写真は、市内在住で
きね ぶち

戦争体験者の杵 渕
久 美子さん（87）
。自
身の戦争体験をもと
に、平和の大切さを
後世へ伝える語り部
として、小学校の教
壇に立っている。

戦後75年

市民が綴った記憶・記録

【特集】
新型コロナウイルス感染症に関する支援

Topics

梨の直売が始まります（P7）
環境センターへのごみの自己搬入の申込み予約開始
（P11）
今月号に掲載したイベントなどは、新型コロナウイルス感染症の影響で中
止または変更となる場合があります。随時市ホームページをご覧ください。

特集 新型コロナウイルス感染症に関する支援

特集 新型コロナウイルス感染症に関する支援

感謝状贈呈式を行いました（7月2日）
ももいろクローバーＺの皆さんへ本市から

の感謝状と、本市と地域連携協定を締結して
いる滋賀県東近江市、富山県黒部市からの感
謝状を贈呈しました。当日は、ももいろクロ
ーバーＺの玉井詩織さんに本市にお越しいた
だき、感謝状のほか、各市の特産品をお礼の
品として贈呈しました。

令和元年度撮影

市独自

学校給食費
7・8月分を
無償化

市内小・中・特別支援学校を対象に

新型コロナウイルス感染症の感染拡大
により生じた家計への負担軽減を図るた
め、7・8月分の学校給食費を無償化しま
す。

問 学校教育課
内 622
☎〇

市独自

ひとり親世帯
への給付金
問 子育て支援課
内 204
☎〇

ひとり親世帯への市独自の
経済的な支援として
児童扶養手当およびひとり

親家庭等医療費を受給し、給
付の対象となるひとり親世帯
の方へ、対象児童1人につき3
万円のひとり親世帯臨時特別
給付金を支給しました。

問 保育課
内 332
☎〇
子育て・教育支援

経済・事業者支援

型コロナウイルス
感染症に関する
支援

富士見市PR特別大使のももいろクローバーＺ
とモノノフ（※）の皆さんからいただいた寄附を
活用し、市立保育所、放課後児童クラブで体温
計、消毒液、手洗いせっけんなどを購入します。

ももいろクローバーＺとモノノフの皆さんからの寄附を活用

子どものいる施設の保健衛生用品を拡充

市独自

第2弾
市議会6月定例会によ
り可決された補正予算に
含まれる新型コロナウイ
ルス感染症に関する緊急
支援策第2弾の内容をお
知らせします。
第2弾 は、 学 校 給 食 費
無償化やひとり親世帯へ
の給付金など子育て世帯
への支援が主な内容です。

各支援策について、詳
しくは市ホーム
ページをご覧く
ださい。

市民生活支援

※モノノフ=ももいろクローバーＺのファンの呼び名
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特集 新型コロナウイルス感染症に関する支援

フレイル
予防事業
問 健康増進センター
☎049-252-3771

外出自粛による体力の
低下を防ぎ、健康維持に

役立てていただくため、
65歳 以 上 の 希 望 者 に 埼
玉県コバトン健康マイレ

ージ事業の歩数計を無料
配布（先着300人）します。
また、フレイル状態を確

認し、結果に応じた活動をおすすめします。
とき 8月18日㈫～

場所 健康増進センター

市独自

市独自

水道基本
料金の免除
問 水道課

内 505
☎〇

市民・事業者の皆さん
への支援を目的に、水道
を使用している全契約者
の水道料金2か月分の基
本料金を免除します。

9月検針分（7・8月使用分）または10月検針分（8・
9月使用分）
※お住まいの地域により検針月が異なります。

対象 65歳以上（すでに埼玉県コバトン健康マイレ

富士見市経済支援パッケージ

問 産業振興課
内 253
☎〇

ウ ィ ズ

WITHコロナ実践小規模事業者 受付 8月3日㈪～
期間
9月11日㈮消印有効
応援金支給事業

一定の売上高の減少がみられる小規模事業者の新しい生活様式への対応と事
業活動の継続を支援するため、応援金を支給します。事業所や店舗を賃借して
事業を行っている場合は、賃借料応援加算があります。

支給金額 ▶応援金：100,000円 ▶賃借料応援加算：上限100,000円（※）
対象▶次のすべてに該当する小規模事業者（持続化給付金の対象者を除く）

持ち物 健康保険証

令和元年12月31日現在で、市内に事業所があること
従業員数が20人以下の小規模事業者であること（卸売・小売・サービス業は5人以下）
令和2年1月～7月のいずれかの月の売上高が前年同月（※）と比較して30%以上50%未
満減少していること
※白色申告の場合、年間の売上高の月平均
令和2年1月～7月の各月の売上高で、前年同月比50%以上減少した月がないこと

市独自

高齢者が重症化しやす
い肺炎球菌による肺炎や
肺炎球菌ワクチン・
インフルエンザ
インフルエンザを予防し、
健 康 を 守 る た め、65歳
予防接種の
以上の方などが予防接種
補助
を受ける際にかかる自己
問 健康増進センター
負担金を全額補助します。
☎049-252-3771
病院の窓口で自己負担金
を支払い、予防接種後、領収書を添えて申請して
ください。詳しくは市ホームページをご覧いただ
くか、お問い合わせください。

市独自

区域外
水道基本料金
給付金
問 新型コロナウイル
ス感染症緊急生活
支援対策室
☎049-265-6621

近隣他自治体から水道
の供給を受けている市
民・事業者の皆さんのう
ち、他自治体が実施する
減免などを受けることが
できない方に、2か月分
の基本料金相当額の区域
外水道基本料金給付金を
支給します。対象者には、
申請書などを郵送します。

対象 今年度予防接種の対象となる方

高齢者肺炎球菌
ワクチン予防接種

高齢者インフルエンザ
予防接種

対象
期間

4月1日～
令和3年3月31日

10月20日～
令和3年1月31日

補助額

3,000円

1,500円

❶申請書兼請求書
❺通帳の写し（支店名、預金区分が印字
❷同意書兼誓約書
されているページ）
❻本人確認書類（個人事業主は運転免許証
❸令和2年1月～7月で、前年同月と比較
の写しなど。法人は登記簿謄本の写し）
して売上高が減少している月の売上高
がわかるもの（売上台帳や試算表など） 【賃借料応援加算がある場合は＋❼❽】
❼賃貸借契約書の写し
❹確定申告書類の写し
❽直近の賃料の支払い実績を証明する書類
申請書は市ホームページ、産業振興課、各公
民館、出張所、富士見市商工会にあります。

方を対象に、1世帯につきそれぞれ1

問 新型コロナウイルス感染症緊急生活支援対策室

☎049-265-6621

【旧】
令和2年12月31日までに
生まれた子

対象

対象者には申請書を郵送します。詳しくは市ホー
ムページをご覧ください。

申請方法 ▶次の書類を郵送してください。

8月1日時点で市に住民登録のある

スクスク子育て応援特別給付金の対象を拡大します

国の特別定額給付金の基準日（令和2年4月27日）の翌日以降
に生まれた子を対象に、1人当たり10万円を支給する「スクス
ク子育て応援特別給付金」の対象を、右記のとおり拡大します。

