
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・変更となる場合があります。情報ステーション
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エコライフＤＡＹ埼玉２０２１冬
～ストップ！地球温暖化～

エコライフＤＡＹとは、簡単な
チェックシートを用いて、省エネ・
省資源など環境に配慮した1日を
過ごし、ライフスタイルを見直す
きっかけをつくる取組みです。
チェックシートなど、詳
しくは市ホームページ
をご覧ください。
※削減できた二酸化炭素量を計算
できます。
問環境課　☎049-252-7129

SAITAMA出会いサポートセ
ンター(恋たま)出張登録会

県 の 公 的 な 結 婚 支 援 セ ン タ ー
「SAITAMA出会いサポートセン
ター(恋たま)」が、富士見市で出
張登録会を行います。
とき 令和4年1月14日㈮午前10時
～午後4時(正午～午後1時を除く)
場所 市役所本庁舎
対象 次のすべてに該当する方

結婚を希望し、自ら婚活の意思
　がある20歳以上の独身男女

県内在住、在勤、または近い将
　来埼玉県へ移住をお考えの方

電話回線のあるスマートフォン
　をお持ちの方
定員 10人(1人30分、申込順)
会費 16,000円(税込。2年間有効)
※市内在住または勤務先が会員団
体の方は11,000円
申込 ｢恋たま｣ホーム
ページで入会と来所
予約をしてください。
問SAITAMA出会いサポートセン
ター事務局
☎048-789-7721

富士見市マスコットキャラクター
��������������「ふわっぴー」

地球温暖化防止活動支援補助
金受付中！

温室効果ガス排出量の削減を図る
ため、地球温暖化の防止に役立つ
機器や車両を導入する方に補助金
を交付しています。
対象機器・補助金額

太陽光発電システム・5万円
自然循環型太陽熱利用システム

　・3万円
強制循環型太陽熱利用システム

　・5万円
Ｈ

ヘ ム ス

ＥＭＳ・2万円
定置用リチウムイオン蓄電池・

　5万円
対象車両・補助金額

電気自動車・15万円
プラグインハイブリッド自動車

　・5万円
申請期限 令和4年2月15日㈫
申込 申請書など必要書類を郵送ま
たは直接
※代理人が申請する場合は委任状
が必要
※申請書などは市ホームページ、
環境課にあります。詳
しくは市ホームページ
をご覧ください。
問環境課　☎049-252-7129

｢避難行動要支援者登録制度｣
に登録している方へ
登録内容の更新について

毎年度、支援機関の方(町会役員
や民生委員など)が登録している
方を訪問し、個別計画の見直しを
行っていますが、今年度も新型コ
ロナウイルスの感染拡大防止のた
め、訪問を控えることになりまし
た。
緊急連絡先など登録内容に変更の
ある方は、令和4年1月28日㈮ま
でにお住まいの地域の町会役員や
民生委員、または福祉政策課にお
知らせください(変更のない方は
自動更新となります)。
なお、新規に登録した方には事前
に連絡し訪問を行う予定です。
問福祉政策課
☎049-252-7102

障害者用駐車場マナーアップ
キャンペーン

障害者用駐車場は必要な人のため
に空けておこう
障害者用駐車場
車いす使用者や、体の不自由な高
齢者、障がい者など、車の乗り降
りや移動に配慮が必要な人のため
の、幅の広い駐車区画のことです。
必要な方がいつでも駐車できるよ
う、ご理解とご協力をお願いしま
す。
マナーアップキャンペーン強調期
間(12月9日まで)
商業施設などでの啓発ポスターの
掲示や、店内放送での呼びかけな
どの取組みを実施します。
※詳しくは県ホーム
ページをご覧くださ
い。
問県福祉政策課
☎048-830-3391

河川などの
水質事故防止にご協力を

県内で、河川や水路に油や薬品な
どが流れ、魚が死んだり、水道水
や農業用水の取水に影響を及ぼす
水質事故が発生しています。
年末の大掃除などの際は、いらな
くなった塗料や油、薬品などを河
川や水路、側溝に流さないように
お願いします。
水質事故を見つけた場合は、ご連
絡ください。
※対応に係る費用は、事故原因者
の負担となります。
問県西部環境管理事務所
☎049-244-1250
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ご案内NEWS 行政書士による無料相談会

