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市のイメージマーク
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■ 7 月 18 日、鶴ヶ島の夏
の風物詩
「第 21 回サマー
カーニバル」が開催され
ました！鶴ヶ島駅西口商
店街通りは、年に一度の
サンバのリズムで子ども
から大人まで大盛り上が
りでした。
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■地域デビュー きっかけ広場・印鑑登録制度のご案内
■「臨時福祉給付金」「子育て世帯臨時特例給付金」
■児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費助成制度
■つるゴン健康川柳コンクールを実施します
■市民農園の利用者募集
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まちのクールオアシスをご利用ください
今月の休日当番医・夜間診療のお知らせ
８月の相談

18
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︵日︶

防災訓練
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30

訓練で︑職員の給電設備操作の

習得を図っていきます︒

※市では︑平成 年４月１日以

急処置訓練︑高倉婦人防火クラ

隊による炊出し訓練︑ＡＥＤ応

訓練内容 煙中通過訓練︑自衛

供給できる給電設備︵ＥＶ パワ

に︑電気自動車などから電力を

各市民センターと女性センター

え て︑ 西 市 民 セ ン タ ー を 除 く

災害が発生した際の停電に備

を交付しています︒

の﹁つるがしま元気クーポン券﹂

くださる方に対して︑３万円分

方で︑施設への給電に協力して

降に電気自動車などを購入した

を行います

電気自動車による給電訓練

問合先 安心安全推進課防災担当

市と関係機関が密接に協力し︑災害時に適切に対応するため︑第 回鶴ヶ
島市防災訓練を実施します︒災害による被害から命を守るために︑訓練を通
じて災害時の行動を確認しましょう︒

日時 ８月 日㈰８時
分〜 時 分
︵小雨決行︶
メイン会場 新町小学校

ブ・鶴ヶ島市消防団による消火

自宅でもシェイクアウト
※備蓄倉庫・備蓄教室が設置さ

対策本部と各避難所の間で情

これにより︑停電時でも災害

れによる家具などの転倒や落下

地震による被害の多くは︑揺

訓練にご参加ください
れている各小中学校では︑市職

報の伝達が行えるようになりま

ます︒

員︑自治会役員などによる避難

物によるものです︒自分の身を
り︑防災行政無線で訓練用の地

埼玉販売㈱と協定を結び︑事業

ティオ埼玉および日産プリンス

て埼玉日産自動車㈱︑㈱日産サ

また︑災害時協力事業者とし

ょう︒

島市防災訓練に併せて行いまし

︵シェイクアウト訓練︶を︑鶴ヶ

守るために安全行動をとる訓練

分頃よ
震発生放送や避難指示の放送な

日時 ８月 日㈰８時 分頃

当日８時

どを流します︒実際の災害と間

者所有の電気自動車を優先的に

訓練内容

注意事項

違えないようにしてください︒

貸与していただくことになって

のもと︑電気自動車を使い︑給

防災訓練では︑前記３社協力

防災ラジオからも流れます︶
︒

た放送を流します︵この放送は︑

地震が発生したことを想定し

市 内 全 域 に 防 災 行 政 無 線 で︑

30

電をする訓練を行います︒この

います︒

また︑放送が流れると︑防災
ラジオからもその都度放送が流
れます︒ご理解︑ご協力をお願
いします︒

30

30

所開設訓練などを行います︒

す︒

など︒

ーステーション︶を設置してい

30

29

27

30

30

訓練や緊急地震速報の訓練放送

11
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ると︑避難が遅れる原因になり

していくというものです︒

なったら︑新しいものを買い足

放送を聴いたら︑ご家庭や外

ます︒通路には家具を置かない

出先など︑それぞれの場所で約

避難ルートの確認を！

の安全行動﹂を行います︒

ローリング備蓄を！

ようにし︑大きな家具などは固

と確認しておきましょう︒小中

※災害時などは訓練を中止する

食料は発災後３日間は自活で

学校︑市民センター︑公園など

１ 分 間︑
﹁ ① 姿 勢 を 低 く し︑ ②

き る よ う に 備 蓄 を し ま し ょ う︒

最寄の避難場所への安全な道順

日ごろからの災害対策

日 ご ろ か ら で き る 方 法 と し て︑

家の中の点検を！

災害による被害を軽減するた

を把握しておきましょう︒災害

▶
５〜10 分

隣近所の安否を確認（声をかけ、助け合う）
余震に注意する

時 の 情 報 伝 達 手 段 に つ い て は︑

▶
３分

ものがあります︒食料や飲料な

▶
１〜２分

火元を確認→火が出ていたら初期消火
家族の安全を確認
靴を履く（ガラスの破片から足を守る）
非常持出品を用意する

﹁ローリング備蓄﹂と呼ばれる

ドアを開け、逃げ道を確保する

ことは︑有効です︒

自分の身を守る

めに︑日ごろから対策を講ずる

地震発生

電話やメールなど︑複数確保し

地震 が起きたら何をする？

どの非常食を多めに備蓄し︑普

発生時の行動を覚えておきましょう。

転倒した家具が体の上に倒れ

あります。パニックを起こさず落ち着いて対応するため、地震

ておくことが有効です︒

大きな地震が発生した時、一瞬の判断が生死を分けることが

段から非常食を食べつつ︑なく

地震のときは

てきたり︑通路をふさいだりす

災害が起きたら

③揺れが収まるまで
じっとする！

定するようにしましょう︒

② 頭や体を守る！

場合があります︒

① 姿勢を低く！

頭や体を守り︑③揺れが収まる

までじっとする﹂という﹁３つ

地震の揺れから身を守る「３つの安全行動」

ラジオなどで正しい情報を得る
家屋倒壊の恐れがあれば避難する
→避難時は、落下物やブロック塀、自動販
売機などに注意する
家を出る前に、ガスの元栓を締め、電気の
ブレーカーを落とす

気象災害のときは
台風や大雨などの気象災害は、ある程度予測することが可能
です。必要なときは、テレビやラジオ、インターネットなどで

鉢植えや物干し竿などは、強風で飛ばされないようなところ
に移動しましょう。
道路冠水や浸水の被害を防ぐため、雨水ますの周りに落ち葉
などがたまっていたら、清掃にご協力をお願いします。
◆大雨のとき
家具や貴重品などを２階などの高い場所に移動させましょう。
河川や下水路などには、近づかないようにしましょう。

3
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災害時の避難経路︑連絡手段

◆台風のとき

も︑あらかじめ家族や友人など

最新の情報を収集するようにしましょう。

鶴ヶ島市平和都市宣言

の６年生が参加して開催された

平成 年８月に市内全小学校
い︒

和﹂について考えてみてくださ

迎えます︒この機会に改めて
﹁平

表すため︑平成 年３月に﹁鶴

めるとともに︑平和への意思を

市はこの誓いを真摯に受け止

ました︒

したちの平和宣言﹂が採択され

ちづくりの実現に向けた﹁わた

来にわたり夢や希望が持てるま

﹁ 鶴 ヶ 島 市 子 ど も 議 会 ﹂ で︑ 将

23

ヶ島市平和都市宣言﹂を制定し
ました︒
この宣言は︑子どもたちの思
いと︑今ある平和が人びとの絆
のもとで成り立っている大切さ
を未来へ伝えていく強い決意と
して表しています︒
市では平成 年度から︑毎年