上記すべてに該当する事業者で、市内に事業所または店舗を賃借して事業を行っ
ている場合は賃借料応援加算あり（住居と事業所が同一住所の場合を除く）

市内共通商品券
市内消費活性化クーポン券

市独自

広報富士見 2020.8

詳しくは市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

※申請日の直近に支払った賃借料の1/2相当額（上限50,000円/月）の2か月分

ージ事業に参加している方を除く）
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新型コロナウイルス
感染症に関する支援

市独自

特集 新型コロナウイルス感染症に関する支援

▼

【新】
令和3年 3 月31日までに
生まれた子

冊を販売・配布します。
商品券・クーポン券共通の取扱加盟
店で利用できます。
詳細が決まり次第、市ホームページ
などでお知らせします。
市内共通商品券の販売
▶1冊13,000円分を10,000円で販売
市内消費活性化クーポン券の配布
▶1冊3,000円分を無料で配布

宛先 〒354-8511（所在地は記載不要）

富士見市役所産業振興課応援金支給事業担当

コロナ関連労務相談の
対象を拡大します
労働者自身が新型コロナウイルス感染
症対応休業支援金・給付金の申請ができ
るようになったため、労働者の方も相談

ができるよう対象を拡大します
（要予約）
。
とき 毎週月・木曜午前10時～正午

（1枠1時間）
※9月末まで実施予定です。変更があ

る場合は市ホームページでお知らせ
します。

対象

市内に本店または店舗がある事業者
市内在住の方

第3弾
7月10日に専決処分
された補正予算に含ま
れる新型コロナウイル
ス感染症に関する緊急
支援策第3弾の内容を
お知らせします。
第3弾 は、 事 業 者 へ
応援金の支給や市内共
通商品券の発行などの
経済支援策をまとめて
市内経済を力強く支援
するほか、水道基本料
金の免除など市民生活
の支援が盛り込まれま
した。
各支援策について、詳
しくは市ホー
ムページをご
覧ください。

広報富士見 2020.８
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特集 新型コロナウイルス感染症に関する支援

市独自

受験対策
講座
問 学校教育課
内 623
☎〇

臨時休業による進学へ
の影響の軽減を図るため、

学習の基礎の定着を目
指す中学3年生を対象に、
専門講師による受験対策

市独自

学習支援員
の配置
問 学校教育課
内 621
☎〇

講座を行います。

ひとり親
世帯臨時特別
給付金
問 子育て支援課
内 204
☎〇

ひとり親世帯の生活を
支援するため、国による
経済支援として給付金を
支給します。

市独自

市のひとり親世帯への給
付金（P2）とは別の制度
です。

障がい者の
工賃維持
支援

臨時休業による学習機
会の減少を補うため、市
内小中学校の学習支援員
などを増員し、子どもた
ち一人ひとりの学習定着
度に応じたきめ細やかな
指導を行います。

市内の障がい者施設の
授産品であるお菓子など
を市のイベントに活用す
るほか、生産された生花
を市内公共施設に配置し
ます。

問 障がい福祉課
内 374
☎〇

対象 次のいずれかに該当する方

❶令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けた方
❷公 的年金給付などを受けていることにより、児
童扶養手当の支給を受けていない方
※児童扶養手当の支給制限限度額を下回る方に限る
❸新 型コロナウイルス感染症の影響で直近の収入
が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方

支給額 1世帯50,000円、第2子以降1人につき30,000円

※対 象❶または❷に該当する方のうち、新型コロ
ナウイルス感染症の影響で収入が大きく減少し

た方は、1世帯50,000円の追加給付があります。

特別定額給付金の申請はお済みですか
問 新型コロナウイルス感染症緊急生活支援対策室

市では、7月15日現在で全体の約98%の給付が完了しま

した。まだ申請がお済みでない方は、早めに手続きをお願
いします。
なお、申請書が届いていない場合はご連絡ください。

☎049-265-6621

申請 令和2年8月21日㈮
期限 ※郵送申請の場合は同日消印有効
制度の概要など、詳しくは申
請書に同封した書類や市ホー
ムページをご覧ください。
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梨 の直売が
始まります

問 産業振興課
☎○内
243

⌒

富士見梨出荷組合
直売所

7

所在地

電話・FAX番号
（市外局番049)