相続、遺言、成年後見、各種許認
可などについて相談できます。秘
密は守られます。
とき 12月17日㈮
午前10時～午後4時
※要予約　
場所 鶴瀬公民館
問・申込先 埼玉県行政書士会東入
間支部(担当：加藤)
☎049-290-4205

12月10日～16日
北朝鮮人権侵害問題啓発週間　

北朝鮮による拉致問題の解決に
は、「拉致は許さない」という皆さ
ん一人ひとりの声が大きな力とな
ります。
拉致問題をご理解いただき、関心
を一層高めていただくようお願い
します。
問県社会福祉課
☎048-830-3277

育てよう・広げよう人間尊重の心
問生涯学習課　☎049-252-7138

市内の小中学校から募集を行い、富士見市人権教育推進協議会で選ばれた
作品を紹介します(敬称略)。
勇気出し　声をかけよう　助け舟　　           (みずほ台小5年　鎌田結衣)
ありがとう　心にやさしい　おまじない　     (針ケ谷小5年　佐藤和弓)
大事にね　相手の心を　知る心　　　　　　　　  (西中1年　海老名泰一)
｢やってない｣  それじゃああなたは　助けたの？   (東中1年　矢田詩織)

令和3年度人権標語優秀作品

12月4日～10日は
人権週間です

法務省と全国人権擁護委員連合会
は、12月4日～10日を｢人権週間｣
と定め、さまざまな啓発活動を
行っています。
新型コロナウイルス感染症の広が
りに伴い、心無い行動が各地で報
道されています。感染症やワクチ
ン接種への正しい知識を持ち、感
染対策を行いながらも、心の距離
が離れることがないように、思い
やりと寛容の心を持った冷静な行
動が必要です。
お互いの人権を尊重する人権尊重
社会の実現に向けて、この機会に
ぜひ人権について考えてみません
か。

部落差別の解消に向けて
部落差別は、日本社会の歴史的過
程で形づくられた身分制度に由来
するもので、今もなお、人の心の
中にある差別意識により、日常生
活のうえでさまざまな差別を受け
るなど、基本的人権の侵害に関わ
る人権問題です。
情報化の進展に伴って部落差別に
関する状況の変化が生じているこ
とを踏まえ、部落差別のない社会
の実現を目的とした｢部落差別の
解消の推進に関する法律｣が平成
28年12月に公布、施行されてい
ます。
問人権・市民相談課　☎◯内270

つきいち～臨時農産物直売所～

毎月第3火曜に、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。
※買い物袋をご持参ください。
とき 12月21日㈫
午前10時～午後0時30分
場所 市役所正面駐輪場
販売者 富士見市農業研究団体連絡
協議会
問農業振興課　
☎049-257-6987

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・バランスセミナー
～コロナ禍

か

の中で仕事と家庭、育
児や介護の課題にどう対処するか
～
とき 12月18日㈯午前10時～正午
定員 20人(申込順)
※保育あり(4人程度、満1歳以上)
就職個別相談
とき 12月18日㈯午後1時～4時
内容 就職に関わる全般的な相談、
カウンセリング
定員 3人(1人50分程度、申込順)
※お子さんの同伴可

【共通事項】
場所 ふじみ野交流センター
※駐車場には限りがあります。
公共交通機関などをご利用くだ
さい。
対象 市内在住、在勤の方
講師・相談員
猪瀬真希氏(プロフェッショナ
ル・キャリア・カウンセラー)
持ち物 筆記用具
申込 12月1日㈬から電話で
※どちらかのみの参加可
※無料
問・申込先 産業経済課
☎049-257-6827

司法書士法律相談会

相続、遺言、登記、債務整理、成
年後見、不動産の名義変更などに
ついて相談できます。
とき 12月9日・16日・23日いずれ
も木曜午後1時30分～4時30分
※無料。1組1時間
場所 ウェスタ川越
申込 平日午前10時～午後4時に総
合相談センター(☎048-838-7472)
へ電話で
問埼玉司法書士会事務局
☎048-863-7861
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ご案内NEWS

