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特集 二十歳のキモチ

きない︒過去を振り返って点を結ぶ

﹁未来を見て︑点を結ぶことはで

なり︑いずれは価値となることを忘

なども気づかぬうちに一つの点と

今後私たちに訪れるであろう試練

つになっていることに気づきます︒

返るとそれが自分自身の価値の一

ったかもしれません︒ただ︑今振り

走していくことをここに誓います︒

を大切にし︑これからもより全力疾

いるはずだからです︒今という時間

の﹁私﹂のための一つの点になって

ら︑今ここにいる﹁私﹂は必ず未来

ばれることを信じています︒なぜな

愛を伝えていくのが大人

だけだ︒だからいつかどうにかして
ない︒
﹂スティーブ・ジョブズ氏が

なりません︒では︑今は何からでき

据えるには今を知っていなければ

大切なことです︒しかし︑未来を見

夢を持ち︑未来を見据えることは

覚とそれにより生じる責任を胸に

もう子どもではなく︑大人である自

を伝えていく番です︒一人ひとりが

だきました︒これからは私たちが愛

たくさんの人から様々な形でいた

今まで私たちはたくさんの愛を

私たち新成人はそれぞれ︑ 年間

ているのか︒答えは簡単です︑過去

強く刻むことをここに約束します︒

遺した言葉です︒この言葉について

を通じて十人十色の人生をこれま

からできているのです︒
スティーブ・

少し考えてみたいと思います︒

で歩んできました︒それぞれがたく

ジョブズ氏は未来に向かって点が

築き上げてきた自分自身の価値

さんの点を過去に築き上げてきた

結ばれることを信じなければなら

浦浦 田田 雅雅 也也 さん
︵鶴ヶ島中学校︶

成人者のつどい実行委員長

はずです︒一つの点ができるその瞬

ないと発言しましたが︑私は点が結

末来につながる〝今〟

れてはなりません︒

スティーブ・ジョブズが
遺した言葉

二十歳の キ モ チ

10年、8月号で広報紙が700号を迎え、11月には農業交流センターがオープン。

この年、約1270人が成人となりました。今年は731人なのでおよそ倍の人数

が当時成人を迎えていたことになり、現在の少子化の一端が伺えます。

20年前ってどんな年？

新成人の皆さん、おめで
とうございます。鶴ヶ島
から世界へ大きく羽ばた
いてください。広報紙に
載せきれなかった皆さん
の笑顔はWebで公開中
です。
ぜひご覧ください。

1月7日に平成30年鶴ヶ島市成人式を開催しました。今から20年前の平成

×

点は結ばれると信じなければなら

ト
誓いの コ
バ
間において︑私たちは何も感じなか
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消費税増税
（3％→5％） X JAPAN解散
郵便番号7桁化
冬季長野五輪開幕
映画「もののけ姫」など
流行語「失楽園」など
ヒット曲 CAN YOU CELEBRATE ?／安室奈美恵、硝子の少年／
KinKi Kids、ひだまりの詩/ Le Couple など
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Congratulations on becoming an adult!
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石川 桃香さん

秋田 尚美さん

岸田 明莉さん

新井 紳介さん

（富士見中学校）

（南中学校）

（西中学校）

（富士見中学校）

夢の実現のために、努
力する気持ちを忘れず
に充実した毎日を過ご
している

東京オリンピック・パラ
リンピックで、スポーツ
の経験を活かし、何らか
の形で貢献したい

社会に貢献できる人に
なっていたい

ま だ ま だ 未 熟 で す が、
自信に満ちた一人前の
成人でありたい

広報つるがしま1000号記念

新成人に聞いてみた

1000日後のあなた、
何してる？
1000日後、
あなたはどんな人でいたいですか？
社会でどんな人になりたいですか？

は ま

だ

りゅうへい

浜田 隆平さん
（藤中学校）
まだこれからの方向性
は 決 ま っ て い な い が、
楽しく暮らしている

こ ば や し
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小林 沙里奈さん

中嶋 梨乃さん

田中 優衣さん

隅田 咲さん

（藤中学校）

（西中学校）

（鶴ヶ島中学校）

（南中学校）

自分と出会ってくれた
人達に恩返しが出来る
ような人間になってい
たい

子どもとの関わりを大
切にする保育士

薬剤師になるために病
院実習に励んでいる

先生になって、子ども
たちが楽しく学校生活
を送れるように身を削
って働いている
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市政 情報

2月16日（金）〜3月15日（木）

税の申告について

確定申告の詳細は、国税庁ホームページをご覧ください
問合先 税務課市民税担当

確定申告書は郵送でも提出できます
申告会場は、毎年、大変混雑します。本年は、セルフメディケーション税制の開始に伴い、例年以上の混雑
が見込まれます。郵送または電子申告
（e-Tax）
をご利用ください。
確定申告書は、国税庁ホームページの「確定申告特集」ページで作成することができます。画面の案内に従
って金額などを入力することで、税額などが自動計算され、申告書などを作成・印刷し、郵送で提出できます
（郵
送料は自己負担）
。
問合
（郵送）
先 市・県民税の申告に関すること／〒350-2292（住所不要）
鶴ヶ島市税務課市民税担当
確定申告に関すること／〒350-8666（川越市並木452-2）
川越税務署

申告会場と日時
場 所

受付期間

受付時間

【平 日】
2月16日
（金）
〜3月15日
（木） 9時〜11時
鶴ヶ島市役所
※日曜日の受付は行ってい
13時30分〜16時
（1階ロビー受付会場）
ません。
【土曜日】
9時〜11時

場 所

受付日

東市民センター

2月7日
（水）
、8日
（木）

大橋市民センター

2月9日
（金）
、13日
（火）

西市民センター

2月14日
（水）

場 所

川越税務署

受付期間

受付時間

その他
市・県民税申告、所得税及び復興特別所得税の確定
申告。
※消費税、相続税、贈与税の申告、青色申告、分離
所得の申告、国外に扶養者のいる方の申告、住宅特
定改修等に伴う住宅借入金特別控除、初年度の住宅
借入金等特別控除、過年度（平成29年分以外）の確
定申告等は受けられません。詳細はお問い合わせく
ださい。
その他

対象となる申告は、鶴ヶ島市役所と同様です。
※本年から、受付にパソコンを導入します。これに
9時30分〜11時30分
伴い、申告会場を３会場に集約させていただきます。
13時30分〜16時
※駐車場が狭いため、つるバス・つるワゴンなどを
ご利用ください。
受付時間

その他

確定申告全般の受付。なお、還付申告については
2月16日
（金）
〜3月15日
（木） 9時 〜17時（ 受 付8時
随時受付。
（問合せは、☎235-9411にダイヤル後、
※平日のみ受付。ただし、 30分〜）※混雑時は早
自動音声案内に従い「0」を選択してください）
2月18日（日）
、25日（日）は めに締め切ることが
※駐車場が狭いため、お車での来場はご遠慮くださ
受付
あります。
い。

つるバス・つるワゴンで出かけよう！
問合先 都市計画課交通政策担当
2月から、市役所などを会場として確定申告の受付が始ま
ります。
市役所には、若葉駅から
つるバスが、鶴ヶ島駅およ
び坂戸駅からはつるワゴン
が運行しています。ぜひ会
場までお気軽にご利用くだ
さい。

事前の準備をお願いします
お待ちいただく時間の短縮を図るため、
申告会場では、必要な書類が整っている方
から受け付けます。医療費控除やセルフメ
ディケーション税制に係る「明細書」が未
作成の場合や、事業所得・不動産所得の「収
支内訳書」が未作成の場合は、税額の計算
ができないため、受け付けできませんので
ご注意ください。
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申告に必要なもの

市・県民税の申告が必要な方

□印鑑
（スタンプ印は不可）
□所得の計算に必要な書類
給与・年金所得者…源泉徴収票（原本）
、給与明細書
または事業主の支払い証明書など
※源泉徴収票に記載されている住所・氏名と現在の
住所・氏名が異なる場合は住民票の写し
その他の所得者…報酬の支払調書、帳簿書類など（収
入金額と必要経費の分かる書類など）
□本人名義の預貯金口座番号の分かるもの（預貯金通
帳･キャッシュカードなど）
□各種の所得控除を受ける場合は、それらの支払証
明書や領収書など（生命保険料・地震保険料の控除証
明書、社会保険料
（※）
・医療費の領収書）
※国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保
険料については、市役所から郵送した「社会保険料
控除明細書
（確定申告用）
」で対応できます。
□本人確認書類の写し（個人番号カード（表面）
、運転
免許証、保険証など）
□番号確認書類の写し（個人番号カード（裏面）
、通知
カードなど）
※その他の書類は、
申告する内容によって異なります。