営業期間

時田梨園

東大久保1493

254-4505（FAX同じ）

斉藤調悦

東大久保778-3

251-7702（FAX同じ）

幸水、長十郎、豊水、彩玉

田中農園

上南畑524

251-8984（FAX同じ）

幸水、豊水、彩玉

嶋田梨園

上南畑481-1

252-3011（FAX同じ）

幸水、豊水、彩玉

金子恒雄

上南畑462

251-0456（FAX同じ）

幸水、豊水

清水武次

上南畑431

251-8739（FAX同じ）

幸水、豊水、彩玉

加藤時雄

上南畑381

251-5770（FAX同じ）

安藤梨園

上南畑207-1

252-3891

幸水、豊水、彩玉

清水農園

上南畑203

251-8978

幸水、豊水、彩玉

清水良男

上南畑192-2

251-5625（FAX同じ）

幸水、豊水

嶋田俊雄

上南畑121-1

252-3890

幸水、豊水

野村義明

上南畑2604

255-1593

幸水、豊水、彩玉

石井義一

上南畑130

253-2447

広報富士見 2020.8

8月上旬～9月中旬

品種

8月上旬～9月上旬

8月上旬～

幸水、新高、豊水、彩玉

幸水、豊水、彩玉、あきづき

幸水

富士見市産の採れたて新鮮な梨

富士見市産のおいしい梨の販売が

８ 月 上 旬 か ら 始 ま り ま す。 丹 精 込 め

て 育 て、 熟 し た も の を 収 穫 す る の で

みずみずしさが違います。

主な品種

こうすい

幸水（８月上旬から販売）

柔らかい果肉に果汁たっぷり、甘

味が強くシャリシャリした食感が特

さいぎょく

徴です。

彩玉（８月下旬から販売）

埼玉県のオリジナル品種で、果肉

ｇほどになる大玉で食

500

がみずみずしく甘味が強く酸味が控

えめです。

ほうすい

べ応えがあります。

豊水（８月下旬から販売）

果肉は柔らかく、あふれる果汁は

甘味の中に程よい酸味があります。

※直売所の場所は、市ホーム
ページの農業マップを
ご覧ください。
※地方発送は、各直売
所にお問い合わせください。
※天候により収穫期が変わる
場合があります。

改めて戦争の犠牲になられたすべての

原爆の日・終戦の日を迎え、ここに
犠牲のうえにあることを忘れてはいけ

平和と繁栄は、たくさんの人々の尊い

大きな課題となっています。私たちの

つなげる 平和への願い

方々に哀悼の誠を捧げ、心からご冥福
今年は新型コロナウイルス感染症の

ません。

平和な日常がどんなに尊いものであ
影響で、広島平和記念式典と長崎原爆

をお祈り申し上げます。
ることか、毎年この時期を迎えると深
月に実施していた本市の

ピースフェスティバルも中止となりま

され、毎年

犠牲者慰霊平和祈念式典は規模が縮小

年を迎えます。月日の流れ

く 考 え ず に は い ら れ ま せ ん。 今 年 は、
終戦から
とともに、戦争を知らない世代が増え

えていくとともに戦争の恐ろしさ、平

ち日本人は、世界へ核兵器の廃絶を訴

り、核兵器による痛みを唯一知る私た

ありません。世界で唯一の被爆国であ

私たちにとって、戦争は他人事では

をお読みいただき、平和な日常の大切

この機会に富士見市非核平和都市宣言

ご 不 便 を 感 じ て お ら れ る と 思 い ま す。

におかれましては、現在もさまざまな

活に与えた影響は大きく、市民の皆様

新型コロナウイルス感染症が市民生

民の方が綴った書籍などを閲覧するこ

中央図書館では、戦争を体験した市

した。

和の尊さを語りついでいかなければな
さについて考えていただければと思い

ました。

りません。戦争を実際に体験し、当時
ます。

とができます。下図は、そうした書籍

つづ

の 忘 れ ら れ な い 記 憶、 戦 争 の 愚 か さ、
ぐ活動をされている方々がいらっしゃ

悲惨さ、平和の尊さを次世代へ語り継
げていただきますようお願いいたしま

ちから引き継いだ想いを次世代へつな

戦争の悲惨さ、平和の尊さ、先人た
節、図書館に足を運び、戦争体験者の

私たち日本人にとって特別なこの季

の一例です。

います。戦争体験者の方々の高齢化が
す。

市内の語り部の仲間には、空襲でご
に戦争体験者で

起こさないため

二度と戦争を

【広島市原子爆弾投下日】

のご協力をお願いしています。

通じ、市民の皆さんに１分間の黙とう

とを願い、次の日時に防災行政無線を

兵器をなくし平和な世界が実現するこ

で犠牲になられた方々のご冥福と、核

市では、原子爆弾や第２次世界大戦

黙とうを捧げましょう

さについて想いを馳せてみませんか。

は

記録に触れ、当時の状況や平和の大切

進み、その記憶や教訓をどのように受
け継ぎ次世代へ引き継いでいくのかが

戦争体験者が残した「言葉」
月日が流れ、 戦争を意識する機会も減ってきた昨今。 実際
に戦 争を体 験し、 語り継いできた杵 渕さんに、 当 時の状 況や
語り継いでいくことの大切さを伺いました。

家族を亡くされたのにも関わらず、出
ある私たちにで

戦時中、
私は旧制女学校の学生でした。

兵の直前だったために、葬儀も満足に

きること。それは、私たち自身が教科
書となり、後世に戦争の愚を伝えるこ

できなかった方もおられます。
せいさん

幸運にも、当時の私の周辺にはその

時２分

８月６日午前８時 分
【長崎市原子爆弾投下日】
８月９日午前
日正午

よ う な 戦 前 の 教 育 と、 敵 国 の 言 語 で

つは敬礼、人形をめがけて竹槍を突く

ちの真剣な眼差しは変わりません。終

たが、話を聞いているときの子どもた

語り部を始めて長い時間が経ちまし

私たちは

【終戦記念日】 ８月

あったはずの英語教育が奨励され、自

わりには「身近に戦争を体験した人が

世界の平和を願っています

争体験者の責任だと考えています。

ような凄惨な体験はありませんでした。 とにほかなりません。これは私たち戦
しかし、学校に軍人が常駐し、あいさ

由と笑顔が溢れた戦後の教育のギャッ

いたら、ぜひ話を聞いてね」と伝えて

しかし

やり

プには大きな衝撃を受け、それまでの

います。想いのこもった言葉を直接肌

世界の平和と安全を脅かしています

地球をおおっている核兵器は

何よりも家庭の平和を願い

富士見市非核平和都市宣言

人 生 を 根 底 か ら 覆 さ れ ま し た。
「これ

で感じることが一番伝わるからです。

あふ

からの子どもたちには戦前のような敵

取組みが難しい状況ですが、今だから

ナウイルス感染症の影響で平和事業の

記録が多く残されています。新型コロ

を後世に伝えたいと考えた方々による

少なくなってきましたが、戦争の記憶

この市民の声と願いを

「今すぐ核兵器を捨てよ」と訴えます

核をもつすべての国に

世界中の人びとと手をつなぎ

私たちは

再び繰り返させてはなりません

広島・長崎の過ちを

こそ書籍などを通して戦争体験者が残

非核平和都市

私たちは

した言葉に触れ、戦争の愚かさや平和

一九八七年七月十九日

富士見市

富士見市の宣言とする

平和憲法を大切にし

の尊さについて考えてみてください。

館内
のみ
貸出
可

8
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※ふじみ野分館では貸出可
※ふじみ野分館では貸出可

『ふるさとは信州』

『太陽は昇った』

館内
のみ
貸出
可
貸出
可
館内
のみ
館内
のみ
館内
のみ

15

『おばあちゃんが語る 関口たつき著
戦争の話』
『せんそうってなーに』
『自分史 道』

11

時の流れとともに体験を語れる方も

平成16年から語り部とし
て小学校で戦時中の体験
を伝える活動をしている

関口たつき著
関口たつき著

7

対心を煽る教育を受けさせてはいけな

きねぶち

後藤ただし著

75

い」と心に深く刻んだものです。

杵渕 久美子 さん

関口たつき著

『おじいちゃんの生還 ふじみビデオクラブ制作
『わたしの戦争体験』 自分史』
『戦争体験を語る』
島田一雄著

島田一雄著

市民が綴った
記録・記憶
15

市長平和メッセージ
戦争体験者インタビュー

富士見市役所

☎049-251-2711

行政情報

FAX049-254-2000

マイナポイントの予約と申込み支援を行っています

9月開始！マイナポイント付与
問 情報システム課

手続き

内 535
☎○

3 step

お好きなキャッシュレス決済で
使えるポイントが上限5,000円分もらえます

step1

「マイナポイントの予約と申込み」のお手伝い

マイナンバーカードを取得

マイナンバーカードの取得方法は右記コ
ードからご覧ください。

step2

マイナポイントを予約

step3

事前登録
が必要な
場合があ
ります。

決済サービスID
セキュリティコード

マイナポイントを申込み

木曜

8:30～19:00

土曜開庁日

8:30～12:30

いる場合は、お手伝いできません。
メンテナンスの日程については市

予約に必要なもの／

数字4けたの
暗証番号

8:30～17:15

※システムのメンテナンスが行われて

市で
お手伝い

マイナポイントの予約(マイキーID設定)
方法は右記コードからご覧ください。

マイナンバー
カード

平日（木曜を除く）

市で
お手伝い

キャッシュレス決済サービスを1つ選択して登録
9月以降にチャージまたはお買い物

ホームページをご覧ください。
場所／市役所1階 地場産品ショップ『ゆい』横
必要なもの／
マイナンバーカード
マイナンバーカード受取時に設定した利用者証
明用電子証明書の数字4けたの暗証番号
ご 利用予定の決済サービスID、セキュリティ
コードなど
※マイナンバーカードの交付と利用者証明用電子
内 101）
へお問い合わせく
証明書は、市民課（☎○
ださい。
ご自身でも予約と申込みが可能です
マイナンバーカードの読み取りに対応したス
マートフォンやカードリーダーを備えたパソコ
ンをお持ちの方は、ご自身でマイナポイントの
予約と申込みが可能です。

