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Infor-
mation

11月3日（土）は祝日のため、市役
所窓口の土曜開庁（地域包括支援
センターいきいきを含む）をお休
みします。
問　政策推進課政策担当

固定資産税・都市計画税第4期
国民健康保険税第5期
介護保険料第5期
後期高齢者医療保険料第5期

乱開発を抑止し、環境を守るため、
県と合同でパトロールを行います。
日　11月16日（金）
場　圏央鶴ヶ島インターチェンジ
周辺地域
問　都市計画課都市計画担当

停電作業中および作業終了後、水
道水が濁る場合がありますので水
のくみ置きをお願いします。
日　11月16日（金）23時～17日（土）5時
問　浄水課浄水担当☎285・8138

お知らせ
土曜窓口開庁をお休みします　

今月の納期

圏央道ＩＣ周辺地域乱開発抑止 
パトロールを行います

坂戸浄水場受電設備法定点検を
実施します

故金
かな

泉
いずみ

潤
じゅん

子
し

郎
ろう

さんが所蔵されて
いたミャンマーの竪琴を寄贈して
いただきました。竪琴は、ミャン
マーの伝統的な楽器で、9世紀頃
から王宮などで演奏されていたそ
うです。今後、ミャンマーホスト
タウンの関連イベントなどで展示
させていただきます。
問　オリンピック・パラリンピッ
クプロジェクトチーム

対　家庭で不用になったもので、
まだ使えるもの（食品、動植物、
衣類、家電製品以外で手軽に運べ
るもの）
受付場所　市役所現業棟脇車庫（駐
車場内）　※用品は、受付時に直
接お持ちください。
受付期間　11月7日（水）10時～14
時、11月8日（木）9時～12時
※バザーの売上金は、会の運営費を
除き社会福祉協議会に寄付します。
問　生活環境課環境保全担当

ミャンマーの竪
たて

琴
ごと

を 
寄贈していただきました

募　　集
エコ鶴市民の会 
産業まつりバザー用品

職種　保健師、助産師、看護師
内　保健師・助産師／乳幼児健診
や乳幼児相談時の保健指導　看護
師／①乳幼児健診や乳幼児相談時
の診察・測定の介助　②成人検診
の問診など（※胃がん・肺がん検
診の問診は7時20分～）
場　保健センター
募集人員　若干名
他　職務内容や出勤回数など、詳
細については、お問い合わせくだ
さい。
申　履歴書に資格免許証の写しを
添付して、保健センターへ（後日
面接を行います）
問　保健センター母子保健担当
☎271・2745　

所得税の確定申告期間などに非常
勤職員（アルバイト職員）の採用を
予定しています。
期　平成31年1月上旬～3月末
勤務時間　9時～17時までの間で
3～7時間
場　川越税務署
内　確定申告事務補助
報　時給930円～980円、交通費
相当額（上限あり）
募集人員　140人程度
他　申込方法および募集内容の詳
細は、関東信越国税局ホームペー
ジをご覧ください。なお、不明な
点については、担
当者までお問い合
わせください。
問　川越税務署総
務課・安

あ

食
じき

・島
しま

田
だ

☎049・235・9411

保健センター専門職（登録制）

川越税務署非常勤職員

詳細はこちら
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富士見市民センターでは、介護予
防の観点から、高齢者の外出のき
っかけづくりとして ｢笑うひまわ
りサロン｣ を開催しています。サ
ロン運営をお手伝いしていただけ
るサポーターを募集しています。
日　毎月第2・4木曜日（8月休止）
13時～
場　富士見市民センター
問　富士見市民センター☎287・
1661

日　11月17日（土）10時～13時（雨
天決行）
場　東市民センター
内　東日本大震災・西日本水害被
災地支援チャリティバザー
フリーマーケット出店者募集
対　市内在住の方と市内の団体
※仕入れ品などの販売目的、購入
額以上の金額での販売などは不可
日　11月17日（土）10時～13時
場　東市民センター正面玄関前・
前庭（雨天時は多目的ホール）
定　10区画（1人1区画、申込順）
料　１区画500円（当日集金、寄
附金となります）
申	問　11月5日（月）9時から9日（金）
17時までに東市民センターへ☎286・
3357

募　　集
｢笑うひまわりサロン｣ サポーター

イベント
第８回福幸市

農福マルシェは、「農業」と「福祉」
の連携によってできたイベント。
市内の福祉事業所での取り組み事
例も紹介します。
日　11月17日（土）10時30分～14
時30分（小雨決行）
場　農業交流センター　
内　ステージ（ダンスなど）、販売
（手芸品、農産物、パンなど）、展
示（イラスト、絵画など）、模擬店
（うどん、フランクフルト、コー
ヒーなど）、体験（ブレスレッドづ
くり、スタンプラリーなど）
問　農業交流センター☎279・3335

