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■走り、つなげる
寒空のもと、2月4日に農業交
流センター周辺で行われた「第
35回鶴ヶ島駅伝競走大会」
。努力
を続けてつなげたタスキには、熱
い思いが込められていました。
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市では︑平成 年４月に起こった

児童虐待による傷害事例を受け︑７

月から児童相談所の元職員を児童

虐待対応相談員として新たに任用

し︑
体制の強化を図りました︒現在︑

今︑子育て中の方へ

子どもは思い通りになりません︒

子育てには不安がつきものです︒

どうやって子育てしてよいかわ

こんなこと︑ありませんか？

保健師などと一緒に虐待通告︑相談

からないので悩んでいる

ケースワーカーや家庭児童相談員︑
などに対応しています︒

て困難を抱える家庭に寄り添いな

機 関 と 共 に︑ あ ら ゆ る 方 策 を 講 じ

叩いたり︑怒鳴ってしまう

思うようにいかず︑つい子どもを

もイライラしている

子どもが言うことをきかず︑いつ

がら︑未来ある子どもたちの安心・

精神的︑身体的に自分のことで精

子どもたちに関わる全ての関係

安全が守られる地域社会を創るこ

一杯で子育てができない

子どもがかわいく思えない

とを最優先の課題として取り組ん
でいます︒

市に寄せられる児童虐待通告の

すと楽になります︒身近に話せる人

むのは大変です︒誰かに気持ちを話

子育ての悩みをひとりで抱え込

パートナーの理解が得られない

受付件数は増加の一途をたどって

がいなければ︑電話や直接会って話

増える︑児童虐待

おり︑平成 年度の計 件が︑平成

場合には市と児童相談所や保健所︑

警察が中心となり対応しています︒

周りの人たちへ

しないように見守ってください︒﹁気

あいさつや声かけをするなど孤立

子育て中の親の話し相手になる︑

は︑速やかに一時保護を行うなど︑

して︑虐待？﹂と思ったら︑最寄り

にかかる親子﹂がいたり︑
﹁もしか

心配なご家庭を職員が訪問する

とになります︒

を守り︑虐待してしまう親も救うこ

ください
︵秘密は守ります︶
︒子ども

の児童相談所や市町村にお知らせ
いします︒

ことがありますので︑ご協力をお願

します︒

子どもの安全を第一に考えて対応

危険度が高いと判断される場合

ジ参照︶
があります︒

を聞いてもらえる相談窓口︵次ペー
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特集 “虐待”

まずは、
電話してください
相 談 窓 口
鶴ヶ島市役所 ☎271・1111
【子どもに関する相談】
市役所こども支援課子育て支援担当
児童相談所全国共通３桁ダイヤル
（24時間365日対応） 189番
【高齢者に関する相談】
地域包括支援センターいきいき
（市役所高齢者福祉課内）
地域包括支援センターかんえつ
☎285・7877
地域包括支援センターぺんぎん
☎271・5123
【障害者に関する相談】
生活サポートセンター ☎277・4116
障害者地域相談支援センターあゆみ
☎279・5233
障害者地域相談支援センターひるがお
☎298・4947
【相談先が分からない場合】
地域包括支援センターいきいき
【生命・身体の危険、緊急性ある場合】
が︑子どもの心身を傷つけ︑健やか

児童虐待とは︑親
︵または保護者︶

数あります︒

者が虐待の被害者となる場合も多

高齢者や障害者などの社会的弱

虐待は犯罪です

な成長や人格形成に重大な影響を

地域の見守りの輪を広げること

与える行為です︒

で︑皆さんが安心して暮らせる地域

近年の研究で︑虐待を受けた子ど

もには精神障害など重篤な悪影響

を目指しています︒見守りの対象は

子ども︑高齢者︑障害者を主とした

を行う際に虐待をしてしまうとい

うことがわかっています︒虐待は︑

市民の皆さんです︒
﹁あれ？﹂と思う

が 残 っ て し ま っ た り︑ 自 ら が 育 児

子どもに対する著しい人権侵害︑犯

ことがあればすぐにご相談ください︒

また︑活動に賛同していただける

罪行為です︒

児童虐待防止法では︑虐待を受け

後を絶たない状況にあります。

協力者︑協力機関の登録を随時受け

件数はいずれも増加傾向にあり、虐待は

たと思われる子どもを発見したと

県内の児童、高齢者、障害者への虐待

付けています︒

埼玉県福祉政策課
（☎048・830・3391）

きは︑
児童相談所や市などに連絡
︵通

平成30年４月１日
埼玉県虐待禁止条例施行

告︶しなければならないと定めてい

ます︒

警察
（110番）
、消防
（119番）

虐待をなくすためには、虐待はいかな

いて「埼玉県虐待禁止条例」が成立しま
した。
詳細は埼玉県ホームページから
http://www.pref.saitama.lg.
jp/a0601/20170711.html
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虐待の被害者は子どもだけでは

するため、平成29年６月定例県議会にお

ありません︒

めることなどにより総合的に施策を推進

鶴ヶ島見守りネットワーク

虐待の防止について基本的な事項を定

相談・登録は︑各地域包括支援セ

という認識を共有する必要があります。

ンターへ︒

る理由があっても禁止されるものである
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便利です。若葉駅前出張所（ワカバウォーク1階）

問合先 若葉駅前出張所 ☎272・5611
証明書発行や︑パスポート申請
︵市民専用︶など各種行政サービス
を行っています︒

行政サービスコーナー
業務日・時間 月〜金曜日９時〜
時 分︵木曜日のみ９時〜 時︶
21

︵土・日曜日︑祝日︑年末年始を
除く︶
取扱業務
︻証明書の交付など︼
住民記録関係

◯印鑑登録証明書

○印鑑の登録
続 など

○市町村 交通災害共済の加入手

○年金現況届

に限ります︵委任状の対応はでき

対象 本人および同一世帯の方

関係を除く︶
予約受取︼

︻業務時間外の各種証明書︵戸籍

○住民票コード通知再発行

ません︶
︒

○住民票記載事項証明書

籍証明書 など

○ 不 在 住・不 在 籍・不 在 住 不 在

受取時間 月〜金曜日

分

戸籍関係

〜 時 分
︵木曜日を除く︶
︑土・

時

○戸籍全部・個人・一部事項証明

日曜日︑祝日９時〜 時 分

○身分証明書

○除籍謄本・抄本

平日受取の場合 当日受付 受

所へ電話で︒

予約方法 事前に若葉駅前出張

︵戸籍謄本・抄本︶

○戸籍附票

取希望日の

分までに電話

○戸籍届出受理証明書

予約

同一週受付 月〜金曜日の

時

土・ 日 曜 日︑ 祝 日 受 取 の 場 合

時

○母子手帳への出生証明 など
○つるバス・つるワゴン特別乗車

︻申請書類の受付業務など︼

分までに電話予約︵月曜日が祝
○税金などの口座振替依頼書

付けます︶

日の場合は前の週に予約を受け

証の申請・交付
︵高齢者・障害者︶
○こども医 療 費 助 成 金支 給 申 請
書

問合先 ☎２７２・５６２２

なりますのでご注意ください︒

※申請と交付の業務日・時間が異

除く︶

祝日︵日曜日を除く︶
︑年末年始を

パスポートコーナー窓口

□マイナンバーカードの受取

パスポートコーナー
○ 重 度 心身 障 害 者 医 療 費 助 成 金

対象 市内に住民登録︑または居

申請 月〜金曜日９時〜

□納税証明書、
評価証明書の発行

○ひとり親 家 庭 等医療 費助成金

請求書

業務日・時間

所のある方
○国 民 健 康 保 険 高 額 療 養 費 支 給

分︵土・日曜日︑祝日︑年末年始

□税金、
保険料の収納

支給申請書

付申請書
︵後日郵送対応︶

○国 民 健 康 保 険 被 保 険 者 証 再 交

申請書

を除く︶

時
○ 後 期 高 齢 者医 療 被 保 険 者証 再

交付

時︑

月・ 火・ 水・ 金 曜 日 ９ 時

交付申請書
︵後日郵送対応︶

分︑木曜日９時〜
30

時

〜

□婚姻・離婚・出生・死亡などの戸籍の届出

30

17

21

分︵土曜日︑

世帯合併などの住民異動に伴う届出

17

30

16
○後 期 高 齢 者医 療 高 額 療 養 費 支

時

次の業務は、
市役所で受け付けます。

20

日曜日９時〜

□転入・転居・転出・世帯分離・

30

給申請書

出張所では取り扱っていない業務

17

17

30

30

30

30

○住民票
︵除票︶
の写し

若葉駅前出張所

20

30

17

17
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平成30年度の固定資産課税台帳の閲覧・縦覧
問合先 税務課資産税担当