選択したキャッシュレス決済サービスの
ポイントとして、マイナポイントを付与

新型コロナウイルス感染症対策支援プロジェクト

～ふわっぴーチャリティポロシャツを販売します～
問 地域文化振興課

内 252
☎○

富士見市地域活性化研究会（愛称：ふじみ☆ラ

ボ）が、ふわっぴーのイラスト入りチャリティポ
ロシャツを販売します。販売によって得た利益
は富士見市社会福祉協議会に全額寄附し、新型

コロナウイルス感染症の影響で生活が困窮して
いる方などへの支援に役立てます。

販売開始日／8月3日㈪

販売場所／地域文化振興課
サイズ／S、M、L、LL
カラー／ミントグリーン、ライトパー
プル、オレンジ、ブラック
価格／1枚1,500円（税込）

広報富士見 2020.8
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行政情報

富士見市役所

☎049-251-2711

環境センターへの
ごみの自己搬入の申込み予約開始

問 環境課

FAX049-254-2000

当該週月曜
から予約可能

内 246
☎○

環境センターへの自己搬入の申込みが、以前までは、ごみの搬入をする日の当日受付のみでしたが、ごみを搬入
したい日が属する週の月曜から予約をすることができるようになりました。

【例】8月20日㈭にごみの搬入をしたい場合は、8月17日㈪から予約をすることができます。
8月17日㈪

8月20日㈭

８月
月

火

水

予約開始日

木

金

土

日

自己搬入希望日

17 18 19 20 21 22 23

ごみの自己搬入の申込みは、富士見市粗大ごみ受付センター
（☎0570-001-530）
へ

援助や配慮が必要
な方へ

問 障がい福祉課

内 372
☎○

ヘルプマークと聴覚障がい者災害時援助用バン
ダナを配布しています。配布は1人1つです。利用
者本人または代理の方がお越しください(無料)。
※郵送は原則行っていません。

ヘルプマーク

かばんなどに付けて、周囲に援助や配慮を必要
としていることを知らせるマークです。
配布対象者／義足や人工関節を使用して
いる方、内部障がいや難病の方、妊娠
初期の方など、援助や配慮が必要な方
配布場所／障がい福祉課 、富士
見市障がい者基幹相談支援セン
ター、富士見市社会福祉協議会

聴覚障がい者災害時援助用バンダナ

着用して、災害時に周囲からの手助けや情報を

受けやすくするためのバンダナです。
配布対象者／市内在住で聴覚に
障がいのある方、手話で支援を
していただける方
配布場所／障がい福祉課

11
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小・中学生のための
通級指導教室

問 教育相談室

☎049-253-5313

通級指導教室は、通常の学級に在籍しながら週の決まっ
た時間に来室し、個々の課題に応じて1対1の個別学習を
中心とした指導を行う教室です｡ 通う際の行き帰りは、安
全のため、保護者の付き添いが原則です。
※通級時は出席扱いになります。
発達障がい・情緒障がいのある子どもたちのための

「まなびとこころの教室」
エ ー ス
場所／諏訪小学校「エル」、ふじみ野小学校「ACE」、富
士見台中学校「せせらぎ」
指導内容／言葉や数などの認知的なかたよりや不得意を少
なくする学習、さまざまな場面でのコミュニケーションの
取り方など

難聴・言語障がいのある子どもたちのための
「きこえとことばの教室」

場所／諏訪小学校「あいりす」、ふじみ野小学校「あいり
す☆ふじみ野」
指導内容／発音練習、一人ひとりに合わせた聞き取り方や
話し方の改善に向けた練習など
通級を検討している方は、まずは担任の先生または、教
育相談室にご相談ください。

富士見市役所

☎049-251-2711

赤ちゃんがいるすべての家庭を訪問

乳児家庭全戸訪問事業
（こんにちは赤ちゃん事業）
問 健康増進センター

行政情報

FAX049-254-2000

☎049-252-3771

乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）
による母子保健推進員の訪問は、生後2～3か月の赤
ちゃんがいるすべての家庭が対象です。赤ちゃんや
お母さんのようすを伺い、子育て支援事業の紹介や
地域の子育て情報を伝えています。
また、育児に関する不安や悩みなどを聴き、必要
に応じて保健師との橋渡しもしています。
※新 型コロナウイルス感染症対策のため、毎日の健
康観察として体温の記録、マスク着用とアルコー
ル消毒を徹底し訪問しています。

母子保健推進員とは…
母子保健推進員は、町会長の推薦で市長が委嘱し
た地域に住む先輩お母さんで、現在84人が活動中
です。活動をしていくうえで必要な知識や情報を得
るため、研修会なども行っています。

消費生活相談
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

マイナンバー制度に便乗した詐欺に注意
かた

市役所や警察を騙 り、
「マイナンバーの暗証番号
が漏れている」
「マイナンバーにお金がかかる」な
どさまざまな名目でお金や通帳、キャッシュカード
をだまし取られたなどの被害が出ています。

【消費者へのアドバイス】
マイナンバーの手続きで、市役所や警察などが口
座番号や暗証番号、資産や年金・保険の状況を聞

いたりすることはありません。また、ATMの操
作を求めたり、お金やキャッシュカード、通帳を
要求することもありません。
マイナンバーの関連であることを騙ったメールが
送られてきた場合は、安易に開かないように注意
してください。
不安に思われた場合は、消費生活センターにご相
談ください。

’20富士見ふるさと祭り

中止のお知らせ

問 協働推進課

内 258
☎○

’20富士見ふるさと祭りは、10月24日㈯の開催に
向け富士見ふるさと祭り実行委員会により準備が進
められていましたが、新型コロナウイルス感染症が
収束していない状況を鑑み、来
場者および関係者の安全を第一
に考え、中止となりました。