年生の代表８人を市民の代表と

平和記念式典に市内各小学校６

８月６日に広島市で開催される

内容 ヒロシマ・ナガサキ被爆

場所 市役所１階ロビー

期間 ８月５日㈬〜 日㈮まで

市民に平和の尊さを伝えていま

報告会で発表することで︑広く

た体験や思いを作文にして参加

ともに︑この事業に参加して得

について事前に自ら学習すると

式典に参列した児童は﹁平和﹂

問合先 総務人権推進課人権推

いただくコーナーを設けます︒

思いを込めて折り鶴を作成して

いただくコーナーと︑平和への

和に対する思いや願いを書いて

ます︒また︑来場された方に平

児童派遣事業の紹介展示を行い

施している広島市平和記念式典

す︒参加児童の作文を市ホーム

進担当

す︒

実相などのポスターや︑市が実

広島平和都市記念碑

して派遣する事業を行っていま

﹃戦後 年を迎えて﹄
パネル展示
70
ペ ー ジ に 掲 載 し て い ま す の で︑
ご覧ください︒
今年は戦後 年という節目を

﹁広島市平和記念式典児童
派遣事業参加報告会﹂

日時 ９月５日㈯ 時〜

進担当

問合先 総務人権推進課人権推

場所 南市民センター

10

3

昨年度の報告会

福祉政策課福祉政策・
地域福祉担当

問合先

28

70

平成二十四年三月三十日
市制施行二十周年にあたり︑
﹁鶴ヶ島市 子ども議会﹂が開催され
ました︒子ども議会では︑鶴ヶ島市の未来を担う児童代表により﹁わ
たしたちの平和宣言﹂が採択され︑次のような誓いがなされました︒
一 わたしたちは︑一人ひとりの命と人権を尊重し︑いじめや差別
を絶対に許しません︒
一 わたしたちは︑地域の絆を深め︑人を思いやり︑助け合いなが
ら地域活動に積極的に参加します︒
一 わたしたちは︑地域の人たちと協力して︑犯罪や事故のない︑
子どもからお年寄りまで安心して暮らせるまちにします︒
一 わたしたちは︑自然を大切にし︑緑を増やし︑人と自然が共生
できるまちにします︒
一 わたしたちは︑目に見えない﹁放射能﹂という怖さをもってい
る﹁原子力﹂のあり方についてみんなで考えていきます︒
一 わたしたちは︑戦争と核兵器のない︑誰もが幸せに暮らせる平
和な社会をつくります︒
私たち鶴ヶ島市民は︑この誓いを真摯に受け止めます︒
平成二十三年三月の︑東日本大震災と福島第一原子力発電所の事
故は︑甚大な被害とともに︑いくつもの教訓を残しました︒
人は自然を支配できません︒人はもともと自然と共に暮らしてき
たのです︒自然界に存在しない放射性物質の拡散が︑私たちの命と
暮らしをここまで脅かすということを︑改めて思い知らされました︒
地域の絆は︑今を生きる力の源です︒支え合うぬくもりの中から
明日が生まれ︑争いによって希望は失われます︒最も悲惨な争いで
ある戦争と全ての核兵器が地上からなくなることは私たちの願いで
す︒
私たち鶴ヶ島市民は︑世界の人々と未来を生きる子どもたちに向
けて︑ここ鶴ヶ島市が︑安心して暮らせる平和な社会の実現を目指
す﹁平和都市﹂であることを宣言します︒

鶴ヶ島第一小学校前にある慰霊碑周辺
を市民の皆さんのご協力により整備でき
ました。ありがとうございました。

24
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70

﹃戦後 年を迎えて﹄
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■おことわり 「まちづくりポイント発行対象事業」
には
のようなマークが表示されています。
問合先 地域活動推進課地域活動推進担当

登録の方法

イーツやコーヒーなど︿その他﹀

った趣味をしたい︑とにかくゆ

退職などを迎え長年できなか

印鑑登録できる方

な取り扱いを行っています︒

証明書の交付については︑慎重

印鑑登録の手続きや印鑑登録

認をする大変重要な書類です︒

本人の同一性と本人の意思の確

押印した文書に添付することで

鑑 を 公 に 証 明 す る も の で あ り︑

印鑑登録証明書は︑個人の印

あれば即日登録可︶
︒

的機関が発行した身分証明書が

留カードなどの顔写真付きの公

や運転免許証︑パスポート︑在

人の申請で住民基本台帳カード

郵送します︵ただし︑申請者本

認のため︑照会書を自宅あてに

って申請してください︒本人確

を持参︶が登録できる印鑑を持

⑴本人または代理人︵委任状

緑のカーテン用種の配布︑各団

っくりしたい︒そんな時期を迎

印鑑登録制度のご案内

定年後︑自由時間はどれくら
体の活動紹介・Ｊ ＡＺＺ生演奏

きっかけ広場

いだと思いますか？その長さは
など

地域 デビュー

なんと約 万時間！生涯労働時

時

い︒

上の方
︵成年被後見人は除く︶

市内に住民登録がある 歳以

せんか？環境問題︑子育て︑自

登録できる場所

市役所または若葉駅前出張所

を記入の上︑登録印鑑を押印し︑

回答期限内に申請した場所へお

持ちください︒代理人の場合に

は回答届︵委任状︶と代理人の印

の印鑑︵氏または名の印鑑でも

注文で作った印鑑または市販

ている方に保証人となってもら

既に鶴ヶ島市で印鑑登録をし

登録できる印鑑
﹁ 自 分 の 関 心 あ る 分 野 で︑ で き

登録可︶印影が一辺の長さ８㎜

鑑が必要です︒
るときにできる範囲で自ら行動

の正方形より大きく︑ ㎜ の正

きます︒保証書の記載について

い登録する方法で︑即日登録で

保証人登録
する︒そして︑ちょっぴりお金

方形に収まるもの
登録できない印鑑

はお問い合わせください︒

﹁年金＋︵プラス︶なシニアライ
フ﹂
講師 松本すみ子さん︵ＮＰＯ

した︒今では︑日によっては３・

何だったんだろうかと気づきま

と︑あること︒今までの自分は

に向けると︑活動場所があるこ

居場所探しをと視野を家から外

の文字や記号の入ったもの︑同

装飾の施されたもの︑氏名以外

人 の 氏 名 と 判 断 で き な い も の︑

のや逆彫り︵白抜き︶のもの︑本

ど︶
︑文字や輪郭が欠けているも

た も の︵ プ ラ ス チ ッ ク︑ ゴ ム な

ど︶
︑変形しやすい素材で作られ

印鑑登録証がないと印鑑証明書

録 証 を 必 ず 持 参 し て く だ さ い︒

交付を申請するときは︑印鑑登

てください︒印鑑登録証明書の

大切なものです︒本人が保管し

印鑑登録証は登録印と同様に

大量に生産されたもの︵認印な

法人代表・ＮＨＫ団塊スタイル

４件掛け持ちで活動していま

注意事項

やクローズアップ現代にも出

す︒退職されている方︑是非外

は交付できません︒

演︶

一世帯で大きさ・印影の似てい

時〜

で自分の居場所探しをしてみま

時間

せんか？

問合先 市民課住民記録担当

場所 市役所５階会議室

れている氏または名以外のもの

るもの︑住民基本台帳に記載さ

退 職 し て 一 年 半 を 迎 え る 頃︑

実行委員長 山本惠男

イルを目指しませんか？

に も な る︒
﹂そんなライフスタ

が 地 域 に は た く さ ん あ り ま す︒

経験を活かしていただける活動

治会︑生涯学習など︑今までの

実行委員からメッセージ

問合先 地域活動推進課市民センター担当

1

折り込みチラシをご覧くださ

9

﹁講演会﹂も開催

15

☆一緒に楽しみ見つけましょう！ あなたを待っている鶴ヶ島☆

間に匹敵する長さと言われてい

時〜

影体験︑竹細工体験など︿販売﹀

⑵照会書が届いたら必要事項

えたら︑地域に目を向けてみま

地域デビューきっかけ広場
は︑男女問わず﹁アラウンド
60

︵ 代前後の世代︶
﹂の皆さんが︑
自由時間を楽しく過ごすための
きっかけづくりのイベントで
す︒
市内や近隣で活動している団
体 は７ ０ ０ 以 上！ 多 く の 団 体
が︑あなたの現役時代に培った
スキルや経験を活かして︑活躍
して欲しいと願っています︒

日㈰

16

みなさんのご参加を心よりお
月

待ちしております︒
日時
︵ 時開場︶
場所 市役所
参加費 無料
☆当日の内容
︵予定︶

13

25

ます︒

※詳しくは 月 日号の広報紙

3

副実行委員長 歌代雄七
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5

27

松本すみ子さん

10

9

手作り木工作品︵家具など︶
︑ス

13

60

12

︿活動体験﹀一眼レフカメラ撮

市政 情報

市政 情報

「臨時福祉給付金」「子育て世帯臨時特例給付金」

２つの給付金が、平成27年度も支給されます。
消費税率の引上げなどの影響に配慮し、暫定的・臨時的な措置として臨時福祉給付金および子育
て世帯臨時特例給付金を支給します。なお、昨年度とは支給額などが変更されています。
問合先

臨時福祉給付金

福祉政策課、こども支援課

子育て世帯臨時特例給付金

消費税率が引き上げられたことにより、

消費税率が引き上げられた影響を踏ま

所得の低い方への負担の影響を考慮して

え、子育て世帯に対して、臨時特例的な

支給するものです。

措置として支給するものです。

支給対象 1月1日時点で、市に住民登録

支給対象 6月分の児童手当（特例給付を
除く）
の受給者

をされている方（外国人を含む）で、平
成27年度の住民税（均等割）が課税され

対象児童 支給対象者の6月分の児童手当
（特例給付を除く）
の対象となる児童

ていない方
ただし、次の方は除きます。
住民税（均等割）が課税されている

支給額 対象児童1人につき3000円
申請先・問合先
援担当

方に扶養されている方
生活保護を受けている方 など

こども支援課子育て支

※公務員の方は、公務員用の申請書に勤

支給額 支給対象者1人につき6000円

務先で児童手当受給状況証明を受けて、

申請先・問合先

申請期間内に申請してください。

福祉政策課福祉政策・

地域福祉担当

［申請期間］
9月1日
（火）
〜11月30日
（月）
※2つの給付金のどちらの要件にも該当する方については、両方の給付金を受け取ることができます。
※給付金の支給は、10月1日
（木）
以降順次となります。
※支給対象となる可能性のある方には、8月下旬に申請書を送付します。詳しい申請方法などは、申請
書に同封するチラシをご覧ください。

振り込め詐欺にご注意ください！
今回の臨時福祉給付金や子育て世帯臨時特例給付金の手続きを装った「振
り込め詐欺」や「個人情報の不正な取得」などには、十分ご注意ください。
市では、給付金の給付のために手数料を求めたり、キャッシュコーナーで
の機械操作をお願いしたりすることは、絶対にありません。
※不安に思ったら、市役所や最寄りの警察署または警察相談専用電話（♯
9110）
にご連絡ください。