対　①小学生の部／市内在住の小
学生3人1組のチームもしくは個
人　②フリーの部／市内在住在勤
在学の方を含む3人1組のチーム　
※幼児・小学生を含んでも可
日　11月17日（土）13時30分～16
時30分
場　西市民センター多目的室
定　20組（申込順）
他　成績優秀者は12月に行われ
る本大会にシード枠で出場可
持　座布団
申	問　11月12日（月）までに市子ど
も会育成会連絡協議会（生涯学習ス
ポーツ課内）へ電話か5271･4280

農福マルシェin高倉「こむぎまつり」

つるがしま郷土かるた大会西大会

日　11月23日（祝）10時～15時
場　若葉駅西口広場（雨天の場合
は市民活動推進センター）
内　手づくり作品の販売、ワーク
ショップ、模擬店（雨天時はなし）
他　会場に駐車場はありません。
周辺の有料駐車場をご利用くださ
い。
問　わかば結市実行委員会事務局
（地域活動推進課内）

対　2歳児～小学生（未就学児は
保護者同伴）
日　11月17日（土）13時30分～（雨
天中止）
場　大橋児童館
内　児童館で取れたさつまいも
を、やきいもにして食べよう！
定　30人（申込順）
料　無料
持　軍手、飲み物
申　11月4日（日）9時30分から参加
申込書兼同意書を直接提出。用紙
は各児童館にあります。
問　大橋児童館☎286・0007

対　小学生と保護者、一般
日　12月8日（土）11時～16時
場　コルソホール（浦和駅西口
CORSO7階）
内　ステージイベント、こどもエコ
クラブの活動発表、ブース展示など
問　県環境政策課☎048・830・
3019

わかば結市 
第22回ハンドメイド・フェスタ 

やきいも会

SAITAMA環境フェア＆ 
こどもエコフェスティバル
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日　平成31年1月20日（日）（受付8
時45分～）
場　藤中学校体育館
部門　①小学生男子・女子の部（小
学4年生以上）　②中学生男子・
女子の部　③一般男子・女子の部
（中学生を除く15歳以上）
チーム編成　①②は監督1人、マ
ネージャー1人、選手8人、交代
要員2人の計12人以内とし、監督
およびマネージャーは成人とす
る。	③は監督、マネージャーは
選手兼任可。※男女混合チームは、
男子の部への参加となります。
料　小学生・中学生の部1チーム
1000円　一般の部1チーム2000円
申　11月5日（月）から12月21日（金）
までに参加申込書に必要事項を記入
の上、参加費を添えてNPO法人鶴
ヶ島市体育協会へ持参、もしくは参
加費を振り込みの上、ファクシミリ
またはメールで申込み　※振り込み
には手数料がかかります。振込口座
はお問い合わせください。
他　詳細はホームページで確認し
てください。
問　NPO法人鶴ヶ島市体育協会
（海洋センター内）☎277・5199
tsurutaikyo-info＠ce.wakwak.
com

燃えよつるゴン！ 
第1回鶴ヶ島市民綱引き大会 

鉄道やバスなどの公共交通は、学
生や高齢者、障害者など、車の利
用ができない方の移動手段とし
て、日常生活を支えるたいへん重
要な役割を果たしています。しか
し、車社会の浸透などにより、公
共交通の利用者は減少し、公共交
通の衰退などにつながることが心
配されています。公共交通を支え
ていくため、ぜひ、鉄道やバス、
つるバス・つるワゴンを利用して
ください。また、徒歩も取り入れ
れば、健康づくりにも役立ち、車
の使用を控えることで、環境負荷
の軽減にもつながります。
この秋には、市内でもさまざまな
イベントが行われます。つるバス・
つるワゴンに乗って、お出かけし
てみませんか。新しい発見がある
かもしれませんよ。

坂戸市民バスが割引利用できます
市の特別乗車証をお持ちの高齢者
および障害者の方は、当乗車証を
提示することで、坂戸市民バス「さ
かっちバス・さかっちワゴン」も
割引運賃でご利用できます。お出
かけの際は、ぜひ、ご活用くださ
い。
問　都市計画課交通政策担当

案　　内
公共交通を上手に利用しよう！

日　11月30日（金）9時30分～13時
場　農業交流センター
内　高倉で栽培、収穫された無農
薬小麦粉を使い、昔ながらのひも
かわうどんを作ります。　
定　16人（申込順）	
料　600円
持　エプロン、三角巾
申	問　11月6日（火）9時から農業交
流センターへ☎279・3335

対　市内在住在勤の方
日　12月8日（土）9時～13時
場　農業交流センター
内　｢年越しそば｣ は手作りでと考
えている方、ぜひ参加しませんか。
定　16人（申込順）
料　1000円（持ち帰り分含む）
持　エプロン、三角巾、筆記具
申	問　11月6日（火）9時から農業交
流センターへ☎279・3335