障害者手帳などの
有効期間延長について
問 障がい福祉課

内 372
☎○

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、
障害者手帳、重度心身障害者医療費受給者証、自立
支援医療受給者証（更生医療・育成医療・精神通院医
療）の有効期間が延長されます。
対象／有効期限が令和2年3月1日～令和3年2月28日
の方
身体障害者手帳の再認定月延長
身体障害者手帳の「要再認定」欄に記載されてい
る再認定月が、手続き不要で1年後に延長されます。
療育手帳の再判定月延長
療育手帳の「次回判定」欄に記載されている再判
定月が手続き不要で1年後に延長されます。
精神障害者保健福祉手帳の更新
申請書の提出を行うことで、更新手続きに必要な
診断書の提出を有効期限から1年間猶予され、現在

の等級のまま有効期限を更新することができます。
ただし、現在お持ちの手帳の有効期限の日から1
年以内に、診断書の提出が必要です。
重度心身障害者医療費受給者証の有効期間延長
障害者手帳の期間が1年間延期されることを受

け、重度心身障害者医療費受給者証についても、有
効期間が1年間延長されます。
自立支援医療受給者証の更新

更新手続き不要で満了日が1年間延長されるた
め、現在お持ちの受給者証をそのまま使用すること
ができます。
申請があれば、延長後の有効期間などを明記した
受給者証を新たに発行することもできます。

広報富士見 2020.8
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情報ステーション
ご案内

NEWS

ご案内

水道メーターを取り替えます

募
集
子育て

☎049-251-2711

排水設備工事責任技術者共通
試験

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。
内 242
環境課 ☎◯

資格 次のいずれかに該当する方

問

ぶ

浄化槽をお使いの方へ
問

イベント

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

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。
下水道課

内 429
☎◯

建築物のアスベスト対策に関
する補助制度
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。
県建築安全課
☎048-830-5525
問

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
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。
県建築安全課
☎048-830-5527
問
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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。
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。
埼玉県環境検査研究協会
☎048-649-5151
問
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内 242
☎◯

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

問

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。
県入札審査課
☎048-830-5771

環境課

問

市民伝言板 くらしのリユース

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)

FAX049-254-2000

簡易専用水道を設置している
方へ

問

学

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。
内 525
水道課 ☎◯

富士見市役所

富士見市役所

☎049-251-2711

情報ステーション

FAX049-254-2000

内 385
☎◯

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

問

【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
県西部福祉事務所 地域福祉
担当 ☎049-283-6800

求人企業合同面接会

問

問

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。
埼玉県雇用対策協議会
☎048-647-4185
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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
産業振興課
内 243
☎◯

健康増進センター

イベント

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
子ども未来応援センター
☎049-252-3773

9/15㈫

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

問

つきいち～臨時農産物直売所～

8/24㈪

場所

ひとり親家庭の相談会

問

子どものための養育費相談

とき

問

※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
健康増進センター
☎049-252-3771

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。
内 333
福祉課 ☎◯

問

日本赤十字会員増強運動に
ご協力ください

ぶ

高齢者福祉課

学

問

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

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。

子育て

介護支援ボランティア

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
さいたま地方法務局人権擁護課
☎048-859-3507

集

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

募

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。
内 166
議会事務局 ☎◯

全国一斉
｢子どもの人権110番｣強化週間

ご案内

敬老事業のお知らせ

問

市議会9月定例会のお知らせ

情報ステーション
ご案内

募 集

募

パブリックコメント(市民意
見提出手続)を実施します

集
ぶ
イベント
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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。
東入間警察署
ポッポくん
☎049-269-0110

市営つるせ台住宅
補欠入居者募集
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。
内 418
建築指導課 ☎◯
問

15

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
学校給食センター
☎049-252-2881

NEWS

ご案内

Ｊアラートの訓練放送
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。
内 446
安心安全課 ☎◯
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

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。
内 252
地域文化振興課 ☎◯
問

問

コバトン

令和2年度
埼玉県警察官採用試験

問

問

市民伝言板 くらしのリユース

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
県広聴広報課
☎048-830-2850

FAX049-254-2000

学校給食センター
調理員(会計年度任用職員)

問

学

埼玉県県政サポーター

☎049-251-2711

問

子育て

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。
内 238
政策企画課 ☎◯

富士見市役所

富士見市役所

☎049-251-2711

見て！食べて！
すてっぷあっぷ
離乳食教室
ニコニコ
子どものごはん展示
＆相談室(相談室のみ)
4か月児健診
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
■

予 はじめてパパの
■
子育てサロン

き

詳

1日目
8月22日㈯ 対
■初めての出産を
9:30～15:30
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
2日目
定 15組
（申込順）
9月17日㈭ ■
10:00～15:30

細

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
持 母子健康手帳、
利用できる制度、家族計画、パパの妊婦体験 ■
手鏡･大人用歯ブラシ（ご夫婦各自）、筆記用具、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、
■
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、
持 母子健康手帳、母子健康手帳の副読本
（“妊
パパの妊婦体験 ■
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

【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。
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。
8月27日㈭

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

【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。
対 1歳ごろまでのお子さんとお母さん ■
場 ピアザ☆ふじみ
■
8月27日㈭ 内
定 3人
（申込順）
■助産師による個別相談 ※母乳マッサージは実施しません。 ■
10:00～11:30 持
■母子健康手帳、バスタオル、そのほかお子さんに必要なもの
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 ■
■
8月22日㈯
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 ■
9:50～12:00
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 パパママ
■
準備教室

と

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
■
■

イベント

事業名

☎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。

ぶ

子育て応援情報モバイルサイト「スマイルなび」

問 健康増進センター

学

子育て健康ガイド

子育て

中学生 1,610円

集

問

参加費

小学生 970円

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
図書館ふじみ野分館
☎049-256-8860

問

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)

ぶんちゃんひろば
「月齢版をつくろう」

募

わくわく！
川の博物館へ行こう！

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。
内 345
子育て支援課 ☎◯

ご案内

子育て

情報ステーション

FAX049-254-2000

情報ステーション

富士見市役所

ご案内

学 ぶ

募
集
子育て
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

問

学

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
内 393
高齢者福祉課 ☎◯

介護職員初任者研修
（旧ホームヘルパー2級）

問

イベント

富士見市民大学

☎049-251-2711

富士見市民大学事務局(鶴瀬公民館内)
☎049-251-1140

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。

市民伝言板 くらしのリユース

講座名

内

容

と

き

文学講座
(全7回)

随筆文学『枕草子』を味 9/20～11/1
わう
日曜・午前

国語講座
(全5回)

童謡・唱歌を読み味わ R3.1/17～2/14
う
日曜・午前

国際社会学
(全5回)

混迷の中東を読み解く

場

所

定員

みずほ台コミュ
各30人
ニティセンター

8/29～9/26
土曜・午前

埼玉の三偉人“渋沢栄一・
＿ はなわ ほ き い ち
11/7～28
富士見の歴史
荻野吟 子・ 塙 保 己 一”と
土曜・午前
(全4回)
その周辺の人々
行政と市民生活 富士見市のまちづくり 10/3～31
(全5回)
の現状と課題
土曜・午前
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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
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－