市民福祉活動センターぱれっ
と臨時休館のお知らせ

空調設備などの更新工事のため、
臨時休館します。
臨時休館中も窓口業務は行います。
ご不便をおかけしますが、ご理解
とご協力をお願いします。
期間 令和4年1月4日㈫～3月31日
㈭(予定)
※休館中、富士見市社会福祉協議
会と諏訪児童館は下記の通りとな
ります。
富士見市社会福祉協議会
(☎049-254-0747)：事業、通常
業務は行います。
諏訪児童館(☎049-255-6671)：
会場を変更し、事業を行います。
問福祉政策課
☎049-252-7102

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 いずれも午前10時

※3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

とき 場　所

12/ 8 ㈬ みずほ台コミュニティ
センター

 R4.
1 /12㈬ ふじみ野交流センター

水谷公民館臨時休館
のお知らせ

キュービクル(高圧受電設備)更新
工事のため、全館臨時休館します。
ご不便をおかけしますが、ご理解
とご協力をお願いします。
期間 12月18日㈯・19日㈰
問水谷公民館
☎049-251-1129

12月1日～14日
冬の交通事故防止運動

人も車も自転車も
　　　　　　安心・安全　埼玉県
重点目標

横断歩道における歩行者優先の
　徹底

夕暮れ時と夜間の交通事故防止
飲酒運転の根絶および危険運転

　の防止
横断歩道における歩行者優先の徹
底
交通事故死者のうち、歩行者の占
める割合が高いことから、車両の
運転者は、常に歩行者への思いや
りの意識を持って、横断歩道にお
ける歩行者優先を徹底しましょ
う。
夕暮れ時と夜間の交通事故防止
交通事故は、夕暮れ時や夜間の時
間帯に多く発生する傾向がありま
す。外出時は反射材を身につけ、
明るく目立つ色の衣服を着用しま
しょう。
飲酒運転の根絶・危険運転の防止
飲酒運転は「しない、させない、
ゆるさない」を合言葉に、飲酒運転
を根絶しましょう。
｢あおり運転｣は重大な交通事故に
つながる悪質な犯罪です。絶対に
やめましょう。思いやりと譲り合
いの気持ちを持った運転を心がけ
ましょう。
問協働推進課
☎049-252-7121 

市指定給水装置工事事業者
（新規）のお知らせ

問水道課　☎049-257-8976

給水装置
工事事業者 所在地･電話番号

㈱早坂設備
越谷市神明町
2-279-7
☎048-916-5546

㈱ワタナベ
住宅設備

所沢市山口597-4
☎04-2928-4161

㈱エナジー
川越市大袋新田
771-8
☎049-247-9002

プライバシーを守ります
住民票の写しなどの第三者交
付に係る本人通知制度

住民票などの不正取得により、皆
さんのプライバシーが侵害される
ことを防ぐため、住民票の写しや
戸籍謄本などを本人の代理人や第
三者に交付したとき、事前登録し
たご本人へ通知する制度です(無
料)。
対象 市内に住民登録、本籍のある
方
登録方法 本人確認書類(運転免許
証、パスポート、マイナンバーカー
ドなど)を持参し、市民課または
出張所で登録してください。
問市民課　☎049-252-7111

労働力調査を実施しています

総務省統計局では、埼玉県を通じ
て毎月労働力調査を実施していま
す。この調査は、全国の世帯から
無作為に選定した約4万世帯のう
ち15歳以上の方を対象に、就業・
不就業の状態を調査します。
この調査から得られるデータは、
雇用失業対策などの企画・立案を
するうえで重要な指標として利用
されます。
対象の世帯には、統計調査員が伺
いますのでご協力をお願いしま
す。
問県統計課人口統計担当
☎048-830-2314
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事業名 と　き 詳　　　細