対　市内在住の小学生
日　11月17日（土）10時～11時30分
場　環境教育施設「eコラボつる
がしま」
講　NPO法人鶴ヶ島第二小学校
区地域支え合い協議会
内　アルミホイルなどを利用して
電気をためる蓄電池を作ります。
定　20人（申込順）
料　無料　※汚れてもよい服装
申	問　11月5日（月）から14日（水）
までにNPO法人鶴ヶ島第二小学
校区地域支え合い協議会へ
☎298・7974

ひもかわうどん作り講習会

そば打ち講習会

第5回eコラボサイエンス教室

広告

広告
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日　11月27日（火）10時～13時
場　保健センター
講　食生活改善推進員協議会
内　老化・低栄養による筋肉の減
少や食べる力が弱まるなどの「虚
弱＝フレイル」を防ぐための料理
教室です。
定　16人（申込順）
料　500円
持　筆記具、エプロン、三角巾、
台ふきん、皿用ふきん
申	問　11月6日（火）から健康増進
課健康増進担当へ

日　11月17日（土）9時30分集合（雨
天の場合は24日（土））
場　農業交流センター
内　身近な自然とふれあい、秋の
味覚を味わいませんか。
定　10組（1組5人まで）　※小学
生以下は保護者同伴
料　里いも代（時価）
持　長靴、ゴム手袋、大きめの袋
など　※汚れてもよい服装
申	問　11月6日（火）から農業交
流センターへ☎279･3335

案　　内
老化・低栄養予防料理教室

里いも堀り体験

日　12月14日（金）9時30分～12時
場　市民活動推進センター集合
（少雨決行）
講　鶴ヶ島ウオーキングクラブ
内　3～5㎞程度のコースを歩き
ます。
定　40人（申込順）
持　飲み物、タオル、帽子、レジ
ャーシート
他　リュックサックなど両手のあ
く服装でご参加ください。駐車場
が少ないため車での来場はご遠慮
ください。
申	問　11月8日（木）から健康増進
課健康増進担当へ

日　12月6日（木）10時～11時30分
場　東市民センター
講　歯科衛生士
内　口臭予防、ほうれい線解消エ
クササイズ
定　30人（申込順）
持　筆記具
申	問　11月5日（月）から保健セン
ター成人保健担当へ☎271･2745
5271･2747

日　12月10日（月）10時～11時30分
場　つるがしま中央交流センター
講　健康運動指導士
内　ストレッチと筋力アップ体操
定　30人（申込順）
持　飲み物、タオル　※運動ので
きる服装
申	問　11月13日（火）から健康増進
課健康増進担当へ

第8回定例健康ウォーク

ビューティーアップ講座

パワーアップ健康講座

日　11月26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　岩

いわ

澤
さわ

悠
ゆう

さん（理学療法士）
内　「すぐに役立つ介護負担を減
らすための技術」	今まで大変だっ
た移乗・移動が、ちょっとしたコ
ツでスムーズにできるようになり、
介護される人の負担も減ります。
定　15人（申込順）
料　無料
持　室内履き、筆記具
申	問　11月5日（月）から特別養護
老人ホームみどりの風鶴ヶ島へ
☎299･6056

対　市内在住在勤の認知症サポー
ター養成講座受講者で平成29年
度ステップアップ研修を受講して
いない方
日　12月12日（水）13時30分～16時
30分
場　市役所5階
講　星

ほし
原
はら
政
まさ
吉
よし
さん（（医）厚友クリ

ニック院長）
内　認知症サポーター養成講座受
講者を対象としたステップアップ
研修。認知症についての講話や寸
劇、グループワークを通して、認
知症の方への声のかけ方や見守り
方を学びます。
定　50人（申込順）
料　無料
持　筆記具
申	問　高齢者福祉課地域包括ケア
推進担当へ

家族介護教室

認知症サポーター 
ステップアップ研修

広告
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対　市内在住在勤の方
日　12月16日（日）10時～12時
場　東洋大学川越キャンパス体育
館ほか
講　広

ひろ
瀬
せ
統
のり
一
かず
さん（なでしこジャ

パン（日本女子サッカー代表）フィ
ジカルコーチ）
内　ウォーキングと姿勢のチェッ
ク方法や改善について実技を行い
ます。
定　20人（申込順）
持　上履き　※運動のできる服装
他　会場までのアクセスは市ホー
ムページ内チラシなどでご確認く
ださい。
申	問　11月7日（水）から12月14日
（金）までに生涯学習スポーツ課市
民スポーツ担当へ