平成30年1月1日現在、市内在住で、平成29年1月
1日から12月31日までの1年間で次のいずれかに該当
する方。
（1）
営業､ 農業､ 不動産などの所得があった方
（2）
給与所得者で次に該当する方
勤務先から市に給与支払報告書の提出がなかった方
給与所得、公的年金に係る雑所得以外に所得があ
る方
平成29年中に退職した方
（3）
所得控除の申告が必要な方
（4）国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入してい
る所得のない方または非課税所得（遺族年金など）の
みの方
（5）一人世帯で、所得のない方または非課税所得のみ
の方
（6）公的年金などの収入が400万円以下で所得税の申
告が不要な方のうち、市・県民税申告が必要な方の
（1）
〜
（5）
に該当する方
※申告がない場合には、金融機関からの借り入れや
就学援助制度などに使用する証明書の発行はできま
せん。

上場株式等の配当所得などに係る住民税の課税方式の選択について
特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡（源泉徴収がある特定口座）に係る所得については、所得税と
異なる課税方式を選択することができます。住民税申告書の備考欄にその旨を記入してください。
（例：配当所
得について、個人住民税は申告不要制度を選択）

医療費控除とセルフメディケーション税制
■セルフメディケーション税制は、医療費控除との選択適用であり、申告期限後の変更はできません。国税庁
ホームページには、シミュレーション
（試算）
が可能なコーナーがあります。
■本年から、領収書の提出は不要となりました。領収書の代わりに「明細書」の提出が必要となります。領収書
は、申告期限から5年間保存し、税務署長や市長から求められた場合は、提示または提出してください。
①医療費控除
対象 本人や生計を一にする親族のために、昨年（平
成29年1月1日〜12月31日）支払った医療費から、生
命保険給付金および健康保険組合などからの補てん
金を引いた額が、10万円（所得金額が200万円未満の
場合は所得金額の5％）
を超える方。
必要なもの 平成29年中に支払った医療費の明細書
（注1）
など
②セルフメディケーション税制
（医療費控除の特例）
対象 本人や生計を一にする親族のために、昨年（平
成29年1月1日〜12月31日）支払った特定一般用医薬
品等購入費（注2）から、補てん金を引いた額が、1万
2千円を超える方。健康の保持増進および疾病の予防
への取組として、申告される本人が、予防接種や定
期健康診断などの一定の取組
（注3）
を行っている必要
があります。なお、取組に要した費用は、対象には
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なりません。
必要なもの 平成29年中に支払った特定一般用医薬
品等購入費の明細書、一定の取組を行ったことを明
らかにする書類
（注3）
など
（注1）医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付
すると、明細書の記入を省略できます。
（注2）医師によって処方さ
れる医療用医薬品から、ド
ラッグストアで購入できる
一般用医薬品に転用された
医薬品（スイッチOTC医薬品）の購入費。対象商品の
多くに共通認識マークが入っています。また、領収
書の商品名には制度の対象である「★」などの印が
表示されています。
（注3）一定の取組や書類の具体例は、国税庁ホームペ
ージをご覧ください。
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障害者手当などのお知らせ

問合先 障害者福祉課障害者福祉担当

市では︑次のような手当の
支給を行っています︒

健福祉手帳１・２級の一部の障
害児の養育者︒ただし︑障害
児が施設入所中の方は︑受け
られません︒

①︑②︑③の手当の申請に
ついては︑専用の診断書の提
手当額

中度︵手当２級︶月額３万４２

５０円

重度︵手当１級︶月額５万１４

出が必要です︒
①特別障害者手当
歳以上で︑身体また
７０円

対象
は 精 神 の 重 度 の 障 害 に よ り︑
※所得制限があります︒

Ⓐ を 持 っ て い る 方︒ た だ し︑

手帳１・２級の一部︑療育手帳

手当額 月額５０００円

す︶
︒

ムなどの施設入所者は除きま

問合先 高齢者福祉課介護保険担当
問合先 障害者福祉課障害者福祉担当

日常生活で常時特別の介護が
④在宅重度心身障害者手当

必要な状態にある方︒ただし︑
施設に入所中の方︑３か月以
対象者

歳未満︵現在受給中

上継続して病院または診療所

歳 以 上 も 含 む ︶で 身

体障害者手帳が１・２級︑療育

の方は

れません︒

手帳Ⓐ・Ａおよび精神障害者

に入院している方は︑受けら
手 当 額 月 額 ２万 ６ ８ １０ 円

保健福祉手帳１級の方︵特別障

施設に入所中の方は︑受けら

※市・県民税が課せられてい

給者および特別養護老人ホー

経過措置による福祉手当の受

害 者 手 当︑ 障 害 児 福 祉 手 当︑

※所得制限があります︒
②障害児福祉手当
歳未満で身体障害者

れません︒

る方は︑その年の８月分から

対象

手当額 月額１万４５８０円

翌年の７月分まで︑手当が支
給停止となります︒

確定申告および市・県民税

申告の控除で︑障害者控除対

象者認定書︑おむつ代の医療

の方で︑要件に該当する場合

に認定書を発行します︒

のサービス︵条件付のもの有︶

スを利用している場合︑一部

さい︒また︑介護保険サービ

高齢者福祉課で申請してくだ

は︑医師の証明書の代わりに︑

ただし︑２年目以降の場合に

書と医師の証明書が必要です︒

ける場合は︑おむつ代の領収

おむつ代の医療費控除を受

おむつ代の医療費控除確認書

では︑医療費控除の対象とな

要介護などの認定を受け︑要

費 控 除 確 認 書 が 必 要 な 方 は︑

りますので︑川越税務署へお

件に該当する方には︑確認書

方は︑３月 日㈮︵必着︶まで

を発行します︒

問い合せください︒

障害者控除対象者認定書

歳以上

介護保険の要介護１から５

の認定を受けている

手帳情報の更新について

障害者手帳に書かれている

情報︵住所︑氏名など︶が変わ

った場合には︑障害者福祉課

で必ず変更の手続きを行って

ください︒また︑手帳を紛失

された場合には︑再交付申請

の手続きをお願いします︒

重度心身障害者自動車燃料助

成金の請求について

重度心身障害者自動車燃料

年度の

助成事業について既に登録さ

れている方で︑平成

助成金の請求をされていない

に請求手続きをしてください︒

30

65

65

※所得制限があります︒

歳未満で障害の程度

③特別児童扶養手当
対象

要介護などの認定を受けている方が確定
申告などで使用する諸証明の発行
障害者手帳をお持ちの方へ

65

29

がおおむね身体障害者手帳 １
〜３級︑４級の一部︑療育手
帳Ⓐ・Ａ・Ｂ︑精神障害者保

詳細は市HPから

20

20

20
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平成30年度 一時預かり保育の受付を開始します

鶴ヶ島保育所

申込・問合先 鶴ヶ島保育所
（☎286・0551）
受付時間13時〜16時

普段、保育所を利用していないお子さんを、保護
者の定期的な就労や急病・急用などにより、家庭で
保育できない時に、一時的に保育施設でお預かりし
ます。
ご利用の際には、事前の登録と申込みが必要です
ので、
平成 30 年度に利用する予定のある方は、
必要書
類を提出していただきます。事前にご相談ください。
利用できる保護者
①非定型的保育
保護者の就労、職業訓練、就学などにより継続的

対 象

に家庭で保育できない方（週3日以内（月15日以内）で
継続的に預けたい方）
②緊急保育
保護者の疾病（通院）
、災害、事故、出産、看護、
冠婚葬祭などで緊急・一時的に家庭で保育できない
方で利用日が決まっている方
受付 利用日の前月1日から開始（4月分は、3月1日
（木）
開始）
※ただし、
非定型的保育の4月分は、
2月14日
（水）
開始
利用定員 非定型と緊急を合わせ1日10人

実施日時

保育料

1日利用
1歳〜就学前
1・2歳児2000円、3〜5歳児1800円（食事代
（1歳の誕生日の翌日から。ただし離 月〜金曜日 8時30分〜17時 含む）
乳食が完了していること）
時間利用
1時間500円
（別途食事代200円）

