富士市産業交流展示場

開催日時
１日（木）
9：00-17：00

２日（金）

催事名・催事内容

中部ロードショー in 富士会場

会 場

対 象

主催者・連絡先

大展示場

招待・会員 ㈱ミマキエンジニアリング
（無 料） 052-807-7501

大展示場

一
（無

大展示場

ご招待のみ 東芝コンシューマ
（無 料） マーケティング㈱
055-934-5801

業務用プリンタ・大型カッティングプロッタの展示

9：00-15：00

３日（土）
４日（日）
10：00-18：00

３日（土）
10：00-17：00

４日（日）

静岡マツダ 特設展示会 in ふじさんめっせ

般
静岡マツダ
料）

自動車の展示販売

2018 年 冬の生活展『冬の体感フェア』
家電商品の展示販売

10：00-16：00

３日（土）
10：00-17：00

４日（日）

きになる日立のきになるフェア

会議室

招待・会員 日立ｺﾝｼｭｰﾏ・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ㈱
（無 料） 055-932-2511

日立家電品販売

10：00-16：00

４日（日）
10：00-15：30

８日（木）
9：00-16：30

９日（金）
13：30-15：30

第２回 静岡県東部地区私学展

大展示場

一
（無

東部地区の私立中学・高等学校による合同説明会

富士市子育て支援員研修（専門研修）

会議室

般
静岡県私学協会 東部支部
料） 桐陽高等学校
055-921-0350

申込者

富士市 保育幼稚園課
0545-55-2762

保育の担い手を育成するための研修。

平成 30 年度 全国特定市計量行政協議会
中部地区会議

会議室

招待・会員 富士市 商業労政課
0545-55-2907

中部地区の特定市 19 市が参加し、計量行政に関する会議を行う。

１０日（土） TOKAI グループ 2018 大感謝祭
１１日（日） ガス・リフォーム・ケーブルＴＶ・インターネット・おいしい水の
10：00-17：00

招待・会員 ㈱ＴＯＫＡＩ 富士支店
（無 料） 0545-61-4025

宅配便・LIBMO(格安 SIM)・電気等の感謝イベント

１０日（土） 静岡トヨペット カスタマイズ Car イベント in 岳南
10：00-17：00

大展示場

大展示場
一 般
静岡トヨペット
屋外展示場 (入場無料) 054-261-4116

カスタマイズ Car 大集合！！

１１日（日） スポーツカーをはじめ カスタマイズされたクルマが大集合！！
10：00-16：00

ぜひとも遊びに来てください！！

１４日（水） 井上建設㈱ 安全衛生協議会 安全講習会
13：30-16：00

※
※
※
※

大展示場
一
屋外展示場 （無

各種イベント 及び 出店あり

１５日（木） 富士市子育て支援員研修（専門研修）
9：00-15：45

招待・会員 井上建設㈱
（無 料） 0545-61-4002

安全講習会

１４日（水） 日本製紙㈱富士工場 秋祭り
17：00-20：30

会議室

会議室

般
日本製紙㈱ 富士工場
料） 0545-57-3212

申込者

富士市 保育幼稚園課
0545-55-2762

保育の担い手を育成するための研修。

開催日時等は変更になる場合があります。
施設の利用が確定していないものは掲載していません。
事前の開催告知を希望していないものは掲載していません。
ふじさんめっせのイベントカレンダーは富士市内公共施設等に置いてあります。

● 交通のご案内、ご利用に関するお問い合わせは

〒416-0932 富士市柳島 189-8
TEL: 0545-65-6000 FAX: 0545-65-5810
http://www.fujisanmesse.com/

富士市産業交流展示場

開催日時
催事名・催事内容
１７日（土） 防災イベント「ふじ Bousai 2018」
10：00-14：00

子供から大人まで、幅広い世代が楽しみながら学び・体験していた
だける防災イベントです。市内で起こり得る災害を知り、各家庭、
個人の事前対策につながるさまざまな展示、体験があります。多く
の皆様のご来場お待ちしております。

１８日（日） フォーディズ㈱ シンデレラフェスティバル
10：00-15：00

会議室

般
富士市防災危機管理課
料） 0545-55-2715

招待・会員 ㈱サロン・ド・優
（無 料）

大展示場

一
（有

般
スルガドージョー
料） 055-950-3181

大展示場

法定講習
受講者

会議室

申込者

法定講習

２２日（木） 富士市子育て支援員研修（専門研修）
9：00-16：00

大展示場
一
屋外展示場 （無
会議室

主催者・連絡先

プロ・アマ 格闘技の試合

２１日（水） 安全運転管理者等法定講習会
9：45-16：00

対 象

新商品発表会

１８日（日） リングで吠えろ！ フジサンマツリ
14：00-17：00

会 場

富士地区
安全運転管理協会
0545-52-9493
富士市 保育幼稚園課
0545-55-2762

保育の担い手を育成するための研修。

２３日（金） Gulliver 中古車展示即売会
２４日（土） 中古車の展示即売会
２５日（日）

大展示場

一
（無

般
㈱ＩＤＯＭ
料）

大展示場

招待・会員 ㈱ＴＯＫＡＩ 富士宮支店
（無 料） 0544-27-2570

10：00-19：00

２４日（土） TOKAI グループ 2018 大感謝祭
２５日（日） ガス・リフォーム・ケーブルＴＶ・インターネット・おいしい水の
10：00-17：00

宅配便・LIBMO(格安 SIM)・電気等の感謝イベント

２５日（日） 静岡高次脳機能障害リハビリテーション講習会
13：30-16：30

会議室

高次脳機能障害を生きる
～見えない障害… 社会的行動障害の対応と関わり方～

一
（無

般
静岡高次脳機能障害
料） リハビリテーション
講習会実行委員会
【問合せ】(福)誠信会
地域生活支援ｾﾝﾀｰ せふりー
(担当： 金森)

高次脳機能障害についての普及啓発のための講演会
日本損害保険協会助成事業

２８日（水） 生活改善部講演会
10：00-11：30

※
※
※
※

部員のみ

会議室

申込者

富士市農業振興推進協議会の生活改善部員が、子供たちの食の現状
や、食卓を楽しく彩る方法を杉山フルーツ社長 杉山 清 氏の講演か
ら学ぶ。

２９日（木） 富士市子育て支援員研修（専門研修）
9：00-16：30

0545-32-8830
会議室

富士市
農業振興推進協議会
連絡先：富士市農政課
0545-55-2781
富士市 保育幼稚園課
0545-55-2762

保育の担い手を育成するための研修。

開催日時等は変更になる場合があります。
施設の利用が確定していないものは掲載していません。
事前の開催告知を希望していないものは掲載していません。
ふじさんめっせのイベントカレンダーは富士市内公共施設等に置いてあります。

● 交通のご案内、ご利用に関するお問い合わせは

〒416-0932 富士市柳島 189-8
TEL: 0545-65-6000 FAX: 0545-65-5810
http://www.fujisanmesse.com/