対　市内在住在勤の方
日　11月28日（水）、12月12日（水）
両日とも①9時10分～9時40分、
②9時50分～10時20分、③10時
30分～11時（練習の見学）
場　大橋市民センター
講　スポーツ吹矢鶴ヶ島01支部
内　初心者を対象としたスポーツ
吹矢の体験
定　①～②各5人（申込順）
料　200円（マウスピース代）
持　タオル　※動きやすい服装
（サンダル、ヒ
ール不可）
申	問　11月5日
（月）から大橋市
民センターへ
☎286・0005

第22回東洋大学連携 
スポーツ講習会

スポーツ吹矢体験教室

対　市内在住の中学生以上
日　11月17日（土）9時30分～12時
場　西市民センター多目的室
内　12月8日（土）に行われる「未
来を拓くつるがしま郷土かるた大
会」の審判講習会。ルール説明・
かるた体験も行います。
定　20人（申込順）
持　座布団、筆記具
申	問　11月12日（月）までに市子ど
も会育成会連絡協議会（生涯学習ス
ポーツ課内）へ電話か5271･4280

日　11月30日（金）～12月7日（金）
（最終日は15時まで）
場　市役所ロビー
内　市内の小中学校特別支援学級
の児童・生徒が授業で作った作品
を展示します。
問　鶴ヶ島第一小学校☎286・0214

日　12月22日（土）13時30分～16
時、17時～19時30分
場　女性センター
内　介護現場で働く人（ケアニン）
たちの姿を追いかけた話題の映画
です。
定　各回300人
料　 一 般1500円（ 前 売 り1000
円）、学生500円、小学生以下無料
持　オレンジリング（お持ちの方
のみ）
問　つるがしまケアニン上映実行
委員会・加

か

藤
とう

	
carenin.tsurugashima@gmail.com

つるがしま郷土かるた 
審判講習会

なかよし作品展

映画「ケアニン」特別上映会

税負担の公平性および税収入を確
保するため、県内63市町村と埼
玉県では、10月から12月までを
滞納整理強化期間と定め、「スト
ップ！滞納」を合言葉に徴収対策
を進めています。期間中は、市税
の未納者を対象に文書催告や財産
調査、差押などの滞納処分と納税
相談を重点的に行い、滞納の解消
に向けた取組みを行います。納期
限内納付、早期納付にご協力をお
願いします。
相談窓口　平日8時30分～17時15
分、土曜日8時30分～12時（祝日
を除く）
問　収納課収納担当

人権が尊重され、だれもが自分ら
しくいきいきと暮らせる社会の実
現をめざし、人権問題への理解・
関心を深めるために開催します。
日　11月20日（火）12時30分～15時
30分
場　ふじみ野市立勤労福祉センター
内　トイピアノコンサート／畑

はた

奉
とも

枝
え

さん（マルチピアニスト）、講演　
「パニック症10年間の闘病から克
服まで　差別や偏見のない人権を
尊重した社会づくりの大切さ」／
大
おお

場
ば

久
く

美
み

子
こ

さん（女優）、人権作文
の朗読、物品販売など
料　無料
他　保育あり（1歳～就学前）　
※11月13日（火）までに要申込み
問　ふじみ野市市民総合相談室
☎262・9001

ストップ！滞納 
「滞納整理強化期間」実施中

第16回入間郡市 
人権フェスティバル
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場　西市民センター多目的室
内　12月8日（土）に行われる「未
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会」の審判講習会。ルール説明・
かるた体験も行います。
定　20人（申込順）
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日　11月30日（金）～12月7日（金）
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内　市内の小中学校特別支援学級
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を展示します。
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時、17時～19時30分
場　女性センター
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です。
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映画「ケアニン」特別上映会

税負担の公平性および税収入を確
保するため、県内63市町村と埼
玉県では、10月から12月までを
滞納整理強化期間と定め、「スト
ップ！滞納」を合言葉に徴収対策
を進めています。期間中は、市税
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調査、差押などの滞納処分と納税
相談を重点的に行い、滞納の解消
に向けた取組みを行います。納期
限内納付、早期納付にご協力をお
願いします。
相談窓口　平日8時30分～17時15
分、土曜日8時30分～12時（祝日
を除く）
問　収納課収納担当

人権が尊重され、だれもが自分ら
しくいきいきと暮らせる社会の実
現をめざし、人権問題への理解・
関心を深めるために開催します。
日　11月20日（火）12時30分～15時
30分
場　ふじみ野市立勤労福祉センター
内　トイピアノコンサート／畑
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え
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「滞納整理強化期間」実施中

第16回入間郡市 
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平成30年分年末調整説明会
対　管内の源泉徴収義務者の方

※11月20日（火）・21日（水）は、13時～14時に消費税軽減税率制度説明会
を同日開催します。
他　各会場とも駐車場が狭いため、電車・バスなど公共交通機関をご利用
ください。