■予 �パパママ
　�準備教室

1日目
��12月18日㈯
　9:30～11:30

■受9:20～9:30
■対初めての出産を
令和4年3･4月に
迎えるご夫婦
■場針ケ谷コミュニ
ティセンター
■定10組（申込順）

■内出産前後に利用できる制度、赤ちゃんの環境と衣類、家族計
画、歯の健康、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）、筆記用
具

2日目
令和4年
����1月20日㈭
　9:30～11:40

■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、ママパパ学級テキス
ト（1日目に配布）、筆記用具

■予 �見て！食べて！
　�すてっぷあっぷ
�　離乳食教室

��12月17日㈮
10:30～11:30

■受10:20～10:30　■対離乳中期をこれから始める、または始めたばかりのお子さん
（おおむね生後6～8か月児）のいる保護者　■場健康増進センター　■内離乳中期の進
め方、調理のポイント（講話）（試食なし）　■定10組程度（申込順）　■持母子健康手帳、
筆記用具（お子さん同伴の場合はお子さんに必要なもの）　■申12月7日㈫8:30から
電話で　※保育なし

■予 �ニコニコ
子どものごはん展示
＆相談室

展示12月�7日㈫�
・15日㈬・20日㈪
・21日㈫�
15:00～16:00

■対乳幼児の保護者　■場健康増進センター　
■内離乳後期（9か月）から幼児食のポイントを展示（試食なし）

相談
��12月23日㈭
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　■定4人（申込順）
■持母子健康手帳

4か月児健診
��12月��1日㈬ ■受個別通知参照　■場健康増進センター

■対令和3年7月1日～7月15日に生まれた子　

乳幼児健診
専用バス運行表

鶴瀬コース���　水谷コース

��12月14日㈫ ■受個別通知参照　■場健康増進センター
■対令和3年7月16日～7月31日に生まれた子

12か月児健診
��12月��7日㈫ ■受個別通知参照　■場健康増進センター

■対令和2年11月16日～12月8日に生まれた子

��12月20日㈪ ■受個別通知参照　■場健康増進センター
■対令和2年12月9日～12月31日に生まれた子

1歳6か月児健診 ��12月15日㈬ ■受個別通知参照　■場健康増進センター
■対令和2年3月19日～4月14日に生まれた子

3歳児健診 ��12月21日㈫ ■受個別通知参照　■場健康増進センター
■対平成30年6月生まれの子

■予 �乳児相談室 ��12月16日㈭
10:00～11:30

■受9:40～10:00　■対 1歳までのお子さん（第一子）とお母さん　■場みずほ台コミュニ
ティセンター　■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
※母乳相談のみ経産婦も可。助産師・管理栄養士・保健師の相談もあります。
■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 �母乳相談室 ��12月23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

��12月18日㈯
10:00～11:30

■受9:50～10:00　■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　■持母子健康手帳、
そのほか各自必要なもの

■予 �わくわく子育て
����トーキング

��12月10日㈮
10:00～10:50

■受9:45～10:00　■対1歳ごろまでのお子さんとお母さん　■場鶴瀬西交流センター　
■内お母さんたちの交流　■定20組（申込順）　■持バスタオル、そのほか各自必要なもの
■主富士見市母子保健推進員連絡協議会

■予 �ママのリラックス
����タイム

�毎週木・金曜
①10:00～11:30
②12:30～14:00

■対妊婦、4か月ぐらいまでのお子さんとお母さん　■場健康増進センター　■内お母さ
んのリラックス、子育て経験者によるお子さんの見守り　■定各4組程度（申込順）　
■持バスタオル、そのほかお子さんに必要なもの

■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　

問・申込先 子ども未来応援センター　　☎049-252-3774　℻049-252-3772 
※聴覚障がいの方はファックスでお申し込みください。

子育て応援情報モバイルサイト
「スマイルなび」

子育て健康ガイド

※12か月児・1歳6か月児・3歳児健診と同じ日程で行います。健診対象児の保護
者は予約不要
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食文化講座「食べていい友・
冬野菜の効用と楽しみ」