6

ひとり親家庭等医療費助成

ひとり親家庭または準ずる家庭
※児童が児童福祉施設などに入所している場合を除く。
※所得制限があります。

対象
対象児童

18歳に達した日の属する年度の3月31日まで
（一定の障害がある場合は20歳未満まで）
児童1人の場合 4万2000円〜9910円
2人目 5000円加算
3人目 3000円加算

内容
その他

ー

健康保険対象の医療費の一部を助成
・非課税世帯→自己負担なし
・課税世帯→自己負担あり
健康保険に加入していることが必要
（生活保護受給者は除く）

児童扶養手当の現況届
現在、児童扶養手当の認定を受けている方（手当支給停止中の人も含む）は、現況届の提出が
必要です。現況届は、年1回、手当の支給要件に該当しているかを確認するものです。現況届
の提出がない場合、8月分以降の手当が受けられなくなります。
なお、該当する方には案内を送付していますので、必要書類を持参の上、こども支援課の窓
口にお越しください。
受付期間 8月3日
（月）
〜31日
（月）
（日曜日を除く）
時間 8時30分〜17時15分
（土曜日は12時まで）
受付場所 こども支援課子育て支援担当
児童扶養手当の手当額改定について
平成27年4月分（平成27年8月の支給分）
から、児童扶養手当（月額）が以下のとお
り改定されました。

ひとり親のためのパソコン教室
対象

ひとり親家庭の

親または寡婦
日時 9月5日（土）〜6日
（日）10時〜16時
場所 With Youさいた
ま（埼玉県男女共同参画推進センター）さいた
ま市中央区新都心2-2（JRさいたま新都心駅よ
り徒歩7分）
内容 日商PC検定資格取得を目指す（ワード
かエクセルを選べます）
定員 25人
（応募多数の場合抽選）
参加費 無料
申込み 8月24日
（月）
【必着】までに、次の必
要事項（①「パソコン教室（第3回）
」②郵便番
号・住所③氏名④年齢⑤電話番号）を記入し、
往復はがきまたはメールで、埼玉県浦和合同
庁舎内 （公財）埼玉県母子寡婦福祉連合会・
後藤（〒330-0074さいたま市浦和区北浦和5
-6-5☎048・822・1951 info@saiboren.or.
jp）
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改定前

改定後

全部支給

4万1020円

4万2000円

一部支給

4万1010円
〜9680円

4万1990円
〜9910円

市内にお住まいのひとり親家庭などを対象に︑児童扶養手当やひとり親家庭等
医療費助成制度があります︒該当する場合は︑お早めにお問い合わせください︒
問合先 こども支援課子育て支援担当

児童扶養手当

児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費助成制度

市政 情報

ひとり親家庭の自立支援
1 ひとり親家庭のための自立支援相談
ひとり親家庭の母または父が、就職活動を始める際、どのよ
うに進めたらよいのか、また、どのような資格をとる必要があ
るのかなど、自立に向けた相談支援を専門の女性相談員が行い
ます。
相談日時 月・火・木曜日 8時30分〜16時30分
2 高等職業訓練促進給付金
ひとり親家庭の母または父が看護師や介護福祉士などの資格
取得のため、2年以上養成機関で修業する場合支給されます。
対象資格 看護師
（准看護師）
、介護福祉士、保育士など
対象 市内在住で次の①から⑤までの条件を全て満たしている
ひとり親家庭の方（平成28年度に養成機関への入学希望者も含
む）
※事前に相談が必要です。
①児童扶養手当の受給者または同等の所得水準の方
②養成機関で2年以上の過程を修業し、資格取得が見込まれる
方
③就業または育児と、修業との両立が困難と認められる方
④過去に訓練促進給付金を受給していない方
⑤市税の滞納がない方
支給金額 市民税非課税世帯／訓練促進給付金月額10万円、修
了支援給付金5万円、市民税課税世帯／訓練促進給付金月額7万
500円、修了支援給付金2万5000円
※訓練促進給付金は、修業期間中
（上限24ヶ月）
の給付となります。
問合先 こども支援課子育て支援担当

お︑応募作品の中から各賞を決

コンクール﹂を実施します︒な

一環として﹁つるゴン健康川柳

が図れることから︑啓発活動の

の削減や病院の医師の負担軽減

正化に取り組むことで︑医療費

加入者ひとり一人が医療費の適

そこで︑市では︑国民健康保険

に よ り︑ 年 々 増 加 し て い ま す︒

齢化の進展と医療の高度化など

国民健康保険の医療費は︑高

柳 と 必 要 事 項 を 記 入 し︑ ８ 月

からもダウンロード可︶に︑川

ル﹂応募用紙︵市ホームページ

る﹁つるゴン健康川柳コンクー

館︑市民活動推進センターにあ

ンター︑各市民センター︑図書

応募方法 保険年金課︑保健セ

対象 市内に在住在勤在学の方

に限る︶

わるもの︵自作で未発表のもの

正受診などの健康や医療にまつ

募集する川柳 健康づくりや適

受賞者決定

ゴン健康川柳コンクール﹂係

高齢受給者証について

月ごろ

市民農園の利用者募集

園です︒有機農業の専門家によ

る栽培方法の学習会や︑有機農

利用料 ︻年額︼ 農業交流セン

田︑太田ヶ谷︑五味ヶ谷

場所 農業交流センター︑下新

で野菜を育ててみませんか︒

面積

利用料 １万８０００円

対象 市内在住の方優先

を月１回設けています︒

肥作りなど︑有機栽培を学ぶ場

業経営者の農場視察︑落ち葉堆

ター １万２０００円︒下新田

区画数 ６区画

土と親しみながらご自身の手

農園・太田ヶ谷農園・五味ヶ谷

申込・問合先 農業交流センタ

㎡

農園 ５ ０００円︵月割による

ー
︵☎０４９・２７９・３３３５︶
㎡

減額あり︶
︒
面積

申込み 印鑑を持参の上︑農業

交流センターの農園は︑農業交

社資は、災害救護、血液事業、看護師の養成、医療施設の整
備などに活用されます。
問合先 福祉政策課福祉政策・地域福祉担当

流センター︵☎０４９・２７９・

３３３５︶
で︑下新田農園は︑産

業振興課農政担当で︑太田ヶ谷・

月ごろ

セ ン タ ー︵ ☎ ０ ４９・２８５・８

授賞式
険担当

１７２︶
へ

問合先 産業振興課農政担当

有機市民農園利用者募集

〜有機栽培を学び︑食の安全や環

境について考えてみませんか〜

この農園での栽培は︑化学的

に合成された肥料や農薬を使

用しないことを基本としていま

す︒これは︑市民の皆さんに有

機農産物への理解を深めていた

だくとともに︑食の安全や環境

保全への取り組みに関心を持っ

ていただくことを目的とした農

5月に行われた日本赤十字社社員増強運動では、市内自治会
をはじめ皆さんの温かいご支援とご協力により、356万4361
円もの社資が集まりました。ありがとうございました。この

受賞者プレゼントのつるゴン
オリジナルタオルセット

五味ヶ谷農園は︑シルバー人材

12

問合先 保険年金課国民健康保

12

70歳から74歳の国民健康保険に加入し
ている方に交付している高齢受給者証の
有効期限が7月31日で満了となったため、
新しい高齢受給者証を郵送しました。
8月1日以降に医療機関で受診する場合
は、
新しい「高齢受給者証」と「被保険者証」
を提示してください。受給者証がまだお
手元に届いていない方は、お問い合わせ
ください。
なお、これから70歳になる方は、誕生
日の翌月
（1日生まれの方は誕生月）
から対
象となりますので、対象月の前月下旬頃
に負担割合を記載した高齢受給者証を郵
送します。
問合先 保険年金課国民健康保険担当

30

ご協力ありがとうございました。
〜日本赤十字社社員増強運動〜

を実施します

定し︑受賞者には﹁つるゴンオ

日㈪〜 月 日㈮︵消印有効︶

5

第2次鶴ヶ島市地域福祉計画および鶴ヶ
島市社会福祉協議会地域福祉活動計画の
策定のため、市民意識調査を行います。
この調査は、市内在住の15歳以上の方
から2000人を抽出して、郵送アンケート
方式により実施します。
無記名で回答していただくものであり、
その結果は統計的（グラフなどの数値）に
処理し、計画策定の基礎資料として活用
します。ご協力をお願いします。
問合先 福祉政策課福祉政策・地域福祉
担当

９０︶
︑メール
︵
10500120@cit
︶で﹁つる
y.tsurugashima.lg.jp

リジナルタオルセット﹂をプレ

︱

ま で に︑ 直 接︑ 郵 送︵ 〒

０４９・２７ １・１１

ゼントします︒受賞作品は︑市

350

２ ２９ ２︵ 住 所 不 要 ︶
︶
︑ファク

16

広報紙への掲載など︑啓発活動

10

シミリ︵

17

に活用させていただきます︒

市民意識調査にご協力をお願いします

30

つるゴン健康川柳コンクール

市政 情報

8

みんなのひろば

いっぱい掘ったよ。どんなもんだい。
6月27日、高倉の農園でじゃがいもの収穫体験が行われま
した。霧雨でしたが、逆にじゃがいもを掘るには土もやわら
かく、好都合でした。親子や友達でじゃがいもをいっぱい掘
り、どういう食べ方をするかみんな悩んでいました。