民間保育施設
民間保育施設でも一時預かりサービスを行っています。利用条件や手続きなどは施設ごとに違いますので、
詳しくは直接、施設までお問い合わせください。

実施施設

対 象

笹久保さくら保育園
1歳〜就学前
（利用年
（☎272・3211）
度の4月1日時点で1
第二はちの巣保育園 歳児以上）
（☎286・1110）

かこのこ保育園
（☎279・0505）

わかば
保育ステーション
（☎271・6001）

ちびっこランド
わかば園
（☎287・6622）

ベビーかろーれ
（☎227・9172）

7

実施日時

保育料

1日利用
1・2歳児2000円、3〜5歳児1800円
（食事代・
月〜金曜日
おやつ代含む）
8時30分〜16時30分
時間利用
1時間500円
（別途食事代200円、
おやつ代100円）

1歳〜就学前
（1歳の誕生日の翌日 月〜金曜日
から。ただし離乳食 8時30分〜17時
が完了していること）

1日利用
0歳児2500円、1・2歳児2000円、
3〜5歳児1800円
（食事代・おやつ代含む）
時間利用
1時間500円
（別途食事代200円、
おやつ代100円）

6か月〜就学前

月〜土曜日
1日利用
8時30分〜16時30分 0歳児2500円、1・2歳児2000円、
3〜5歳児1800円
（食事代・おやつ代含む）
時間外
時間利用
月〜金曜日
1時間500円
（別途食事代200円、
おやつ代100円）
8時〜8時30分
16時30分〜17時30分 ※時間外は別途料金

6か月〜就学前

月〜土曜日
7時30分〜19時

6か月〜2歳

月〜土曜日
8時30分〜17時30分 時間利用
0歳児1時間700円・5時間3000円、
日曜・祝日、時間外 1〜2歳児1時間650円・5時間2700円
保育は応相談

広報つるがしま 2018.2

時間利用
0歳児1時間950円、1歳児1時間900円、
2〜3歳児1時間840円、4〜6歳児1時間630円
（食事代別）

市政 情報

交通事故のないまちを目指して

問合先 安心安全推進課交通安全・防犯担当
埼玉県は全国ワースト２位

ご存じですか？

前年同期比で 人も増加し︑全国

内の交通事故死者数は１７７人で︑
高額な賠償責任の生じる事例が発

者となる事 故が全国 的に増 加し︑

近年︑自転車の運転者側が加害

自転車保険の加入義務化

ワースト２位となっています︒悲
生しています︒自転車は免許制度

平成 年 月 日現在︑埼玉県

惨な死亡事 故をなくすためには︑
がなく︑子どもからお年寄りまで

年︑自動車が原因となっ

漫然運転による自動車事故多発

ぼんやりに注意！

26

なり得るということです︒
埼 玉県では︑
﹁ 埼 玉県 自 転 車の

ると︑安全確認を怠りがちになり

い﹂運転のことです︒運転に慣れ

しまい︑
﹁見ているけど︑見ていな

す︒漫然運転とは︑ぼうっとして

た死亡事故で多いのは漫然運転で

り︑新 たに保 険 契 約しなくても︑

自転車保険には様々な種類があ

保険への加入が義務化されます︒

め︑平成

害者の経済的負担の軽減を図るた

が改正され︑被害者の救済や︑加

安全な利用の促進に関する条例﹂

ます︒事故を起こしたドライバー

火災保険があれば︑その特約とし

すでに加入している自動車保険や

年４月１日から自転車

付かなかった﹂という言葉がよく

平成30年4月１日から
埼玉県内で自転車を利用する全ての方が対象

合は︑ハイビームでの走行が有効

夜間︑対向車や前走車がない場

と︑常に危険を予測しながら運転

道でも︑今日は通るかもしれない

をよく確認し︑自分や家族の自転

まずは︑それぞれの保険の特徴

ることのないよう注意が必要です︒

す︒期限切れに気付かず乗り続け

用できますが︑保険期間は１年で

かける保険のため誰が乗っても適

マーク付帯保険は︑自転車本体に

自転車整備店で加入できるＴＳ

自分を認識できているとは限りま

らといって︑ドライバーも同 様に

自分から自動車が見えているか

上を占めています︒

高齢者︵ 歳以上︶は全体の半数以

数 が 多いのは歩 行 者です︒特に︑

す︒交通事故被害者の中で死亡者

歩道を歩くときも注意が必要で

発見されやすい格好

ど︑ドライバーから

反射材を使用するな

明るい色の服を着用するとともに

ハイビームで事故防止

せん︒青 信号で渡っていても︑ド

ライバーの不注意で事故に遭うこ

を心掛けましょう︒

また︑夜 間に外 を歩 くときは︑

しょう︒

識したことを確認してから渡りま

取るなど︑相手が自分の存在を認

です︒制限速度を守って安全に走

車の利用状況に合うものに加入し
対応できるようにしましょう︒

65

しましょう︒

行し︑ハイビームとロービームを

ともあります︒アイコンタクトを

対象
◆自転車利用者（一般家庭などで使用
する場合）
※学生など未成年者が自転車を利用す
る場合は、保護者などに加入義務が発
生します。
◆自転車を利用する事業者（業務として
自転車を利用する場合）
※業務中の事故については、個人賠償
責任保険の対象外です。
◆自転車貸付業者（レンタル業務として
自転車を貸し付ける場合）
◆自転車販売店および学校
※自転車保険の加入確認および未加入
時の情報提供が努力義務になります。
問合先 埼玉県防犯・交通安全課
☎048・830・2960

交通事故被害者の多くは歩行者

自転車保険の加入が義務に！
ましょう︒

て契約できるものもあります︒

30

使い分けることで︑危険に素早く

聞かれます︒いつも人が通らない

からは︑
﹁ぶつかるまで歩行者に気

平成

れはつまり︑子どもでも加害者に

一人ひとりが正しい交通ルールとマ

31

誰でも乗ることができますが︑そ

12

ナーを守ることが大切です︒

29

29

8
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平成30年度 就学援助の申請受付中

問合先 学校教育課学務担当
る家庭で︑経済的な理由で就
④振込先金融機関の口座番号

③印鑑

書類が必要になります︒

学困難な方を対象に︑学用品
などがわかるもの

小中学校へ通う子どものい

費︑学校給食費︑修学旅行費
などを援助します︒
申請期限 ４月からの援助を
までに申請してください︒

日㈮

当てはまる方
※４月以降も申請を受け付け

希望される方は︑３月

①収入が少なく経済的にお困
ますが︑援助の対象は︑申請

対象 次のいずれかの条件に

りの方で認定基準の範囲内の

書提出の翌月からになります︒

となった方

申請が必要ですので︑引き続

その他 この制度は︑毎年度

申請先 学校教育課学務担当

方
②生活保護が停止または廃止
となった方

④国民健康保険料または国民

き希望する方も必ず申請して

③市民税が減免または非課税

健康保険税が減免または猶予

ください︒

減免の対象となる要件は︑市

そ の 使 用 料 が 減 免 さ れ ま す︒

用 す る 場 合︑ 申 請 に 基 づ き︑

公共施設を使

満たす団体が

免﹂
︶の要件を

免除
︵以下﹁減

減額または

減免登録の有効期間 平成

設へお問い合わせください︒

り異なります︒詳細は︑各施

必要な書類は︑減免要件によ

てください︒申請書のほかに

設︶に必要書類を添えて提出し

て い る 施 設︵ 登 録 し て い る 施

書に記入し︑定期的に活動し

年３月

年４月１日〜平成

時ま

となります︒

の場合には︑決定日から有効

※登録の決定が４月１日以降

日

内公共施設や市ホームページ

年度に減免の

で確認することができます︒
なお︑平成

日㈮

登録をしている団体も申請が
必要です︒
申請期限 ２月
で

※期限後は︑毎月末を申請の

締切日とし︑翌月末頃に通知
します︒

申請方法 各施設にある申請

更案を作成するにあたり︑市

および利害関係のある方

対象 市内に住所を有する方

意見書の提出

条例の規定に基づき︑次のと

日㈪

日

提出方法 ２月５日㈪〜

２月５日㈪〜

︵土・日曜日︑祝日を除く︶

期間

意見書の提出ができます︒

ま た︑ こ の 原 案 に 対 し て︑

お り 原 案 の 閲 覧 が で き ま す︒

市が決定する都市計画の変

31

30

された方
⑤児童扶養手当を受けている
方
必要書類
①申請書︵学校教育課にありま
す︶
②世帯で収入がある方全員の
マイナンバー︵社会保障・税番
号︶通知カードと窓口に来られ

