手作りのおひな様

「努力って楽しい」勉強もスポーツも！

１月15日、大橋公民館で「おひな様作り教室」が行われ
ました。手作りのおひな様は、また、ひとしおの可愛らしさが
あります。様々な顔、様々な姿、様々な衣装のおひな様を思
い思いに作りました。

1月25日、鶴ヶ島市出身のソチ五輪ボブスレー日本代表佐
藤真太郎さんによる「子育て講演会」が開催されました。指導
者としての経験から、目標までのストーリーを子どもと一緒に描
くことが大切とアドバイス。
「実践したい」
との声が聞かれました。

101歳の元気なお餅つき

文化財で昔に思いをはせる

2月1日、三ツ木自治会館にて三ツ木自治会の「餅つき大
会」が行われました。小さな子どもからお年寄りまで大勢が参
加し、楽しいひと時を過ごしていました。その中の嶌田作太郎
さんは101歳。若い人に負けず元気に杵をふっていました。

2月2日〜12日、市役所1階ロビーにて、第10回文化財
展が行われました。昔の衣装などの鶴ヶ島の生活と装い、市
内小学校3年生の民具の体験学習の様子を展示。来場され
た方は、当時の鶴ヶ島の生活に思いをはせていました。

未来のプロ野球選手を目指して

みんなほっこり♡ハッピータイム

2月8日、
「ステップアップ研修会野球教室」が行われまし
た。市内の野球少年が、東洋大学硬式野球部の方の指導を
受けました。コーチの指導を受け、
選手の技を目の当たりにし
て、
良い刺激になったようです。

2月13日、北公民館で、童謡シンガーソングライター・
しかのてつやさんの「ハッピーコンサート」が行われました。
ちびっこもおじいちゃんもおばあちゃんも身振り手振り、歌だ
けでなく全身で歌い踊りハッピータイムを過ごしました。
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熱

してます

西中学校

にこにこ兄妹♪
なみかわこうへい

中

ま

り

な

浪川航平ちゃん・万利那ちゃん
ゆ ざわこういち

我が家の太陽

︵鶴ヶ丘・１歳７か月︶

湯澤康一ちゃん

（松ヶ丘・３歳、10か月）

卓球部

＜男子＞
部員数 1 年生 9 人、2 年生 4 人
部のモットー 大きい声であいさつ、
ひたむきに練習
部の目標 団体、
個人ともに県大会出場
部の特徴 全員、
休まず熱心に練習しています！
＜女子＞
部員数 1 年生 4 人、2 年生 7 人
部のモットー 明るく元気な運動部
部の目標 団体での県大会出場
先生の一言 実力主義ですが、
「長上を敬い、後輩を
侮らず」
と教えています。

※各公民館は4月1日から、「市民センター」に名称が変わります。
やま

回・週末1回9時〜12時 場所／富士
見公民館 その他／見学・体験あり
連絡先／泉名☎049・257・9822
▼幼児サッカークラブ・バンビ 対
象／3〜5歳 日時／毎週土曜日14時
〜16時 場所／海洋センター その
他／3月7日（土）
・14日（土）14時〜
15時説明会と体験
（水筒・上履き持参）
連絡先／内野☎049・287・6007
▼スペイン語サークル Vamos！
日時／第1木曜日10時〜12時 場所
／富士見公民館 連絡先／松井☎049
・287・7444
▼女声コーラス華（合唱） 対象／女
性 日時／水曜日16時〜18時（月4
回） 場所／南公民館 連絡先／斉藤
☎049・286・6731
▼スティーブン・キングを英語で読
む会 日時／第1・3水曜日13時〜15
時 場所／東公民館 連絡先／本村
☎080・5075・0822
▼妃龍（よさこい） 対象／5歳以上
日時／毎週土曜日19時〜21時 場所
／西公民館 連絡先／大野☎090・4
200・1660
せんみょう