「美味しい」が満載

9

イクメンパパ大活躍
6月28日、女性センターで講座「パパの手でつくる赤ちゃ
んのゴキゲンタイム」が開かれました。普段はなかなかスキ
ンシップの時間が取れないパパ。大きくて温かいパパの手の
マッサージで、親子のハッピーな時間が流れていました。

人を結んで地域を結ぶ、夏祭り♪

7月11日、夏の野菜や花を満載した軽トラが運動公園に集
結し、軽トラ市が開かれました。訪れた方は「生産者との会
話は軽トラ市ならでは。普通に買うより野菜が美味しく感じ
ます。
」と話していました。

7月11日、わかば結市「第1回夏祭り」が開催されました。
各団体による模擬店やパフォーマンスが行われ、キッズチア
リーディングが登場すると、会場から「かわいい！」と歓声が
あがっていました。

新たな絆生まれる

バイオリンで昼のひと時

7月11日、市内夏祭りの先陣を切る上広谷第一自治会（八
坂神社）の夏祭りが行われました。今年は東洋大学のラグ
ビー部と野球部のメンバーがみこしの担ぎ手として参加、市
民と共に地域を練り歩きました。

7月22日、市役所１階ロビーにて小学生バイオリンユニット
「クローバー」がサロンコンサートを行いました。
「情熱大陸」
や「川の流れのように」など、なじみの曲を演奏。皆さん優雅
な音色に聴き入り、昼のひと時に一服の清涼を得ていました。
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夏休み特別企画

広報クイズ

夏休みのある日、みんなで鶴ヶ島市内めぐりをしてみました。左の子は3か所に行ってきましたが、その3か所
内の名称で答えてください。
はどこだったのでしょうか？

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

子どもたちは夏休み。家族一緒の時間が増える ❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
季節です。
ア「からあげキッチン」 イ「Greenfinger
広報クイズは、夏休みと冬休みの時期に掲載し
Cafe&Shop」
ます。ふるってご応募ください。
クイズの正解者のなかから抽選で、ア
「からあげ
キッチン」提供のオードブル（からあげ15個）を5
人の方、
イ
「Greenﬁnger Cafe&Shop」
提供のペア
ドリンク券を 5 人の方に差し上げます。
なお、当選者の発表は、賞品
（チケット）
の発送を
1、
安心の国産鶏を使用 2、
安心安
おいしい手作りガレットと季節の
もって代えさせていただきます。
全の国産のお米 3、体に優しい高級
フルーツを使ったドリンクやクレー
応募方法 はがきまたはメールで、①答え ②郵便
白鮫油を使用 4、カリカリサクサク
プ、ガーデングッズなどの販売も充実
番号 ③住所 ④氏名（ふりがな）⑤年齢 ⑥電話番号
の粉にこだわって作っております。
させたCafe&Shopです！！ お庭を
⑦希望の賞品（ア・イのいずれか 1 つ）⑧「あなた
ぜひ一度、
当店の唐揚げをお試し
はじめガーデンショップやカフェを楽
が思う市内のおすすめフォトスポット」を記入し、
ください。
しみにしてくださる皆様に喜んでい
写真があれば添付して、8 月 25 日（火）
（必着）ま
住所／松ヶ丘3-32-26
ただけるお店を目指しています！！
でに市政情報課広報広聴担当にお送りください。
電話／080・3518・0568
住所／上新田4-1
（〒 350-2292（住所不要）
、 10200040@city.
電話／049・279・1100
営業時間／11時〜14時、16時〜
tsurugashima.lg.jp）応募は 1 人 1 回でお願いし
営業時間／10時〜18時
19時
ます。お寄せいただいたお便りは、ホームページ
定休日／水・日曜日・祭日
営業日／金・土・日曜日
などで紹介させていただきます。
❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

参加してみませんか

仲間になりませんか
しょう りゅう

▼ 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
市民センター 連絡先／花 畠 ☎049・
287・0298
▼ミセシークラブ（リズム体操） 対
象／女性 日時／毎週金曜日10時〜
12時 場所／海洋センター 連絡先
／小 林 ☎049・287・1381
▼鶴ヶ島シティオーケストラ（クラシ
ック音楽演奏） 日時／毎週日曜日19
時〜21時30分 場所／南市民センタ
ー 連絡先／伊 藤 ☎049・285・97
18

▼太極拳教室 日時／8月21日（金）
13時30分〜15時30分 場所／西市
民センター 参加費／無料 持ち物
／タオル、水、上履き 申込み／不要
連絡先／清野☎049・285・9102
▼鶴ヶ島市ランキング卓球大会 日
時／9月6日（日）13時〜17時（13時〜
受付） 場所／海洋センター 参加費
／300円 申込み／不要 連絡先／近
藤☎049・286・7659
▼秋季鶴ヶ島市民テニス大会 対象
／市内在住在勤在学の方 日時／8月
30日（日）8時30分集合 場所／市民
コート 参加費／1組2000円 申込
み／8月23日（日）までに往復はがき
で、種目（一般男・女ダブルス、ベテ
ラン男ダブ
（45歳超、ペア120歳超）
）
・
ペア名・年齢・住所・電話・メルアド

記入の上、郵送（〒350-0214坂戸市
千代田2-6-57）で櫻川明巧☎049・28
3・8610（土日のみ）
▼ひらめき☆ときめきサイエンス「エ
コカイロをつくろう」 対象／中学・
高校生 日時／8月28日（金）10時〜
16時 場所／東京電機大学鳩山キャ
ンパス 参加費／無料 定員／20人
（申込順） 申込み／8月10日
（月）
まで
に、https://cp11.smp.ne.jp/gakuju
tu/seminar 連絡先／同大学理工学
部・小田垣☎049・296・2912

出かけてみませんか
ふう りん

▼わかば歌声サロン「風輪」12（生ピ
アノ伴奏の歌声喫茶） 日時／9月 5
日（ 土 ）13 時 30 分 〜16 時 30 分（13
時〜開場） 場所／富士見市民センタ
ー 参加費／500円 申込み／不要
連絡先／山本☎090・8108・6372

10 月号の原稿締切は､8 月25日
（火）
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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募集
社会福祉協議会の職員
鶴ヶ島市社会福祉協議会で
は︑平成 年４月１日付けで採

９月

運営補助︒
日時

日㈮

時〜

時

提案者と市との協働で行う事業
を募集します︒

対象 個人︑市民活動団体︑事

リサイクル本の募集

申込み 不要︒同館２階展示室

場所 中央図書館

よる事業のプレゼンテーション

審査 書類審査および提案者に

業者

降 に 生 ま れ た 方 で 社 会 福 祉 士︑

日時 ８月 日㈬〜９月 日㈭

損した本およびＤＶＤ︑ＶＴＲ

聞︑辞典︑事典︑問題集︑汚破

︵週刊誌︑漫画の週・月刊誌︑新

４９・２７１・３００１︶

会事務局︵中央図書館内︶︵☎０

問合先 図書館まつり実行委員

さい︶
︒

民活動推進センターにある﹁平

活動推進課︑各市民センター︑市

す︒募集に関する詳細は︑地域

その他 提案は随時受け付けま

成金を交付します︒

経費の助成

など

精 神 保 健 福 祉 士︑ 介 護 福 祉 士︑

年 ３ 月 ま で に 取 得 見 込 の 方︒

テープ︑ＣＤ︑カセットテープ

成 年度市民提案による協働事
より良い地域社会の実現のた

動推進担当

問合先 地域活動推進課地域活

業募集要領﹂
をご覧ください︒
め︑ 市 に 対 し て 事 業 を 提 案 し︑

地 域 に お け る 課 題 の 解 決 と︑

30

に直接お越しください︵９月

９時 分〜 時

または３年以上の相談支援業務

などは除く︶

日は職員通用口からお入りくだ

第一次試験日 ９月 日㈰

は開館します︒

の経験がある方︒
受付期間 ８月 日㈫〜 日㈭

※月曜日は休館日︒９月 日㈷

日不可︒

21

リサイクル本の受付・仕分け・

市民提案による協働事業

郵送可︒持参の場合は土・日曜

中央図書館カウンター

18 12

サポーターの募集

４９・２７１・６０１１︶

27

30

問合先 社会福祉協議会︵☎０

20

万円を上限に助

保健師︑介護支援専門員のいず

25

場所

︵片付け︶

︵準備︶
︑９月 日㈰ 時 分〜

17
30

れかの資格を有しているか平成

第 回図書館まつり
﹁本のリサイクル市﹂の
リサイクル本・サポーター

15 13

市役所からのお知らせ
用予定の職員の採用試験を行い
ます︒

25

27

市の職員を募集します
28

市では、平成28年4月1日付けで採用予定の市
職員の採用試験を行います。
採用職種／人数
一般行政職
（事務、土木）
／10人程度
受験資格
大学卒 昭和62年4月2日以降に生まれた方
短大卒 平成元年4月2日以降に生まれた方
高校卒 平成3年4月2日以降に生まれた方
※いずれの場合も、平成28年3月31日までに卒
業または卒業見込みの方。
※土木については、大学において土木の課程を
専門に履修していること。
第1次試験日 9月20日
（日）
受付期間 8月11日
（火）
〜13日
（木）
郵送の場合は、8月1日から12日の消印有効
受付場所 市役所5階会議室
※詳しくは、採用案内もしくは市ホームページ
をご覧ください。
※採用案内、申込書類は市役所人事課および若
葉駅前出張所で配布しています。
問合先 人事課人事
担当
40