冬に起こりがちな病気予防の栄養
素がたっぷり！地域で採れる冬野
菜の効用や、簡単なフルーツカッ
ティングを学びます。
とき 12月16日㈭午前10時～11時
30分
場所 ふじみ野交流センター
定員 10人（申込順）
講師 柴田妙子氏（野菜ソムリエプロ）
持ち物 筆記用具、手ふき、エプロン
費用 300円(材料代)
申込 12月1日㈬午前9時から直接
または電話で
問・申込先
ふじみ野交流センター
☎049-261-5371

フレイルチェック測定会

心身の活力（筋力や社会とのつな
がりなど）が低下した状態を「フ
レイル」といいます。フレイル
チェックを受けて、ご自身の状態
を確認し、健康長寿を目指しま
しょう。

時間 いずれも午前10時～11時45分
（受付：午前9時30分～）
対象 市内在住で65歳以上の方
内容 指輪っかテスト、片足立ち上
がり、手足の筋肉量の測定など
定員 各20人（無料、申込順）
持ち物 飲み物、素足になれる服装
申込 12月6日㈪午前9時から電話で
問・申込先 健康増進センター　
☎049-252-3771

と　き 場　所

　  12/21㈫ みずほ台コミュニ
ティセンター

R4. 1 /18㈫ 水谷公民館
　  1 /26㈬ 南畑公民館
　  1 /31㈪ 健康増進センター

【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)図書館から

水谷東公民館図書室
（開室:午後1時～5時）
問中央図書館

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
休館します。

中央図書館 ☎049-252-5825
鶴瀬西分館 ☎049-252-5945
ふじみ野分館 ☎049-256-8860

12月の映画会など
内　容 日　　時

中 央
図書館

こども映画会 18日㈯午後2時  「フランダースの犬」（1997年・日本）
一般映画会 19日㈰午後2時 「ホーム・アローン2」（1992年・アメリカ）
おはなしかい（乳幼児） 15日㈬午前11時
おはなしかい（幼児・小学生） 4 日㈯午後2時
クリスマスおはなしかい

（幼児・小学生） 25日㈯午後2時 

ミニコンサート 18日㈯午後0時30分  テーマ「メリークリスマス in 中央図書館」

鶴瀬西
分 館

こども映画会 4 日㈯午後2時 「わらぐつの中の神様」
おはなしかい（乳幼児） 8 日㈬・19日㈰午前11時
おはなしかい（幼児・小学生） 8 日㈬午後3時30分
スペシャルおはなしかい

（幼児・小学生） 19日㈰午後2時30分

ふじみ野
分 館 こども映画会 26日㈰午前11時 「ごんぎつね／手袋を買いに」  

図書館ふじみ野分館のお知らせ　☎049-256-8860

※映画会の上映作品は予告なく変更する場合があります。
※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、人数制限や参加者の当日の検温と連絡先の
記入をお願いしています。

大人のためのおはなし会
とき 12月24日㈮午後2時～3時30分
場所 ピアザ☆ふじみ
定員 25人(無料、申込順)
協力 すぷんふる（富士見市おはな
しボランティア）
申込 12月1日㈬午前9時から直接
または電話で

ぶんちゃんひろば
アニマシオン
絵本「ねずみのおいしゃさま」を
使ってアニマシオンを行います。
絵本の世界を楽しみましょう！
とき 令和4年1月8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
※未就学児は保護者同伴
定員 10人(無料、申込順)
申込 12月12日㈰午前9時から直
接または電話で

あいサポーター研修

障がいのある方が困っているとき
にちょっとした手助けができるよ
う、さまざまな障がいについて学
んでみませんか。
とき 12月9日㈭午前10時～11時
30分

水谷公民館での予約資料の受取り
とブックポストについて

臨時休館に伴い、下記の期間
は予約資料の受取りとブック
ポストの利用ができません。
期間 12月18日㈯・19日㈰

場所 市民福祉活動センターぱれっと　
定員 10人(無料、申込順)
申込 12月6日㈪午後4時までにFAX、
直接または電話で
問・申込先 富士見市社会福祉協議会
☎049-254-0747　 
℻049-255-4374
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大人の卓球教室(全7回)
とき 令和4年1月12・19日、2月2・
9・16日、3月2・9日いずれも水
曜
初心者 午前9時～10時45分
経験者 午前11時～午後0時45分
場所 メインアリーナ
対象 高校生以上
定員 各18人(申込順)
講師 菊地靖子氏(日本スポーツ協
会公認スポーツ指導者)
費用 4,900円
申込 12月6日㈪午前9時から直接
または電話で

