
富士見市役所　☎049-251-2711　FAX049-254-2000行政情報

10月22日㈯午前9時～午後4時（予定）　市役所周辺で開催
（新型コロナウイルスの感染拡大防止のため規模を縮小して実施）

主催／’22富士見ふるさと祭り実行委員会

出店者募集

富士見市市制施行50周年記念’22富士見ふるさと祭り

出店者・ボランティア募集

　当日のイベント運営補助（会場案内など）のボラ
ンティアスタッフを募集します。当日のボランティ
ア活動中は、傷害保険が適用されます。
活動時間 ①・②のどちらかを選択してください。
①午前8時30分～午後0時30分
②正午～午後4時
募集人数 各10人程度
応募資格 市内在住、在勤、在学で高校生以上の方
※ グループ応募の場合は市内在住、在勤、在学の

方がいること

募集期間 8月1日㈪～31日㈬（必着）
申込 申込用紙に記入し、郵送または平日午前9時～
午後5時に直接お申し込みください。
※ 申込用紙は、市ホームページ、協働推進課、各

公民館・交流センターにあります。
問協働推進課 ☎049-252-7121

■ 模擬店・物産など
❶ 市内在住、在勤の団体・グループ（非営利・3人以上）
募集数 飲食関係11店、そのほか5店
※市外団体で出店希望の方はご相談ください。
問・申込先 協働推進課 ☎049-252-7121
FAX049-254-2000

❷ 市内で商・工・農業を営む事業者・団体・グループ
または富士見市商工会会員

募集数 飲食関係16店、そのほか13店
問・申込先
商工業者：産業経済課 ☎049-257-6827
農業者：農業振興課 ☎049-257-6987
FAX049-251-3824

【❶❷ 共通事項】
出店料 10,000円（そのほか実費負担あり）
申込 8月26日㈮（必着）までに郵送、FAXまたは平日午
前9時～午後5時に直接お申し込みください。
※申込用紙は市ホームページ、各申込先にあります。
※ 出店者は8月29日㈪の抽選会で決定します(出店料な

どは抽選後に徴収)。
宛先 〒354-8511（所在地は記載不要）
富士見市役所 担当課名

 はがきは1世帯1通で、応募多数の場合は抽選を行います。抽選結果は応募者全員に通知します。
当日の準備や注意事項など、詳しくは出店者に別途郵送します。

■ フリーマーケット
募集数 20区画（1区画：2.5×5ｍ）
出店場所 キラリ☆ふじみ駐車場
出店資格 市内在住の方（事業者を除く）
出店料 1,000円
申込 はがきに記入し、8月17日㈬（必着）までに郵送してく
ださい。
問環境課 ☎049-252-7100

フリーマーケット
出店申込書

①�氏名（ふりがな）
②郵便番号・住所
③�日中つながりやすい
電話番号
④�当日の参加人数
⑤�主な品目

富士見市役所環境課
フリーマーケット
出店者募集担当　行

（表） （裏）

【宛先】
〒354-8511（所在地は記載不要）
富士見市役所協働推進課

市民ボランティアスタッフ募集
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<説明会>出店者は必ず出席してください。
とき 9月15日㈭午後1時30分
場所 市役所2階 第1・2・3会議室

《
は
が
き
の
記
入
事
項
》
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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。 行政情報

とき 9月18日㈰午後3時開演（午後2時開場）
場所 キラリ☆ふじみ
定員 約700席
費用 一般3,000円、高校生以下1,000円
販売 8月11日㈷からキラリ☆ふじみ窓口、
電話またはオンラインで販売開始

出演 インパルス 板倉俊之氏
（富士見市PR大使)ほか

コテコテの大阪の笑いをキラリ☆ふじみで

吉本新喜劇富士見市公演50th

 ⒸYOSHIMOTO�KOGYO�CO.,LTD.

