字社では、活動資金の募
集など｢赤十字会員増強運動｣を展
開しており、市でもこの運動を進
めています。
皆さんから寄せられた活動資金
(会費や寄付金)は、国内の災害や
事故発生時の医療救護活動、国際
救援活動、医療事業、講習普及事
業、血液事業などに活用されます。
各町会の役員が伺いますので、ご
協力をお願いします。
問福祉課　☎◯内333

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 8月18日㈫
午前10時～午後0時30分
場所 市役所1階待合スペース
※場所は変更になる場合があります。
販売者 富士見市農業研究団体連絡
協議会
問産業振興課
☎◯内243

市議会9月定例会のお知らせ

介護支援ボランティア

とき 場所
8/24㈪

健康増進センター
9/15㈫

敬老事業のお知らせ

新型コロナウイルス感染症の影
響により、敬老会の開催は中止
となる場合があります。詳しく
は、各町会、各地区社会福祉協
議会にお問い合わせください。

日本赤十字会員増強運動に
ご協力ください

つきいち～臨時農産物直売所～子どものための養育費相談
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富士見市自治基本条例の一部を改
正する条例(案)
富士見市自治基本条例に基本構想
の策定根拠となる内容を追加する
ことを検討しています。この条例
(案)について、ご意見を募集します。
募集期限 8月14日㈮(必着)
提出方法 パブリックコメント記
入用紙に記入し、郵送、FAXまた
は直接
※市ホームページからも応募可
閲覧と記入用紙の配布
市役所1階 ｢市政情報コーナー｣、
政策企画課、各公民館・交流セン
ター・コミュニティセンター、ピ
アザ☆ふじみ、中央図書館、図書
館鶴瀬西分館、市ホームページ
提出先 〒354-8511(所在地は記載不
要)富士見市役所政策企画課　
FAX049-254-2000
※詳しくは、市ホーム
ページをご覧ください。
問政策企画課　☎◯内238

県では、皆さんの声を県政に反映
させるため、県政の課題について
インターネットアンケートに答え
ていただく県政サポーターを募集
しています。
県の現在や将来について考え、県
政に参加してみませんか。
対象 満16歳以上でホームページ
の閲覧やメール利用が日本語でで
きる方(議員、首長、常勤の県職
員を除く)　
※アンケート回答で一定ポイント
に達した方から抽選で図書カード
を差し上げます。
申込 県ホームページから
応募
問県広聴広報課
☎048-830-2850

体を動かして働くことが好きな
方、調理が好きな方、子どもたち
の学校給食を一緒につくりません
か。
人数 1人
場所 学校給食センター
内容 給食調理、洗浄作業
時間 週5日(月～金曜)午前8時30分
～午後5時(昼休憩含む)
報酬 日額7,300円(期末手
当あり)
※調理師免許不要、未
経験者可
問学校給食センター 
☎049-252-2881

市営つるせ台住宅(UR賃貸住宅コ
ンフォール鶴瀬内)は、現在空室
はありませんが、今後空室が出
たとき速やかに入居できるよう
1DK(単身者用)と2DK(家族用)と
もに3世帯を補欠入居者として募
集します。
補欠入居者募集案内や申込書など
の配布
8月11日㈫から各出張所、建築指
導課で配布
※市ホームページからも入手可
申込 8月31日㈪～9月4日㈮午前8
時30分～午後5時15分に建築指
導課へ直接
※9月3日㈭は午後7時まで
※マイナンバーの記載が必要です。
※申込資格など詳しくは、補欠入
居者募集案内をご覧になるかお問
い合わせください。
審査 困窮度判定票に従い順位を決
定します。
※審査の結果登録されても、有効
期限(令和3年9月30日)までに空
室が出なかった場合は登録が無効
になります。また、入居するとき
は、入居者負担金(家賃)、共益費、
敷金、火災保険の加入などが必要
です。
問建築指導課　☎◯内418

学校給食センター
調理員(会計年度任用職員)