・本人確認書類
・所有者との関係がわかる戸籍謄本

借地人、借家人

・本人確認書類
・借地・借家の事実が確認できる契約書

・本人確認書類
・納税者が記入した委任状

納税者の相続人

・本人確認書類
・納税者との関係がわかる戸籍謄本

31

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦

納税者の代理人
（上記以外の方）

覧

・本人確認書類

期間 ４月２日㈪〜５月 日㈭

土地・家屋の固定資産税の納税者
納税者と同一世帯の方
（市内の同一世帯の方）
納税管理人

31
場所 市役所１階税務課

持ち物

土地・家 屋の固 定 資 産 税の

ことができます︒

縦覧ができる方
※固定資産の所有者でも非課税や免税点未満に
より納税されない方は縦覧できません。

固定資産課税台帳の閲覧

所有者の相続人

年

・本人確認書類
・所有者が記入した委任状

30

期間 ４月２日 ㈪〜平 成

所有者の代理人
（上記以外の方）

３月 日㈯

・本人確認書類

場所 市役所１階税務課

所有者の代理人
（市内の同一世帯の方）

土地︑家 屋︑償 却 資 産の固

賦課期日の翌日
（平成30年1月2日）
以後の新所有者

・本人確認書類
・取得の事実が確認できる契約書

評価額が適正であるか︑他の土

・本人確認書類※

定 資 産 を 所 有 す る 方 な どは︑

固定資産の所有者、納税管理人

地・家 屋と評 価 額を比 較する

容が確認できます︒

持ち物

固定資産税と都市計画税の内

閲覧ができる方

※「本人確認書類」とは、運転免許証、マイナンバーカードなどです。

軽自動車・バイクなどの変更手続きはお早めに
問合先 税務課市民税担当

1万2900円

営業用

3800円

3000円

4500円

自家用

5000円

4000円

6000円

軽自動車検査協会
埼玉事務所所沢支所
☎050・3816・3111

４ 月 １ 日 時 点 で︑

7200円

重課税率

1万800円

17 13

軽自動車税は４月１日現在

自家用

最初の新規検査︵初度検査︶か

8200円

の所有者に課税される税金で

5500円

ら 年を経過している車両︵平

6900円

す︒名義変更・住所変更
︵転入・

四輪貨物

営業用

取扱い窓口

年３月以前に検査してい

3. 重課税率

成

2. 旧税率

転出︶
・廃車の手続きを済ませ

四輪乗用

広報つるがしま 2018.３

1. 新税率

る車両︶
に適用されます︒

平成 30 年度
（区分）

ていない場合は︑３月中に手

軽自動車税
（年額）

軽自動車

年 度と同じ

5

原動機付自転車および軽二

輪などは︑平 成

税率です︒

29

27

続きをお願いします︒

軽自動車検査協会埼玉事務所所沢支所
入間郡三芳町大字北永井 360-3
☎050・3816・3111

軽自動車
（四輪）

年 ４月 １日 以

埼玉運輸支局所沢自動車検査登録事務所
軽自動車
（二輪・126cc〜250cc以下） 所沢市大字牛沼688-1
二輪の小型自動車
（251cc以上）
☎050・5540・2029（自動音声案内）

軽自動車税
︵四輪︶
税率について

税務課市民税担当

平成

原動機付自転車
（125cc以下）
小型特殊自動車

新税率

取扱い窓口

降に最初の新規検査︵初度検査︶

車 種

を受ける車両に適用されます︒

車種別の取り扱い窓口
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春です！ ウォーキングを始めてみましょう

問合先 健康増進課健康増進担当

分程度の

果 も 実 証 さ れ て お り︑ １ 日
８０００歩︑うち
中強度︵なんとか会話ができる

健康づくりのきっかけに
いつまでも健康で過ごすた

まずは無理のない歩数から

程度︶の速歩きが含まれること

ア︑定期的な健診などが大切
始 め︑ 徐 々 に 歩 数 を 増 や し︑

めには︑適度な運動やバラン

です︒中でも運動は︑始める
歩幅を大きくしていくのがお

が望ましいとされています︒

ハードルが高いと感じる人も
勧めです︒

スの取れた食事︑歯や口のケ

多いはず︒市では︑そのきっ
かけづくりとしてウォーキン

地域でスクラム・健康マイレージ事業

歩数計を使って楽しくウォーキン

グを続けることで健康づくりを応援
する県との共同事業です︒

市民センターなどのタブレット端

末に歩数計をかざし︑データを送信

また︑歩数によりポイントが貯ま

することで 歩 数の管 理ができます︒

り︑ポイントに応じ抽選で県産品な

歩き方が分からない︑一人

どが当たります︒

ウォーキングは体に無理な

で歩くのはちょっと⁝そんな

あるチラシまたは市ホームページを

ウォーキングを習慣化する

く始められ︑健康づくりに効

方は︑きっかけづくりに市の

ご覧ください︒なお︑歩数計は市の

グを推奨しています︒

果的な運動です︒研究により

事業を活用してみましょう︒

お申込みなどの詳細は︑公共施設に

現在︑参加者を追加で募集中です︒

生活習慣病などへの予防効

無料貸与ですが︑県事務局からの着

（富士見）
深澤 幸代さん

とやる気が出ます。すっかりウォーキングが習慣に

朝起きて歩数計を見ると「今日もがんばるぞ！」

なりました。目標は1日1万歩。足りない時は近所の

ています。サークルの仲間も参加しているので、競

公園を歩きますが、あまり頑張りすぎないようにし

ます。歩数計をタブレットにかざすと成績が出る

争したり、励まし合ったりして楽しく取り組んでい

のも励みになります。抽選に当たり、 彩の国黒豚

をもらいました。次は何が当たるか楽しみです。

ウォーキングの機会提供と仲間づくりを目
的とし、4月から毎月開催予定です。
日時 4月13日
（金）
９時30分〜
集合 西市民センター
（少雨決行）
コース 菜の花を見ながら歩く5㎞程度の
コースです。
講師 鶴ヶ島ウオーキングクラブ
定員 40人
（申込順）
参加費 無料
持ち物 飲み物、タオル
申込み 3月6日
（火）
から直接または電話で

払い送料︵４９４円︵税込︶
︶が自己負

かね こ よしのり

担︒申込みから５週間程度でのお届

桜を楽しみながらウォーキングや健康遊
具の使い方を学びます。
日時 3月26日
（月）10時〜
集合 女子栄養大学
（体育館前）
講師 金子嘉徳さん（女子栄養大学実践運動
方法学研究室教授）
定員 30人
（申込順）
参加費 無料
持ち物 飲み物、タオル
申込み 3月6日
（火）
から直接または電話で
その他 雨天時は室内でウォーキング、体
操を実施。室内履き持参。