平成30年分青色申告決算説明会

平成30年分白色申告決算説明会

平成30年分消費税説明会

※開催時間や開催場所など、詳細は川越税務署にお問い合わせください。	
問　川越税務署法人課税第2部門☎235・9411　※自動音声「2」をお選
びください。

月 日 開催時間 開催場所

11

20日（火）
14時15分～16時15分

三芳町文化会館「コピスみよし」
三芳町大字藤久保1100-1

21日（水） 坂戸市文化会館「ふれあ」
坂戸市元町17-1

22日（木） 10時～12時、14時～16時
川越市やまぶき会館
川越市郭町1-18-1

日程 内容

11月30日（金）、12月3日（月）・4日（火）・5日（水）・10日（月）事業所得について

12月5日（水）・11日（火） 不動産所得について

日程 内容

12月7日（金）・11日（火） 不動産所得について

12月12日（水） 事業所得について

日程 内容

12月14日（金） 消費税について

   川越税務署からのお知らせ

対　市内在住在学の小学5年生～
中学3年生
日　12月8日（土）9時30分～13時
（受付開始9時～）　※小雨決行
場　運動公園（雨天の場合は、南
小学校体育館）
内　交流体験、技術指導、ミニゲ
ームなど　※運動のできる服装
他　この事業は、「子どもゆめ基
金」助成活動です。
申	問　11月30日（金）までにNPO
法人鶴ヶ島市体育協会事務局（海
洋センター内）へ☎277・5199

日　12月2日（日）
14時～（開場13時
30分）
場　女性センター
出演　林

はやしや

家正
しょうぞう

蔵さ
んほか
料　前売り2000円、当日2500円
チケット取扱店　キングショップ
誠屋、シズエ書店、さくら荘、紅
琳、茶庄島村園
問　つるがしま落語会・後

うしろぐち

口
☎286・0273

日　11月23日（祝）7時～13時（売
り切れ次第終了）
場　埼玉川越総合地方卸売市場
（川越市大字大袋650）
内　地域の特産物、青果・水産物
の販売、マグロ解体ショー、模擬
店など
問　川越総合卸売市場（株）☎240・
2246

11月5日、12日、19日、26日 の
各月曜日
問　中央図書館☎271・3001

案　　内
チャレンジスポーツ 
～ボール交流体験～サッカー教室

第41回落語会「つるがしま寄席」

川越市場まつり

中央図書館休館日

日　11月22日（木）10時～15時
場　市民活動推進センター（ワカ
バウォーク内）
内　川越年金事務所の職員による
年金相談会。保険料納付相談や受
け取る年金のことなどをご相談く
ださい。※保険料の収納はできま
せん。
持　年金手帳、年金証書など
他　本人以外の相談は、委任状と
代理人の本人確認ができる書類
（運転免許証など）が必要
問　保険年金課国民年金担当

年金相談を実施します

▷かんえつ（脚折145-1関越病院南
館1階☎285・78775285・7866）
▷いちばんぼし（藤金871-3つるが
しま中央交流センター内☎279・
07775279・0778）
▷ぺんぎん（上広谷5-1プラザイン上
広谷1階☎271・51235271・5125）
▷いきいき（三ツ木16-1市役所1
階☎271・11115271・1190）
受付時間　平日・土曜日8時30分
～17時15分（ぺんぎんのみ17時30
分）

高齢者の介護などに関する相談は 
お近くの地域包括支援センターへ

Information　鶴ヶ島市役所　☎ 271・1111
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対　小学生
日　12月16日（日）10時～
場　中央図書館
内　クリスマスをテーマにしたお
はなし会やクリスマスカードの工
作を行います。
定　20人（申込順）
料　無料
他　汚れてもよい服装
申	問　11月15日（木）から12月9日
（日）までに中央図書館へ☎271・
3001

日　11月24日（土）14時30分～16
時（開場14時～）
場　中央図書館
内　「長くつしたのピッピ（88
分）」	大人も子どもも楽しめる世
界一強い女の子の物語
問　中央図書館☎271・3001

日　11月23日（祝）13時30分～15
時30分
場　中央図書館
内　地域の誰もが参加・活動でき
る仲間づくり・交流の場です。情
報収集の場にもなります。
定　70人（申込順）
申	問　11月9日（金）から16日（金）
までに社会福祉協議会へ☎271・
60115287・0557

日　平日10時～17時　※祝日、年
末年始を除く
場　市ふるさとハローワーク（市
役所2階）
内　専門の相談員が、就職活動に
関する相談、近くから全国各地の
仕事まで紹介を行っています。ま
た、就職に向けた様々な情報を提
供しています。
問　市ふるさとハローワーク
☎272・4001