各20人

渋谷農園
ほか

15人

（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
難波田城資料館
☎049-253-4664
水子貝塚資料館
☎049-251-9686
問

鶴瀬公民館

※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。
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富士見の歴史を学ぼう！
～市民学芸員養成講座～

場所 難波田城資料館

市民講師によるサロン
市民サロン塾 塾（「富士見市市民人材 9/7～11/2
(全6回)
バンク推進員の会」と 月曜・午後
市民大学との共同企画）
ふじみ自然塾 無肥料自然栽培を体験し
9/12～R3.2/6
おいしい野菜を味わう
(全7回)

FAX049-254-2000

富士見市役所

☎049-251-2711

学 ぶ

定員 10組(無料、申込順)

申込 8月3日 ㈪ ～14日 ㈮ 午前8時

消防本部からのお知らせ

難波田城資料館

そ せい

15日㈯ 和風メモ帳
29日㈯ 紙コップロケット

ぶ

定員 12組(1組4人まで、先着順)

学

22日㈯ かざぐるま作り

問

8 日㈯ 紋切り

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

募

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、楊式、
32式剣、太極功夫扇の練習をしていま
す／月会費2,500円／
野呂 ☎048-474-7240

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。

ようしき

つるぎ

富士見市マスコット
キャラクター
ふわっぴー

7月7日現在●
内 247
問 環境課 ☎◯
●

カンフーオウギ

ご利用ガイド

このコーナーは、不用になった品物のリユースを希望する方の橋渡し
をする場です(無料のみ)。ゆずります・ゆずってくださいとも市内在住
の方が対象です。登録は3か月です。交渉結果はご連絡ください。

ゆずります
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)

ゆずってください
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)

広報富士見 2020.8
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きよし

宮地 瀞 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

集

イベント

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

子育て

1 日㈯ キッチンペーパーのマスク作り

集

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

心 肺 蘇 生 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

募

☎049-253-4664

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

ご案内

イベント

市民伝言板

情報ステーション

FAX049-254-2000

KIRARI
FUJIMI

市民文化会館キラリ☆ふじみ 〒354ｰ0021 鶴馬1803番地1
※休館日：8月11日㈫～14日㈮
ホームページ
☎049ｰ268ｰ7788 FAX049-268-7780

舞台設備改修工事が8月21日㈮に終了します

開館から18年目を迎えたメインホールとマルチホールの舞台機構・照明・音響設備の安全性を高めるための機器更新など
を行いました。メインホールとマルチホールの一般貸出は、8月24日㈪から再開します。

8

リニューアルオープンイベント

22㈯
23㈰「サーカス・バザール」

ホールでのサーカスショーを中心に、テイクアウトに限定した出店など、規模を縮小して開催します。

メインホールサーカスショー
「七つのお気に入り」

マルチホールサーカスショー
「ヴァラエティショー」

とき 8月22日㈯・23日㈰午後2時

とき 8月22日㈯・23日㈰午前11時、午後4時

料金 全席指定 一般1,000円、中学生以下500円

料金 無料
（窓口で入場整理券を配布中です）

ジャグリングワークショップ

ボールやコマを使ったジャグリングに挑戦してみよう！

定員 各10人

とき 8月22日㈯・23日㈰午後0時30分

料金 500円
（当日集金）

対象 小中学生

TO PIC S

よ

申込 当館ホームページ、 直接または電話で

せ

寄 席 キラリ☆風流寄席～令和落語の新世代！ “旬”の若手落語家キラリふじみに大集合‼～
しゅんぷ う て い

とき 8月29日㈯午後5時
しょうしょう

いり ふね てい こ たつ

かみなりもん お と す け

出演 春風亭正太郎、春風亭昇々、入船亭小辰、雷門音助

料金 全席指定 一般2,500円、学生1,500円

ほか

※身体障害者手帳をお持ちの方は2,000円
（窓口のみ）
春風亭正太郎

春風亭昇々

入船亭小辰

雷門音助

I N FO R M ATI O N
募集 こどもステーションplus
しら が

たのうえ

当館芸術監督の白神ももこ、田上豊とあそぼう！

とき 9月27日㈰午前10時～正午
対象 小学生

ダンス キラリふじみ・ダンスカフェ
とき 8月8日㈯午前11時30分、午後3時

出演 モモンガ・コンプレックス
料金 500円(当日支払い)、回数券(3枚つづり)1,200円
申込 当館ホームページ、直接または電話で

定員 8人(無料、 申込順)

申込 8月17日㈪から当館ホームページ、 直接または電話で

募集 2020公募 キラリ☆ふじみ陶芸展
とき 9月12日㈯～18日㈮午前10時～午後5時

※最終日は午後4時まで
種目 陶芸すべてのジャンル(壁面作品も可)
搬入 9月11日㈮午後3時～5時 搬出 9月18日㈮午後5時
費用 1人2点まで1,000円 ※組物は1点と数える。それ以
上は1点につき1,000円(搬入時支払い)
申込 申込用紙に記入し、
郵送、FAXまたは直接(8月31日㈪必着)

募集 キラリ☆新春邦楽演奏会
とき 令和3年1月9日㈯

チケット発売情報
8月1日㈯から

群読音楽劇

演劇
『銀河鉄道の夜2020キラリふじみ』

とき 9月12日㈯午後6時30分、13日㈰午後2時
料金 整理番号付

一般1,500円、U-25 1,000円、高校生以下500円
8月8日㈯から

狂言

キラリふじみ錦秋狂言 万作の会

『入間川』
『魚説法』
『仁王』

とき 10月6日㈫午後7時
料金 全席指定

対象 定員 スタッフとして協力できる6団体

一般4,300円、U-25 2,500円、高校生以下1,000円
※身体障害者手帳をお持ちの方は3,500円（窓口のみ）

費用 1団体10,000円

8月22日㈯から

(応募多数の場合は選考) ※1団体最大20分

申込 8月31日㈪までに直接または電話で

展示 キラリ☆ふじみ中高生美術展

とき 8月4日㈫～9日㈰午前10時～午後5時

※初日は午後1時から、最終日は午後4時まで。

キラリ
ふじみ
SNS

キラリ☆かげき団 オペラ公演

オペラ
「にぎやかな夢～風ン中、ひなげしたちの歌」

とき 10月10日㈯午後6時、

10月11日㈰午前11時、午後3時30分

料金 全席自由 一般2,000円、高校生以下1,000円

・窓口予約

facebook

twitter

午前9時～午後9時

チケット
・電話予約 発売2日目以降の午前9時～午後10時
予約
・オンライン予約

24時間（発売初日は午前10時から予約開始）

健康ガイド
事業名

休日・夜間の
医療機関

※聴覚障がいの方はファックスでお申し込みください。

対 対象
■

予 要予約
■

☎049-252-3771
℻049-255-3321

健康増進センター
場 場所
■

内 内容
■

定 定員
■

持 持ち物
■

とき

費 費用
■

詳

申 申込み
■

主 主催
■

場 健康増進センター
8月17日㈪ ■

ホッと安心
健康相談

場 鶴瀬公民館
8月20日㈭ ■

いきいき活動室

場 高齢者いきいきふれあいセンター
8月24日㈪ ■

細

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

胃がん検診（胃内視鏡検診）を受けましょう

市では医療機関で胃がん検診（胃内視鏡検診）が受診できます。内視鏡を挿入し、胃の状態を直接観察する検
査です。胃や十二指腸などの病気で治療中もしくは経過観察中の方や、呼吸不全や心疾患のある方は検診の対