20

28

24

28

受験資格 昭和 年４月２日以
62

11

■おことわり 「まちづくりポイント発行対象事業」
には
のようなマークが表示されています。
問合先 地域活動推進課地域活動推進担当

広報つるがしま 2015.8
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☎ 049 -271-1111（代表）市内各公共施設により開館日時はことなります
市役所

市民センターの受付時間は月曜日から金曜日（祝日を除く）9時から17時です

教室
夏休み手作りランチ
対象 小学生
日時 ８月 日㈯９時 分〜
時 分

の赤ちゃんとママ︒２回とも出

対象 市内在住の２か月〜１歳
定員

ります︒

内容 スパゲティとサラダを作

ベビーヨガで
ママと赤ちゃんリラックス

席できる方
参加費 ４００円

場所 大橋市民センター

日時 ９月 日㈭︑ 日㈭ 時

人
︵申込順︶

持ち物 エプロン・三角巾・タ
オル

〜 時 分
場所 女性センター
申込・問合先 ８月５日㈬９時

内容 お子さんの写真を簡単な

ップブッキンング講師︶

講師 三上由美子さん︵スクラ

場所 女性センター

たは電話で生活環境課環境保全

申込み ８月４日㈫から直接ま

込時にお伝えください︒

す︒付き添いが必要な場合は申

日㈭

人

時

申込み ８月５日㈬から 日㈮

参加費 無料

定員

内容 実車講習および意見交換

場所 鶴ヶ島自動車教習所

時〜

歳以上で普通免許を持
８月

︵ 時 分集合︶

日時

っている方

対象

高齢運転者再教育講習

担当

人程度
︵申込順︶

キットを使って︑可愛く装飾し
ます︒
定員

保育 １歳から未就園児まで
人
︵申込順︶
参加費 ５００円
持ち物 写真︵１〜４枚︶
・はさ
み・スティクのり
︵水のり不可︶
申込み ８月６日㈭９時から直
接または電話で鶴ヶ島子育てセ

講師 浅見恵さん︵ベビーヨガ
分から参加費を添えて直接

ンター︵鶴ヶ島保育所内︶︵☎０

インストラクター︶
大橋児童館︵☎０４９・２８６・

組
︵申込順︶

定員

時〜

までに安心安全推進課交通安
全・防犯担当

親子幼児体操教室

日・

日・

日︑

対象 市内在住の２歳〜３歳の
９月

子どもとその保護者
日時

月 日・ 日・ 日の木曜日

人︵先着順︶︵

の世界を体験します︒
定員
回講演︶

参加費 無料
その他 作品は持ち帰りできま

人× ２

象や鏡を使った光の反射と屈折

内容 色水が一瞬で氷になる現

講師 ㈲アインシュタインラボ

場 所 環 境 教 育 施 設﹁ｅ コラ ボ

日㈫

対象 市内在住の小学生
日時 ８月
時〜 時

16

65

時〜 時
︵全６回︶

時︑

た不思議な体験をしませんか！

夏休みの最後に水や光を使っ

科学実験教室

４９・２８６・７２０１︶

０００７︶

う スクラップブッキング﹂

﹁我が子の写真を素敵に飾ろ

て講座

鶴ヶ島子育てセンター子育

申込み ８月５日㈬９時から直
接または電話で女性センター
︵☎０４９・２８７・４７５５︶

レッツハンドメイド
対象 小学４年生〜高校生

15
3

つるがしま﹂︵旧養命酒工場跡地︶

11

14

24

日時 ８月 日㈬・ 日㈭ 時
分〜 時 分
︵全２回︶
場所 大橋市民センター
内容 ミシンを使って︑手作り
人
︵申込順︶

ソーイング︒
定員
参加費 無料
対象 市内在住の１歳〜未就園

持ち物 布︑裁縫道具など
申込・問合先 ８月５日㈬から

10

13

22 17

組
︵先着順︶

場所 海洋センター
定員

参加費 無料

申込・問合先 ８月 日㈭９時

０１︶

ン タ ー︵ ☎ ０ ４９・２８ ６・７ ３

から認印持参の上︑直接海洋セ

20

15

児の保護者

25

45

30

直接大橋児童館︵☎０４９・２８

14

27

15 10

13
30

15

10

13

30

日時 ９月 日㈫ 時〜 時
分

30

8

24

20

12

30

11

15

60

30 19

６・０００７︶

10

11

10

20

22

15

25

45

15

15

15

10 10

10

30

12

夏休み子ども映画会＆
ビンゴゲーム大会
映画﹁ヒロシマのうた﹂と﹁フ
ランダースの犬﹂の映画を見た
あとゲーム大会を行います︒
日時 ８月７日㈮ 時〜 時
分
場所 富士見市民センター
参加費 無料
持ち物 洗った牛乳パック
問合先 富 士 見 市 民 セ ン タ ー

菜の栽培方法を学ぶ講習会︒
日時 ９月７日㈪から毎週月曜

日時 ９月１日・８日・ 日の

対象 市内在住在勤の成人女性

日・ 日︑ 月

日・ 日︑９ 月

日９時 分〜 時 分
︵全 回︶

８月

対象 全日程参加できる方
日時
日・ 日︑ 月
７ 日・ 日︑ 月５ 日・ 日の土
曜日９時〜

時

分︵全 回︶

人
︵申込順︶

場所 農業交流センター
定員
参加費 ２０００円︵種苗代な
ど︶
申込み ８月４日㈫から直接ま
たは電話で農業交流センター
︵☎０４９・２７９ ３･３３５︶

11

30

定員

火曜日 時 分〜 時︵全３回︑

人
︵申込順︶

場所 大橋市民センター

１回のみの参加可︶

協力 ダンスストレッチサーク

参加費 無料

定員

ル﹁ドルフィン﹂

持ち物 白い靴下︑ベルト

その他 運動のできる服装︑運

人
︵申込順︶

申込み ８月６日㈭から北市民

音楽に合わせてダンスとスト

ダ
｢ンスストレッチ体験教室﹂

サークル地域還元講座

２５１︶

セ ン タ ー︵ ☎ ０ ４９・２８７・０

協力 月曜茶道クラブ

お菓子代︶

参加費

12

１ 回 ５ ０ ０ 円︵ お 茶・

場所 北市民センター

30

レッチで体を動かしてみません
か︒

動靴︑タオル︑飲み物を持参︒

申込み ８月６日㈭から直接ま

たは電話で大橋市民センター

︵☎０４９・２８６・０００５︶

手話講習会﹁入門﹂

対象 市内在住在勤の 歳以上
の初心者
日の毎週木曜日

人
︵申込順︶

時〜

時

日時 ９月３日〜平成 年２月

定員

参加費 ３２４０円

保育 ２歳以上
︵要申込︶

申込み ８月３日㈪から 日㈪

12

29

サークル活動地域還元講座
﹁茶の湯﹂

15

16

28

福祉協議会︵☎０４９・２７１・

までに直接または電話で社会

17

24

19

10

12

10

10

30

30

場所 市役所６階会議室

23

15

10

11 12

10

20

3

15

15

対象 市内および近隣に所在する企業の女性社員
日時 8月18日
（火）13時30分〜16時
場所 女性センター
ます だ まさ こ
講師 増田雅好さん
（女性コンサルタントネットエルズ）
内容 女性が直面するライフイベント（結婚、出産・
育児）
ごとのバリアの乗り越え方や、就業によるキャ
リア形成と能力の獲得方法について
定員 40人
（申込順）
参加費 無料

秋作栽培講習会

市では、地域企業のワーク・ライフ・バランス
（仕
事と生活の調和）
の取り組みを促進するため、7月21
日に開催した経営者向けマネジメントセミナー（第
１回）
に続き、人事担当者・管理職向けおよび女性社
員向けのセミナーを開催します。

26

対象 成人女性

女性のための 私の働きがい実現
ワークショップ

白菜・大根・ブロッコリーな

申込・問合先 女性センター
（☎049・287・4755）

11

12

3

15

どを苗の定植から収穫まで︑野

地域企業のワーク・ライフ・バランス
（第２回・第３回）
推進セミナー

21

対象 市内および近隣に所在する企業の人事部門等
担当者
日時 8月5日
（水）13時30分〜16時
場所 女性センター
ゆ い ふみ え
講師 油井文江さん
（
（株）
ゆいアソシエイツ代表）
内容 女性が能力を発揮する上で企業が抱えるバリ
ア（意識面、手法面）について、各社の事情に合った
取り組み方法の紹介
定員 40人
（申込順）
参加費 無料