キッズジャズダンス教室(全7回)
とき 令和4年1月24日～3月14日
の毎週月曜午後5時30分～6時30
分
※2月21日㈪を除く
場所 多目的室1・2
対象 小学生　
定員 20人(申込順)
講師 真

ま ゆ

夕氏　
費用 3,500円
申込 12月6日㈪午前9時から直接
または電話で

セパタクロー体験教室
とき 令和4年1月24日～3月14日
の毎週月曜午後7時30分～9時20
分
※2月21日㈪を除く
場所 サブアリーナ
対象 小学生以上
定員 各30人(申込順)
講師 矢野順也氏（（一社）日本セパ
タクロー協会常務理事） ほか
費用 1回500円
申込 12月6日㈪午前9時から直接
または電話で
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オペラ鑑賞講座

有名なオペラ映像を楽しく・わか
りやすく解説しながら鑑賞するぜ
いたくな企画です。

※いずれも木曜午後1時30分～4時
30分
場所 鶴瀬コミュニティセンター　
定員 各200人(無料、申込不要)
出演 東

し ょ う じ

海林尚文氏・古澤利人氏（オ
ペラ歌手）
問文化・スポーツ振興課
☎049-257-6352

自分で作る
「わらのお正月飾り」

とき 12月27日㈪午後1時30分～3
時
場所 ふじみ野交流センター
定員 15人（申込順）
講師 勝

か つ

瀬
せ

昔
せきしょうかい

承会
費用 1,500円（材料代）
持ち物 はさみ、持ち帰り用の袋
申込 12月1日㈬午前9時から直接
または電話で　
問・申込先 ふじみ野交流センター
☎049-261-5371

市民総合体育館
☎049-251-5555

親子体操教室　
～サンタさんとあそぼう！～
とき 12月19日㈰午前10時30分～
11時30分
場所 多目的室1・2
対象 3歳～就学前の
お子さんと保護者
内容 親子のふれあい遊びやダン
ス、手具を使った遊び
定員 10組（申込順）
費用 500円
申込 12月2日㈭午前9時から直接
または電話で

フラワーアレンジメント教室
とき 令和4年1月16日㈰・29日㈯
いずれも午前10時～正午
場所 多目的室3
対象 小学生以上
内容 フライングリース作り
定員 各10人(申込順)
講師 小笠原陽子氏(FEJドライボタ
ニカル認定講師)
費用 3,200円（花材代ほか）
申込 12月6日㈪～28日㈫午前9時
から直接または電話で

体育館で個サル
個人で参加できるフットサルで
す。
とき 令 和4年1月12・19・26日、
2月9・16日、3月9・16日いずれ
も水曜午後8時～9時20分
場所 メインアリーナ
対象 中学生以上
定員 各30人(申込順)
講師 高

こ う

武
む さ

司氏（日本サッカー協会
公認B級ライセンス）
費用 1回1,000円
申込 12月6日㈪午前9時から直接
または電話で

イベント

と　き 内　容
　  12/ 9 「ラ・ボエーム」
R4. 1 /13 「魔笛」
　  2 /24 「愛の妙薬」
　  3 /10 「トゥーランドット」

学  ぶ

やさしいピラティス(全7回)
とき 令和4年1月24日～3月14日の
毎週月曜午後1時30分～2時30分
※2月21日㈪を除く
場所 剣道場
対象 高校生以上
定員 20人(申込順)
講師 吉村朋子氏(FTPマットピラ
ティスインストラクター)
費用 3,500円
申込 12月6日㈪午前9時から直接
または電話で
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水子貝塚資料館
☎049-251-9686