象外になる場合がありますので、お申し込みの際にご確認ください。
対象／50歳以上で奇数月に生まれた方
※偶数月に生まれた方で、昨年度受診していない方はお問い合わせください。
受診料／50～64歳：3,000円、65歳以上：1,500円
受診期限／11月30日㈪
※毎年10～11月に受診される方が多く、医療機関が大変混み合います。
9月までの早期受診をおすすめします。
申込み／実施医療機関に直接お申し込みください。
※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。
問 健康増進センター ☎049-252-3771

8月の緊急時の産婦人科医（9:00～17:00）
当

番

医

電話番号

2日㈰ 恵愛病院(富士見市)

049-252-2121

9日㈰ 上福岡総合病院(ふじみ野市)

049-266-0111

10日㈷ 恵愛病院(富士見市)

049-252-2121

16日㈰ にしじまクリニック(富士見市)

049-262-0600

23日㈰ 恵愛病院(富士見市)

049-252-2121

30日㈰ 上福岡総合病院(ふじみ野市)

049-266-0111

8月の緊急時の外科医（9:00～16:00）
当

番

医

電話番号

2日㈰ 三芳野第2病院(ふじみ野市)

049-261-0502

9日㈰ 上福岡駅前クリニック(ふじみ野市)

049-256-5600

10日㈷ イムス富士見総合病院(富士見市) 049-251-3060
16日㈰ イムス三芳総合病院(三芳町)

049-258-2323

23日㈰ みずほ台病院
（富士見市）

049-252-5121

30日㈰ 栗原医院
（富士見市）

049-255-3700

21

広報富士見 2020.8

休日急患診療所

▶救急休日診療
…日・祝・年末年始(12/31～1/3)

埼玉県救急電話相談

〔夜間のみ〕20：00～22：00 〔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
☎049-264-9592㈹

大人や子どもの相 ☎♯7119
談に対応し、医療 （☎048-824-4199）
機関を案内します。〔24時間365日〕

AI
救急
相談

他 そのほか
■

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 ■
8月28日㈮ ■
内 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
9:00～16:00 ■

予 知ってナットク
■
身近な健康相談室

▶小児時間外救急診療
…月～土曜（祝日を除く）

東入間医師会

熱中症警戒アラートが発表されたら

7月から、熱中症の危険性が極めて高い暑熱環境

（暑さ指数33度以上）が予測される際に、環境省・気
象庁から暑さへの気づきを呼びかける「熱中症警戒
アラート」がテレビやインターネットなどを通して
発表されます。日ごろから実施している熱中症予防
対策に加え、次のような行動を心掛けましょう。
普段以上に屋内の気温・湿度・暑さ指数を確
認し、エアコンなどを適切に使う
不要不急の外出を避け、涼しい所で過ごす
熱中症になりやすい高齢者、子どもなどに対
しては周囲から特に声をかける

暑さ指数（別名WBGT）とは
人間の熱バランスに与える影響が大きい、気温・
ふくしゃ
湿度・輻射熱の3つを取り入れた暑さの厳しさを示
す指標です。各地域の暑さ指数は左記コー
ドから環境省熱中症予防情報サイトをご覧

1 歳以上の子どもの保護者の方へ

お子さんの予防接種を忘れずに受けましょう

子どもは発育とともに外出の機会が多くなり、感染
症にかかる可能性が高まります。お子さんの感染症予
防と感染拡大防止のためにも、体調の良い時に早めに
予防接種を受けましょう。
また、小学生になってからは二種混合や日本脳炎の
定期予防接種もあります。忘れずに受けましょう。
接種方法／
実施医療機関に直接お申し込みください。

※実施医療機関は、令和2年度がん検診などのお知ら
せ保存版(広報『富士見』5月号の折込保存版）、ま
たは市ホームページをご覧ください。

※対象年齢や接種間隔などを外れると、接種の効果が
期待できないほか、接種費用は自費となります。詳
しくは市ホームページをご覧ください。
予防接種のスケジュール管理ができ
る富士見市子育て応援情報
モバイルサイト「スマイルな
び」をぜひご活用ください。

予防接種の種類

接種
回数

ヒブ

1回 1歳～ 5歳に至るまでに開始した場合

小児用肺炎球菌
四種混合

対象者 (接種開始時期)

2回 1歳～ 2歳に至るまでに開始した場合
1回 2歳～ 5歳に至るまでに開始した場合
4回 生後3か月～7歳6か月に至るまで
1期
1歳～ 2歳に至るまで
1回

麻しん風しん混合

令和3年3月31日までの接種
2期
令和2年度対象者：平成26年4月2日
1回
～平成27年4月1日生まれ(年長相当)

水痘(水ぼうそう)

2回 1歳～3歳に至るまで
1期 生後6か月(標準的には3歳）～7歳6か
3回 月に至るまで

日本脳炎

9歳～13歳未満
2期 ※特例対象者（20歳未満で平成19年
1回
4月1日生まれまで）は、合計4回
接種を無料で受けられます。

二種混合(三種混
1回 11歳～13歳未満
合の追加接種)
けい

※子宮頸がん予防ワクチンは、現在定期接種の積極的なおすす
めはしていません。

問 健康増進センター

☎049-252-3771

食育 健康ひろば
富士見市クックパッド公式

「FUJIMI ☆ KITCHEN」の活用を！
ふ

じ

み

キ

ッ

チ

ン

「FUJIMI☆KITCHEN」では、市管理栄養士考案の健康レシピや市の特産品を使ったレシ
ピなどを紹介しています。
バランスのよい食事の基本は「主食」「主菜」「副菜」がそろった食事で、免疫力アップ
や夏バテ予防にも効果的です。特に、日本人の多くは野菜の摂取が不足しがちなので、旬
の野菜を使用した料理にチャレンジしてみましょう。ぜひ、実際に作ったものを投稿でき
るクックパッドの機能「つくれぽ」で感想をお寄せください。