3

30

人事担当者・管理職のための
マネジメントワークショップ

14

︵☎０４９・２８７・１６６１︶
市民センターの受付時間は月曜日から金曜日（祝日を除く）9時から17時です

20

︵全 回︶

25

６２７８︶
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☎ 049 -271-1111（代表）市内各公共施設により開館日時はことなります
市役所

●労働相談

相談員 社会保険労務士

夏休み移動教育相談

9時30分〜11時30分

南市民センター

日㈪・ 日㈪・ 日㈪・ 日

中 央 図 書 館 は︑ ８ 月 ３ 日 ㈪︑

所相談︶

時︵電話相談︶
︑９時〜

時︵来

日時 月曜日〜金曜日９時〜

西市民センター

㈪が休館となります︒

相談員 労働相談員

ー
︵☎０４８・８３０・４５２２︶

問合先 埼玉県労働相談センタ

相談員 産業カウンセラー

〜
︵来所相談のみ︑要予約︶

日時 水曜日 時 分〜︑ 時

●働く人のメンタルヘルス相談
２７１・３００１︶

問合先 中央図書館︵☎０４９・

労働相談・メンタルヘルス
相談をご利用ください
●若者労働ほっとライン

13時30分〜15時30分

大橋市民センター

9時30分〜11時30分

富士見市民センター

保健センター

日時 ８月 日㈬ 時〜 時

能です︒

関する相談︒電話での相談も可

立︑社会的起業︑助成金などに

ンティアマネジメント︑会の設

団体の運営基盤の整備︑ボラ

市民活動・社会的起業に
関する相談会を開催します

8月21日
（金） 9時30分〜11時30分

します︒

☎ 286・7899

８月の図書館休館のお知らせ

13時30分〜15時30分

人
︵申込順︶

西市民センター

定員

29（火） 9時〜18時

市民センター臨時休館日

☎ 286・0005

参加費 無料

大橋市民センター

教室

14（月） 9時〜18時

申込み ８月３日㈪から川越児
童 相 談 所︵ ☎ ０ ４９・２ ２３・４
１５２︶

催し
第４回ほん・ほん cafe
〜本の交換会〜
日時 ８月７日㈮ 時〜 時
分
場所 市民活動推進センター

☎ 287・1661
時〜

東市民センター

13時30分〜15時30分

場所

時間

ペアレントトレーニング講座
﹁基礎編〜我が子の特性に
合った育て方を学ぶ〜﹂
お子さんの認知特性をつか
み︑適切な育て方を学ぶ講座で

日︑
時

す︒
定員

申込み 直接︑メール
︵
shimin
︶または電
katudou@coco-on.jp

点検のため︑次の日程で臨時休

各市民センターは施設の設備

市民センター臨時休館の
お知らせ

案内

０４９・２７２・５６００︶

話で市民活動推進センター︵☎

参加費 ３００円
︵お茶代︶

人

がら︑本の紹介と交換を行いま

内容 お茶やお菓子を楽しみな

3

30

す︒

日︑ １ 月
時〜

20

対象 市内在住在勤の方
月

日の木曜日

日︑

日時 ９月 日︑ 月８日︑
月
２月
︵全６回︶
場所 富士見市民センター
講師 小 林 好子さん︵特別支援
人
︵申込順︶

教育士︶
定員
参加費 １０００円︵各回テキ
スト代︶
保育 ６か月以上の乳幼児︵無
料︑定員６人︶

11

申込先 こっこの会︵☎０４９・
２８２・１７２４︶

里親入門講座に
参加しませんか？
対象 県内在住の方
日時 ９月５日㈯ 時〜 時
場所 リリックおがわ

富士見
市民センター

日 時 第 ２・４ 土 曜 日

教育センター
（☎049・286・8993）

問合先

北市民センター

8月18日
（火）

9時30分〜11時30分

8月17日
（月）

15

18

館となります︒部屋の利用およ

31（月） 9時〜10時

11（火） 9時〜18時
時
︵電話相談のみ︶

30

10

内容 養育体験談︑里親制度説

☎ 287・0235

10（月） 9時〜13時

10

12

40

び受付︑証明書発行業務は休止

学校生活などでお困りなこと、心配なことをご相談く
ださい。
対象 幼児・小学生・中学生およびその保護者
費用 無料
（予約可）
13

30

時間
日

12

明︑個別相談

南市民センター

16

教育センター

０４９・２７２・５６００︶

話で市民活動推進センター︵☎

申込み 直接︑メール
︵
shimin
︶または電
katudou@coco-on.jp

場所 市民活動推進センター

20

☎ 286・3357

31

8月20日
（木） 13時30分〜15時30分

10

東市民センター

24

8月19日
（水）

19

☎ 287・0251

10

17

北市民センター
8

期日

16

電話番号

9

場所

17

12 14

16

月
10

10

10

14

20

18

14

市民センターの受付時間は月曜日から金曜日（祝日を除く）9時から17時です

日

おもちゃ病院
月

場所

㈬ 西児童館
㈪ 上広谷児童館
㈬ 西児童館

※８月の脚折児童館と大橋児童

着︶に︑直接または郵送︵〒
対象 西入間交通安全協会員の

転者の表彰を行います︒

申請 西入間警察署内交通安全

申請期限 ９月 日㈫

で運転者の模範となる方︶

方︵過去５ 年以上無事故無違反

察審査会にご相談ください︒費

という不満をお持ちの方は︑検

がその事件を起訴してくれない

犯罪の被害にあったが︑検察官

交通事故︑詐欺︑脅迫などの

検察審査会制度について

募集期限 ８月

塙保己一賞﹂を募集しています︒

ている方を対象とした﹁第９回

方や︑障害者のために貢献され

力して顕著な活動をされている

を受け継ぎ︑障害があっても努

埼玉県では︑塙保己一の精神

第９回 塙 保己一賞募集

き いち

協会へ免許証︑印鑑︑無事故無

用 は 無 料︒ 秘 密 は 守 ら れ ま す︒

効︶

はなわ ほ

課

違反証明書代６３０円を持参︒

いる方の中から﹁くじ﹂で選ば

また︑審査員は選挙権を持って

︱

２２９２住所不要︶で都市計画
問合先 都市計画課都市計画担

問合先

交通遺児等に援護一時金を
給付します

当

︵☎０４９・２８９・０２０２︶

年 ４ 月 １ 日 以 降︑

西入間交通安全協会

ハローワーク川越
﹁障害者就職面接会﹂

時〜

時

対象 障害をお持ちで求職を望
んでいる方
日㈮

時

島市運動公園︶の変更案につい

市が決定する都市計画︵鶴ヶ

たは直接みずほ信託銀行浦和支

する申請書に記入の上︑郵送ま

申請 市役所︑学校などで配布

持ち物 障害者手帳︵原本およ
びコピー︶
︑履歴書
︵複数枚︶
︑ハ

日㈪︵消印有

対象 平成

30

交通遺児等となった県内在住の
※﹁交通遺児等﹂は︑ 歳以下で︑

歳以下の方

受付時間 ９時 分〜 時
保護者︵一方または双方︶が交通

館は休診です︒
費用 無料︒ただし︑部品交換
事故により︑死亡または重い障

９月

時 受 付︑

条第 ２項

ローワークカード︑筆記具︒
︵職
務経歴書および自己ＰＲ書があ

みの方は不要︒未登録の方はハ

︵さいたま地方裁判所川越支部

問合先 川越検察審査会事務局

お願いします︒

代表としてこの仕事にご協力を

員に選ばれたときには︑市民の

れることになっています︒審査

ージからダウンロードできます

※提出書類の様式は︑ホームペ

たま市浦和区高砂３ ︱

己一賞係﹂︵〒

県福祉部障害者福祉推進課﹁塙保

薦書に必要事項を記入の上︑埼玉

応募方法 候補者調書および推

︱１︶

︱９３０１さい

内︶︵☎０４９・２７３・３０１６︶

大学の開放授業講座

対象 県内在住の 歳以上の方

祉 推 進 課︵ ☎ ０ ４８・８ ３ ０・３

問合先 埼玉県福祉部障害者福

︵ http://www.pref.saitama.lg.
jp/a0604/hanawa/09bosyu
︶
︒
.html

日時 おおむね 月〜２月

３０９︶

科目 経済政策︑政治学︑社会
福祉︑語学など

費用 各科目１万円程度

日高特別支援学校
第 回﹁ひだか祭﹂

場所 県内 大学︑都内１大学

︵リカレント教育︶
受講生募集

15

する場合は有料となることもあ
害を負った方︒

日時

ります︒
給付額 子ども１人につき 万

問合先 西児童館︵☎０４９・２

分〜

て︑
﹁都市計画法第

店︵ 〒

接︑就職相談︑運転免許相談な

内容 企業の人事担当者との面

場所 坂戸市文化会館

分〜開会式︶

︵

時

円
︵１回のみ︶
給付時期／提出期限 ①平成

８ ５・７ ０ ４ ８︶上 広 谷 児 童 館

︵☎０４９・２８７・１７３２︶

年 月支給／８月 日まで②平
成 年４月支給／平成 年２月
日まで

において準用する同法第 条第

浦和区高砂２ ︱６ ︱ ︶

る方は複数持参してください︒
︶

都市計画の変更案を
縦覧します

１項﹂の規定に基づく縦覧を行

問合先 埼玉県県民生活部防犯

申込み ハローワークに登録済

31

申込み 県ホームページ︵
日時
月 日 ㈯ 時 〜 時︑
http:
日㈰ 時〜 時
//www.pref.saitama.lg.jp/
場所 日高特別支援学校
︶
の募集
a0603/4-rikarento.html