けとなります︒

楽しく歩こう「桜ウォーク」

参加者の声

第1回 定例健康ウォーキング会

20
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市政 情報

平成30年度集合狂犬病予防注射のご案内
問合先 生活環境課環境推進担当

30

生後
日以上の犬の飼い主

91

料金
︵犬１頭につき︶

新規登録の場合 ６３００円

持ち物 集合注射案内はがき

︵問診票の欄に犬の体調を記入

してください︶

その他 登録は︑集合注射会

場 で 注 射 と 同 時 に で き ま す︒

市外から転入された方は︑転

入前の市区町村で交付された

鑑札を持参してください︒鑑

札がない場合は︑鑑札の再交

付︵手数料１６００円︶が必要

交付された注射済票は首輪

となります︒

などに着け︑
﹁犬表示シール﹂

は︑門柱などの人の目につく

所に掲示してください︒

犬表示シール

市役所来庁者用駐車場（三ツ木16-1）

登録済の場合 ３３００円︵注

13時30分〜15時30分

は︑毎年通常４月１日から６

9時30分〜11時30分

新町中央広場（新町2-16）

射料２７５０円︑注射済票交

13時30分〜15時30分

日の間に狂犬病の予防注

富士見自治会館（富士見4-3-28）

月

9時30分〜11時30分

付手数料５５０円︶

東市民センター（五味ヶ谷202）

射を受けさせなければなりま

13時30分〜15時30分

せん︒

21日
（土）

鶴ヶ島文化会館（鶴ヶ丘24-8）

︵注射料２７５０円︑注射済票

19日
（木）

9時30分〜11時30分

市では︑集合狂犬病予防注

４

会場
（所在地）

交付手数料５５０円︑登録手

18日
（水）

時間

射を左記の日程で実施します

日

数料３０００円︶

月

ので︑ご利用ください︒

平成30年度集合狂犬病予防注射日程

動物病院での狂犬病予防注射済票の交付
問合先 生活環境課環境推進担当

岩田獣医科医院

坂戸市緑町 18-9

☎281・0363

えんだ動物病院

坂戸市泉町 2-10-6

☎284・9110

狩野動物病院

下新田 223

☎ 286・5200

ちば動物病院

鶴ヶ丘 98-15

☎286・3847

鶴ヶ島ペットクリニック

松ヶ丘 2-16-17

☎287・0786

動物病院 アロハナ

脚折 1145-1

☎298・3955

ノヤ動物病院

日高市上鹿山 143-19

☎042・985・4328

ピクシー犬猫病院

鶴ヶ丘 849-6

☎285・7569

プリプリ動物診療所

富士見 2-22-35

☎277・7120

ブン動物病院

坂戸市千代田 2-9-1

☎288・2166

山田獣医科病院

坂戸市長岡 50-1

☎ 288・2522

やまびこ動物病院

脚折町 1-34-13

☎287・4344

広報つるがしま 2018.３

市に登録をしている犬につ

☎283・5111

いて︑動物病院で狂犬病予防

坂戸市中富町 70-5

注射の接種︵有料︶後に注射済

いちかわペットクリニック

票の交付が受けられます︒

☎286・6301

動物病院で注射済票の交付

上広谷411-1

手続きを行う場合は︑市から

アイビーどうぶつ病院

※市では、上記動物病院と協定を結んでいます。

7

電話番号

送付された集合狂犬病予防注

所在地

射案内はがきと手数料５５０

動物病院名

円を病院へお持ちください︒

注射済票の交付が受けられる動物病院一覧
（50音順）

市政 情報

︵仮称︶圏央鶴ヶ島インター

説明会

理事業に係る環境影響評価準
申込み 不要
︵直接会場へ︶

場所 市役所５階会議室

日時 ４月 日㈮ 時〜

備書の縦覧および説明会を行
５月 日㈮︵必着︶までに︑所

意見書の提出
日㈫〜４月

縦覧場所 市都市計画課︑埼
ルで埼玉県先端産業課へ︵〒

の上︑直接︑郵送またはメー

定の意見書に必要事項を記入

玉県環境政策課ほか

提出方法 縦覧場所にある様

a3

︱９３０１
︵住所不要︶
︑

および埼玉県ホームページで

市が決定する都市計画の変

式に必要事項を記入の上︑縦

もご覧になれます︒

更案について︑都市計画法第

︱

覧期間内に持参または郵送

︶
760-05@pref.saitama.lg.jp

※関係図書は市ホームページ

日㈮
︵平日のみ︶

縦覧期間 ３月

います︒

チェンジ東側地区土地区画整
19

︵必着︶で都市計画課へ︵〒

春の全国火災予防運動週間

︱ ３月１日㈭〜７日㈬ ︱

この運動は︑火災の発生を

１月

日︑アルカーサル川

周 年 記 念 祝 賀 会 が︑

越迎賓館において︑鶴ヶ島市

消防団

約１４０人の参加者により盛

年設立か

大に開催されました︒

参加者は︑昭和

年 の 歳 月 を 振 り 返 り︑

産の損失を防ぐことを目的と

る死者の発生を減少させ︑財

設置することが必須となって

住宅用火災警報器は寝室に

年

部の機器が劣化していること

以上経過している場合は︑内

災発生原因は︑①放火︵疑い含

が考えられますので︑本体を

年の管内での主な火

む︶
︑②たばこ︑③こんろとな

問い合せください︒

ご不明な点は︑担当までお

交換することが望ましいです︒

す︒

因の火災が特に増加していま

前年と比べて︑たばこが原

っています︒

平成

います︒すでに設置から

住宅用火災警報器の設置を

に捨てましょう︒

火を確実に消してからゴミ箱

た ば こ は 灰 皿 に 水 を 張 り︑

動していくと誓っていました︒

団長を中心に一致団結して活

き伝統を継承し︑さらに瀧嶋

の地域は自ら守る﹂という良

また︑現役消防団員は﹁自ら

らの

22

して︑毎年行われています︒

防ぎ︑高齢者などを中心とす

70

20

２２９２住所不要︶

21

70

11

条に基づき︑次のとおり縦
覧を行います︒
また︑この変更案に対して︑
意見書を提出することができ
ます︒
日のみ︶
縦覧場所 都市計画課
内容 南西部第一期地区地区
計画の変更
意見書の提出
対象 市内に住所を有する方

10

問合先 消防組合消防本部庶務課
（☎281・3118）
問合先 消防組合消防本部予防課
（☎281・3117）

27

および利害関係のある方

29

鶴ヶ島市消防団70周年記念祝賀会
春季全国火災予防運動実施

330
350

問合先 埼玉県先端産業課
（☎048・830・3935）
問合先 都市計画課都市計画担当

27

17

期間 ３月８日㈭〜 日㈭︵平
22

環境影響評価準備書の縦覧および説明会
都市計画の変更案の縦覧ができます

8

みんなのひろば

「孤独」は肥満より健康に悪い

鬼だよ！

1月30日、北市民センターで行われた講演会「人生100年時
代を自分らしく暮らせるまち」
。講師の方が、
「趣味や地域活動
で楽しく過ごすこと」が健康と長生きの秘訣と話すと、参加
者は大きく頷いていました。あなたも地域デビューしませんか。

2月2日、鶴ヶ島保育所で節分会が行われました。カワイイ
鬼も一緒になってみんなで手遊びをした後は鬼の的に向かって
「鬼は外！」
。悪い鬼は退治できたかな？今年も元気でいられま
すように。