29

場所 都市計画課

要︶

課 へ︵ 〒

︱２ ２ ９ ２ 住 所 不

または郵送︵必着︶で都市計画

に必要事項を記入の上︑直接

㈪までに閲覧場所にある様式

26

問合先 地域活動推進課市民センター担当
問合先 都市計画課都市計画担当

31 30

詳細は市HPから

17

19

施設使用料の減額・免除団体登録申請受付中
都市計画の原案の閲覧ができます

16

内容 南西部第一期地区地区
計画の変更

350

る方の身分を証明できる書類
年１月１日現在︑市

︵運転免許証など︶
※平成

年中の収入を証明できる

広報つるがしま 2018.2
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30

内に居住していない方は︑平
成

29
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平成29年度鶴ヶ島市表彰式

問合先 秘書政策課秘書担当

わかば風の会
輪をつなぐ会

年度鶴

ヶ島市表彰式において︑市
交通安全・防犯・防災功労

男子
Angels

国民健康保険の医療費適正

化などの啓発活動の一環とし

作品の

て実施した﹁つるゴン健康川

柳コンクール﹂に︑

応募がありました︒

ノンノン

将来笑顔の

決定しました︒
市長賞
﹁健診は
箋﹂

たいちゃん

ぽんぽん

坂戸鶴ヶ島医師会長賞

薩摩隼人

﹁まず一歩 健康寿命 伸ばそ

うよ﹂

国民健康保険運営協議会長賞

林田明隆

﹁健診は からだの変化 知る

機会﹂

健康づくり推進協議会長賞

ゆうぽん

﹁運動と なんでも食べる 元

気な子﹂

※敬称略

なお︑２年前納︑１年前納︑

６か月前納︵４月〜９月分︶の

手続きは︑２月末日が期限と

とす﹁早割﹂
︑２年分・１年分・

月分保険料を当月末に引き落

に引き落とす﹁毎月納付﹂
︑当

には︑当月分保険料を翌月末

持ち物 年金手帳または納付

所

金融機関または川越年金事務

申請先 口座振替を希望する

続きをしてください︒

なっていますので︑早めに手

半年分の保険料をまとめて引

書︑通帳︑金融機関の届出印

料が割引になりお得です︒

毎月納付以外の方法は︑保険

納﹂
﹁６か月前納﹂があります︒

き落とす﹁２年前納﹂
﹁１年前

国民年金保険料の口座振替

ご利用ください︒

利で安心︑確実な口座振替を

国民年金保険料の納付は便

うんち﹂

﹁健康の バロメーターは 朝

教育委員会教育長賞

て 走る夏﹂

﹁龍神蛇かつぐ 五輪にそなえ

市議会議長賞

処方

選考の結果︑各賞６作品が

34

１月６日︑平成
政発展に貢献された方々へ︑
大澤 美保子さん
齋藤 幸枝さん

木下 恵さん

表彰状の贈呈を行いました︒
自治功労
保健衛生功労
羽田野 公子さん

五傳木 隆幸さん
田中 秀世さん
つるの里奨励賞

古川 泰子さん

功労

大竹 隼豪さん 細山 香乃さん

環境保全・リサイクル推進
クリーンシステム株式会社

荒木 夢佳さん 佐々木翔哉さん
須藤 貴海さん 栗原 遥真さん
本田 優介さん 船橋 星来さん
畠山 敦志さん 今井 理央さん
畠山 敢志さん 山田 奈央さん
山北 奈緖さん 金島 碧さん

鶴ヶ島

問合先 保険年金課国民健康保険担当
問合先 保険年金課国民年金担当

西部支店
社会福祉功労
新井 公二さん
菊地 正春さん
田岡 謙さん
髙篠 光男さん

近藤 拓人さん 安元 漱さん
安立 茉央さん 久野 優正さん
大下 魁正さん 吉澤ひまりさん
橋本 一吹さん 細野 玲美さん
大室 杏夢さん 菊池 柚葵さん
小野 星凜さん 毛須 夏美さん
黛 直汰朗さん 重光 大暉さん
井上 碧斗さん 山下 芽生さん
植野 太陽さん 栗原 悠宇さん
野村 治善さん 岸田 留佳さん
大竹 崚太さん 宮澤 千夏さん
女子
Angels

成瀬 斗亜さん 山﨑 晃裕さん
鶴ヶ島

TWIRL i Majorettes

︵※順不同︶

「つるゴン健康川柳コンクール」受賞作品
国民年金保険料の納付は便利な口座振替で

29

10
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「広報つるがしま」読者アンケート集計結果

問合先 市政情報課広報広聴担当

39 人
その他

Ｑ 広報つるがしまへのご要望をお聞かせ
ください（複数回答可）
。
151 人
文字を少なくしてほしい

26 人
文字を大きくしてほしい

90 人
写真やイラストを
増やしてほしい

148 人
その他

60 人

ャンルを紹介してほしい

・ページを増やして色んなジ

役に立った

どもを育てているときは大変

続けてほしい︒特に小さい子

・大事な情報があるのでぜひ

・ホームページで十分

な広報紙になるとよい

・鶴ヶ島の魅力が伝わるよう

高齢者向け過ぎる

かもしれないが︑あまりにも

・若い人は読むことが少ない

もっと掲載してほしい

・子育て情報や地域の情報を

ほしい

・写真だけでもカラーにして

自由意見

内容を分かりやすく
してほしい

より分かりやすく︑親しみ

179 人

200
150

や す い 広 報 紙 を つ く る た め︑
月にかけて﹁広報

子どもたちの活躍

100

９月から
つるがしま﹂読者アンケート
を実施しました︒
ご 協 力 い た だ い た 皆 さ ん︑
ありがとうございました︒今
号では︑結果の一部と皆さん
からいただいたご意見を紹介
します︵詳細は︑市ホームペー
ジをご覧ください︶
︒
今回のアンケート結果を踏

286 人

被害を最小限に食い止めます

日︑坂戸・鶴ヶ島消

動を行うことが可能になりま

した︒

を図り︑安全で安心なまちづ

今後も災害による被害軽減

防組合は︑コンクリートミキ

くりをより一層推進していき

月

サー車を所有する有限会社廣

ます︒

限会社近藤商店
︵坂戸市︶
と﹁災

害時における消防用水の確保

に関する協定﹂を締結しまし
た︒

この協定により︑大規模な

火災が発生し︑消火用水の不

足が予測される場合には︑コ

ンクリートミキサー車を活用

した消火活動の体制を整える

ことができるため︑今まで以

上に迅速かつ継続的な消防活

次の日程で︑法定点検を行

して︑２月中旬以降に中央図

道水水質検査結果ガイド﹂と

とともに﹁２０１６年度版水

います︒停電作業中および作

書館︑分室でご覧になれます︒

きをお願いします︒

日時 ２月９日㈮
㈯５時

水質検査結果ガイド

時〜

日

がありますので︑水の汲み置

業終了後︑水道水が濁る場合

坂戸浄水場受電設備法定点検

検査結果は︑水質検査計画

嶋建材店︵鶴ヶ島市︶および有

20

心 し て ご 利 用 い た だ く た め︑

水道企業団では︑水道を安

10

まえ︑より良い広報紙づくり

地域で活動する市民や
団体等に関する情報

12

水質検査を実施しています︒

広報つるがしま 2018.2

11

50 100 150 200 250 300
（人）0
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に努めていきます︒

88 人

50
（人）0

詳細は市HPから

10

行政情報

調査方法 10月号にアンケ
ートを掲載し、市役所や各市
民センターなどに回収箱を設
置。また、市民センターなど
で行われた講座の参加者や子
育て中の皆さんにアンケート
を配布。市ホームページやフ
ァクシミリでも受付。
回答数 506件（回収箱など
481件、 フ ァ ク シ ミ リ1件、
ホームページ24件）

Ｑ どのような情報をもっと掲載して
ほしいですか（２つまで）
。

水道企業団からのお願い

災害時における消防用水の確保に関する協定を締結
問合先 坂戸、鶴ヶ島水道企業団浄水課（☎285・8138）

問合先 坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本部警防課
（☎281・3116）

みんなのひろば

新春に舞う獅子

まゆ玉に願いを込めて

穏やかに晴れた1月7日、ワカバウォークで消防出初め式が
開催され、今まで地元以外で行ったことがなかった高倉獅子
舞が披露されました。時に激しく時に重厚な獅子の舞踏を初
めて見る方も多く、大きな歓声があがっていました。