市営つるせ台住宅
補欠入居者募集

募  集

埼玉県県政サポーター

コバトン 

令和2年度
埼玉県警察官採用試験

受付期間 8月6日㈭～25日㈫
試験日 9月20日㈰
※期間などが変更になる場合があ
ります。詳しくは埼玉県警察ホー
ムページをご覧くだ
さい。
問東入間警察署
☎049-269-0110

ご案内NEWS

市内の防災行政無線を使用し、全
国瞬時警報システム(Jアラート)
の緊急情報に関する訓練放送を全
国一斉で行います。
訓練放送ですので、慌てて避難な
どをしないようご注意ください。
とき 8月5日㈬午前11時ごろ
※社会情勢や天候により、延期ま
たは中止になる場合があります。
問安心安全課　☎◯内446

全国のゆるキャラⓇがインター
ネット投票で人気を競う｢ゆる
キャラⓇグランプリ2020｣にふ
わっぴーが出場しています。
今年が最後の開催です。皆さんの
投票をお待ちしています。
投票方法 パソコン、タブレット、
スマートフォン、フィーチャー
フォンから1日1回投票できます。
投票期限 9月25日㈮午後6時
※詳しくは、市ホーム
ページ｢ふわっぴーのひ
ろば｣をご覧ください。
問地域文化振興課　☎◯内252

ふわっぴーの応援をお願いします！
ゆるキャラⓇグランプリ2020
に出場中です

パブリックコメント(市民意
見提出手続)を実施します

Ｊアラートの訓練放送

ポッポくん
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事業名 と　き 詳　　　細

■予  パパママ
　 準備教室

1日目
    8月22日㈯
　9:30～15:30 ■対 初めての出産を

令和2年11･12月
に迎えるご夫婦
■場 針ケ谷コミュニ
ティセンター
■定 15組（申込順）

■受 9:20～9:30　■内 DVD上映、赤ちゃんの環境と衣類、先輩パ
パママに聞いてみよう、歯の健康とブラッシング、出産前後に
利用できる制度、家族計画、パパの妊婦体験　■持 母子健康手帳、
手鏡･大人用歯ブラシ（ご夫婦各自）、筆記用具、昼食

2日目
    9月17日㈭
10:00～15:30

■受 9:50～10:00　■内 妊娠中から考える健康家族のバランス食、
新生児の保育、もく浴実習、妊娠から出産･赤ちゃんとの生活、
パパの妊婦体験　■持 母子健康手帳、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）、ママパパ学級テキスト
(1日目に配布）、筆記用具、昼食

見て！食べて！
すてっぷあっぷ
離乳食教室

【お知らせ】新型コロナウイルス感染症の影響により中止します。
離乳食教室で実施している講話と調理実演で実際に作っているメニューを、時期別(離乳
初期・離乳中期)に動画で紹介しています。
お子さんの離乳食作りにお役立てください。

ニコニコ
子どものごはん展示
＆相談室(相談室のみ)

    8月27日㈭
展示 新型コロナウイルス感染症の影響により中止します。

■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

4か月児健診 【お知らせ】新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年度に限り市内委託医療機関で個別
乳幼児健康診査を実施することになりました。
令和2年3月実施予定のお子さんから順に案内を郵送していますので、記載の期限内に受診をお願
いします。

12か月児健診
1歳6か月児健診
3歳児健診

■予  母乳相談室     8月27日㈭
10:00～11:30

■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

■予  はじめてパパの
　 子育てサロン

    8月22日㈯
　9:50～12:00

■受 9:40～9:50　■対 1歳までのお子さん（第一子）とお父さん　■場 針ケ谷コミュニティ
センター　■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
の交流　■持 母子健康手帳、そのほか各自必要なもの

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　

子育て健康ガイド   問 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。

9月12日は「宇宙の日」。
身近な月にスポットをあて「この
日はどんな形の月かな？」とすぐ
に調べられる簡単な月齢版をつく
ります。
とき 9月12日㈯
午前11時～正午
場所 ふじみ野交流センター
対象 幼児～小学生
定員 10人(申込順)
申込 8月8日㈯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

子育て

とき 8月30日㈰
午前9時～午後4時30分　
※雨天中止
※ふじみ野駅改札前集合・解散
※必ず保護者の送迎をお願いしま
す。
場所 県立川の博物館（寄居町）
対象 小中学生
定員 25人(応募多数の場合は抽選)
参加費
小学生 970円　中学生 1,610円