市制施行50周年・ふじみ野交流センター開館20周年記念

勝瀬de縁日50th
問 ふじみ野交流センター ☎049-261-5371

　地域の子どもたちのふるさとづくりと住民交流を目的に、遊びや模擬店のほ
か、テーマ「笑顔あつまる」にちなんだ「笑顔の写真」や地元のおいしいもの
を紹介する「勝瀬deグルメ」の展示を行います（入場記録の記入が必要です）。 入場制限あり、会場内での食事不可

とき 9月3日㈯ 正午～午後3時
場所 ふじみ野交流センター

■�民謡大会〔10月30日㈰〕
飛び入り参加先着10人（1曲2分以内）
※当日（午前11時～正午）会場で受付
連絡先 吉川 ☎049-251-0548

■�将棋大会〔10月30日㈰〕　
申込期限 10月30日㈰
連絡先 増岡 ☎049-253-3594

■�芸能発表〔11月3日㈷〕
募集分野 日舞、新舞、民舞、詩吟、三味線、端

は

唄
う た

、沖
縄舞踊ほか
申込期限 8月19日㈮
連絡先 大橋 ☎049-252-0018

■�展示発表〔11月3日㈷～5日㈯〕
募集分野 華道、書道、茶道、絵画、菊花、山野草、手
工芸、七宝、短歌、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、
陶芸、パッチワークほか
※販売だけを目的とした出品・展示はできません。
申込期限 8月19日㈮
連絡先 増岡 ☎049-253-3594

■�市民音楽祭〔11月6日㈰〕
募集分野 コーラス、吹奏楽、器楽演奏（いずれもアン
サンブルのみ）
申込期限 8月22日㈪
連絡先 水野 ☎049-253-6863

■�市民美術展〔11月9日㈬～13日㈰〕
募集分野 絵画、彫

ちょう

塑
そ

、工芸、書、写真
申込期限 10月21日㈮
搬入 11月9日㈬午前10時～正午、キラリ☆ふじみ(展
示・会議室)
※市内在住の方ならどなたでも応募可
連絡先 立川 ☎090-3801-5067

【共通事項】
場所 キラリ☆ふじみ
 ※ 出品・出演は、参加費が必要となる場合があり

ます。詳しくはお問い合わせください。
問市民文化祭について：文化・スポーツ振興課（事
務局） ☎049-257-6352
会場について：キラリ☆ふじみ ☎049-268-7788
募集項目、内容について：直接分野別の連絡先へ

市制施行50周年記念
富士見市民文化祭　出品・出演者募集
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 窓口：午前9時～午後9時
 電話：8月12日㈮以降午前9時～午後10時
 オンライン：24時間（初日は午前10時～）

問 公演について：文化・スポーツ振興課
☎049-257-6352
チケットについて：キラリ☆ふじみ 
☎049-268-7788

令和4年4月の公演写真
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《はがきの記入事項》

富士見市役所
議会事務局　行

（表） （裏）

①�氏名（ふりがな）
②郵便番号・住所
③電話番号
④�希望する公演の部・
枚数（1人2枚まで）

⑤�バリアフリー席を
希望する方はその
旨を記載

とき 10月15日㈯　いずれも1時間程度
【午前の部】午前11時　【午後の部】午後1時30分
対象 市内在住、在勤、在学の方
定員 各100人（無料）
※応募多数の場合は抽選
出演 東邦音楽大学（弦楽四重奏）
申込期間 8月1日㈪～21日㈰（消印有効）
申込方法 はがきまたはホームページからお申し込みく
ださい（1人1回、チケットは2枚まで）。
※ バリアフリー席は、段差がなく車いすなどによる

観覧が可能です。
※抽選結果は9月中旬ごろに応募者全員に通知します。

議員席や市長席などで素敵な音楽を

富士見市議会 議場コンサート50th

【注意事項】
  座席は傍聴席などを含め抽選で決定します（一部見えに
くい座席があります）。
  乳幼児は保護者の膝上鑑賞の場合、チケットは不要です。

※当日、議場のようすを撮影しますのでご了承ください。

普段は入ることができないユニークな形の塔から眺望を楽しめます

鶴瀬西配水場を見学しませんか50th
問 水道課 ☎049-257-8976　FAX049-254-3340

問 議会事務局 ☎049-265-7800

とき 10月29日㈯　いずれも2時間程度
集合【第1部】午前9時30分　【第2部】午後1時30分
場所 鶴瀬西配水場(鶴瀬西3-6-8)　※車での来場はご遠慮ください。
対象 市内在住、在勤、在学の方（小学4年生以下は保護者同伴）
定員 各25人（無料、応募多数の場合は抽選）
申込期間 8月1日㈪～22日㈪
申込方法 申込用紙に記入し、市ホームページ、FAXまたは
直接お申し込みください。
※詳しくは市ホームページ、募集要領をご覧ください。