案内を確認の上︑８月１日から

各大学へ直接申込み

埼玉県高齢者福祉課

・４３９１︶

問合先 同校︵☎０４２・９８５

ＴＡバザーなど

内容 学習発表︑作品展示︑Ｐ

14

ど

います︒この変更案に意見のあ

２９５８︶

・交通安全課
︵☎０４８・８３０・

ローワーク川越︵☎０４９・２４
２・０１９７︶

問合先

︵☎０４８・８３０・３２６３︶

10

︱０ ０ ６ ３ さ い た ま 市

る鶴ヶ島市︑坂戸市の住民また

優良運転者を表彰します
西入間警察署︑西入間交通安

330

10

13

15

は利害関係のある方は︑市長へ
意見書の提出ができます︒
縦覧期間 ８月 日㈪〜 日㈪
縦覧場所 都市計画課

全協会では︑平成 年度優良運

19

10 10

330

55

11

21

10

15

5

17

2

350

10
27

16
12

26

8
9
意見書の提出 縦覧期間内︵必

広報つるがしま 2015.8

15

11

17

31

16

28

13

18

31

15 18

18

28 10

29

12

30

17

18

27

☎ 049 -271-1111（代表）市内各公共施設により開館日時はことなります
市役所

案内
埼玉県勤労者支援資金の
ご案内

・６６５・３１１１︶

川越特別支援学校公開講座
﹁自閉症・発達障害児者の理
解と支援③〜障害者権利条約
批准を受け︑保育・教育の現
場で今するべきことは？〜﹂

援資金﹂を︑広く県民の皆さん

資制度として﹁埼玉県勤労者支
場所 尚美学園大学

時 分

日時 ８月 日㈯ 時 分〜

埼玉県では︑勤労者向けの融

にご利用いただいています︒
扶養する親族の介護に必要な
資金︑扶養するお子様の小学校

その他 ８月 日㈪までに要申

口から徒歩５分︶
問合先 埼玉県人権推進課︵☎
０４８・８３０・２２５５︶

月 日㈰

排水設備工事責任技術者
共通試験
期日

場所 埼玉工業大学
︵深谷市︶
受験料 １万円
その他 詳細は８月 日㈪から
坂戸︑鶴ヶ島下水道組合業務課

㈮までに直接同組合業務課︵☎

市︑鶴ヶ島市︑日高市︑毛呂山

町︑越生町︑川島町に事業所を

市圏まちづくり協議会を構成す

レインボー情報は埼玉県川越都

社の店頭で販売ができるもの④

パン③コンテスト終了後に︑自

したスイーツなどの和・洋菓子︑

行う事業者②レシピは栗を使用

レインボー情報

る ７市 町︵ 川 越 市・ 坂 戸 市・ 鶴

有する製菓店など︑店頭販売を

ヶ島市・日高市・川島町・毛呂

他のコンテストなどに未発表で

応募期限 ８月 日㈪
︵必着︶

あり︑商品化されていないもの

山町・越生町︶
の情報を掲載

日高市栗料理レシピコンテ
ストに応募しませんか

※詳細は︑日高市ホームページ

たレシピを募集します︒最優秀

ンテスト実行委員会事務局︵日

問合先 日高市栗料理レシピコ

をご覧ください︒

賞には︑賞金 万円を贈呈︒

高市役所産業振興課内︶︵☎０４

日高市の特産品﹁栗﹂を使っ

応募条件 ①〜④の全てに該当

２・９８９・２１１１︶

16

市・県民税第2期、国民健康保険税第2期

◆今月の納期

以降の教育費用︵入学金︑授業
料など︶
︑妊娠から小学校入学
問合先 川越特別支援学校・教

み︒詳しくはホームページ
︵ http: で配布する受験案内またはホー
//www.kawagoe-sh.spec.ed. ムページをご覧ください︒
申込み ８月 日㈪〜９月 日
︶
jp/

前までの出産・育児費用︑キャ

する事業者︒①川越市︑所沢市︑

飯能市︑狭山市︑入間市︑坂戸

内容

０４９・２８８・３３６１︶

場所

頭
︵☎０４９・２３５・０６１６︶

日時

11

※応募資格の年齢は、平成28年4月1日現在

リアアップや再就職のための教

小中学生・高校生による人権メ

●●●●●●●●●

育訓練費用などが融資対象にな

﹁ヒューマンフェスタ
２０１５ 川越﹂開催

ッセージの発表や人権相談コー

自衛官等採用試験のご案内

31

ウェスタ川越
ＪＲ川越線、東武 毎回40分程度現役
8月8日
（土）
13時〜16時35分 東上線「川越駅」 自衛官による説明
西口徒歩5分

ります︒

埼玉県では︑毎年８月の１か

相談会を開催します︒

予約不要、入退場自由。
問合先 川越募集案内所
（☎049・224・0947）
入間地域事務所
（☎04・2923・4691）

申込み 中央労働金庫県内各支
店

月間を﹁県民運動強調月間﹂と

埼玉県勤労者福祉課

問合先

定めており︑多くの県民が親し
ついて考える総合的な人権フェ

みやすい雰囲気の中で︑人権に

︵☎０４８・８３０・４５１８︶

遺言・相続無料相談会

日時 ８月８日㈯ 時〜 時

ナー開設のほか︑南古谷ウイン

採用説明会

10

21歳未満
の高卒の
方（見込を
含む）

ス テ ィ バ ル を 開 催 し て い ま す︒

場所 大宮ソニックシティ８階

ドオーケストラによる演奏など
日時 ８月 日㈭ 時〜 時

●●●●●●●●●

1

試験日
受付期間
募集種目 応募資格※

司法書士会・税理士会の無料

申込み ７月 日㈮までに電話

も行われます︒

越しください︒

分

8月1日
（土）
受付時にお知らせ
〜9月8日
（火）
します
（予定）

自衛官
候補生
（男子）

で予約の上︑当日直接会場へお
問合先 関東信越税理士会埼玉

自衛官
候補生
（女子）

16
30

10

30

場所 ウェスタ川越︵川越駅西

一般曹
候補生

8月1日
（土） 1次：9月18日（金）
・
〜9月8日
（火）
19日（土）の指
定する1日
2次：10月8日（木）
〜14日（水）の
指定する1日
18歳以上
27歳未満
の方
9月25日（金）〜29日
（火）
の指定する1日

30

15

18

13

10

1次：9月23日
（祝）
2次：10月17日（土）
〜22日（木）の
指定する1日
3次：11月14日（土）
〜12月17日（木）
の指定する期間
航空
学生

16

10

29

17

in

27

10

県支部連合会事務局︵☎０ ４８
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みんなの健康
ゆりかご教室
〜赤ちゃんを迎えるための教室〜
これからお父さん、お母さんにな
る方を対象とする教室です。ぜひ、
ご夫婦でご参加ください。
月 日
時間
内容
安心して赤ちゃ
26 9時30分 〜 ん を 迎 えるた
8
（水） 12時10分 めに（呼吸法な
どの実習含む）
妊娠中の栄養に
1
10時〜13時 ついて・ヘルシ
（火）
ークッキング
9
10 13時〜
（木） 15時30分

歯 科 健 診・ 妊
娠中の歯みが
き 指 導・ 赤 ち
ゃんの絵本の
選び方

場所 大橋市民センター
持ち物 母子健康手帳、筆記具、飲

問合先 保健センター
（☎049・271・2745 6049・271・2747）

み物、8月26日はズボン着用。9月1
日はエプロンと実習費（300〜500円
程度）
。
申込み 直接または電話で保健セン
ター
（１回のみの参加も可）

ブランクのある看護職の
再就職を埼玉県が応援！
県では、もう一度働いてみたい看
護職の方の職場復帰を応援していま
す。
ブランクがあっても自信を持って
勤務が続けられるよう、再就職が決
まった病院などでの３か月の充実し
た実務研修によりサポートします。
実務研修を実施できる医療・介護
施設も募集しています。
（県から助成
があります。
）また、ナースセンター
では、再就職に向けた技術講習会（３
日間）
も行なっています。

申込み 電話で埼玉県看護協会ナー
スセンター
（☎048・824・7266）
問合先 埼玉県医療整備課（☎048・
830・3543）

乳幼児すこやか相談
対象 就学前までの乳幼児とその保
護者・妊婦
内容 身体計測・保健相談・栄養相談・
歯科相談
日時 ８月20日（木）９時30分〜10
時30分受付
場所 女性センター（保健センターの
空調機が故障しているため、場所を
変更しています）
持ち物 母子健康手帳
坂戸保健所では「心の病気についての相
談」、
「エイズ相談」を行っています。
問合先 坂戸保健所
（☎049・283・7815）