冬のろんちゃんクラブ

図書館座シネマ

地域の「つどいの場」を知ろう

お仕事探しは 
「ふるさとハローワーク」で！

対　鶴ヶ島市、川越市、坂戸市、
毛呂山町、越生町在住の若者など
日　11月17日（土）13時～16時
場　ウェスタ川越多目的ホール（第
3回レインボー面接会会場内）
内　若者の皆さんに「地元暮らし」
の良さを紹介する「地元暮らし相談
会」を実施します。都会ほどではな
いけれど、働き先や週末スポットな
ど、地元にも魅力がいっぱい。地元
で就職して、結婚して子育てして・・・。
相談会に参加して、地元暮らしのイ
メージを持ってみましょう。
他　参加者には、地元暮らしの良
さを紹介する「地元暮らしガイド
ブック」を差し上げます。
料　無料
問　県川越比企地域振興センター
☎242・2585

対　福祉の仕事を希望している
方、ハローワークに求職登録して
いる方
日　11月16日（金）13時～16時（受
付12時～15時30分）
場　ウェスタ川越多目的ホール
持　履歴書（複数枚）、ハローワー
クカード
問　ハローワーク川越人材確保・
就職支援コーナー☎242・0197
（部門コード43＃）

対　保育士や保育補助など保育分
野での仕事を希望する方、平成
31年3月に専修学校、高専、短大、
大学、大学院を卒業予定の方
日　12月7日（金）13時～16時（受
付12時～15時30分）
場　ウェスタ川越多目的ホール
持　履歴書（複数枚）、ハローワー
クカード、筆記具
問　ハローワーク川越人材確保・
就職支援コーナー☎242・0197
（部門コード43＃）

地元暮らしのススメ！ 
若者向け相談会

介護就職デイ 
「福祉の仕事就職面接会」

保育士就職面接会

県では、発達障害に特化し、就労
相談から職業能力評価、就労訓練、
就職活動支援、職場定着までを支
援する発達障害者就労支援センタ
ーを運営しています。同センター
では、発達障害のために就労が困
難な方の就労を支援し、それぞれ
の得意な分野でこれまでに300人
以上が就職しています。
対　医師の診断や障害者手帳の有無
にかかわらず、発達障害の特性を持
ち、その自覚がある方で企業などへ
の一般就労を希望している方。ただ
し、障害福祉サービスの就労移行支
援を利用して訓練を受ける際には、
医師の診断および市町村による障害
福祉サービスの受給決定が必要です。
他　詳細は、各ジョブセンターに
お問い合わせください。
問　ジョブセンター川越☎249・
8772、ジョブセンター川口☎048・
227・3400、ジョブセンター草加
☎048・929・7600、ジョブセン
ター熊谷☎048・501・8917

黄金色のゆずが実る里山を歩きま
せんか。完歩者全員に毛呂山町特
産の「桂木ゆず」をプレゼント！
日　11月23日（祝）　※小雨決行
集合場所　毛呂山町役場駐車場
コース　①舗装路14km②舗装路
7km③山道14km	
料　200円（小学生以上、保険代
含む、当日支払い）	
持　弁当、飲み物、雨具
申　電話、ファクシミリ、毛呂山
町ホームページの電子申請で①氏
名②電話番号（複数の場合は代表
者）③参加人数④参加コースをお
知らせください。	
他　詳細は、毛呂山町ホームペー
ジをご覧ください。
問　毛呂山町中央公民館☎294・
12505294・1040

ご存じですか？ 
発達障害者就労支援センター

第20回もろやまゆずの里ウォーク
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対　小学生
日　12月16日（日）10時～
場　中央図書館
内　クリスマスをテーマにしたお
はなし会やクリスマスカードの工
作を行います。
定　20人（申込順）
料　無料
他　汚れてもよい服装
申	問　11月15日（木）から12月9日
（日）までに中央図書館へ☎271・
3001

日　11月24日（土）14時30分～16
時（開場14時～）
場　中央図書館
内　「長くつしたのピッピ（88
分）」	大人も子どもも楽しめる世
界一強い女の子の物語
問　中央図書館☎271・3001

日　11月23日（祝）13時30分～15
時30分
場　中央図書館
内　地域の誰もが参加・活動でき
る仲間づくり・交流の場です。情
報収集の場にもなります。
定　70人（申込順）
申	問　11月9日（金）から16日（金）
までに社会福祉協議会へ☎271・
60115287・0557

日　平日10時～17時　※祝日、年
末年始を除く
場　市ふるさとハローワーク（市
役所2階）
内　専門の相談員が、就職活動に
関する相談、近くから全国各地の
仕事まで紹介を行っています。ま
た、就職に向けた様々な情報を提
供しています。
問　市ふるさとハローワーク
☎272・4001