【注意事項】
  見学中は階段での昇り降りがあります（ビル13階相当の高さ）。
 衛生基準保持のため、市が指定する期間に保菌検査を提出し、陰
性が確認できた方のみ見学できます。
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電力のひっ迫が予想されています

節電・省エネにご協力をお願いします

問 農業振興課 ☎049-257-6987

富士見市産の採れたてで新鮮な味をご賞味ください

梨の直売が始まります

　富士見市産のおいしい梨の販売が8月上旬（天候により収穫期の変更あり）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。

  ※当日の朝に収穫後、梨を選別し販売しますので、直売所により販売開始時間は異なります。

直売所 所在地 電話・FAX番号（市外局番049) 営業期間 品種
時田梨園 東大久保1493 254-4505（FAX同じ） 8月上旬～9月中旬 幸水、新高、豊水、彩玉
斉藤調悦 東大久保778-3 251-7702（FAX同じ）

8月上旬～9月上旬

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
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） 幸水、豊水、彩玉
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
石井義一 上南畑130 253-2447 8月上旬～ 幸水
野村義明 上南畑2604 255-1593 8月上旬～9月上旬 幸水、豊水、彩玉

富士見梨出荷組合（地方発送は各直売所にお問い合わせください）

　今夏の電力ひっ迫を受け、平成27年以来7年
ぶりに政府から節電要請がありました。
　生活や経済活動に支障がない範囲で、できる
限りの節電・省エネへのご協力をお願いします。
期限 9月30日㈮

■�節電の例
熱中症に注意し、エアコンを使用する際は冷やしすぎない
不要な照明を消す
 冷蔵庫の温度設定を「中」にし、物を詰め込みすぎない
カーテンなどで窓からの日差しを遮る

問 環境課 ☎049-252-7129

直売所（農業マップ）

水子貝塚星空シアター2022
映画鑑賞の申込50th

問 水子貝塚資料館 ☎049-251-9686

とき 9月3日㈯午後6時30分～8時（雨天時は4日㈰）
場所 水子貝塚公園　※敷物をご用意ください。
対象 市内在住、在勤の方
定員 110区画（無料、全区画指定、1区画あたり6
人まで）　※応募多数の場合は抽選
申込期間 8月1日㈪～20日㈯（必着）
申込方法 往復はがきに記入し、郵送し
てください（1グループ1回まで）。
※ 抽選結果は8月下旬に郵送します。

《往復はがきの記入事項》

水子2003-1
水子貝塚資料館　

行

354�0011

何も
書かないで
ください。

往
信（
表
）

返
信（
表
）

返
信（
裏
）

往
信（
裏
）

応募者の
郵便番号
住所
氏名

①�氏名（ふりがな）
②郵便番号・住所
③電話番号
④�鑑賞人数（6人ま
で）

上映作品「ペット2」
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乳児家庭全戸訪問
事業

問 子ども未来応援センター ☎049-252-3774

■��生後2～3か月の赤ちゃんがいるすべての家
庭を訪問します

　母子保健推進員が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（こんにちは赤ちゃん事業）。
　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。

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79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。

※ 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
問します。

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｡ 登下校の際
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」

場所 諏訪小学校「エル」、ふじみ野小学校「A
エ ー ス

CE」、
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、担任の先生または教育
相談室にご相談ください。

援助や配慮が
必要な方へ

問 障がい福祉課 ☎049-257-6114

■�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

　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(無料)。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。郵送
は原則行っていません。

■�聴覚障がい者災害時援助用バンダナ
　災害時に着用することで周囲から
の手助けや情報を受けやすくします。
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

住宅修理サービスの契約トラブルに注意
　「事業者が来訪し、『屋根を無料で点検でき
る』と言われ依頼した。点検後『すぐ修理し
ないと雨漏りする』と言われ、慌てて契約した。
不安になり解約を申し出たが、断られた。ど
うしたらよいか」といった相談が増えています。

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

困ったらすぐにご相談を

消費生活相談

消費者へのアドバイス
 安易に点検させないようにしましょう。わざ
と壊し撮影するなど悪質な例もあります。
 修理を依頼する場合は、慌てて契約せず、複
数社から見積もりを取りましょう。必要ない
場合はきっぱり断ることが大切です。
 工事後でもクーリング・オフできる場合があ
ります。
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