▼すぎなの会（健康体操） 日時／毎週
水曜日13時〜16時 場所／東公民館
連絡先／金子☎049・285・4907
▼ラ・フォンテ
（女声コーラス） 対象
／女性 日時／第2・3・4月曜日10
時〜12時 場所／西公民館 連絡先
／石川☎049・286・9941
▼親子リトミックレインボーキッズ
対象／1歳半位からの未就園児親子
日時／毎週水曜日10時〜12時 場所
／西公民館 その他／3月25日
（水）
に
無料体験あり（申込順15組程度） 連
絡先／鈴木☎090・6949・2741
▼親子リトミックBig Bell 対象／1
歳半位からの未就園児親子 日時／
金曜日10時〜12時（月3回） 場所／
南公民館 その他／3月27日（金）10
時30分〜11時30分に無料体験あり。
要予約（申込順15組程度） 連絡先／
新 ☎080・5469・4717
▼ 松 龍 太極拳サークル 日時／月曜
日10時〜12時（月4回） 場所／大橋
公民館 連絡先／志賀☎090・7172
・9621
▼マザーズバンドvivo（吹奏楽） 対
象／子育て中の女性 日時／平日3
かね こ

いしかわ

すず き

ビッグ

ベ

あたらし

しょうりゅう

し

が

ヴィーヴォ
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ル

うち の

！

仲間になりませんか

バ

モ

／500円 申込み／不要 連絡先／山
本☎090・8108・6372
▼透明水彩楽画喜会展 日時／3月3
日（火）〜8日（日）10時〜17時（3日は
13時から、8日は16時まで） 場所／
中央図書館 連絡先／平野☎049・2
86・4886
もと

らく

が

き

ひら

の

参加してみませんか

ス

まつ い

はな

さい とう

もと むら

きりゅう

おお の

出かけてみませんか
ふうりん

▼わかば歌声サロン「風輪」10（生ピ
アノ伴奏の歌声喫茶） 日時／3月7日
（ 土 ）14時 〜16時30分（13時30分 〜
開場） 場所／富士見公民館 参加費

▼マレットゴルフ大会 日時／3月30
日（月）12時30分〜15時30分（予備日
4月1日（水）
） 場所／老人福祉センタ
ー「逆木荘」正門前 参加費／300円
申込み／不要 その他／道具の貸出
し有り 連絡先／近藤☎090・3247
・7669
▼平成27年度春季市民テニス大会
対象／市内在住在勤在学、テニス協
会員 日時／4月19日
（日）8時30分〜
16時30分（予備日4月26日（日）
） 場
所／市民テニスコート、富士見テニス
コート 参加費／1組2000円 申込
み／4月10日（金）までに郵送（〒3502203上広谷248-19 小 平 昭夫 ）また
は メ ー ル（ ko.da@nifty.com） 連
絡先／小 平 ☎049・285・8729
▼親子でフラダンス無料体験 日時
／3月21日（祝）10時〜11時 場所／
富士見公民館 参加費／無料 申込
み／不要 連絡先／市森☎049・27
0・3610
こん どう

こ だいら あ き

お

こ だいら

いち もり

5 月号の原稿締切は､ 3 月25日
（水）
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いています。
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を出し合い収穫後の商品の価値を

