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◆固定資産税・都市計画税第2期
◆国民健康保険税第1期

エンディングノートは、人生を振
り返り、ご自身やご家族のこと、
財産のこと、もしものときのこと
など、要望や希望を分かりやすく
書き留めておくものです。
市では、高齢者の皆さんに住み慣
れた地域で自分らしく暮らしてい
ただくために、「マイエンディン
グノート」を作成しました。
なお、このノートは、市と協定を
締結した事業者が広告主を募り、
その広告費を財源に無料で作成し
ました。
配布日　7月5日（木）～
配布場所　高齢者福祉課、若葉駅
前出張所、各地域包括支援センタ
ー、老人福祉センター ｢逆木荘｣、
各市民センター、女性センター
料　無料
問　高齢者福祉課高齢者福祉担当

お知らせ
今月の納期

エンディングノートを配布します

救急情報カード
は、119番通報
を受けた救急隊
員が、急病人宅
に駆けつけた際
に、急病人の情
報を迅速かつ正
確に把握するた
めに利用します。自分の体調に不
安を感じている方などは、カード
の裏面に緊急連絡先やかかりつけ
医療機関などを記入し、冷蔵庫の
扉の表側に磁石やテープなどで貼
っておいてください。
配布場所　高齢者福祉課、若葉駅
前出張所、各地域包括支援センタ
ー、老人福祉センター「逆木荘｣、
各市民センター、女性センター
料　無料
問　高齢者福祉課高齢者福祉担当

新しい道路ができたり、幅が広が
ったりした道路は、道路の台帳を
修正するため、測量を行います。
この測量は、道路の両側約13ｍ
の範囲を測るため、私有地に立入
らせていただく場合がありますの
で、ご協力をお願いします。なお、
市委託の測量業者が私有地に立入
る場合は、必ず身分証明書を携帯
しています。ご不明な点がありま
したら、証明書の提示を求めるか、
道路建設課までお問い合わせくだ
さい。
期　7月9日（月）～平成31年1月
18日（金）
問　道路建設課道路管理担当

救急情報カードを利用しましょう

道路の測量に伴う立入りに
ご協力ください

坂戸鶴ヶ島歯科医師会から大切な歯
と口の健康について関心を持っても
らえるように、市内小学校１年生
に「わたしの歯っぴーファイル」を
１人１冊ずつ寄附していただきまし
た。子どもたちのむし歯予防対策な
どに活用させていただきます。
問　学校教育課学務担当

・ラベルや袋に表示された注意事
項を厳守し、周囲への飛散に十分
注意しましょう。
・散布量は必要最低限にし、農薬
以外の防除方法を検討しましょう。
・事前に周辺住民や施設利用者な
どに周知を行うとともに、風向き
に注意しましょう。
・農薬廃棄は専門処理業者に委託
するなど、責任をもって処分しま
しょう。
問　産業振興課農政担当

日　7月16日（祝） 14時～16時
場　南市民センター
内　～聴いてみよう、触れてみよう、
指揮してみよう～　音楽を聴くだけ
でなく、楽器を間近で見たり触れたり、
指揮者の体験もできるコンサート
料　無料
他　鶴ヶ島シティオーケストラ協力
問　南市民センター☎︎287・0235

寄附いただき
ありがとうございました

農薬は適正に使用しましょう!

イベント
ファミリーコンサート 

Infor-
mation
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競技体験や有名アーティストのコ
ンサート、お笑い芸人のライブ、
埼玉県ゆかりのオリンピアン、パ
ラリンピアンによる競技実演やス
ペシャルトークショーなど、盛り
だくさんのイベントです。県内で
5競技が開催される東京2020大
会をみんなで盛り上げましょう。
○オリンピック2年前イベント
日　7月21日（土）・22日（日）
場　イオンレイクタウン（越谷市）
※市では、ミャンマーのホストタ
ウンとしてPRブースを出展します。
また、飲食事業者によるミャンマ
ー料理などの販売も行う予定です。
○パラリンピック2年前イベント
日　8月25日（土）
場　ららぽーと富士見、富士見市
民総合体育館
問　県オリンピック・パラリンピック
課気運醸成担当☎︎048・830・2892