恐竜ってどんな生き物？

「銀幕カフェ」オープン！

2月3日、eコラボつるがしまでサイエンス教室「恐竜の骨格
模型をつくろう」が行われました。皆で協力して模型をつくり、
恐竜が生きた時代に想いを馳せながら、講師の方の貴重なお
話に耳を傾けていました。

市と商工会で運営するチャレンジショップ「つるカフェ」に、
【銀幕カフェ】が開店（上広谷10-6）
。数々の懐かしい映画をダ
イジェスト版で上映中です。どなたでも楽しめる名作とコーヒ
ーなどをご堪能ください。
（日、月、火曜日営業）

ミニチュアの街に夢を乗せて

野球に熱中

2月12日、
「ＫＡＴＯ」ブランドの鉄道模型で有名な（株）関
水金属（富士見）で、ふるさと納税寄附者を対象にした工場見
学会が行われました。広大なフロアに広がる巨大で精密な鉄
道ジオラマの世界に、大人も子どもも魅了されていました。

2月18日、東洋大学硬式野球部の皆さんの指導により行わ
れた「野球教室」
。子どもたちは、バッティングから走塁まで
大学生の迫力あるプレーを見て学び、直接教えてもらいなが
ら多くを吸収しようと必死でボールを追いかけていました。

9
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みんなのひろば

熱

してます

中

南中学校

し ま の

み

男子
バスケットボール部

と

島野美都ちゃん（脚折町・9か月）

2018年も良い年になりますように！

き た だ おうせい

北田旺聖ちゃん（太田ヶ谷・2歳1か月）

高倉獅子のまねっこ！

部員数 1年生3人、2年生3人
部のモットー 走る・頑張る・声を出す
目標 ・感謝の心を養う
・信頼する心を養う
・ルールを守って活動するという社会性を養う
・自分の課題をもって練習する
部の特徴 人数は少ないですが一人ひとり課題
を持ち、勝つことが最終目的ではなく、チーム
や自分のためにシュートを決める！ことを重点に
日々の練習に取り組んでいます。
中学生だけではなく小学生や高校生、社会人
とも交流し、様々なバスケットを自分のものにするため日々学習し励んで
います。機会があったら様々なチームと練習をしたいです！！

こ み ね

出かけてみませんか

▶親子リトミックBigBell 対象／歩
ター 連絡先／小峰☎271・4497
▶コーロ・ブリランテ
（コーラス） 対
ける未就園児とその親 日時／3月
象／女性 日時／毎月第2、第3、第
30日（金）10時30分〜11時30分 場
4木曜日 場所／富士見市民センター
所／南市民センター 参加費／無料
連絡先／小峰☎271・4497
定員／20組程度（申込順） 申込・連
▶社交ダンス同好会 対象／市内在
絡先／鈴木☎090・6949・2741
▶平成30年度春季鶴ヶ島市市民テニ
住の60歳以上の方 日時／毎週木曜
ス大会 対象／市内在住在勤在学ま
日10時 〜14時、日曜 日10時 〜12時
たはテニス協会員 日時／4月15日
場所／老人福祉センター「逆木荘」
（日）
（予備日22日）8時30分集合 場
連絡先／井田☎080・5417・8636
▶ふじみ茶和会（茶道、表千家） 日
所／市民テニスコート（男子）
、富士
時／毎月第1、第3金曜日9時〜12時
見テニスコート（女子） 種目／一般
場所／富士見市民センター 連絡先
男子複、一般女子複、ベテラン男子
／中込☎090・1765・6542
複（45歳以上合計120歳以上） 参加
▶英語講読会
（
「白いカラス」
（フィリッ
費／1組2000円 申込・問合先／往
復はがき往信欄に種目、ペアの氏名、 プ・ロス）を読む） 日時／第1、第3
水曜日13時〜15時 場所／東市民セ
年齢、住所、電話番号、メールアド
レス、返信用はがきに返信先氏名、 ンター 連絡先／洲崎☎271・6644
住所、
郵便番号を記入して4月6日
（金） （18時以降）
（必着）までに高橋秀和（〒350-2215
5月号の原稿締切は､3月23日
（金）
で
南町1-23-1☎287・1848）
へ郵送
す。※「仲間になりませんか」のコー
仲間になりませんか
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
▶ラ・フォンテ（コーラス） 対象／
ークル年3回までで、同一号には1件
女性 日時／毎月第2、第3、第4月
までの掲載に限らせていただきます。
曜日10時〜12時 場所／西市民セン
こ み ね

す ず き

▶透明水彩楽画喜会展 日時／3月6
日
（火）
〜11日
（日）10時〜17時
（6日は
13時から、11日は16時まで） 場所
／中央図書館 入場料／無料 連絡
先／関☎285・6875
せき

参加してみませんか
▶年 金 鶴ヶ島 ハイキン グ 大 会 対
象／市内在住の方 日時／3月14日
（水）8時30分〜14時30分（集合:越生
駅前に8時45分） コース／越生駅〜
弘法山〜ウェルサンピア越生〜最 勝
寺〜越生駅 参加費／無料 定員／
30人（申込順） 申込・連絡先／3月
10日
（土）
までに杉☎286・6978
▶リトミック無料体験会 対象／歩
ける未就園児とその親 日時／3月
28日（水）10時30分〜11時30分 場
所／西市民センター 参加費／無料
定員／25人（申込順） 申込・連絡先
／唐木☎080・5469・4717
お ご せ

こうぼうざん

さいしょう

じ

すぎ

か ら き

い

だ

なかごみ

す ざ き

たかはし ひで かず
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募集
介護保険運営審議会委員
介護保険運営審議会委員の任
期満了に伴い︑被保険者を代表

分から８時

者を依頼します︒

登録した方の中から︑作業従事

幹部候補生

者福祉や介護保険に関する意見﹂

場所 市内の発掘調査現場

が通常の任期は２年です︒以降︑

期間 発掘調査の実施期間︵１か
程度︶

報酬 日額３０００円
時と会場は︑後日連絡します︒

時給 ９０５円

遺跡発掘調査の作業員登録者
発掘調査の規模などに応じて︑

査会
︵☎２８５・８２６２︶

申込・問合先 鶴ヶ島市遺跡調

申込・問合先 ３月５日㈪から

所の現場で︑およそ１〜２か月

除く︶

時間 ９時〜 時︵ 時〜 時を

行います︒また︑学校での交通

３月 日㈫︵必着︶までに高齢者

再任することが可能です︒

13

試験方法 面接試験 ※試験日

募集人員 １人

発活動などに従事します︒

安全教室の実施や︑交通安全啓

歳以上

︱２２９２住

※毎月1回、
説明会を開催しています。各種資料のご請求は、
上記事務所または同ホームページへ。

の記述を含む︶を記入の上︑直接

交通指導員
対象 ４月１日現在︑

歳未満の市内に住所を有する
方で︑交通安全に熱意のある方

配布する申込書に必要事項を記

日㈬までに安心安全推進課で
入の上︑志望理由書︵４００字原

採用予定 ４月１日㈰
日 ※今回の任期は１年です

福祉課介護保険担当へ市ホーム

職務内容 小中学校の登校日に

稿用紙１枚程度︶
を添えて直接

任期 ４月１日〜平成 年３月

ページまたは高齢者福祉課で配

通学路の交差点などで︑７時

12

分まで立哨指導を

一般

または郵送で︵〒

する委員を公募します︒

詳細は上記
5 月 12 日
（土）
3月1日
（木）5 月 13 日
事務所へ
（日）
歯科
〜
薬剤科
5月1日
（火）

15

歳以上

5 月 26 日
（土）

18 歳以上
27 歳未満

一般曹候補生

試験日
受付期間
応募資格
募集種目

の市内に住所を有する方で︑高

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）

対象 ４月１日現在︑

自衛官等採用試験の案内

所不要︶

つるがしま文芸

齢者福祉に︑知識︑経験︑関心
のある方︵市議会議員︑市の各行
政委員会委員︑公務員は除く︶
︒

任期 ５月１日〜平成 年４月
日
︵３年間︶
要事項など

募集人員 ３人以内

350

30

市役所からのお知らせ
審議内容 介護保険運営上の重

33

申込・問合先 ３月１日㈭から

14

20

31

30

布する申込書に必要事項︵
﹁高齢

広報つるがしま 2018.3

11

27

50

31

40

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、
リーフレット（各市民センターなどに設置）および市ホ
ームページで公表します。
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。
・作品の漢字には、読み仮名をふってください。
今回の季題 花火、沙羅の花
締切日 4月20日
（金）
問合先 市政情報課広報広聴担当
30