～季節のイチオシレシピ～
コーンパン
旬のトウモロコシの甘味を
生かしたレシピです。発酵
さ せ な い の で、 ご
家庭で簡単に作る
ことができます。

なすのナムル
夏野菜のなすをたっぷり食
べられるレシピです。香味
野 菜、 ご ま の 風 味
と 辛 み で、 さ ら に
おいしくなります。

ください。
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富士見市役所

☎049-251-2711

FAX049-254-2000

//

公共施設の
「これから」

える
なで考

\\みん

Vol.7
問 管財課

内 554
☎○

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。

公共施設マネジメント啓発漫画パンフレットを配布します
市ホームページなどで公開している公共施設マネジメント啓発漫画パンフレットを冊子に

し、9月から市内の公共施設で配布します。

私た
作り ちが
まし
た

このパンフレットは、淑徳大学の3人の学生
ボランティアに作成していただきました。

手話で
楽しもう

今月の季節の手話
▶8月
｢8｣を表す手話

内 372
問 障がい福祉課 ☎○

人差し指と親指で
三日月の形を表す

【今月のテーマ】
Ｑ．手 話は顔の表情にも意味
があるの？
Ａ．表 情や口の動きは、感情
を表すためにとても重要
です。

▶ひまわり
両手をグーにして
胸の前におく

手話は、手の動きや形に注目してし
まいがちですが、表情や口の形、うな
づきがとても大切です。同じ手話でも、

弧を描きながら
片手を開く

表情や口の動きをつけることで、言葉
の意味に強弱をつけて相手に伝えるこ
とができます。
手話でコミュニケーションをとると
きは、手の動きだけでなく表情や口の
形にも注目してみましょう。
解説は、手話を用いた動画で

▶スイカ

スイカを食べるイメージで
手を左右に動かす

も見ることができます。右記
コードからご覧ください。
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－Contents－ 今月の主な内容
02 新型コロナウイルス感染症に関する支援
07 梨の直売が始まります
08 戦後75年 市民が綴った記録・記憶
10 行政情報
9月開始！マイナポイント付与／ふわっぴーチャリティ
ポロシャツを販売します／環境センターへのごみの自
己搬入の申込み予約開始／援助や配慮が必要な方へ／
乳児家庭全戸訪問事業／’20富士見ふるさと祭り中止の
お知らせ／障害者手帳などの有効期間延長について
ほか
13 情報ステーション
【ご案内】

Jアラートの訓練放送／ふわっぴーがゆるキャ
ラⓇグランプリ2020に出場中です／市議会9月定例
会のお知らせ／敬老事業のお知らせ／水道メーターを
取り替えます ほか

今月の無料相談
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【募集】パブリックコメント(市民意見提出手続)を実施

します／市営つるせ台住宅補欠入居者募集 ほか
【子育て】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」／子育て健康ガイド
【学ぶ】介護職員初任者研修

（旧ホームヘルパー2級）／
市民学芸員養成講座 ほか
【イベント】8月のちょこっと体験

【市民伝言板・くらしのリユース】

キラリ☆ふじみ
健康ガイド
公共施設の「これから」・手話で楽しもう
今月の無料相談
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
予 女性
第1・3火曜13：00～17：00
○
内 271
人権・市民相談課 ☎○
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
○
木曜13：00～16：00
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 マンション管理
第2月曜13：30～16：30 ※祝日の場合は翌日 建築指導課 ☎○
○
内 422
予 耐震改修・リフォーム 第3月曜13：00～16：00
建築指導課 ☎○
○
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 中小企業経営
月～金曜9：00～16：00
富士見市商工会 ☎049-251-7801
○
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(☎○
予 障がい者就労支援
月～金曜9：00～16：30
富士見市障がい者就労支援センター ☎049-257-7535
○
内 323
予 こころの健康相談
○
第4月曜10：00～
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8：30～17：15
子ども未来応援センター ☎049-252-3773
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
○
予 若者のための学び直し相談 第4金曜15：00～19：00 ※7月は第5・12月は第3金曜 鶴瀬公民館 ほか
○
乳幼児子育て
（電話相談） 月～金曜8：30～17：15
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10：00～12：00 ※9月は第5火曜 ウエルシア富士見鶴馬店 富士見市社会福祉協議会
出張うさみんカフェ
福祉全般に関すること
偶数月第4火曜10：00～12：00 ※2月は第3火曜 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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Fujimist

今月の

上

とう か せいせい

そう し

こ う ふ う

新井 光風 さん
（書家）
内 241
問 秘書広報課 ☎○

の書は、
「冬夏青青」
。中国戦国時代の思想家・莊 子

とともいえるかもしれません」と語っ

転じて信念が固く、どんなときも変わらないことのたとえ

果て無き書の道のゴールはまだ見え

の言葉で、冬も夏も青々としているという意味だが、

でもある。書き表したのは、
（公社）
日展の理事で大東文化
大学名誉教授の新井光風さん。今年4月に旭日小綬章を受

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)。

章した、日本を代表する書家だ。

やすし

書との出会いは17歳のころ。書の大家・西川寧氏（文化

た新井さん。今年83歳を迎えたが、
ない。
「書の探求は、万物生命を生み出す根源的なものの
正体を探るようなものかもしれません。目指す域は遠くな
るばかりですよ」。

それでもなお、自らの足元をゼロから見つめ直し、常に

勲章受章）の著書に触れ、大きな衝撃と感銘を受けたこと

新たな書の世界の扉を切り開いていくのだという信念を持

前の中国の古代文字の研究と制作を重ね、まさに冬夏青青

きな力を感じているから。「書は、人々に感動や喜び、そ

が書の本質を追及する出発点となった。以降、2千数百年

と書の道を追い求めてきた。例年8月15日に開催される「全
国戦没者追悼式」の標柱の字も新井さんによるものだ。

書とは一体何か聞いてみた。
「本物の書とは、精神・生

命力・骨・肉・血のある、いわば人間と同じもの。私が筆
を執るときは、自らの命の断面を紙面に定着させることを
主眼にしています。書の本質は、自分の生き方を考えるこ

ち続けている。それは、書に人間の一生を変えるほどの大
して生きる力を与えることができます。新型コロナウイル
ス感染症により不安が満ち溢れている今だからこそ、書の
持つ力が必要だと思っています」。

書家・新井光風。その命が刻み込まれた書から、数々の

苦難を乗り越えてきた人類の歴史と力強さを感じずにはい
られない。

8・9月の土曜開庁と業務時間延長

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。

市役所本庁舎 ☎049-251-2711
【土曜開庁】
8月1日㈯・9月5日㈯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
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】
8月27日㈭・9月24日㈭午後8時まで
【市公式 twitter】
https://twitter.com/
fujimi_city
【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。
マチイロ

富士見市

検索

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

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

子育て応援サイト

『キラリとかがやく
まち 富士見市』
人

『すくすく子育て
FUJIMI』

人口と世帯数(7月1日現在)

口…112,108人
男
55,325人
女
56,783人
世帯数… 52,792世帯
【市公式LINE】
無料SNSアプリ「LINE」で
「@fujimi_city」と検索

【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。

(前月比
(前月比
(前月比
(前月比

＋ 27人)
＋ 19人)
+ 8人)
+ 34世帯)

【市公式YouTube】
富士見市公式YouTube

【ココシル☆ふじみ】
市の観光情報アプリ
ココシルふじみ

検索

検索