冬のろんちゃんクラブ

図書館座シネマ

地域の「つどいの場」を知ろう

お仕事探しは 
「ふるさとハローワーク」で！

対　鶴ヶ島市、川越市、坂戸市、
毛呂山町、越生町在住の若者など
日　11月17日（土）13時～16時
場　ウェスタ川越多目的ホール（第
3回レインボー面接会会場内）
内　若者の皆さんに「地元暮らし」
の良さを紹介する「地元暮らし相談
会」を実施します。都会ほどではな
いけれど、働き先や週末スポットな
ど、地元にも魅力がいっぱい。地元
で就職して、結婚して子育てして・・・。
相談会に参加して、地元暮らしのイ
メージを持ってみましょう。
他　参加者には、地元暮らしの良
さを紹介する「地元暮らしガイド
ブック」を差し上げます。
料　無料
問　県川越比企地域振興センター
☎242・2585

対　福祉の仕事を希望している
方、ハローワークに求職登録して
いる方
日　11月16日（金）13時～16時（受
付12時～15時30分）
場　ウェスタ川越多目的ホール
持　履歴書（複数枚）、ハローワー
クカード
問　ハローワーク川越人材確保・
就職支援コーナー☎242・0197
（部門コード43＃）

対　保育士や保育補助など保育分
野での仕事を希望する方、平成
31年3月に専修学校、高専、短大、
大学、大学院を卒業予定の方
日　12月7日（金）13時～16時（受
付12時～15時30分）
場　ウェスタ川越多目的ホール
持　履歴書（複数枚）、ハローワー
クカード、筆記具
問　ハローワーク川越人材確保・
就職支援コーナー☎242・0197
（部門コード43＃）

地元暮らしのススメ！ 
若者向け相談会

介護就職デイ 
「福祉の仕事就職面接会」

保育士就職面接会

県では、発達障害に特化し、就労
相談から職業能力評価、就労訓練、
就職活動支援、職場定着までを支
援する発達障害者就労支援センタ
ーを運営しています。同センター
では、発達障害のために就労が困
難な方の就労を支援し、それぞれ
の得意な分野でこれまでに300人
以上が就職しています。
対　医師の診断や障害者手帳の有無
にかかわらず、発達障害の特性を持
ち、その自覚がある方で企業などへ
の一般就労を希望している方。ただ
し、障害福祉サービスの就労移行支
援を利用して訓練を受ける際には、
医師の診断および市町村による障害
福祉サービスの受給決定が必要です。
他　詳細は、各ジョブセンターに
お問い合わせください。
問　ジョブセンター川越☎249・
8772、ジョブセンター川口☎048・
227・3400、ジョブセンター草加
☎048・929・7600、ジョブセン
ター熊谷☎048・501・8917

黄金色のゆずが実る里山を歩きま
せんか。完歩者全員に毛呂山町特
産の「桂木ゆず」をプレゼント！
日　11月23日（祝）　※小雨決行
集合場所　毛呂山町役場駐車場
コース　①舗装路14km②舗装路
7km③山道14km	
料　200円（小学生以上、保険代
含む、当日支払い）	
持　弁当、飲み物、雨具
申　電話、ファクシミリ、毛呂山
町ホームページの電子申請で①氏
名②電話番号（複数の場合は代表
者）③参加人数④参加コースをお
知らせください。	
他　詳細は、毛呂山町ホームペー
ジをご覧ください。
問　毛呂山町中央公民館☎294・
12505294・1040

ご存じですか？ 
発達障害者就労支援センター

第20回もろやまゆずの里ウォーク
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坂戸北口眼科医院
診察日時　11月11日(日)9時〜17時 
坂戸市日の出町6-25マスヤビル2階
☎282・5181
※休憩時間は要確認

急な病気や家庭での対処法、受診
に迷うときは次の番号へお問い合
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

※11月3日(土)は祝日のため、
土曜窓口開庁はお休みです。

鶴ヶ島市役所

人口と世帯数（10月1日現在）
人　口　7万   167人　（前月比+20）
世帯数　3万1034世帯（+23）
　男　　3万4894人　（+2）
　女　　3万5273人　（+18）

11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）

11 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）
6日(火)(受付中)／市役所1階、16
日(金)(2日から受付)、12月4日(火)
(20日から受付)／市役所5階／13
時〜16時▷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）
8日(木)(受付中)、12月13日(木)(29
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）　
8日(木)・22日(木)13時〜16時／市
役所3階▷地域活動推進課
◆行政相談
16日(金)13時〜16時／市役所5階▷
地域活動推進課
◆人権相談
16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)
6日(火)(受付中)／市役所1階、12
月4日(火)(20日から受付)／市役所
5階／13時〜16時▷地域活動推進課
◆税務相談
6日(火)／市役所1階、12月4日(火)
／市役所5階／13時〜16時▷税務課
◆こころの健康相談(要予約)
20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)
14日(水)10時〜13時※12月の受付
は15日から▷女性センター☎287・
4755
◆女性相談・ＤＶ相談(要予約)
2日(金)、5日(月)、17日(土)、21
日(水)、30日(金)10時〜15時▷直
通ダイヤル☎298・7716
◆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)
30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

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

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！

時代の変化とともに地域行事の担
い手が減少していく中、江戸時代
から一度も途切れることなく行わ
れてきた「高倉獅子舞」。
熱い想いを持った高倉地域を中心
にした方々の迫力ある獅子舞を、
ぜひ見に来てください！
(関連  表紙、P2-5)

今月の表紙
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鶴活
JOIN US!