☎ 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

対象 男女共同参画に関する催

さい︒募集要項および申込用紙

は︑出店者募集要項をご覧くだ

き ま せ ん︒ 出 店 時 の 注 意 事 項

を仕事としている方の参加はで

その他 手作り品の製作・販売

時
︵市民活動推進センター︶

実行委員会 ４月 日㈯ 時〜

険・チラシの用紙代など︶

出店料 ５ ００円︵イベント保

以内︑雨天時は狭くなります︒

方を優先︶
︒ １区 画 ２ｍ × ２ｍ

募集区画

申 込・ 問 合 先

施

式をした後にホームステイを実

通知⑥受入家庭は研修生と対面

回答⑤市から受入家庭に詳細を

からご案内④受入家庭は可否を

スを選択③コースに合わせて市

表から希望のホームステイコー

①申込書を市に提出②年間計画

ワンナイトステイの流れ

可︶

部屋提供できる家庭︵単身者不

対象 市内在住で︑宿泊用に１

認知症という病気を正しく理解

内容 ﹁認知症サポーター﹂とは︑

場所 市役所５階会議室

分

日時 ３月 日㈯ 時〜 時

対象 市内在住在勤の方

は電話で

から南市民センターへ直接また

申込・問合先 ３月５日㈪９時

きん︑音の出るおもちゃ
︵楽器︶

持ち物 保護者の上履き︑ぞう

参加費 無料

区画︵市内在住の

事などを自ら企画し︑開催する

は︑各市民センター︑市民活動

でに地域活動推進課地域活動

して︑その人と家族を見守る応

募集

団体・個人

推進センター︑地域活動推進課

推 進 担 当 へ 電 話︑ メ ー ル︵

ハーモニーふれあい
ウィーク企画参加者

内容 ６月 日㈮︑ 日㈯開催

の窓口で配布︑または市ホーム

月 日㈯まで

予定のイベントの企画参加者
申込・問合先
に女性センター
︵☎２８７ ４･７

人
︵申込順︶

参加費 無料

定員

認知症サポーター養成講座

５５︶へ市内公共施設および市ホ
ページからダウンロードできま

教室

日㈮ま

ームページにある指定の参加票
す︒今回は子ども用の出店ブー
スも設けます︒詳しくはお問い
合わせください︒
申込・問合先 ３月 日㈮ 時

日時 ３月 日㈯ 時 分〜 時

対象 市内在住の方

な人が認知症になったら〜﹂

で学ぼう成年後見制度〜身近

成年後見制度講演会﹁みんな

域包括ケア推進担当へ直接また

申込・問合先 高齢者福祉課地

持ち物 筆記具

域活動推進課内︶へ申込用紙に

までに︑わかば結市事務局︵地

３月

︱２２１

に記入の上︑郵送︵〒
︵
10200020@city.t
suru
︶またはファクシ
gashima.lg.jp
ミリで
︵ ２７１ ５･２９７︶

わかば結市

は電話で

日時 ３月 日㈪ 時 分〜
時 分

場所 南市民センター
内容 音楽に合わせて体を動か

講師 幼児のリトミック
る海外研修生をご家庭に１泊２

組
︵申込順︶

日時 ６月 日㈰ 時〜 時

定員

11

第 回ハンドメイド・
フェスタ出店者

子育てサロン
必要事項を記入の上︑メール
︵
﹁親子リトミック﹂
10400010@city.tsuruga
対象 ０歳〜未就園児までの親
︶またはファクシミ
shima.lg.jp
リで
︵ ２７１ １･１９０︶

埼玉県ワンナイトステイ
登録者

30

対象 手作りを楽しんでいる方
︵ワークショップのみの参加可︶
で︑わかば結市の趣旨に基づい
て︑実行委員会に参加し︑運営
に関する役割分担に応じられる

10

日本語国際センターで研修す

10

11

14

を体験してみませんか？

場所 市役所５階会議室

内容 認知症などにより︑判断

︵司法書士︶
講師 杉田裕介さん

15

子

︑脚折１９２２ ︱７︶
︑メール

30

1 0 4 0 0 0 1 0 @ c i t y . t s u r u g a 援者です︒認知症になっても安
心 し て 暮 ら せ る ま ち を 目 指 し︑
s h i m a . l g . j︶
pまたはファクシ
認知症について学びます︒
ミリで
︵ ２７１ １･１９０︶

30

し楽しく遊ぶ

方

50

12

日で受け入れて身近な国際交流

は市民活動推進センター︶

30

12

10

13

3

30

17

17

30

23

31

350

場所 若葉駅西口広場︵雨天時

15

17

3

10

16

22

10

5

21

5

20

12

「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

40
3

5

3

申込・問合先 高齢者福祉課高

参加費 無料

定員

人
︵申込順︶

みや手続きについて学びます︒

を支援する成年後見制度の仕組

受けないように︑主に法律行為

産の管理や契約などで不利益を

能力が不十分となった方が︑財

申込・問合先 ３月５日㈪９時

申込み︶

保育 １歳〜３歳︑ 人程度
︵要

ボールペン

プ 〜 個︑カッター︑はさみ︑

持ち物 ペットボトルのキャッ

参加費 １０８円
︵材料費︶

定員

で作る﹁トントンBOX﹂

内容 ペットボトルのキャップ

定員

できる調理法を学びます︒

理に自信がない男性でも簡単に

内容 調理実習︑試食など︒調

グルーホームヘルパー

講師 在宅訪問介護事業所ベル

場所 女性センター

分

日時 ３月 日㈭ 時〜 時

に満たない場合は女性も可︶

人程度
︵申込順︶

齢者福祉担当︑社会福祉協議会
たは電話で

子育て講座﹁手作りおもちゃ﹂

対象 市内在住の乳幼児の保護

10

から鶴ヶ島子育てセンター︵鶴

参加費 無料

11

家族介護教室

へ電話で
︵☎２８７・８８９６︶

在宅訪問介護事業所ベルグルー

申込・問合先 ３月５日㈪から

持ち物 エプロン︑三角巾

対象 市内在住で︑家族介護者

男性家族介護教室
﹁春を彩るロールキャベツ﹂

話で
︵☎２８６ ７･２０１︶

ヶ島保育所内︶へ直接または電

人
︵申込順︶

22

対象 市内在住の方

日時 ３月 日㈮ 時 分〜
時 分

人
︵申込順︶

３月５日㈪か

15

日時 ３月 日㈰ 時〜 時

﹁早起き脳が子どもを伸ばす﹂

子育て講演会

６０５６︶

の風鶴ヶ島へ電話で︵☎２９９ ･

ら特別養護老人ホームみどり

申 込・ 問 合 先

持ち物 室内履き︑筆記具

参加費 無料

定員

内容 在宅看取りについて

診療所︶
︑㈱セレモア

講師 高野 友 則さん︵坂戸訪問

りの風鶴ヶ島

場所 特別養護老人ホームみど

30

神 山 潤 さ ん︵ 東 京 ベ イ・

場所 富士見市民センター

人
︵申込順︶

ター内︶へ直接または電話で︵☎

協議会事務局︵富士見市民セン

第三地区青少年健全育成推進

申込・問合先 ３月５日㈪から

参加費 無料

定員

リズムを見直してみませんか︒

内容 それぞれの家庭で︑生活

浦安市川医療センターCEO︶

講師

12

時 分

や介護に関心を持つ男性︵定員

13

10

12

12

23

25

12

30

日時 3月24日
（土）
①10時〜12時 ②14時〜16時
内容 綿手拭い
定員 各回12人
（申込順）
費用 500円
（材料実費）
場所 農業交流センター
講師 丹野寿子さん（フラワーアレンジメント教
室 花tan・tan主宰）
持ち物 エプロン、ビニール手袋、持ち帰り用ビ
ニール袋、雑巾用タオル
※小学生以下は保護者同伴
申込期間 3月1日
（木）
〜12日
（月）