ミニリースづくり
とき 12月4日㈯
定員 各12人(申込順)
費用 100円(材料代)
申込 12月3日㈮までに直接または
電話で

どんぐりカレンダー
とき 12月25日㈯
定員 各10人(申込順)
費用 300円(材料代)
申込 12月7日㈫～23
日㈭までに直接または電話で

土曜おもしろミューズランド

【共通事項】
時間 午前10時、午後1時30分
場所 体験学習室
対象 小学生以上
※未就学児は保護者同伴

クリスマスコンサート

バイオリンとビオラによる弦楽器
の美しいアンサンブルをお届けし
ます。
とき 12月25日㈯午後2時～3時
(開場：午後1時30分)
場所 針ケ谷コミュニティセンター
定員 100人(申込順)
出演 岩橋裕子氏・石川可奈子氏（弦
楽器奏者）
料金

申込 直接
問針ケ谷コミュニティセンター
☎049-251-8478

区分 料金
大人 1,500円
ペアチケット 2,000円
学生 1,000円
小学生以下 　500円

リフレッシュ2大講座

年末年始の不摂生を一気に解消す
る特別企画です。体も心もスッキ
リして新年のスタートを切りま
しょう。

初めてのスローヨガ
とき 令和4年1月8日㈯午前11時
～正午（受付：午前10時30分～）
講師 黒田千

ち

種
ぐ さ

氏（東京ヨーガセン
ターインストラクター）

やさしいピラティス
とき 令和4年1月8日㈯午後1時30
分～2時30分（受付：午後1時～）
講師 清

せ い

野
の

明子氏（Peak Pilates認
定インストラクター）

【共通事項】
場所 針ケ谷コミュニティセン
ター
対象 15歳以上
定員 20人(申込順)
費用 各500円
持ち物 ヨガマットまたはバスタ
オル、飲み物
申込 12月1日㈬から直接または
電話で
問・申込先 針ケ谷コミュニティ
センター
☎049-251-8478

B2リーグ
越谷アルファーズ VS 
愛媛オレンジバイキングス

プロバスケットボールチーム越谷
アルファーズの公式戦が開催され
ます。チケット情報など詳しく
は越谷アルファーズの
ホームページをご覧く
ださい。
とき 12月11日㈯午後5時・12日
㈰午後3時
場所 市民総合体育館
問文化・スポーツ振興課　
☎049-252-7139

難波田城資料館
☎049-253-4664

ちょっ蔵市「つきたてのお餅
も ち

」
とき 12月19日㈰午前11時～
※売切れ次第終了
場所 旧金子家住宅
価格 1パック200円
主催 難波田城公園活用
推進協議会

ふるさと体験「正月飾り作り」
とき 12月26日㈰午後1時～3時
場所 旧金子家住宅
対象 市内在住、在勤の方
定員 8人(応募多数の場合は初参
加の方優先)
指導 吉

き っ

川
か わ

節
せ つ

男
お

氏
費用 1,100円(材料代)
申込 12月1日㈬午前9
時から電話で

正月飾り材料の販売
受付 12月1日㈬～16日㈭午前9時
～午後5時に電話で
※12月17日㈮以降のキャンセル
はご遠慮ください。
価格 1組1,000円(橙

だいだい

なし)
引渡し 12月26日㈰午前11時～午
後3時に当資料館で

12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)。
とき・内容 午後1時～3時

定員 12組(1組4人まで、申込順)
申込 12月1日㈬午前9時から電話
で

11日㈯ クリスマスカード作り
19日㈰ お年玉袋作り
25日㈯ ミニ正月飾り作り

クリスマスカード
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イベント うさみんカフェ

ワークショップやさまざまな講座
を通じて交流するカフェです。

「レッツ♪L
ラ イ ン

INE　
～LINEの使い方教えます～」
とき 12月20日㈪午前11時～正午
場所 ウエルシア富士見鶴馬店
対象 これからLINEを使いたい方、
すでに使っていて機能を知りたい
方
定員 5人（申込順） 
持ち物 スマートフォン
申込 電話で
問・申込先 富士見市社会福祉協議会　
☎049-254-0747