1月13日、大橋児童館でまゆ玉作りが行われました。色とり
どりのまゆ玉を枝に飾り付ければ、まるで花が咲いたように華
やか。かつて小正月に行われていた養蚕や農作物の安全・豊
作を願う行事が、こうして受け継がれていきます。

炎に一年の無事を願う

せーの！飛んでけ〜

1月13日、東市民センターでどんど焼きが行われました。や
ぐらへの火入れから30分ほどで火の勢いも収まると、待ってま
したとばかりにもちを吊るした竹竿が差し出されます。穏やか
な一年でありますようにとの願いを込めて。

1月20日、東市民センターで行われた「折り紙ヒコーキ教
室」
。参加した29人は、折り紙ヒコーキ協会認定の資格を持っ
た指導員さんに教えてもらいながら制作。最後は皆で競争で
す。どれだけ遠くに飛ばせたかな？

わが家のパパは料理男子

あつあつ！ほくほく！

1月21日に女性センターで開かれた「パパと一緒にチャレン
ジクッキング」では7組のパパと子どもたちがドライカレーと
バナナミルクに挑戦！パパと料理ができて楽しそうな子どもと
真剣な表情のパパ。ぜひ、お家でも挑戦してください。

1月21日に「落ち葉掃きとやきいも体験」がありました。池
尻池公園では、たくさんの落ち葉を集め、その後は農業交流
センターへ。黄色くて甘い焼きたての焼き芋は、美味しくて食
べ始めたら止まらない！

12

出かけてみませんか
▶唄と踊りとダンスの発表会 日時
／2月18日（ 日 ）12時30分 〜16時
（開場12時） 場所／西市民センター
参加費／無料 申込み／不要 連絡
先／高野☎286・6952
▶憲法を知って子どもたちの未来を
守 る 日 時 ／2月18日（ 日 ）13時30
分 〜15時15分 場 所／南市民セン
ター 参加費／500円 申込み／不
要 連絡先／田部井☎090・6508・
3911
▶アイフェスタinつるがしま2018
日時／2月25日
（日）13時〜16時
（開場
12時30分） 場所／南市民センター
参加費／無料 申込み／不要 連絡
先／山田☎090・4384・5464
▶第22回歌声サロン「風輪」
（ピアノ
演奏で一緒に歌う歌声サロン） 日時
／3月3日
（土）13時30分〜16時（開場
13時） 場所／富士見市民センター
参加費／当日600円、前売500円
申込み／できる限り事前予約を 連
絡先／田中☎090・7837・9716（18
時〜21時）
べ

い

たけざわ

え は ら

ま き の

たかはし

4月号の原稿締切は､2月23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。

す ざ き

場所

市役所からのお知らせ
※申込用紙は︑２月１日㈭から

各児童館で配付します︒

申込・問合先 西児童館
︵☎２８

５・７０４８︶
︑脚折児童館︵☎

２８７・０２７０︶
︑上広谷児童

館︵☎２８７・１７３２︶
︑大橋

児童館
︵☎２８６・０００７︶

スポーツ推進委員

30

対象 次の全ての要件に該当す

20

る方

１ 市内在住の 歳以上︵平成

年４月１日現在︶
の方

２ スポーツに対して深い関心

と理解を有する方

３ スポーツについて企画・指

導・助言ができ︑熱意と能力を

有する方

30

募集人数 若干名

任期 平成 年４月１日〜平成

年３月 日

31

定員

組 西児童館

組 脚折児童館

組 上広谷児童館

報酬 条例の規定により報酬を

支給

その他 申込書は市ホームペー

ジからダウンロードするか生涯

32

募集

30

10時〜11 時

26 25 25 20 20

平成 年度児童館幼児クラブ

会員

日時

木 金 水 金

組 大橋児童館

年４月１日までに生まれた

対象 平成 年４月２日から平

成

幼児

広報つるがしま 2018.2

学習スポーツ課でお受け取りく

ださい︒

23

会費 年間１０００円

申込み

日㈮までに生涯学習スポーツ課

申込・問合先 申込書を２月

月 日㈭９時 分〜 時

市民スポーツ担当へ直接郵送ま

︱２２９２住

10800050@city.tsuru

350

市内在住の方／２月９日㈮〜２

市外在住の方／２月 日㈭〜２

30

16 15 16

所不要︑

︶
gashima.lg.jp

たはメールで
︵〒

日㈯以降︑定

24

13

月 日㈭９時 分〜 時︵重複の

申込みは不可︒

員に満たない場合は可能︶

30

28

▶カラオケひまわり会 日時／第1・
3月 曜 日12時45分 〜14時45分 場
所／南市民センター 連絡先／竹澤
☎285・9738
▶ポーランドダンス踊る会「ラルカ」
日 時 ／ 第2・4木 曜 日13時 〜15時
場所／大橋市民センター 連絡先／
江原☎285・6474
▶ひまわり体操クラブ 対象／2歳か
ら未就学のお子さんとその保護者
日時／毎週月曜日10時〜11時（体験
受付2月19日（月）11時〜12時） 場
所／東市民センター 連絡先／牧野
☎090・2465・0644
▶ちびっこ体操クラブ 対象／2歳か
ら未就学のお子さんとその保護者
日時／毎週金曜日10時〜11時（体験
受付2月16日（金）11時〜12時） 場
所／東市民センター 連絡先／高橋
☎080・1041・9668

こんどう

た な か

22

▶スポーツ吹矢体験会 対象／市内
在住の方 日時／2月8日（ 木 ）15時
15分〜、
15時55分〜
（各30分、
各5人）
場所／大橋市民センター 参加費／
200円（マウスピース代） 申込み／
要 連 絡 先 ／ 水 田 ☎070・4283・
1288
▶成年後見人制度学習会 対象／障
害者・ご家族 日時／2月17日（土）
13時20分〜16時（受付13時〜） 場
所／女性センター 参加費／無料
申込み／要 ※2月7日（水）まで 連
絡先／草嶋☎080・2343・5052
▶第71回市民卓球大会
（シングルス）
対象／市内在住在勤の方 日時／3
月4日（日）13時〜17時（受付13時〜
13時20分） 場所／海洋センター
参加費／500円 申込み／不要 連
絡先／近藤☎286・7659
▶英語講読会「白いカラス」を一緒
に読みませんか？
日時／3月7日(水)〜第1・3水曜日13
時〜15時 場所／東市民センター
参加費／有料 ※本代、部屋代、先
生へのお礼など 申込み／要 連絡
先／洲崎☎271・6644（18時以降）
くさじま