者
15

日時 ３月 日㈫ 時 分〜
10

20

日時 3月14日
（水）
①10時〜12時 ②14時〜16時
内容 綿ストール
定員 各回12人
（申込順）
費用 1500円
（材料実費）
【第2回】

20

場所 女性センター

申込・問合先 産業振興課農政担当

15

50

45

鶴ヶ島サフラン染体験教室

10

【第1回】

50

︵☎２７ ７ ３･３ １７︶へ 直 接 ま

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

30

２８７ １･６６１︶

広報つるがしま 2018.3
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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

11

教室

60

第４回逆木荘
グラウンドゴルフ教室

対象 市内在住の 歳以上でグ

日︑

17

ラウンドゴルフを始めたい方で

日︑

15 10

全日程参加できる方

４ 月 ３ 日︑

12

24

日時

30

日︑５月８日︑ 日の各火曜

日９時 分〜 時
︵全６回︶

場所 老人福祉センター﹁逆木

荘﹂

講師 日本グラウンドゴルフ協

人
︵抽選︶

12

会３級シルバー普及指導員

定員

ダンボールクラフト教室

10

参加費 ３００円
︵保険代︶

講師 裏千家茶味会

対象 小学生

日時 ４月 日㈯ 時〜

14

その他 運動ができる服装︑運

ボールは逆木荘で用意します︒

内容 お茶・お菓子のいただき

10

動靴でご参加ください︒クラブ︑

申込・問合先 ３月１日㈭から

人︵ 申 込 順︑ 全 日 程 参

方など

場所 中央図書館

定員

加できる方︶

講師 本田技研工業㈱

８日㈭までに老人福祉センター

参加費 茶・菓子代１回５００

ゴン車を作ります︒※汚れても

へ直接または電話で︵☎２７１ ･

３００１︶

催し

老人福祉センター
﹁逆木荘まつり﹂

場所 老人福祉センター﹁逆木

高齢者福祉
介護セミナー
3

内容 ダンボールクラフトでワ

に集金︶

よい服装で

荘﹂

参加費 無料

16

回 分 ２５ ０ ０ 円 を １ 回 目

持ち物 ベルト︑白ソックス

定員

対象 市内在住在勤の方

日時 ３月 日㈯ 時〜 時

14

問合先 老人福祉センター﹁逆

木荘﹂
︵☎２８６ ３･３０１︶
10

円︵

申込・問合先 ３月７日㈬から

参加費 無料

人
︵申込順︶

西市民センターへ直接または電

申込・問合先 ３月 日㈭から

４月５ 日㈭までに中央図書館

話で
︵☎２８６ ７･８９９︶
15

5

﹁逆木荘﹂へ直接または電話で

3

19

25

︵☎２８６ ３･３０１︶

初めての方の茶道体験

21

対象 市内中学生以上または市

16

内小学生の親子

日時 ４月７日︑ 日︑５月

15

日︑６月２日︑ 日の各土曜日

時〜 時

場所 西市民センター

13

第4回結桜まつり
〜来て、見て、広げよう、地域の輪！〜
申込・問合先 東市民センター
（☎286･3357）
日時 4月7日
（土）
、8日
（日）
10時〜
場所 東市民センター
内容 発表
（コーラス、民踊など）
、展示
（陶
芸、書道など）
、体験入門
（卓球、将棋など）
、
模擬店など
※駐車場には限りがあります
フリーマーケット出店者募集
対象 市内在住の方および市内の団体
（営利目的は不可）
日時 4月7日
（土）
10時30分〜14時、8日
（日）
10時〜14時
（雨天中止）
場所 東市民センター
募集区画 各日5区画
（申込順）
出店料 1区画500円
（当日集金）
申込み 3月7日
（水）
9時から東市民センターに電話で

第17回高倉菜の花まつり
申込・問合先 農業交流センター
（☎279・3335）
日時 4月8日
（日）
10時〜14時30分
（小雨決行）
場所 農業交流センター
内容 催し物
（子どものダンス、バンド演奏、フリーマーケットなど）
、模
擬店
（うどん、石窯ピザなど）
フリーマーケット出店者募集
対象 市内在住在勤の方優先
日時 4月8日
（日）
10時30分〜14時
（雨天
中止）
募集区画 15区画
（抽選）
出店料 1区画500円
（2×2ｍ）
申込み 3月16日
（金）
（必着）
までに往復は
がき
（1団体1枚のみ）
に住所、氏名
（ふりがな明記）
、電話番号を記入の上、
農業交流センター「フリーマーケット」係
（〒350-2223高倉534-3）
に
郵送

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

内容

日時

作品展示会

3月10日
（土）
11日
（日）
9時〜15時

演芸会

3月10日
（土）
10時〜15時

発表会

3月11日
（日）
10時〜15時

春の花が色鮮やかに咲きそろう季節になりました。市内でも、各所で
イベントが開催されます。各会場には、次のつるバス・つるワゴンの停
留所が便利です。
■鶴ヶ島桜まつり
（運動公園）
・つるバス南北線「柳戸町」
・つるワゴン松ヶ丘・関越病院線「菜の花保育園」
■結桜まつり
（東市民センター）
」
・つるワゴン富士見・五味ヶ谷線「東市民センター」
■高倉菜の花まつり
（農業交流センター）
・つるワゴン東西線「農業交流センター」