日　7月29日（日）13時～16時（開
場12時）
場　東市民センター
内　ハワイアンの音楽に合わせて、
フラダンスとライブを行います。
軽食やビール、ソフトドリンクな
どの模擬店（有料）あり。
料　無料
※飲酒する場合は、自動車、自転
車などでの来館はご遠慮ください。
問　東市民センター☎︎286・3357

東京2020オリンピック・
パラリンピック2年前イベント

ハワイアン・サンデー・ライブ

○イベント参加者を募集します！
水かけまつりでのイベントのひと
つ、ウォーターガンゲームの出場
者を募集します。当日は人工芝の
特設エリアを設置。1チーム5～8
人程度で、本部から貸し出す水鉄
砲を使って水をかけ合います。コ
スプレでの参加も大歓迎！勝ち負
けよりも楽しむことが目的のイベ
ントです。素敵な景品もあります
ので、友だちや家族、勤め先の仲
間などをお誘いの上、ご参加くだ
さい。
期　7月1日（日）～7月23日（月）
定　20チーム（1チーム5人以上、
申込多数の場合抽選）　
料　1チーム500円（保険代など）
申　鶴ヶ島水かけまつり実行委員
会事務局へ電話、または市HPから

○鶴ヶ島水かけまつり
鶴ヶ島市が東京五輪のホストタウ
ンになっているミャンマーには、

「ダジャン」という国民的な水かけ
行事があります。また、鶴ヶ島市
で水にまつわる行事といえば、江
戸時代から伝わる降雨祈願の伝統
行事「脚折雨乞」。4年に1度開催
しており、次回は2020年、東京五
輪の年の開催となります。
東京五輪と脚折雨乞の重なるこの
ビッグイヤーに向け、ミャンマー
と鶴ヶ島市の伝統を融合させた、
見るだけでない参加型の新イベン
トが、「鶴ヶ島水かけまつり」です！
日　8月26日（日）　※雨天開催・
荒天中止
時　10時～17時30分
場　市役所
内　ダジャン風水かけ、ウォータ
ーガン（水鉄砲）ゲーム、ウォータ
ーバルーン（水風船）バトル、ミニ
龍蛇水かけ渡

と
御
ぎょ

、水かけパレード、
龍神流しそうめん、ミャンマー舞
踊、ダンスステージ、キッズエリ
ア、水かけフォトコーナー、ミャ
ンマー・脚折雨乞の展示、ミニ龍
蛇体験、日本・ミャンマーの各種
模擬店など

鶴ヶ島水かけまつり
少しぬれるのは嫌ですが、びしょぬれになると、もういいやって気になり
ませんか？今年の夏は、鶴ヶ島で思い切りびしょぬれになりましょう！

問　鶴ヶ島水かけまつり実行委員会事務局(産業振興課内)

日　7月8日（日）14時～16時
場　中央図書館
内　「邦楽も洋楽も！オリジナル曲VSカバー曲聴き比べ」
問　中央図書館☎︎271・3001

   コンパリソン(聴き比べ) CDコンサート

-SPLASH  FESTIVAL 
in TSURUGASHIMA 2018-

詳細は、市ホームペー
ジ、広報つるがしま8月
号の折り込みチラシを

詳細は、
県ホームページから
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対　市内在住の小学4年生以上で
2人以上で申込みできる方（中学
生までは保護者同伴）②健脚な方
日　8月22日（水）
集合場所　鶴ヶ島浄水場（脚折
2023）
内　①防災拠点利根川ダム資料室

