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「第７回 富士見公民館まつり」参加者募集！
【日 時】 ５月２７日（日） １０時～１４時（予定）
【内 容】
地域の皆様との協力のもと、さまざまなイベント、情報発信の場にしたいと思っています。
ぜひご参加をお願いします。
・イベント
世代を問わずに楽しめる催しができる方（個人、団体どなたでも）
・作品販売
団体活動の中でつくられた作品を材料費程度の価格で販売できる団体
・物品販売
地域で栽培された花や野菜などを廉価で販売できる方（個人、団体どなたでも）
・模擬店
食品販売（地域食材活用）の模擬店を出店できる方（個人、団体どなたでも）
所定用紙にご記入のうえ、お申込みいただきます。（出店可否は実行委員会にて選考し、後日連絡いたします）
運営スタッフ、ボランティアも同時募集いたします。 たくさんのご応募をお待ちしております。
【問合せ】 富士見公民館まで
℡０４-２９５９-０１７５

春休み将棋体験会！
－はじめよう将棋－

昨年12月開催のだがしや楽校で
開いた体験会を春休み期間にも実施します。
お手伝いいただける成人の方も募集します。
【日 時】 ３月２９日（木）、３１日（土） ２回開催
午後１時～４時まで
【会 場】 富士見公民館 ロビー
【対 象】 小学生（男子・女子）
初心者（年齢問わず）
【参加費】 無料
時間内の出入り自由。 参加者多数の場合は
お待ちいただくこともあります。
【問合せ】 富士見公民館まで ℡０４-２９５９-０１７５

第２回
こぶしの会

福祉講座
～あなたの力をより生かし
いきいきと過ごすために～
自分を支え、共に支え、地域で支える、より豊か
な助け合いを目指してみませんか
【日 時】 ①３月２０日（火） １０時～１２時
②３月２４日（土） １３時～１５時
【会 場】 富士見公民館 第1学習室
【内 容】 ①エンディングノートを知ろう
②地域デビューを考えよう
②では地域サロンの見学も行います（徒歩5分）
【講 師】 狭山市社会福祉協議会職員
【定 員】 20名
【参加費】 無料
【申込み】 富士見公民館まで ℡０４-２９５９-０１７５

「東雲大学」参加者募集

歌祭り

公民館等歌謡サークル有志＆歌謡ファンの集い
【日 時】 ３月２５日（日） 開場１０時 開演１０時３０分
【会 場】 市民会館 小ホール
【内 容】 公民館歌謡７サークルによるカラオケ発表会
東雲歌唱クラブ、花みづき、むさし野会、
白百合カラオケ同好会、楽唱会、ひばりの会
歌謡教室同好会、カトレア歌謡サークル
【申込み】 不要、入場無料
【後 援】 富士見公民館

★生涯学習のための各種講座を実施します。
健康レシピや頭の体操、音楽などいろいろ
あり 楽しくすごせる学習講座です。
【日 時】 ４月～３１年３月の毎月第３木曜日（８、１０月
を除く。変更の場合もあり） １４時～１６時
【会 場】 富士見公民館 ホール
【費 用】 年間１，０００円
【対 象】 ６０歳以上の方
【定 員】 ７０名
【申込み】 富士見公民館まで ℡０４-２９５９-０１７５

桜鑑賞会
【日 時】 ４月２日（月） ～ ４日（水） １２時～１３時
【会 場】 富士見公民館 ロビー・中庭
お茶、お菓子のご用意あり。 お気軽にお越しください。

みんなのおうち
スペースTie

親子サロン
「すくすく」

ひらいている時は、いつ来ても、
いつ帰ってもいいところ
宿題・工作・おしゃべり・ごろごろしてもいいところ
【日 時】 ３月２３日（金）１５時～
４月１３日（金）１５時～
帰りの放送が鳴ったら終わりです。
【会 場】 富士見公民館 保育室
【対 象】 幼児～小学生 ※幼児は保護者同伴
【主 催】 狭山地域子ども教室連絡会
【問合せ】 富士見公民館 ℡０４-２９５９-０１７５

自由参加型の子供の遊び場、
お母さんの交流場所です
【日 時】 ３月１６日（金）
１０時～１２時 「パネルシアター」
４月６日（金）１０時～１２時
【会 場】 富士見公民館 和室
【対 象】 ０歳から３歳くらいまでの親子
【参加費】 １００円（第３金曜のみ）
お子さんの飲み物等必要なものはご持参下さい
【問合せ】 富士見公民館まで ℡０４-２９５９-０１７５

つむ木であそぼう！
積み木であそぼう！

第37回富士見の森の素敵な音楽会

プレイルーム・富士見公民館 共催
かぞえられないくらいのた～くさんの
“つむ木”であそびませんか～
【日 時】 ３月２８日（水） １０時から
【会 場】 富士見公民館 ホール
【参加費】 親子で５００円（兄弟二人の場合 +１００円）
【定 員】 親子で３０組
【申込み】 富士見公民館まで ℡０４-２９５９-０１７５

春のお話会
タオルで作ろう！干支のワンちゃん！
【日 時】 ３月１７日（土） １０時から
【会 場】 富士見公民館 音楽室
【対 象】 小学校低学年以下
【内 容】 指人形のお話、紙芝居、絵本ほか
【主 催】 ふじみおはなし会
【参加費】 無料
【申込み】 富士見公民館まで ℡０４-２９５９-０１７５

民謡発表会
皆様のお越しをお待ちしています。
【日 時】 ５月１３日（日） １２時３０分～１６時３０分
【会 場】 富士見公民館 ホール
【主 催】 尺八民謡会 【共催】 富士見公民館
【共 催】 尺八民謡会、柾優会、章美会、狭山三鶴会
入曽民謡同好会、静憧会、
【問合せ】 富士見公民館 ℡２９５９-０１７５

おまたせしました。恒例の春の音楽会開催します！
【日 時】 ４月１５日（日） 開場１３時３０分
開演１４時 終演１６時（予定）
【会 場】 富士見公民館 ホール
【内 容】 クラッシック、映画音楽、
フォークソング、そして歌謡曲
など皆様ご存知の名曲を演奏します
【主な楽曲】 冬のソナタ、カントリーロード、美女と野獣、
石川さゆりメドレー、真田丸メインテーマ、
夜の女王のアリア 他
【申込み】 不要、入場自由
【問合せ】 「おんげい」佐藤さん ℡０４-２９５８-３２４１

初心者パソコン富士見教室
参加者募集
★パソコンの基礎から｢ゆっくり｣、｢確かに｣ を
基本に学習を進める教室です。
【対 象】 これからパソコンを覚えたい初心者の方で、
ノートパソコンを持参できる方（パソコンは
Windows７以降、Office２０１０以降）
【学習内容】 Word、Excel、インターネット、年賀状など
【講 師】 狭山パソコン支援の会
【会 場】 富士見公民館 学習室
【日 時】 ４月～３１年１月の木曜日、
１３時３０分～１５時４５分（全２７回）
【募集人数】 １６名
【年会費】 ２２､０００円（テキスト代別途）
【申込み】 ２月１０日より電話で申込み
北田 勇 ℡０４-２９５９-２８９９まで
（問合せも上記まで）

３月･４月の富士見公民館休館日
◆管理休館日/３月２６日（月）、４月２３日（月）
毎月第４月曜日は管理休館日です
◆春分の日/３月２１日（水）
◆昭和の日の振替休日/４月３０日（月）
◆夜間休館日/全ての日曜、月曜
【 富士見公民館だより 平成３０年３月号 】