持ち物 お弁当、飲み物、レジャーシー
ト、着替え、タオル、帽子、雨具、
かかとのある靴(サンダル不可)
主催 富士見市青少年相談員協議会
申込 8月3日㈪～7日㈮午前9時か
ら直接または電話で
※参加するお子さんの保護者がお
申し込みください。
問子育て支援課　☎◯内345

わくわく！
川の博物館へ行こう！

ぶんちゃんひろば
「月齢版をつくろう」
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学  ぶ

修了者には修了証が発行され、有
資格者として介護現場へ就労する
ことができます。
とき 10月上旬～令和3年2月上旬

（金曜日コース、土曜日コースの
どちらかを選択）
場所 市民福祉活動センターぱれっ
と、サーバント(埼玉福祉カレッ
ジ)ほか
対象 市内在住、在学で、研修修了後
に市内介護現場での就労が可能で、
研修日程すべてに参加できる方

市
民
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し
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募
　
集
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ベ
ン
ト
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案
内 市の歴史や文化に興味のある方、

水子貝塚・難波田城資料館でのボ
ランティア活動に興味のある方に
向けての講座です。
6回以上の出席で修了とし、令和
3年1～3月に行われる専門講座を
受講・修了後、資料館ボランティ
アである「市民学芸員」として登
録（任意）し、活動することができ
ます。
※博物館法上の学芸員資格を得ら
れるものではありません。
とき 内容 午前10時30分～正午

（第6回は午後1時～3時）
※いずれも土曜

場所 難波田城資料館
（ 第7回は水子貝塚資料館）
定員 18人（無料、申込順）
申込 8月4日㈫から直接または電
話で
問難波田城資料館
　☎049-253-4664
　水子貝塚資料館
　☎049-251-9686

① 8 /29 富士見市のむかし①
－旧石器～縄文時代－

② 9 /12 富士見市のむかし②
－弥生～平安時代－

③ 9 /26 富士見市のむかし③
－鎌倉～戦国時代－

④ 10/10                            富士見市のむかし④
－江戸時代－

⑤ 10/31 富士見市のむかし⑤
－明治～昭和時代－

⑥ 11/ 7 博物館と市民協働に
ついての講演会

⑦ 11/21 体験事業の実践
－水子貝塚資料館－

⑧ 12/ 5 体験事業の実践
－難波田城資料館－

富士見の歴史を学ぼう！
～市民学芸員養成講座～

介護職員初任者研修
（旧ホームヘルパー2級）

内容 講義(全17回)、通信研修、現
場見学（3か所）
定員 各コース8人
※応募多数の場合は選考を行い、
受講決定は9月上旬に通知します。
費用 3,000円（テキスト代）
申込 申込書に記入し、8月3日㈪
～28日㈮（必着）に本人確認書類
の写しを添えて郵送または直接
※詳しくは、市ホームページ、高
齢者福祉課、各出張所などで配布
する募集要項をご覧ください。
申込先：
〒354-8511（所在地は記載不要）
富士見市役所高齢者福祉課　

高齢者福祉課　☎◯内393

問富士見市民大学事務局(鶴瀬公民館内)
☎049-251-1140富士見市民大学

講座名 内　　容 と　き 場　所 定員

文学講座
(全7回)

随筆文学『枕草子』を味
わう

9/20～11/1
日曜・午前 みずほ台コミュ

ニティセンター 各30人
国語講座
(全5回)

童謡・唱歌を読み味わ
う

R3.1/17～2/14
日曜・午前

国際社会学
(全5回) 混迷の中東を読み解く 8/29～9/26

土曜・午前

鶴瀬公民館 各20人

富士見の歴史
(全4回)

埼玉の三偉人“渋沢栄一・
荻野吟子・

＿
塙
はなわ

保
ほ

己
き

一
い ち

”と
その周辺の人々

11/7～28
土曜・午前

行政と市民生活
(全5回)

富士見市のまちづくり
の現状と課題

10/3～31
土曜・午前

市民サロン塾
(全6回)