（前橋市）②下久保ダム（児玉郡神
川町）③利根大堰（行田市）で治水
や利水の学習　※天候により日程
変更あり。詳しくは、坂戸、鶴ヶ
島水道企業団ホームページをご覧
ください。
定　40人（申込多数の場合抽選）
料　無料
申　7月3日（火）から13日（金）（消
印有効）の間に往復ハガキまたは
電子メールで、水道教室参加希望、
郵便番号、住所、参加者全員の氏
名・ふりがな、年齢、電話番号、
駐車場利用の有無を明記の上、同
企業団庶務課庶務担当へ（〒350-
0214坂 戸 市 千 代 田 １-１-16 

shomu@sakatsuru-suido.or.jp　
問　同企業団☎︎283・1957

対　市内在住在勤の方
日　7月13日（金）9時30分～12時
場　農業交流センター
定　16人（申込順）
料　600円
持　エプロン、三角巾、筆記具
申 問　7月4日（水）9時から農業
交流センターへ☎︎279・3335

イベント
水道教室

たんさんまんじゅう作り講習会

鶴ヶ島サフラン・スタンプラリー2018
○開催期間　7月6日（金）～9月30日（日）
市内外の鶴ヶ島サフラン利用店を、食事や買い物を
楽しみながら巡る特典満載のスタンプラリーを開催
します。期間中、各店舗ではお得な割引や特別サー
ビスなどを用意しています。
○参加方法
①市内公共施設、スタンプラリー参加店などにある「鶴ヶ島サフラン・ス
タンプラリー2018」チラシ（市ホームページからもダウンロード可）に印
刷されているスタンプカードをご利用ください。
②スタンプラリー参加店で、対象商品を購入または食事をすると1店舗に
つきスタンプが1個もらえます。

【特典】3店舗分のスタンプが集まったら、サフランの球根（3球）をその場
で全員にプレゼント。また、Ｗチャンスとして賞品が抽選で当たります。
○スタンプラリー参加店

問　鶴ヶ島サフラン・スーパーサポーターズ事務局(産業振興課内)

No. 店舗名 住所・電話番号

A 蔵王飯店 藤金46-1　☎︎286・1667
B お菓子の店　ファリーヌ(本店) 羽折町7-17　☎︎289・6022

B お菓子の店　ファリーヌ
(鶴ヶ島駅西口前店) 鶴ヶ丘63-1　☎︎287・7786

C やきとりBAR HIBIKI+　若葉店 坂戸市千代田3-22-15　☎︎281・3000
D Kenの厨房 上広谷670-1　☎︎285・8222

E フッカーコスメチックス

東京都板橋区高島平9-37-5　
☎︎03・3935・8898　503・3936・3565　
http://www.hukka-cosmetics.com/　
※ご注文は、電話、FAX、HPから受付けます。

F GRILL　DINING　SOUJYU 東京都新宿区高田馬場2-15-4　金田ビル1階　
☎︎03・3207・5769

G 欧風料理ビストロカタオカ 松ヶ丘1-15-5　☎︎286・5777
H 老行家 東京都中央区銀座5-9-3　☎︎03・5537・6988
I 和菓子 おにぎり だんご 伊勢屋 鶴ヶ丘18-32　☎︎285・7463
J インドレストラン　ミルチ 脚折1147-1　☎︎237・7135
K やきとり大 鶴ヶ丘3-4　☎︎090・4382・8678

L やきとり　ひびき庵別館　
埼玉県庁前店

さいたま市浦和区高砂3-10-4　
☎︎048・762・3450

M フラワーアレンジメント、
クラフト教室　花tan ・tan

坂戸市千代田1-10-8（パソコンのウィックベース内）
☎︎090・3503・4345　5270・7850　
http://hanatantan.com/　
※ご注文は、電話、FAX、HPから受付けます。