つ
る
か
つ

市内を中心に活動するサー
クル・団体を紹介します。
あなたの地域デビューの
きっかけにしませんか。

現在40代から70代の男性で活動
しています。指導者は小

こばやし

林ミヨ子
こ

先生で管理栄養士の資格をもって
いる方です。月１回ですが、和気
あいあいと楽しく活動していま
す。初心者の方大歓迎です。
活 動 日　 毎月第4土曜日9時〜13時
活動場所　 女性センター
問 合 先　 佐

さ と う

藤 
☎070・5542・0475

「鶴ヶ島ふるさと音頭」を始め、日
本の郷土で伝えられている民踊を
習っています。唄にあわせて踊る
楽しさや自分自身の健康と仲間作
りのために皆さんも日本民踊を習
いませんか。男女年齢を問わずに
募集しています。
活 動 日　 毎週木曜日 

9時〜11時(白百合)、
14時〜16時(すみれ)

活動場所　 西市民センター
問 合 先　 須

す な が

長☎285・0321(白百合) 
石
いしづか

塚☎285・0254(すみれ)

男の料理サークル

白百合民踊会・すみれ民踊会

ぱれっと展(油絵展示会)
日　11月13日(火)〜18日(日)10時〜 
(初日13時から、最終日16時まで)
場　中央図書館展示室
料　無料
問　北

きたもと

本☎286・0157
桜
さくら

友
ゆ う ぎ り ん

誼林あゆみ展
日　11月24日(土)〜25日(日)9時〜
17時
場　市民活動推進センター
料　無料
問　新

し ば た

發田☎080・9506・4510
第25回冬の歌声サロン ｢風輪｣
日　12月1日(土)13時30分 〜16時
(開場13時)
場　富士見市民センター集会室
料　当日600円・前売り500円
申 問　田

た な か

中☎090・7837・9716
(18時〜21時)　※できるだけ予
約を(当日参加も可)

第48回坂戸・鶴ヶ島母親大会
日　11月17日(土)12時〜16時
場　坂戸市文化施設オルモ
料　200円
問　南

みなみだ

田☎287・9373
第17回鶴ヶ島ケアホーム利用者
作品展
日　11月23日(祝)〜29日(木)9時〜
16時(最終日は12時まで)
場　鶴ヶ島ケアホーム新館2F
料　無料
問　割

わ り た

田☎271・5121
シニアチアダンス無料体験
対　女性
日　11月29日(木)19時20分〜20時
50分
場　川越西文化会館メルト
料　無料
申 問　水

みずさわ

澤☎090・5554・3299
ターゲット・バードゴルフ
市民体験教室
日　12月2日(日)8時30分〜12時
場　藤金ジャンクション広場(駐車
場あり)
料　無料　※運動のできる服装
申 問　岡

おかもと

本☎271・3030(当日受付
可)

参加してみませんか

m
め ろ う

ellowコール(女声合唱)
対　女性(合唱経験のある方)
日　毎週月曜日13時〜16時
場　富士見市民センター
問　吉

よしかわ

川☎286・7452
若葉結市民踊レク・クラブ(日本民踊)
日　毎週土曜日13時〜16時
場　富士見市民センター
問　木

き み や

宮☎285・6007

仲間になりませんか

掲示板

出かけてみませんか

鶴ヶ島シティオーケストラ
第37回定期演奏会
日　12月2日(日)14時〜16時(開場
13時20分)
場　坂戸市文化会館
料　無料
内　ブラームス交響曲第1番ほか
問　伊

い と う

藤☎285・9718
第6回里親制度普及講座
ドラマ ｢ありがとう、オカン｣ 上映会
日　12月2日(日)14時〜16時30分
場　東上パールビル8階（川越駅西
口徒歩1分）
料　無料
申 問　児童養護施設　埼玉育児院 
☎231・2107　※事前に電話予約を

省略記号一覧
対 対　象　日 日時・日にち 　
期 期　間　場 場　所　講 講　師
内 内　容　定 定　員　
料 入場料・参加費　　　報 報　酬
持 持ち物　他 その他　
申 申　込　問 問合先　

1月号の原稿締切は､ 11月16日
(金)です。
※「仲間になりませんか」のコー
ナーは､ 同一サークルなどは年1
回の掲載です。それ以外の原稿は､
同一サークル年3回までで、同一号
には1件までの掲載に限らせていた
だきます。