市民講師によるサロン
塾（「富士見市市民人材
バンク推進員の会」と
市民大学との共同企画）

9/7～11/2
月曜・午後

ふじみ自然塾
(全7回)

無肥料自然栽培を体験し
おいしい野菜を味わう 9/12～R3.2/6 渋谷農園

ほか 15人

※ふじみ自然塾の詳細は、市内公共施設にある講座案内をご覧ください。
※日程は変更になる場合があります。
対象 市内在住、在勤の方　 運営費 800円(通信費、保険代)
申込 申込書に記入し、7月31日㈮～8月14日㈮に下記各施設の開館時間
に直接（応募多数の場合は抽選）※申込書は、市民大学ホームページ、各公
民館・交流センター・コミュニティセンター、ピアザ☆ふじみにあります。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、日程・内容を見直し、
8月末から講座を開催します。

問
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心肺蘇
そ

生
せい

法、AEDの使用方法な
どを学ぶ講習です。救急現場に居
合わせた方が応急手当をすること
で、命を救える可能性が高くなり
ます。
大切な方の命を救うためにも救命
講習を受講しましょう。
救急入門コース
とき 8月22日㈯
午前9時30分～11時30分
対象 富士見市、ふじみ野市、三芳
町の小学4～6年生と保護者
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8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、申込不要)。
とき 内容 午後1時～3時
 1 日㈯ キッチンペーパーのマスク作り
 8 日㈯ 紋切り
15日㈯ 和風メモ帳
22日㈯ かざぐるま作り
29日㈯ 紙コップロケット
定員 12組(1組4人まで、先着順)

難波田城資料館
☎049-253-4664

定員 10組(無料、申込順)
申込 8月3日㈪～14日㈮午前8時
30分～午後5時に電話で(土･日・
祝を除く)
普通救命講習Ⅰ
とき 8月23日㈰午前9時～正午
対象 市内在住、在勤、在学の方
定員 20人(無料、申込順)
申込 8月3日㈪～7日㈮
午前8時30分～午後5時に電話で

【共通事項】
場所 消防本部大講堂
問 消防本部救急課
☎049-261-6673

消防本部からのお知らせ　

イベント 学  ぶ

ゆずります ゆずってください
ロフトベッド／ソファー(2～3人用)／パソコンデスク(イス付き)
／保温調理鍋／パワージューサー／電動スライサー(野菜)／防水
ポータブルテレビ(7㌅)／電子ピアノ／折りたたみ自転車(20㌅)
／バスステップ(踏み台)／漬物石／富士見高夏・冬用制服・ジャ
ージ(女子用150～155㎝)／犬の飼育用品(トイレ・キャリーケー
ス・つめ切り・バリカンほか)

扇風機／健康器具(ルームランナー)／ナンバー
ディスプレイ対応電話機／自転車(24㌅・ギア
付き)／東中冬用制服(男子用170㎝)／勝瀬中
夏・冬用制服(男子用L)

●7月7日現在●
問 環境課　☎◯内 247

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。

ご利用ガイド

市民伝言板  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。
掲載方法の問合せ 秘書広報課　☎○内 240

宮地 瀞
きよし

 写真集寄贈記念写真展
9月19日㈯～27日㈰10:00～17:00(初
日は13:00から)／キラリ☆ふじみ／中
央図書館への写真集寄贈記念写真展／
主催宮地瀞写真展実行委員会／無料／
宮地　☎049-251-4717

イベント
富士見マジック
月2回木曜10:00～11:30／鶴瀬西交
流センター／町会のイベントや福祉施
設などでマジックを披露し、楽しく活
動しています／入会金1,000円／月会
費1,500円／
𠮷田　☎090-3219-0165

水谷東太極拳同好会
毎週木曜9:30～11:30／水谷東公民館
／老若男女問わず／24式、48式、楊

よ う し き

式、
32式剣

つるぎ

、太極功
カンフーオウギ

夫扇の練習をしていま
す／月会費2,500円／
野呂　☎048-474-7240

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

富士見市マスコット
キャラクター
ふわっぴー
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