N シャン・ドゥ・フルール 上広谷429-2　☎︎272・7473
O イタリアン食堂アルベロベッロ 脚折町3-1-1　☎︎285・7736
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期　7月21日（土）～8月19日（日）
場　中央図書館1階ロビー
内　「つるがしまの古文書」をテ
ーマに市に収蔵されている江戸時
代・明治時代の文書・地図などを
展示します。
問　生涯学習スポーツ課文化財担
当☎︎285・2194

緑のカーテンは、夏の強い日差し
を和らげ、葉の蒸散作用により周
囲の温度を下げてくれるので、カ
ーテンから涼しい風が流れ込み室
温の上昇を抑えてくれます。市内
でも、すでに多くの家庭、事業所
で緑のカーテンに取り組んでいま
す。 より多くの皆さんに関心を持
っていただき、広く普及すること
を目的に展覧会を開催しますので、
展示する作品をお寄せください。
募集作品　緑のカーテンに関する
写真、絵、簡単な工作物（ひょう
たんに絵を描く）など
応募期間　7月23日（月）～11月9
日（金）
申　応募用紙に必要事項を記入
し、作品とともに生活環境課、市
民活動推進センターまたは各市民
センターへ
展覧会　12月（展覧会・発表会）
問　みどりかぜ事務局・前

まえ

田
だ

☎︎
080・5489・3010、生活環境課
環境保全担当

案　　内
平成30年度文化財展

第3回緑のカーテン展覧会
作品募集

対　市内在住在勤の16才以上の方
日　7月19日(木)、26日(木)、8
月2日(木)19時～21時（2日のみ19
時30分～21時）(全3回)
場　市役所6階および東市民セン
ター　
内　①聴覚障害について②手話の
学習③手話通訳問題研究会「折鶴
会」の見学
定　20人（受講歴のある方はお断
りする場合があります）
申 問　7月2日(月)から12日(木)
までに社会福祉協議会へ☎︎271・
6278

始めよう!手話を学ぶ第一歩

対　市内在住の方
日　7月30日(月)13時30分 ～15
時30分
場　特別養護老人ホームみどりの
風鶴ヶ島
講　西

にし

澤
ざわ

和
かず

康
やす

さん(みどりの風鶴
ヶ島介護支援専門員)　
内　認知症ケア～認知症を理解し
て安心できる関わりを～
定　15人（申込順）
料　無料
持　室内履き、筆記具
申 問　7月3日（火）からみどりの
風鶴ヶ島へ☎︎299･6056

家族介護教室

自衛官の採用試験

※応募資格の年齢は、平成30年4月1日現在(自衛官候補生については採用予
定月の1日現在)
※毎月1回、説明会を開催しています。
※資料の請求は、防衛省ホームページ、同省自衛隊入間地域事務所へ。 
問　同省自衛隊埼玉地方協力本部入間地域事務所☎︎04・2923・4691

シルバー人材センター
入会説明会・申込会

対　市内在住の60歳以上の方
場　シルバー人材センター
申 問　説明会前日までに同セ
ンターへ☎︎285・8172

説明会 申込会 時間

7月24日(火) 7月26日(木)

9時～12時8月21日(火) 8月23日(木)

9月18日(火) 9月20日(木)

募集種目 応募資格(※) 受付期間 試験日

航空学生

海上／ 18歳以上 
23歳未満

航空／ 18歳以上 
21歳未満 7月1日(日)～

9月7日(金)

1次試験
9月17日(祝)

一般曹候補生
18歳以上27歳未満

1次試験
9月21日(金)から
23日(祝)のうち1日

自衛官候補生 通年 受付時にお知らせします
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第5回鶴ヶ島映像フェスティバル
日　9月29日（土）18時30分～20時
場　ワカバウォークイベント広場
募集期間　7月2日（月）～8月27日