市民演劇のつどい

市内で活動している演劇団体がそ
ろって上演します。
とき 12月5日㈰午後2時
(開場：午後1時30分)
場所 鶴瀬コミュニティセンター
定員 120人(無料、申込順)
出演 南畑お月見一座、訪問演劇
GIFT、FUJIMIYELL、プチ楽しく
アクト（仮称PTA）、少年cycle
主催 市民演劇のつどい実行委員会
申込 午前9時～午後10時に直接ま
たは電話で
問・申込先 鶴瀬公民館　
☎049-251-1140

音楽でいい友
「ハワイアンなひととき」

ハワイアンの生演奏とフラダンス
をお楽しみください。
とき 12月19日㈰午後2時～3時30分
場所 ふじみ野交流センター
定員 40人（無料、申込順）
出演 小江戸ハワイアンず
申込 12月1日㈬午前9時
から直接または電話で
問・申込先
ふじみ野交流センター　
☎049-261-5371　

ゆずります ゆずってください
ダブルベッド(マット付き)／バランスチェア／書籍棚／エレクトーン／エレク
トーン補助ペダル／子ども用自転車(青色20㌅)／ホットプレート／こたつ一
式／遠赤外線ヒーター／手打ちうどんセット／ステンレス鍋／掛け時計／囲
碁・将棋盤／マージャン牌／レコード盤(洋楽ほか50枚)／世界一周鉄道の旅
(VHS10本セット)／水槽／琴教本／絵手紙用具一式／ゴルフクラブ／きたはら
幼稚園体操着(長袖110、半袖110・120、長ズボン110、短パン130㎝)／敷布団
／ベビー布団一式／ベビーサークル／レース糸(太さ2㎜、水色5玉・青紫5玉・
赤8玉)／猫用ケージ

子ども用自転車(男児用22㌅)／大人用
三輪自転車／炊飯器(5合)／ピアノ／電
子ドラムセット／鍵盤ハーモニカ／腹
筋ベルトEMS／子ども服(男児用120～
140㎝)／子ども用ぬりえ

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。参加するときは、内容の確認を。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　          秘書広報課　☎049-256-9535掲載方法の問合せ

ボーイスカウト富士見第1団
ボーイスカウトとあそぼう！ワクワク
自然体験あそび…令和4年1月30日㈰
10:00～14:00／野営場(富士見台中近
く)／新年長～小学生／ボーイスカウト
の活動を一緒に楽しもう(テント張り、
野外ゲームほか)／無料／はがきで申
込み(メールアドレスも記入。参加決
定者には案内状を郵送)
会員募集…月2回日曜／新年長～小学
生／家庭や学校では学ぶことができな
い活動をします／入会金3,000円／月
会費1,000円／令和4年2月に説明会を
実施予定／
氏家治子　☎049-252-0931
(〒354-0026 鶴瀬西2-11-35)

イベント 平和のための戦争歴史展2021
12月7日㈫～12日㈰10:00～17:00(初
日は13:00から)／中央図書館／戦争中
の社会と暮らしの写真・資料を展示／
主催富士見市平和委員会／無料／
高田　☎080-1056-6768

フルート愛好会 虹
毎週土・日曜13:00～21:00／針ケ谷コ
ミュニティセンター／子どもから大人
まで／フルートの練習・合奏・演奏／
無料／月1回からの参加可、時間内の
途中参加・退出可、未経験者歓迎、未
就学児応相談／
石塚　☎070-3345-4002

募　集

ショットナイサーズ
第1・4日曜12:00～14:00／つるせ台
小学校／年齢を問わず、全面芝の校庭
で楽しいグラウンドゴルフをしましょ
う／入会金1,000円／年会費2,000円
／遠藤　☎080-2077-2712

富士見マジック
①第2・4火曜14:00～15:30②第2月曜
18:30～19:30／鶴瀬西交流センター
／①ステージマジック、サロンマジッ
ク②テーブルマジック／入会金1,000
円／月会費1,500円／
𠮷田　☎090-3219-0165

富士見古文書の会
第4日曜10:00～12:00／難波田城資料
館／古文書解読学習／月会費1,000円
／村田　☎049-254-3238

●11月8日現在●
問環境課　☎049-252-7100

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。

ご利用ガイド
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