が貧困に苦しんでいる︒アイデア

希望したのは︑フィリピンの農家

そして︑留学先にフィリピンを

の思いからでした﹂
︒と語ります︒

費を通して世の中に貢献したいと

にも関わる﹁食﹂のことなので消

味を持ち︑その中でも農業はだれ

﹁農業を志したのは︑環境問題に興

学し︑
農業の勉強を続けています︒

戸高等学校から東京農業大学へ進

ました︒その結果︑
筑波大学附属坂

くらみ︑
農業にも関心を持っていき

かく好き﹂
︒その純粋な気持ちがふ

的な子どもで︑﹁食べることがとに

何かものを思ったら行動する活動

町小学校に転入学しました︒

増山さんは小学校５年生の時︑新

こうへい

昂平さん

最大化することで︑貧困を救いた

い︒農産物の収穫後についてフェ

アトレードなど今まで学んできた

ことを実践的に生かし︑経験も積

みたいという思いからです︒
留学先では︑研究活動をするとと
もに︑
﹁カラマンシー﹂という︑かん

どを商品化し︑新たな価値を創造し
て貧困対策をしたいと目標を定めて
留学プログラムでは︑日本代表

います︒
と し て﹁ 世 界 に 日 本 を 発 信 す る ﹂
と い う 役 割 も 与 え ら れ て い ま す︒

してくれることでしょう︒

ィリピンだけでなく︑世界に発信

ます︒カラマンシーと鶴ヶ島をフ

葉で発信する﹂と増山さんは語り

元を自分の体験に基づき自分の言

世の中に貢献する︑知っている地

商品の提供そして消費をとおして

﹁漠然とした事柄でなく具体的な

残す﹂
︒増山さんのモットーです︒

﹁目に見える形で行動する︒結果を

として定めました︒

化・魅力を発信する﹂ことを役割

思いから︑
﹁自分の知る鶴ヶ島の文

﹁私の日本は鶴ヶ島だった﹂という

消費をとおして世の中に貢献を

ますやま

増山

きつ類を使用した石けん︑入浴剤な

埼玉県知事が県内を巡る﹁とこと
ん訪問﹂
︒２月５日は上田知事が鶴ヶ
島市を訪れ︑養命酒製造㈱のメガソ
ーラー︵鶴ヶ島太陽光発電所︶および
ｅ コラボつるがしまを視察しました︒

つるがしま文芸では︑俳句と短歌の作
品を募集します︒作品は季題の解説や選
者のコメントとあわせて︑市ホームペー
ジなどで公表します︒
応募要領
○はがきか封書で︑作品︵作品は１人３
作まで︒俳句は季題を使う︶
︑氏名︵ふ
りがな︑俳号などで応募の方も本名を
記入︶
︑住所︑電話番号を記入し︑市政
情報課広報広聴担当へ︒
○短歌または俳句のどちらか一方を応募
してください︒
○応募作品には選者の加筆がある場合が
あります︒
ば ん りょく
かっこう
３月号の季題 万緑︑郭公
締切日 ４月 日㈮
問合先 市政情報課広報広聴担当

マイナンバーキャラクター マイナちゃん
ん

24

問合先 市政情報課番号制度担当
行政の効率化を図り、住民の皆さんの利便性を高
め、公平・公正な社会を実現するため、
「社会保障・
税番号制度
（マイナンバー制度）
」が導入されます。
◆マイナンバー
（個人番号）
ってなあに？
住民票を有するすべての方に一人ひとつの番号を
付して、社会保障（年金・雇用・医療・福祉）
、税、災害対
策の分野で効率的に情報を管理するものです。これ
は複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報
であることを確認するために活用されます。
◆自分のマイナンバーはいつわかるの？
平成27年10月から、一人ひとりに12桁のマイナ
ンバーが付番され、番号の記載された通知カードが
住民票の住所に送付されます。詳しくは随時お知ら
せします。
◆もっと詳しく知るには？
制度概要などは内閣官房ホームページに掲載されて
います。http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido
また、国のマイナンバー制度専用ダイヤルでは、
。
ご意見やご質問などを受け付けています。
マイナンバー制度専用ダイヤル
☎0570・20・0178
受付時間 平日9時30分
〜17時30分

上田知事の
『とことん訪問』
マイナンバー制度が始まります

「トビタテ！留学JAPAN
日本代表プログラム第１期
生」に選抜され、2月から
フィリピン大学の研究所で
研究活動しながら、現地の
農家の自立発展を目指しま
す。
脚折雨乞にて

いてます

輝

（新町 21歳）
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