（月）
募集作品
・市民活動を中心とした鶴ヶ島の
魅力を市内外に発信する映像
・1人2作品まで応募可。1作品は
2分以内
・Windows7以上の環境で放映で
きる作品
応募方法
CDに デ ー タ（wmvま た はmp4）
を保存し、市民活動推進センター
または地域活動推進課地域活動推
進担当へ
※公共の場での上映に適さない作
品は発表できません。
※著作権・肖像権に接触しない作
品に限ります。
※応募多数の場合、上映できない
作品もあります。
※応募いただいた映像のCDは返
却できません。
※映像提供者に確認の上、二次利
用させていただくことがあります。
問　地域活動推進課地域活動推進
担当

7月2日、9日、23日、30日 の 各
月曜日
問　中央図書館☎︎271・3001

案　　内
第5回鶴ヶ島映像フェスティバル
作品募集

中央図書館休館日

文化団体連合会は、市内7つの文
化団体で構成され、団体相互の交
流と鶴ヶ島文化の発展を目的とし
て、文化祭、全体研修会などの活
動をしています。新規加盟団体も
随時募集中です。

団体名 連絡先

鶴ヶ島美術協会 吉
よし

川
かわ

☎︎285・0644
和紙ちぎり絵

みふじ会
是
これ

枝
えだ

☎︎286・4625

鶴ヶ島吟詠連盟 福
ふく

島
しま

☎︎286・5820

鶴ヶ島短歌クラブ 加
か

瀬
せ

☎︎090・9134・6463
鶴ヶ島市

お琴同好会
安
あん

瀬
ぜ

☎︎285・7957
鶴ヶ島市

茶華道連盟
田
た

中
なか

☎︎285・2354
鶴ヶ島

囲碁同好会
今
いま

井
い

☎︎289・7895
問　鶴ヶ島市文化団体連合会事務
局（生涯学習スポーツ課内）

文化団体連合会加盟団体会員・
団体を募集しています

対　市内在住在勤の方
日　7月29日（日）9時～17時
場　北市民センター
内　予選リーグを行い、通過者に
よる決勝トーナメント方式　
料　1000円（昼食代など当日集金）
申　不要
問　北市民センター☎︎287・0251

対　夫婦がともに39歳以下の世帯
（子どもの有無不問、収入などの
各種条件あり）
内　若い子育て世帯を支援するた
め、県営住宅に専用枠を設け、入
居者を募集します。
募集案内配布場所　県住宅供給公
社、県住宅課、市都市計画課およ
びこども支援課
入居予定日　9月23日（祝）以降
申　7月21日（土）（消印有効）まで
に県住宅供給公社に郵送
問　県住宅供給公社☎︎048・829・
2875

市民囲碁大会

子育てハッピー県営住宅入居者募集

上広谷八坂神社の祭礼である ｢天
てん

王
のう

様
さま

｣
を今年も夏本番を前に行います。
日　7月14日(土)13時～
場　鶴ヶ島駅東口商店街通り
内　13時30分～19時／みこし渡

と

御
ぎょ

、13
時～17時30分／和太鼓演奏、幼稚園パ
レード、よさこい踊り、吹奏楽部演奏、
子どもダンスパフォーマンス
他　みこしの担ぎ手を募集しています。
問　上広谷第一自治会祭典会長・志

し

村
むら

☎︎090・1614・1893

   上広谷第一自治会(八坂神社)夏祭り
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いずみ眼科
診察日時　7月8日（日）9時～17時
坂戸市泉町2-11-8-1F
☎︎282・5315
※休憩時間は要確認

急な病気や家庭での対処法、受診
に迷うときは下記の番号へお問い
合わせください。ただし、診断や
治療を行うものではありません。
☎︎＃7119
☎︎048・824・4199（ダイヤル回線・
IP電話・PHSの場合）
相談時間　24時間365日対応

〒350−2292　
鶴ヶ島市大字三ツ木16−1
☎　271・1111／5　271・1190
平　日　8時30分〜17時15分
土曜日　8時30分〜12時

鶴ヶ島市役所

人口と世帯数（6月1日現在）
人　口　7万   226人　（前月比68）
世帯数　3万   982世帯（74）
　男　　3万4898人　（32）
　女　　3万5328人　（36）