や ま だ

22

仲間になりませんか

み ず た

た か の

た

参加してみませんか

募集
ふるさと納税返礼品のパー
トナー企業

内容 ウォーキングダンスで脳
人
︵申込順︶

トレと運動不足の解消
定員

男性家族介護教室
﹁身体ぽかぽか健康体操﹂

に満たない場合は女性も可︶

や介護に関心を持つ男性︵定員

対象 市内在住で︑家族介護者

含む︶

日時 ２月 日㈭ 時 分〜

参加費 ５ ００円︵テキスト代

との低い靴︑飲み物︑筆記具

持ち物 動きやすい服装︑かか

15

申込・問合先 ２月５日㈪９時

場所 北市民センター

時 分

は電話で
︵☎２８７ ０･２３５︶

から南市民センターへ直接また

22

講師 デイサービスベルグルー
生活相談員

さらなる販路拡大につながりま

こ と に よ り︑ 全 国 的 な Ｐ Ｒ と︑

納税の返礼品として紹介される

商品および事業者がふるさと

講師 高倉富美子さん︵埼玉育

場所 市役所５０４会議室

時 分

日時 ２月 日㈭ 時 分〜

ている方︑子育て中の方など

対象 子どもに関わる活動をし

定員

ジなど︑介護者のセルフケア

内容 軽体操・足浴・マッサー

す︒

児院理事︶

たは市の施策と密接な関係を有

・市内に事業所などが所在︑ま

日時 ２月７日︑ 日︑ 日の

な方
︵経験者は年齢問わず︶

対象

30

人
︵申込順︶

支援者としてできること

13

参加費 無料
６か月以上の未就学児

日 ㈭ ま で︑ 講 演 会 は ２ 月
日 ㈫ ま で に︑ こ ど も 支 援 課

参加費 無料
持ち物 タオル

申込・問合先 ２月５日㈪から

在宅訪問介護事業所ベルグルー

へ電話で
︵☎２８７ ８･８９６︶

ホストタウン・ミャンマー
料理教室

対象 市内在住在勤の方

日時 ２月 日㈯ 時〜 時
場所 保健センター

講師 ミ・ミ・ルインさんほか
︵ミャンマー出身︶

内容 ミャンマーの家庭料理を
人
︵申込順︶

つくりながら交流を深めます︒
定員

器用ふきん

メ ー ル で︵
参加費 ５００円
︵材料費︶
10500040@city.
︶
持ち物 エプロン︑三角巾︑食
tsurugashima.lg.jp

子育て支援担当へ電話または

月

申込・問合先 保育申込みは２

︵要予約︶

保育

22

人
︵申込順︶

問合先 産業振興課商工労政担

内 容 ﹁ 児 童 虐 待︑ Ｄ Ｖ の 家 族
﹂

構造

います︒返礼品は商品だけでな

定員

教室

当

ＤＶ・児童虐待防止講演会

30

30

13

市では︑ふるさと納税の返礼

15

60

品のパートナー企業を募集して

13

10

く︑鶴ヶ島に遊びに来たいとい
う方むけの体験型の返礼品も募
集しています︒

していること

各水曜日 時 分〜 時 分

スクエアダンス
初心者教室

・市税の滞納がないこと

場所 南市民センター

返礼品提供事業者としての要件

・返礼品は市の品位を損なうお

講師 鶴ヶ島スクエアダンスク

歳〜 歳位までの健康

それがないこと など

ラブ

20

24

−

30

−
15

3

有料広告募集
協力事業者としてのメリット

45 21

12

20

14

11

65

30

20

10

14

「まちづくりポイント発行対象事業」
には
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

問合先 学校給食センター
（☎285・6596）
学校給食センターでは、学校給食予定
献立表（８月分を除き毎月発行）に掲載す
る広告を募集しています。献立表は、市
内の小中学校に通学する児童生徒の世帯
に配布され、保護者の年齢層が絞られる
ために大きな宣伝効果が期待できます。
掲載基準 「鶴ヶ島市有料広告掲載等取扱
要綱」および「学校給食予定献立表有料
広告掲載基準」に基づきます。
掲載単位 １か月単位で受付
発行部数 月4600部程度（平成29年度印
刷実績。児童生徒数により発行部数は変
動します）
募集枠 ３枠（月により変わる場合があり
ます）
掲載スペース 縦５cm×横9.2cm（月によ
り変わります）
掲載料金 5000円／月
決定方法 内容審査後、決定通知を送付
します。
申込期限 ２月28日
（水）
まで

14

または電話で

ク・パラリンピック担当へ直接

から地域活動推進課オリンピッ

申込・問合先 ２月５日㈪９時
２月 日㈫までに︑みどりかぜ

申込・問合先 ２月５日㈪から

持ち物 軍手

日時 ２月 日㈰ 時〜 時

緑のカーテン土作り講習会

事務局︵前田︶へ電話︵☎０８０ ･
５４８９ ３･０１０︶またはメー
ル︵
no-maeda@jcom.zaq.
︶
で
ne.jp

場所 東市民センター
講師 山口光正さん︵㈱アイル・

講演会
﹁安全すぎて危険な子育て﹂

に最適な土作りの講習会を行い

内容 緑のカーテンを育てるの

ん
︵みどりかぜ会員︶

講師 島崎敢さん︵国立研究開

場所 中央図書館

分

日時 ２月 日㈰ 時〜 時

クリーンテック︶
︑末永智子さ

ます︒参加者には緑のカーテン
発法人 防災科学技術研究所特
別研究員︶

の種︑緑のカーテンハンドブッ
クをプレゼント！
定員

人
︵申込順︶

１部／堆肥について

申込・問合先 中央図書館へ直

参加費 無料

人
︵申込順︶

２部／緑のカーテン土づくり講
習会
定員

申込・問合先 ２月 日㈬まで

にＮＰＯ法人鶴ヶ島市体育協会

事務局︵鶴ヶ島海洋センター内︶

子育て講座﹁離乳食の進め方﹂
対象 市内在住の離乳食を食べ

へ直接または電話で︵☎２７７ ･

時 分

日時 ３月７日㈬９時 分〜

なんだろう﹂
︼

︻ 第 １ 回 講 義﹁ 自 然 農 法 っ て

対象 市内在住在勤の方

自然農法の野菜作り講座

５１９９︶

ている子の保護者
日時 ２月 日㈪ 時 分〜
時 分
場所 富士見市民センター
講師 管理栄養士

人程度
︵申込順︶

進め方など

内容 発達に合わせた離乳食の
定員

参加費 無料
持ち物 筆記具
保育 １歳以上５ 人まで︵要申
込︶ ※１歳未満は同室可
申込・問合先 ２月５日㈪９時
から鶴ヶ島子育てセンターへ直
接または電話で︵鶴ヶ島保育所
内☎２８６ ７･２０１︶

場所 大橋市民センター

︻ 第 ２ 回 実 習﹁ ジ ャ ガ イ モ 種

植え︑ボカシ作りなど﹂
︼

日時 ３月 日㈬９時 分〜
時 分

月５日︑原

場所 大橋市民センター前の畑
日時 ４月４日〜

︻第３回以降︼

則第１・３水曜日︑月２回程度
︵天

候や野菜の生育により日程変更

あり︶
︑９時 分〜 時 分

︵７〜９月は９時開始︶

人
︵申込順︶

※野菜は収穫ごとに持ち帰り出
来ます
定員

参加費 １５００円
︵種代など︶

持ち物 ２回目以降は畑で作業
できる服装

申込・問合先 ２月５日㈪から

大橋市民センターへ直接または

電話で
︵☎２８６ ０･００５︶

11

11

30

30

30

接もしくは電話︵☎２７１ ３･０

28

12

11

０１︶
︑または各分室へ直接

28

30

脳トレに挑戦！スクエアス
テップ教室︵中級編︶
対象 市内在住在学在勤の方
日時 ３月３日㈯ 時 分〜
時

場所 鶴ヶ島海洋センター
講師 武蔵丘短期大学︑ＮＰＯ
人
︵申込順︶

法人武蔵丘スポーツクラブ
定員

参加費 無料

11
15

26

持ち物 室内用シューズ︑タオ

30

参加費 無料

30

20

30

30

30

15

12

対象
⑴ 年金受給者
⑵ 給与所得者で医療費控除を受ける方
⑶ 年の途中で就職・退職・年末調整
の済んでいない方
※税理士が関与されている方は除き
ます。
日時
２月３日
（土）
、４日
（日）
10時〜15時30分
場所
ウェスタ川越
※お車での来場はご遠慮ください。