14

第２部／講演﹁わたしの安心

による介護サービスの説明

内容 第１部／市内介護事業者

院長︶

講師 川野太郎さん︵川野医院

場所 南市民センター

問合先

参加費 無料

パンの販売

福祉喫茶﹁よつば﹂のコーヒー・

連︑武蔵流龍神太鼓︑粋太鼓︶
︑

鼓︑和太鼓集団響︑富士見太鼓

し連︑鶴ヶ島太鼓︑はちの巣太

場所 大橋児童館

時 分
︵受付 時 分まで︶

日時 ３月 日㈰ 時 分〜

対象 ５歳児〜小学生

15

よるペープサート﹁ぞうさんの

内容 サークル﹁マミーズ﹂に

場所 西児童館

時

日時 ３月 日㈬ 時 分〜

対象 未就学児と保護者

親子でハッピータイム

０００７︶

帽子﹂
︑ 人 形 劇﹁ は ら ぺ こ あ お

問合先

参加費 無料

西市民センター︵☎２

むし﹂など

８６ ７･８９９︶

西市民センター︵☎２

参加費 無料
問合先

案内

人権啓発パネル展

８６ ７･８９９︶

子ども図書館座シネマ
﹁ムーミン﹂

人権問題への理解・関心を深
場所 中央図書館

場所 市役所１階ロビー

期間 ３月 日㈫〜 日㈬

３００１︶

図書館座シネマ

時 分

日時 ３月 日 ㈯

時 分〜

問合先 中央図書館︵☎２７１ ･

参加費 無料

ンを上映します︒

内容 ムーミンのアニメーショ

めるためのパネル展示です︒

対象 小学校低学年くらいまで

問合先 大橋児童館︵☎２８６ ･ 日時 ３月 日 ㈯ 時〜 時

参加費 無料

みんなで囲碁を楽しもう︒

内容 初めての人でも大丈夫！

30

囲碁にチャレンジ

わたしの﹃かかりつけ医﹄〜﹃か

日時 ３月 日㈰ 時 分〜

﹁イツモ防災﹂講演会

北市民センター︵☎２

かりつけ医﹄って知っています

８７ ０･２５１︶

か？どうやって探すの？﹂
南市民センター︵☎２

参加費 無料
問合先
時
場所 南市民センター
︵防災士︶
講師 田中緑さん
内容 首都圏直下型の大地震か

15
3

11

８７ ０･２３５︶

第 回つるがしま太鼓祭り
日時 ３月 日㈰ 時 分〜
ら命を守る

30

30

時 分

日時 ３月 日㈬９時 分〜

の保護者

対象 市内在住で未就園児とそ

地域交流保育

進担当

問合先 総務人権推進課人権推

28

13

30

10

30

14 11

14

13

南市民センター︵☎２

参加費 無料
問合先
８７ ０･２３５︶

16

時 分
︵ 時開場︶
場所 女性センター
内容 和太鼓演奏︵鶴ヶ島清風

（雨天決行）
日時 3月10（土）10時30分〜15時
場所 ｅコラボつるがしま

20

組
︵各年齢３人程度︶

３００１︶

問合先 中央図書館︵☎ ２７１ ･

の各月曜日

３月５日︑ 日︑ 日︑ 日

３月の中央図書館休館日

電話で
︵☎２８５ ６･６４８︶

から前日までに富士見保育所へ

申込・問合先 実施日１週間前

定員

場所 富士見保育所

14

30

高等学校和太鼓部︑下新田はや

ミリフィルム﹁砂の上

場所 中央図書館
内容

のロビンソン﹂を上映します︒
参加費 無料

中央図書館︵☎２７１

10

10

26

問合先

30

19

・３００１︶
鉄道模型運転会

対象 鉄道模型運転会

日時 ３月 日㈯ 時〜 時
分

場所 西市民センター

30

12

問合先 鶴ヶ島第二小学校区地域支え合い
協議会（☎298･7974）
、生活環境課環境保
全担当

11

30

16

11

22

10

14

13

12

16

12

“ｅコラボマルシェ”

11

内容
【施設内】
シンポジウム／11時〜12時
食から考える鶴ヶ島の未来
ゲスト 田中久子さん、望月峰さん
司会 藤村 龍 至さん
【大型テント内】
生きものワークショップ／10時30分〜12時
パンダ、動物たちの暮らしと私たち
講師 土居利光さん
市民団体・企業の催し物／10時30分〜15時
マジックショー、藤中学校吹奏楽、龍神太鼓、
鉄道模型
（Ｎゲージ）
展示会など
【屋外テント】
模擬店ほか／11時30分〜15時
ワッフル、唐揚げ、焼きそば、ミャンマー
料理など
※模擬店は無くなり次第終了
※駐車場には限りがあります

30

第４回ｅコラボまつり

17

17

31

3

30

30

内容 汽車﹁大樹﹂が登場！

広報つるがしま 2018.3

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

15

案内
﹁喫茶第１どんぐり﹂営業
終了のお知らせ
南市民センター内の障害者喫
茶コーナー﹁第１どんぐり﹂は︑
３月 日㈯をもって営業を終了
することになりました︵実際の

祉担当︑社会福祉協議会︵☎ ２
７１ ６･０１１︑ ２８７ ０･５
５７︶

㈯

７㈬

脚折児童館

大橋児童館

西児童館

場所

㈮

上広谷児童館

日

おもちゃ病院
月

㈪

０４８︶大橋児童館︵☎２８６ ･
０００７︶脚折児童館︵☎２８７

０･２７０︶上広谷児童館︵２８
７ １･７３２︶

老人福祉センター﹁逆木荘﹂
臨時休館のお知らせ
全館清掃のため︑３月 日㈮
は臨時休館です︒

問合先 老人福祉センター﹁逆
木荘﹂
︵☎２８６ ３･３０１︶

トクーポン券③ありがとう券︶

の交換は︑３月 日までとなり

生活環境課環境保全担当

スポーツ安全保険のご案内

対象 スポーツ活動や文化活動

ますのでご注意ください︒

一般の方／クーポン券への交換

などを行う４人以上の団体

団体管理下での活動中

掛金 ８００円〜１万１０００

︵国内︶
の事故など

適用

は︑３月 日までにお願いしま
す︒

クーポン券取扱店の方／３月

日までに受け取ったクーポン券

円
︵活動内容により異なります︶

保険期間 ４月１日〜平成 年

３月 日 ※加入依頼書を郵送

31

は︑４月 日までに換金申請を
お願いします︒

問合先 健康増進課健康増進担
当

離職中の看護職の方は︑届
出が必要です

法律の改正により︑看護職の

資格をお持ちで就業していない

方は︑県ナースセンターへ届出

が必要になりました︒転居や出

産育児などで離職した方は︑届
出をお願いします︒

届出方法 埼玉県看護協会ホー
ムページから入力

問合先 埼玉県ナースセンター

︵☎０４８ ６･２０ ７･３３９︶

井戸水を使用している皆さ
んへ

井戸水を飲用に利用している
費用 無料︒ただし︑部品交換

方は︑定期的な水質検査を受け

ください︶
︒昭和

問合先 坂戸保健所生活衛生・

ましょう︒
する場合は有料となることもあ

クーポン券︵①つるがしま元気

つるがしま健康マイレージの

ら︑長らくご愛顧いただき︑誠

ります︒

受付時間 ９時 分〜 時

31

にありがとうございました︒

クーポン券の交換終了

31

︑
薬事担当︵☎２８３ ７･８１５︶

会埼玉県支部︵☎０４８ ７･７９
９５８０︑ホームページ http:
･
︶
//www.sportsanzen.org

問合先 ︵公財︶スポーツ安全協

依頼書を埼玉県支部へ郵送︒

払込受付証明書を貼付した加入

申 込 み 郵 便 局 窓 口 で 払 込 後︑

海洋センター

推進センター︑各市民センター︑

ツ課︑女性センター︑市民活動

書類配布場所 生涯学習スポー

保険︑突然死葬祭費用保険

補償内容 傷害保険︑賠償責任

遅い日の翌日から有効︒

した消印日と払込日のいずれか

31

31

30

クーポン券②まちづくりポイン

11

営業日時は︑変更になる場合が
あります︒店内の掲示でご確認

コマ図を頼りにコースを回り途中で出題される問題
問合先 西児童館︵☎２８５ ７･

年の開設か

だし、高校生以上は1人でも参加可
（日）8時45分〜
（受付8時15分〜、
雨天決行）
日時 4月22日
場所 市役所来庁者用駐車場
コース 市役所をスタート・ゴールとした約4㎞または
約7㎞
参加費 3歳〜中学3年生100円、大人300円
（傷害保険
料を含む）
その他 障害などで介助が必要な方も参加できますの
で、あらかじめ相談ください。
申込・問合先 3月5日（月）から4月6日（金）までに、Ｎ
ＰＯ法人鶴ヶ島市体育協会事務局（鶴ヶ島海洋セン
ター内☎277･5199）
、生涯学習スポーツ課、各市民セ
ンター、若葉駅前出張所にある申込用紙に必要事項を
記入の上、参加費を添えて直接申し込んでください。
申込後の参加費の返金はできません。
5