あはは！つるかめプロジェクト

トランス脂肪酸
トランス脂肪酸の過剰摂取が、肥満や心筋梗塞などの発
症リスクになるとして、
その摂取量が注目されています。
131
しかし、一口にトランス脂肪酸と言っても多くの種類
があり、各々性質が違います。どのトランス脂肪酸が健康に悪影響を及ぼすの
かはよく分かっていません。
トランス脂肪酸とは
３大栄養素の１つに
《脂質》
があります。
〔脂肪酸〕
は、脂質の中の１つで、体の細胞を作り、エネルギー源としても使われ、
私たちが食べる《油脂類》の構成成分となっています。脂肪酸は構造の違いによ
り《飽和脂肪酸》と《不飽和脂肪酸》に区別されます。バターなどの乳製品や肉、
ココナッツオイルなどは、飽和脂肪酸の割合が多く、他の植物油や魚油は、不飽
和脂肪酸の割合が多く含まれています。
〔不飽和脂肪酸〕
は、構造の型の違いによりシス型とトランス型とがありますが、
自然界の不飽和脂肪酸はほとんどがシス型で存在し、
トランス型はわずかです。
〔トランス脂肪酸〕は、常温で液状の油を半固形または固形の油脂に加工する過
程で生成することがあり、また、植物から油を搾って植物油に精製する際、発生
する悪臭除去のため、高温処理が行われ、この時シス型からトランス型が出来ま
す。微量ですが精製した植物油にもトランス脂肪酸が含まれています。
マーガリン、ファットスプレッド、ショートニングや、それらを原材料に使っ
たパン、ケーキ、クッキー、ドーナツ・フライドポテト、コーヒー用液状クリーム、
などに含まれています。
まとめ
トランス脂肪酸の日本人の平均摂取量は 1 日 1g 未満と推定されます（2008
年農水省）
。これは、国際機関の勧告を参考に計算した、1 日 2g 未満という基準
に対し半分の量。しかし、例えば、菓子パン片手にフライドポテトを食べ、液状
クリーム入りコーヒーを飲めば、
それだけで、
5g 位になります。
日常生活で心がけることは、
●脂質の総摂取量が多くならないこと
●洋菓子や揚げ物の食べ過ぎに注意すること
女子栄養大学生涯学習講師 勝山登美子
女子栄養大学ホームページ http://www.eiyo.ac.jp/
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広報つるがしま 2015.8

「元気にラジオ体操教室！」
つるがしま健康マイレージ対象事業です！

家族や友人、ご近所のみなさんで
声掛け合ってラジオ体操の輪をみん
なで広げ、地域を元気にしませんか。
朝、ラジオ体操をすると「一日元気
に過ごせる」
「肩こりがなくなる」
「よ
く眠れる」
「食事がおいしい」
「仲間と
のふれあいが楽しい！」などの声が聞
かれています。
日時 9月6日
（日）10時〜11時30分
場所 星和公園（雨天の場合は鶴ヶ島
第一小学校体育館）
内容 ラジオ体操第1・2とみんなの
体操などの実技
講師 多胡肇さん（NHK テレビ・ラジ
オ体操指導者）
、清水沙希さん（NHK
テレビ・ラジオ体操アシスタント）
参加費 無料
その他 飲み物持参。上履き
（雨天のみ）
※駐車場はありませんのでウォーキ
ングや自転車でお越しください。
問合先 健康増進課健康増進担当

【お詫びと訂正】7 月号の健康応援団の記事の中で、
「油桃」の読み方を、
「つばいもも」
としていましたが、
正しくは
「あぶらもも」
です。お詫びして訂正させていただきます。

2015.８

人口と世帯数

◆金銭・不動産・家族
（要予約）

No.970

弁護士による法律相談
■4日（火）13時〜16時／市役所5階会議室、21日（金）13時〜
16時
（7日から受付）
市役所5階会議室▷地域活動推進課

まちのクールオア
シスをご利用ください

◆相続、離婚、贈与
（要予約）

平成27年８月１日発行

人口 70,199人（前月比＋37） 世帯数 29,818世帯（＋62）

（７月１日現在） 男 34,981人（＋13） 女 35,218人（＋24）

８月 の 相 談
司法書士による法律相談
■13日
（木）9時〜12時／市役所3階会議室▷地域活動推進課

熱中症対策の一環として、市では7月から9月の
間、市の施設やご協力いただける事業所（店）を熱
中症の一時休憩所としました。
これは熱中症予防の目的で、外出時、熱中症に
かかることのないよう少し涼むことができる場所
です。ポスターまたはステッカーを張っています
ので、
「ひと涼み」して熱中症を予防しましょう。
※官公庁では節電対策のため、冷房が切れている
時間や消灯している時間もありますので、ご了承
ください。

◆相続・贈与
行政書士による法律相談
■13日（木）
、27日（木）13時〜16時／市役所3階会議室▷地域
活動推進課

◆行政
■21日（金）13時〜16時／市役所5階会議室（行政相談は相談委
員宅でも受けられます）
▷地域活動推進課

◆人権
■14日
（金）13時〜16時／市役所3階会議室▷総務人権推進課

◆不動産
（要予約）
■4日（火）13時〜16時／市役所5階会議室、9月1日（火）13時〜
16時
（18日から受付）
／市役所1階会議室▷地域活動推進課

◆税務
編集・発行 鶴ヶ島市市政情報課
〒350−2292 埼玉県鶴ヶ島市大字三ツ木16−1
http://www.city.tsurugashima.lg.jp/

■4日（火）13時〜16時／市役所5階会議室、9月1日（火）13時〜
16時／市役所1階会議室▷税務課

クールオアシスを募集しています
ご協力いただいた事業所（店）は、
市のホームページなどでお知らせし
ます。ぜひご協力ください。
問合先 健康増進課健康増進担当

◆女性のための相談室
（要予約）

今月の休日当番医・
夜間診療のお知らせ

■12日
（水）
10時〜16時
（法律相談は10時〜13時）
、15日
（土）
10
時〜15時、18日
（火）
10時〜15時、26日
（水）
10時〜16時※9月
の予約は27日
（木）
から▷女性センター
（☎049・287・4755）

◆家庭児童
■月〜金曜日9時〜16時／市役所1階▽家庭児童相談室

◆子育て

対象／救急患者 診療時間／9時〜20時
月

■月〜金曜日9時〜16時▷子育てセンター（☎049・286・7
201）
■月〜金曜日9時〜16時▷第二はちの巣子育てセンター（☎
049・286・1110）
■火〜木曜日9時〜14時▷かこのこ子育てセンター
（☎049・27
9・0505）

日

医療機関

2㈰

大西内科
（内・消化器内）
五味ヶ谷305
（☎271・6250）

9㈰

浦田クリニック
（内・小・胃腸・外）
藤金878-3
（☎279・5880）

16㈰

鶴ヶ島在宅医療診療所
（内・外）
高倉772-1
（☎287・6519）

◆親子

23㈰

厚友クリニック若葉
（内・小・外）
富士見1-9-34
（☎272・3903）

子どもの発達や、子育てに関すること
■24日（月）13時〜・14時〜▷保健センター（☎049・271・
2745）

30㈰

染井クリニック
（内・胃腸）
新町2-23-3
（☎285・8974）

◆こころの健康
（要予約）
■18日
（火）9時〜／市役所1階相談室▷障害者福祉課
http://www.city.tsurugashima.lg.jp/

市ホームページ

FAX049−271−1190

☎049−271−1111㈹

◆教育
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（☎
049・286・8993）
いじめ専用ダイヤル
■月〜金曜日9時〜16時30分
（☎049・279・5144）
鶴ヶ島いじめ相談メール（ ijimesoudan@city.tsurugashima.
lg.jp）

◆消費生活
■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
消費生活専門相談
（弁護士）
（要予約）
■28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
（鶴ヶ島市ふるさとハローワーク）
■月〜金曜日9時〜17時／市役所2階鶴ヶ島市ふるさとハロー
ワーク▷鶴ヶ島市ふるさとハローワーク
（☎049・272・4001）

◆内職相談
■火・木曜日10時〜12時、13時〜16時▷市役所２階内職相談室

8

全期間

（

診療時間
９時〜12時
14時〜17時
18時〜21時

）

坂戸市休日急患診療所（内・小）
坂戸市石井2327-3（☎289・1199）

夜間の診療（24時間）
関越病院 鶴ヶ島市脚折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 毛呂山町毛呂本郷38 ☎276･1465
※携帯電話などからは市外局番049を付けてかけてください。

受診に迷ったら
急な病気や家庭での対処法、受診に迷うときは下記の
番号へ問合せください。看護師が相談に応じますが、診
断や治療を行うものではありません。
大人の救急電話相談
電話番号
＃7000（NTTプッシュ回線・ひかり電話・携帯電話）
☎048･824･4199
（ダイヤル回線・IP電話・PHSから）
相談時間 18時30分〜22時30分
（毎日）
小児の救急電話相談（育児相談は除く）
電話番号
＃8000（NTTプッシュ回線・携帯電話）
☎048･833･7911
（ダイヤル回線・ひかり電話・IP電話）
相談時間
月〜土曜日 19時〜翌朝7時
日曜日・祝日・年末年始 7時〜翌朝7時

■8月号には『プレミアム商品券案内チラシ』『市議会だより第172号』が折り込まれています。
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