15

30

14

10

10

13

25

25

問合先 関東信越税理士会
川越支部事務局
（☎246･6188）

15

40

30

関東信越税理士会川越支部に
よる無料還付申告相談会

45

ル︑飲み物 ※動きやすい服装
で

広報つるがしま 2018.２

15

☎ 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
はじめての手品教室

日時 ３月 日㈯ 時〜 時

対象 初心者の方
場所 富士見市民センター
講師 マジカル若葉手品同好会

場所 北市民センター

な お︑
﹁暮らしの便利帳﹂の

だき︑ぜひご活用ください︒

から富士見市民センターへ直接
その他 コーヒー︑パンの販売

作成・発行費用は︑ご協力いた

ご協力をいただきました︑多く

ことができました︒広告掲載に

だいた広告料により賄ってお

出演料 ７００円

定員

の企業・団体・事業者の方々に

協力をお願いします︶

申込・問合先 ２月５日㈪から

心からお礼申し上げます︒

人
︵申込順︶

２月９日㈮までに北市民センタ

問合先

発行について／市政情報課広報
広聴担当

広告について／㈱サイネックス

埼 玉 支 店︵ ☎ ０ ４ ８ ６･４ ３ ７･
１２０︶

市町村交通災害共済に加入
しましょう

交通災害共済は︑県内の加入

市町村がその住民の方々を対象

に︑共同で実施する公的共済制

度です︒皆さんが会費を出し合

手続などの行政情報と︑医療機

市では︑市役所の窓口や各種

加入しましょう︒

す︒万一に備え︑家族そろって

お支払いする助け合いの制度で

て負傷した会員の方に見舞金を

﹁暮らしの便利帳﹂を発行
しました

案内

ーへ直接
︵電話不可︶

り︑市の財政負担なく発行する

※入場無料︵チャリティーにご

日時 ２月 日㈬ 時 分〜 時

問合先 地域活動推進課市民セ
ンター担当

第４回
鶴ヶ島映像フェスティバル
日時 ２月 日㈯ 時〜 時
場所 西市民センター

関などの地域情報を一冊にまと

い︑対象となる交通事故によっ

め た 情 報 誌﹁ 暮 ら し の 便 利 帳 ﹂

内容 市民活動を中心とした鶴

参加費 無料

※保険ではありませんので︑損

映像の上映会
問合先 地域活動推進課地域活

を︑㈱サイネックスと官民協働
動推進担当

て い る ほ か︑ ２ 月

会費 一般９００円︑中学生以

年３月 日㈰

日㈬まで
に皆さんのお宅に配布しますの

共済期間 ４月１日㈰〜平成

害賠償などの対応はできません︒

第 回北市民チャリティー
カラオケまつり
日時 ３月４日㈰ 時 分〜

下︵平成 年４月１日現在︶５０

現在︑転入された方に配布し

で発行しました︒

ヶ島の魅力を市内外に発信する

︻出演者募集︼

または電話で︵☎２８７ １･６６
１︶

催し
豊かな人生を送るための
居場所づくり

定員
場所 市役所５階会議室

人
︵申込順︶

参加費 ５００円
︵手品材料費︶
講師 澤岡詩野さん︵
︵公財︶ダ

わり
内容 体を整えるストレッチを
した後︑懐かしい歌謡曲に合わ
人
︵申込順︶

せて楽しく踊ります︒
定員
参加費 無料
持ち物 バスタオルまたはヨガ

参加費 無料

申込・問合先 ２月５日㈪９時

話で
︵☎２８７ １･６６１︶

歌謡ダンス教室
対象 中高年の方
日時 ３月 日︑ 日︑４月
日︑ 日の各水曜日 時 分〜
時

30

講師 歌謡ダンスサークルひま

場所 富士見市民センター

14

40

で︑身近なところに置いていた

31

14

マット︑動きやすい服・靴︑飲
み物

24

時
︵ 時開場︶

31

30

28

3

11

20

申込・問合先 ２月 日㈫９時

15
30

20

13

11

25

3

イヤ高齢社会研究財団︶

30

12

から２月 日㈫ 時までに富士

13

10

定員 １００人
︵先着順︶

15

3

16

10

見市民センターへ直接または電

14

10

17

28

13

10

11

16

16

０円

から前日までに富士見保育所へ

会事務局︵生涯学習スポーツ課
事業には

※まちづくりポイント発行対象

かわせみ施設長︶

内容 障害者施設職員の講話と

定員

﹁きいちご﹂の施設見学

問合先 地域活動推進課地域活

参加費 無料
︵販売は有料︶

人
︵申込順︶
動推進担当

のマークが表示

内︶
へ電話で

毎年︑高倉ふるさとづくりの
会では︑会員や市民の皆さんか
ら提供していただいたこいのぼ

申込・問合先 ２月９日㈮まで

に鶴ヶ島市障害者支援ネットワ

す︶
へ直接︑電話︑メールまたは

ーク協議会︵担当すまいるはう

場所 障害者生活介護施設﹁き

日時 ２月９日㈮ 時〜 時

障害のある方の地域生活と
施設見学

風により飛ばされたり︑壊れた

講師 萩原政行さん︵日和田会

いちご﹂

りして不足しています︒

りを菜の花畑に揚げますが︑強

されています︒

加入受付 ２月１日㈭〜

場所

こいのぼりをおゆずりください

電話で
︵☎２８５ ６･６４８︶

日
西児童館

おもちゃ病院
月
７㈬
大橋児童館

40

加入申込 今月の広報紙に折り
込まれた加入申込書に必要事項
を 記 入 の 上︑ 安 心 安 全 推 進 課︑
各市民センター︑若葉駅前出張
所︑または郵便局まで︑会費を
㈯
脚折児童館
上広谷児童館

㈮
㈪

︵１ｍ 〜３ｍ 程度︶のこいのぼり

20

添えて申し込んでください︒
※診断書料の付加給付が始まり
ます

28

郵送で︵☎２８７ ３･４５５︑
︑〒 ︱２２１
smile@ssc.jp

受付時間 ９時 分〜 時

がありましたら︑おゆずりくだ

ご家庭に眠っている小さめ

請求において組合所定診断書
費用 無料︒ただし︑部品交換

さい︒

西児童館

の原本を提出した場合は︑従来
する場合は有料となることもあ

問合先 農業交流センター︵☎

７㈬

の見舞金算定金額に診断書１通
ります︒

年３月 日までに発行したまち
づくりポイントは︑平成 年３
月 日に失効しますので︑お早
めに交換をお願いします︒

１脚折町１ ︱１ ︱１ ︱１０５︶

18 歳以上で国家 ４月６日（金）４月 14 日（土）
予備自衛官補
〜４月 18 日（水）
免許資格などを まで
の指定する１日
技能 有する男女（資格
により 53 歳未満
〜 55 歳未満）

平成 年度会員から︑見舞金

あたり５千円が付加給付されま

２７９ ３･３３５︶

０４８︶大橋児童館︵☎２８６ ０･

平成 年４月１日から平成

まちづくりポイントの期限
にご注意ください

問合先 西児童館︵☎２８５ ７･

す︒
問合先 安心安全推進課交通安

００７︶脚折児童館︵☎２８７ ０･

２７０︶上広谷児童館︵☎２８７ ･

１７３２︶

落語会・日本の伝統芸能に
触れてみませんか
日時 ３月 日㈯ 時〜 時

ポイントの確認・交換は︑地
域活動推進課または各市民セン

問合先 防衛省自衛隊埼玉地方協力本部
入間地域事務所
（☎04･2923・4691）

350

※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。ぜひご参加ください。お問
い合わせ・各種資料のご請求は、自衛隊入間地域事務所または同ホ
ームページへ。

18

試験日

受付期間

全・防犯担当

２月の中央図書館休館日
２月５日︑ 日︑ 日の各月
曜日
問合先 中央図書館︵☎２７１ ･
３００１︶

分

場所 市役所５階会議室

ター︑市民活動推進センターで

業を見つけてご参加ください︒

行されるものです︒興味ある事

の事業などに参加した場合に発

民活動を進めるために︑市主催

まちづくりポイントとは︑市

内容 落語︑紙切り︑マジック

参加費 無料

人
︵申込順︶

できます︒

分〜 時 分

場所 富士見保育所

定員

フクダさん

地域交流保育

30

講師 山遊亭くま八さん︑ヒロ・

対象 市内在住で未就園児とそ

31 27

の保護者

30

日時 ２月 日㈬︑ 日㈬９時

11
申込・問合先 ２月 日㈫から
13

18 歳以上 27 歳 年間を通じて 受付時にお知らせ
未満の男女
行っています します

自衛官候補生

31

11

２
３

定員

組
︵各年齢３人程度︶

28

18 歳以上 34 歳
未満の男女

一般

10

26

30

19 16 10

35

応募資格※

募集種目

10

19

30 14

３月２日㈮までに文化団体連合

広報つるがしま 2018.２

17

30

申込・問合先 実施日１週間前

自衛官等採用試験の案内

30

10

10

☎ 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

45
15

30

電話で
︵☎２７２ ４･００１︶

13

30

平成 年度彩の国いきがい
大学川越学園学生募集

対象 県内在住で平成 年４月

１日現在 歳以上の方

30

問合先 一般／︵公財︶いきいき

索︶
から

ジ︵
﹁彩の国いきがい大学﹂で検

込書を送付︑またはホームペー

集案内を確認の上︑２月１日㈭

学の開放授業講座で検索︶で募

申込方法 県ホームページ︵大

参加費 各科目１万円程度

問合先 埼玉県高齢者福祉課︵☎

０４８ ８･３０ ３･２６３︶

から各大学へ直接

８ ８･０３３︶

埼玉高齢者いきがい支援担当︵☎

専攻／彩の国いきがい大学和

60

０４８ ７･２８ ７･９５１︶
︑

内容 一般課程／一般教養︑ク

光・川越︵専攻︶︵☎０４８ ７･２

30

場所 ウェスタ川越

ラブ活動など年 回
︵木曜開催︶

回︵水曜開

専攻課程／一般教養︑専門科目︑

クラブ活動など年

38

大学の開放授業講座受講生
募集

国民健康保険税第8期

55

催︶

■火・木曜日10時〜12時、13時〜16時▷市役所2階内職相談
室

18

定員 各１３０人

◆内職相談

対象 県内在住の 歳以上の方

■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
（☎272・4001）

28

一般／２万９５００

◆就職
（鶴ヶ島市ふるさとハローワーク）

参加費

■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）
■23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