素早い連絡が素早い対応につ
ながります。小さなことでも、
ご連絡をお願いします。

【鶴ヶ島いじめ専用ダイヤル】
月～金曜日9時～16時30分
☎︎　279•5144

【鶴ヶ島いじめ相談メール】
　ijimesoudan@city.

 tsurugashima.lg.jp

【24時間子供SOSダイヤル】
☎︎　0120•0•78310

藤中学校で行われた「いのちの講
座」。泣いてしまった赤ちゃんを、
みんなであやしている瞬間をカメ
ラでパチリ。お母さんが抱いたら、
あら、不思議。今泣いた子がうそ
のよう。将来、自分たちが親にな
ったときのことを思い描ける貴重
な体験となりました。

（関連：P.29）

今月の表紙

７月の相談

坂戸鶴ヶ島医師会立
休日急患診療所
坂戸市大字石井2327-5
☎︎289・1199
診療日時　日曜日、祝日、年末年
始（12月29日 ～1月3日 ）／9時 ～
12時、14時～17時、18時～21時
※受付は診療時間の30分前で終了

休日急患診療
（内科・小児科）

７月の
眼科在宅当番医

大人・小児の救急電話相談
（育児相談は除く）

関越病院
脚折145-1　☎︎285・3161
坂戸中央病院
坂戸市南町30-8　☎︎283・0019
埼玉医科大学病院（小児救急医療も対応）
毛呂山町毛呂本郷38
☎︎276・1465

救急指定病院
（全日 24 時間対応）

◆弁護士による法律相談（要予約）
　（金銭・離婚・家族）
3日（火）（受付中）、20日（金）（6日
から受付）、8月7日（火）（24日から
受付）13時～16時／市役所5階▷
地域活動推進課
◆司法書士による法律相談（要予約）
　（相続、贈与）
12日（木）（6月28日から受付）、8月
9日（木）（26日から受付）9時～12
時／市役所3階▷地域活動推進課
◆行政書士による法律相談
　（相続・贈与）
12日（木）、26日（木）13時～16時／ 
市役所3階▷地域活動推進課
◆行政相談
20日（金）13時～16時／市役所5階
▷地域活動推進課
◆人権相談
20日（金）13時～16時／市役所3階
▷総務人権推進課
◆不動産相談（予約優先）
3日（火）（受付中）、8月7日（火）（24
日から受付）13時～16時／市役所
5階▷地域活動推進課
◆税務相談
3日（火）13時～16時／市役所5階
▷税務課
◆こころの健康相談（要予約）
24日（火）9時～／市役所1階▷障
害者福祉課

◆女性のための法律相談（要予約）
11日（水）10時～13時※8月の受付
は12日 か ら ▷ 女 性 セ ン タ ー ☎︎
287・4755
◆女性相談・ＤＶ相談（要予約）
4日（ 水 ）、9日（ 月 ）、21日（ 土 ）、
27日（金）、30日（月）10時～15時
▷直通ダイヤル☎︎298・7716
※女性のための相談室のカウンセリングはこちらに統合しました。

◆教育相談
月～金曜日9時～16時30分（電話
相談可）▷教育センター☎︎286・
8993
◆消費生活相談
月～金曜日9時30分～12時・13時
～15時、土曜日9時30分～12時（電
話相談のみ）▷市役所2階消費生活
センター
◆消費生活弁護士相談（要予約）
27日（金）13時～17時（5日から受
付）▷市役所2階消費生活センター
◆就職相談（鶴ヶ島市ふるさとハ
ローワーク）
月～金曜日10時～17時／市役所2
階▷鶴ヶ島市ふるさとハローワー
ク☎︎272・4001
◆内職相談
火・木曜日10時～12時、13時～
16時▷市役所2階

子どものいじめ
気づいたら　　相談今すぐ

子どものサインを見逃さない！