30

16

を解きながらゴールを目指す屋外ゲームです。
友達や家族を誘い合って、自然や歴史文化に触れ、
ふるさと つるがしま を再発見しませんか！
対象 1チーム2人〜5人での編成を原則とします。た
19 16 10

鶴ヶ島市民ウォークラリー大会
31

問合先 障害者福祉課障害者福

60

３

第32回

16

みんなの健康
不活化ポリオは４回の接種が
必要です
不活化ポリオワクチンの接種をし
ている方で、4回目の接種まで終了
していない方は、生後7歳6か月の前
日までに接種するようにしましょう。

問合先 保健センター
（☎ 271・2745 6271・2747）

※生ポリオワクチンを2回接種済の
方、四種混合ワクチンを接種してい
る方は、不活化ポリオワクチンを改
めて接種する必要はありません。
詳細は、保健センターへお問い合
わせいただくか、市ホームページを
ご覧ください。

ホリスティックな栄養観を！
食品から食品群視点へ転換を
ホリスティックとは『全体を包括的に捉える態度や考
え方』という意味で、栄養に対する考え方もこのような
158
視点が重要だと思います。しかし、最近の栄養に対す
る風潮はこの逆にあるように思えます。特定の食品や栄養素を取り上げて、過
大(過少)評価をする偏った傾向が続いています。新聞紙面の1/3〜1/4が健康食
品の広告で溢れていますが、いろいろ落とし穴が見えます。ましてや個人の体
質や体調、嗜好や置かれている環境への配慮もありません。
栄養の基本は『バランス』と捉える考え方は多くの学者の支持するところです。
偏らずにいろいろ食べるのがいい、ということです。そこで、食品視点から《食品
群視点》へシフトしてバランスを整える、という考え方が有効かつ実践的でしょう。
食品を栄養的に似かよったものでグループ分けしてまとめたものが《食品
群》
。どのグループからも何かしらを食べる、という考え方です。これで質的バ
ランスはチェックできます。
あとは《量》といつ食べるかの《時間》が課題。新年度は新しい事始めには
いい機会です。自分に合った《量》や《食事時間》を決めるのがいいと思います。
体の声に耳を傾けて下さい！
いろいろある食品群
食品群名
三色食品群
４つの食品群
５色揃え
六つの基礎食品
糖尿病食品交換表
腎臓病食品交換表
10食品群
18食品群

特 徴
食品を赤・黄・緑の３色に分ける方法
女子栄養大学創設者、香川綾提唱。ダイエット、健康食向き
赤・白・黒・黄・緑の５色分けでビジュアルに訴える私案
学校での教材として、かつて厚生省が示したもの
糖尿病治療を目的に、糖尿病学会が６つの表で示したもの
腎臓病治療を目的に、６つの表で示したもの
高齢者の低栄養予防に、最近よく使われている
日本食品標準成分表や国民健康栄養調査で使われている

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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「産後ケア」事業のご案内

産後の体調や子育てに不安のある
方が、助産師のいる施設で支援を受
けられる「産後ケア事業」が始まり
ました。母子で施設を利用し、ゆっ
くり体を休め、育児相談や授乳指導
が受けられます。
対象 次の全ての項目に該当し、生
後4か月未満の子と母親
①申請および利用の時点で市内に住
民登録がある方
②家族などから家事、育児の十分な
産後の支援が受けられない方
③産後の体調不良や育児不安がある
方
※母子ともに医療行為が必要な方
は、利用不可
ケア内容
①授乳相談、乳房ケア、育児相談
②子の健康チェック、沐浴
③母への食事提供
その他
①自己負担あり
②子のみや兄姉の預かり不可
※利用施設や自己負担額などは担当
までお問い合わせください
申込・問合先 保健センター

講演会
「食生活で守ろう！
若さと健康」 3
食生活で脳を活性化し、健康に暮
らすためのコツをお話します。
日時 3月8日（木）10時〜11時45分
（9時45分開場）
場所 西市民センター
講師 上原道康さん（日本成人病予
防協会認定講師）
定員 160人
（先着順）
参加費 無料
申込み 不要
（直接会場へ）
問合先 西市民センター（☎286・
7899）
う え は ら み ち や す

No.1001

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1階会議室、4月3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

平成30年3月1日発行

人口 70,018人（前月比‑32） 世帯数 30,602世帯（‑10）

2018.3

人口と世帯数

（２月１日現在） 男 34,841人（‑15） 女 35,177人（‑17）

３ 月の相談
◆相続、離婚、贈与
（要予約）

◆金銭・不動産・家族
（要予約）

第34回鶴ヶ島桜まつり
期間 3月24日(土)〜4月8日(日)
場所 運動公園 ※期間中は桜のライトアップ有り

司法書士による法律相談
■8日（木）
（受付中）
、4月12日（木）
（29日から受付）9時〜12時
／市役所3階会議室▷地域活動推進課

◆相続・贈与
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

◆行政
■23日
（金）13時〜16時/市役所1階会議室▷地域活動推進課

◆人権
■16日
（金）13時〜16時／市役所3階会議室▷総務人権推進課

◆不動産
（予約優先）
■6日
（火）
（受付中）
市役所5階会議室、4月3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
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/

◆税務
■4月3日
（火）
市役所5階会議室13時〜16時▷税務課

◆女性のための相談室
（要予約）
■法律相談は14日(水)、カウンセリングは14日(水)、17日(土)、
20日(火)、28日(水) ※4月以降の予約は女性センターにお問
い合わせください▷☎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
■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）

◆親子
（要予約）
子どもの発達や、子育てに関すること
■22日
（木）13時〜・14時〜▷保健センター
（☎271・2745）

◆こころの健康相談
（要予約）
■13日
（火）9時〜／市役所1階相談室▷障害者福祉課

市ホームページ

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

◆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（☎
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）

◆消費生活

☎049−271−1111㈹

FAX049−271−1190

■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

◆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
（☎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

【イベント開催日】
日時 4月7日(土)、
8日
（日）10時〜16時
内容 野外音楽ライブ、ローカルヒーローショー、模
擬店
（約20店舗）
など
問合先 鶴ヶ島桜まつり実行委員会事務局(産業振
興課商工労政担当内)
※駐車場には限りがありますので、公共交通機関を
ご利用ください。(つるバス「南北線」柳戸町下車徒
歩5分)
※周辺商業施設および周辺道路には駐車しないでく
ださい。

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
利用時間

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

3月の眼科在宅当番医
診察日時

3月11日（日）
9時〜17時

※休診時間は要確認
医療機関

アイクリニック佐藤医院
上広谷669-1 ☎279・0888

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
※携帯電話などからは市外局番049を付けてください。
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。看護師が相談に対応するとともに医療機関の
案内をします。ただし、診断や治療を行うものではありません
ので、予めご理解の上、ご利用ください。

大人・小児の救急電話相談（育児相談は除く）
電話番号 ＃7119、☎048・824・4199（ダイヤル回線・IP電話・PHS）
相談時間 24時間365日対応
今まで実施してきた、大人の救急相談（#7000）、小児救急相談
（#8000、☎048・833・7911）
も引き続き利用できます。

■3月号には『ごみ・資源収集カレンダー ／ごみと資源の分け方・出し方 ／ごみュニケーション 』
、
『
「わかば大学塾」塾生募集パンフ
レット』
『
、社協だより
「ふくしのまち」
№134』
『
、
「暮らしの便利帳」
【お詫びと訂正】
』
が折り込まれています。
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