日時 おおむね４月〜８月

◆消費生活

円︑専攻／４万２０００円

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）
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）

場所 県内 大学︑都内１大学

◆教育

申込方法 市役所︵高齢者福祉

子どもの発達や、子育てに関すること
■8日（木）
、19日（月）13時〜・14時〜▷保健センター（☎
271・2745）

福祉︑語学など

◆親子
（要予約）

科目 経済政策︑政治学︑社会

◆子育て
■月〜金曜日9時〜16時▷子育てセンター
（☎286・7201）
■月〜金曜日9時〜16時▷第二はちの巣子育てセンター（☎
286・1110）
■火〜木曜日9時〜14時▷かこのこ子育てセンター（☎279
・0505）

課︶
︑学園会場で学生募集案内

■月〜金曜日9時〜16時／市役所1階▷家庭児童相談室

29

16
を入手し︑２月 日㈬必着で申

◆家庭児童

平成 年度埼玉県地震対策
セミナー

30

日時 ２月９日㈮ 時 分〜

12

◆女性のための相談室
（要予約）
■法律相談は14日（水）10時〜13時、カウンセリングは14日
（水）
、17日（土）
、20日（火）
、28日（水）10時〜15時※3月の予
約は3月1日
（木）
から▷女性センター
（☎287・4755）

時
︵開場 時 分︶

場所 大宮ソニックシティ

講師 鍵屋一さん
︵跡見学園女子

大学教授︶

■6日（火）
（受付中）
、3月6日（火）
（20日から受付）13時〜16時
／市役所5階会議室▷地域活動推進課

内容 講演会︑表彰団体による

◆不動産
（予約優先）

事例発表とパネルディスカッ

■16日
（金）13時〜16時／市役所3階会議室▷総務人権推進課

ション

◆人権

定員 ５００人
︵先着順︶

■23日
（金）13時〜16時／市役所5階会議室▷地域活動推進課

参加費 無料

◆行政

問合先 埼玉県危機管理課︵☎０

４８ ８･３０ ８･１４１︶

行政書士による法律相談
■8日
（木）
、22日
（木）13時〜16時／市役所3階会議室▷地域活
動推進課

■今月の納期

案内

13

就職支援ミニセミナー

21

対象 県内在住の求職者

45

日時 ２月 日㈬ 時 分〜

時 分

場所 市役所５０４会議室

内容 就職活動の進め方︑就職

人
︵申込順︶

50

に役立つ応募書類の作成

定員

◆相続・贈与

参加費 無料

司法書士による法律相談
■8日
（木）
（受付中）
、3月8日
（木）
（22日から受付）9時〜12時／
市役所3階会議室▷地域活動推進課

17

持ち物 筆記具

◆相続、離婚、贈与
（要予約）

時︶から鶴ヶ島市ふる

弁護士による法律相談
■6日
（火）
（受付中）
市役所5階会議室、23日
（金）
（9日から受付）
市役所5階会議室、3月6日（火）
（20日から受付）市役所5階会議
室／13時〜16時▷地域活動推進課

申込・問合先 ２月５日㈪
︵平日

◆金銭・不動産・家族
（要予約）

９時〜

月の相談

さとハローワークへ直接または

2

18

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。
場所 保健センター
持ち物 母子健康手帳、筆記用具、
飲み物
※3月6日はズボン着用で参加して
ください。一回のみの参加も可。
申込み 直接または電話で保健セン
ターへ
月 日
６
㈫
３
17
㈯

内容
安心して赤ちゃんを
迎えるために（呼吸
法などの実習含む）
パパの妊婦体験・赤
ちゃんとの生活・赤
ちゃんの入浴・妊娠
中の栄養・歯の健康
について

時間
9時30分
〜 12 時
10分
9時30分
〜 12 時
30分

予防接種はお済みですか？
麻しん風しん混合
（ＭＲ）
対象 平成23年4月2日から平成24
年4月1日生の方
※対象の方は、平成30年3月31日
までに接種しましょう。
二種混合
（ジフテリア･破傷風）
対象 11歳以上13歳未満（13歳の
誕生日の前日まで）
の方
※対象の方は、13歳の誕生日の前
日までに接種しましょう。
※いずれも接種期間が過ぎると、有
料
（全額自己負担）
になります。
高齢者肺炎球菌
平成29年度の対象の方で、接種
を希望する方は、平成30年3月31
日までに接種しましょう。
対象 平成30年4月1日までに65、
70、75、80、85、90、95、100
歳を迎える方で、過去に肺炎球菌予
防接種を接種したことがない方（対

19

広報つるがしま 2018.２

問合先 保健センター
（☎ 271・2745 6271・2747）

象者には、平成29年4月にはがきで
お知らせしています）
個人負担金 3000円（免除の対象
／中国残留邦人等支援給付制度適用
者、生活保護世帯および市民税非課
税世帯に属する方）
◆接種期間が過ぎると、定期接種か
ら任意接種の扱いとなり、個人負担
額が増額になりますのでご注意くだ
さい。

栄養改善教室
対象 市内在住の65歳以上の方
日時 2月22日（木）10時〜11時30
分
場所 市役所3階庁議室
講師 ①改田剛俊さん（関越病院栄
養科長）②池田祐子さん（関越病院管
理栄養士）
内容 ①脳梗塞と認知症、食事との
関係について②がんと栄養について
定員 30人
（申込順）
参加費 無料
持ち物 筆記具
申込・問合先 2月5日（月）から高
齢者福祉課地域包括支援センターい
きいきへ直接または電話で

健康講座「糖尿病予防のため
の食事と運動」
対象 市内在住で医師から運動制限
を受けていない方
日時 2月19日（月）10時〜11時40
分
場所 西市民センター
講師 健康運動指導士、保健セン
ター保健師
内容 糖尿病予防の食事と生活習慣
のポイントについての講話、運動実
技
定員 40人
（申込順）
参加費 無料
持ち物 運動できる服装（運動靴）
、
飲み物、筆記具
申込・問合先 2月5日（月）から保
健センター保健予防担当へ直接、電
話またはファクシミリで

食生活改善推進員協議会
料理教室
地域の食のリーダーである「食生

活改善推進員協議会」が、身体が喜
ぶ簡単元気レシピをお伝えします。
日時 2月22日
（木）10時〜13時
場所 西市民センター
メニュー 簡単トマトスパゲティー、
たっぷり野菜のサラダ、青豆とチー
ズの卵スープ、焼きプリン ※食物
アレルギーのある方は、メニューを
ご確認の上、申し込んでください。
定員 16人
（申込順）
参加費 一人500円
持ち物 エプロン、三角巾、食器用
ふきん、台ふきん
申込・問合先 2月1日（木）から13
日（火）までに食生活改善推進員協議
会事務局（健康増進課内）へ直接また
は電話で

休日急患診療
（内科・小児科）
（一社）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

日 曜 日、祝 日、年 末 年 始
（12 月 29 日〜 1 月 3 日）

利用時間 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
アクセス 若葉駅東口（要乗継ぎ）、
公共交通機 坂戸駅南口および北坂戸
駅東口から坂戸市市民バ
関の場合
ス（さかっちバス・さか
っちワゴン）
「健康セン
ター」で下車

2月の眼科在宅当番医
※休診時間は要確認
診察日時

医療機関
にし眼科クリニック
2月11日
（日）鶴ヶ島市富士見1-2-1
9時〜17時 ワカバウォーク2階
☎271・2424

救急指定病院（全日24時間対応）
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（小児救急医療も
対応）
毛呂山町毛呂本郷38 ☎276・1465

■2月号には『市議会だより第182号』
『鶴ヶ島街バル「鶴バル」ガイドマップ』
『平成30年度市町村交通災害
共済会員募集リーフレット、平成30年度市町村交通災害共済加入申込書』が折り込まれています。

穏やかに晴れた 1 月 7 日、市内 5 会場で鶴ヶ島市成人式が開催され、
華やかな雰囲気の中、旧友や恩師との懐かしい再会を喜ぶ姿が見られました。

2018.2 No.1000 人口と世帯数 人口 70,050人（前月比‑18） 世帯数 30,612世帯（‑10） 編集・発行 鶴ヶ島市市政情報課
（1月１日現在） 男 34,856人（‑10） 女 35,194人（‑8）
〒350−2292 埼玉県鶴ヶ島市大字三ツ木16−1
平成30年2月1日発行

平成 30 年鶴ヶ島市成人式

http://www.city.tsurugashima.lg.jp/

市ホームページ

FAX049−271−1190

☎049−271−1111㈹
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