
5月5日（土）は祝日のため、市役
所の土曜開庁（地域包括支援セン
ターいきいきを含む）はお休みで
す。
問　政策推進課政策担当

◆固定資産税・都市計画税第1期
◆軽自動車税全期

路線名　上新田・若葉駅西口線（オ
レンジ色）

変更前 変更後

関医院 一本松駅入口北

共栄第二会館南 つるがしま中央
交流センター南

変更日　4月30日（月）
問　都市計画課交通政策担当

お知らせ
5月5日の土曜開庁は
お休みです

今月の納期

「つるワゴン」停留所の
名称が変更になります

対　現在受給者証をお持ちで、引
き続き治療が必要な20歳未満の
方の保護者
期　6月15日（金）～7月31日（火）
場　坂戸保健所
持　申請書、医療意見書、健康保
険証の写し、受診者の加入する公
的医療保険の被保険者の市町村・
県民税課税（非課税）証明書など
※お持ちの受給者証に記載の住所
地を管轄する保健所から申請に必
要な書類が郵送されます（医療意
見書は同封しません。指定医に依
頼してください）。
問　坂戸保健所☎283・7815

対　18歳以上の方（団体・サーク
ルでの応募可）
日　5月14日（月）13時30分～
場　市役所5階会議室　
内　市民教授を希望される方へ説
明会を実施
問　わかば大学塾事務局☎298・74
84（平日10時～15時（12時～13時を除く））

小児慢性特定疾病医療費
支給継続申請の受付開始

募　　集
平成30年度後期
わかば大学塾市民教授

対　市内在住の20歳以上の方（税
務、警察、選挙に直接関わりのな
い方）で、調査中に知り得た情報
の厳守ができる方
内　国や県が実施する統計調査の
調査員として、対象世帯や事業所
を訪問し、調査票の記入依頼・回
収・検査を行います。調査期間は
2か月程度です。平成30年度は特
に5年に一度の「住宅・土地統計
調査」が8月中旬から10月下旬に
あります。
報　1つの調査を通して、約2～5
万円程度（国の基準による）。「住
宅・土地統計調査」は1調査区2
万円程度
申 問 登録を希望される方は政　
策推進課統計担当へ。簡単な説明
をし、登録申込書を配布します。
後日面接を実施。申込書は市ホー
ムページからもダウンロードでき
ます。

日　6月14日(木)10時～11時30分
場　西市民センター
内　ボールなどを使ったストレッ
チ、筋力アップ体操
講　健康運動指導士
定　30人(申込順)
料　無料
持　飲み物、タオル、運動のでき
る服装
申 問　5月22日(火)から健康増
進課健康増進担当へ

統計調査員

イベント
パワーアップ健康講座

Infor-
mation



ウォーキングのきっかけと仲間づ
くりを目的に、4月から毎月開催
しています。季節を楽しみながら、
一緒に歩きませんか。
対　市内在住の方
日　6月8日（金）9時30分～12時
場　南市民センター（少雨決行）
講　鶴ヶ島ウオーキングクラブ
内　3～5㎞程度のコース
定　40人（申込順）
料　無料
持　飲み物、タオル、帽子、レジ
ャーシート、リュックサック
申 問　5月10日（木）から健康増
進課健康増進担当へ
※車でのご来場はご遠慮ください

日　6月19日（火）13時30分～15
時
場　東市民センター
講　金

かね

子
こ

嘉
よし

徳
のり

さん（女子栄養大学
実践運動方法学研究室教授）　
内　足腰に負担のない正しい歩き
方と健康づくりに効果的な歩き方
についての講演と実技
定　50人（申込順）
料　無料
持　飲み物、タオル、運動靴
申 問　5月16日（水）から健康増
進課健康増進担当へ

第3回定例健康ウォーク
「紫陽花ウォーク」

足腰にやさしい
ウォーキング講座

日　6月10日（日）10時～11時30
分
場　鶴ヶ島第一小学校体育館
講　青

あお

山
やま

敏
とし

彦
ひこ

さん（NPO法人全国
ラジオ体操連盟理事長） 、原

はら

川
かわ

愛
あい

さん（NHKテレビ・ラジオ体操ア
シスタント）
定　100人程度
料　無料　※申込不要
持　飲み物、タオル、上ばき、運
動のできる服装　
問　健康増進課健康増進担当

元気にラジオ体操教室

日　5月12日（土）10時～14時
場　鶴ヶ島ほほえみの郷
内　10時30分～／講演会「鶴ヶ
島市・坂戸市の地域包括ケアシス
テムの現状」、12時～／健康チェ
ック（血圧、体脂肪、聴力、相談）、
模擬店販売（焼きそば、焼き鳥な
ど）、13時～／1日体験介護予防
サロン「ガラスモザイク工芸」

ガラスモザイク工芸
定　15人程度（65歳以上の方）
料　800円
申 問　5月9日（水）までに鶴ヶ島
ほほえみの郷へ☎279・2001
※そのほかは申込不要

鶴ヶ島ほほえみの郷
地域交流祭

第32回北市民まつり
～キラリ！光るみんなの知恵、広げよう地域の輪～　

問　北市民センター☎287・0251

北市民センターを利用する団体の成果発表と地域の方々の交流の場として
開催します。

日　6月2日（土）・3日（日）10時～
場　北市民センター
内　舞台発表、作品展示、模擬店、フリーマーケットなど

北市民まつりフリーマーケット出店者募集 

対　市内在住者、市内の団体（仕入れ品など
　　の販売目的の方は不可）
日　6月2日（土）10時～14時（雨天中止）
場　北市民センター駐輪場　
定　10区画（申込順）
料　300円　
申 問　5月7日（月）9時から北市民センターへ

Information　鶴ヶ島市役所　☎ 271・1111
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「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

つるワゴ
ンつるバス

うよけか出
で

会場へは
つるワゴン坂戸駅線「羽
折稲荷神社（北市民セン
ター）」停留所が便利です。



対　市内在住在勤の女性
日　5月15日、22日、29日
の各火曜日10時～12時
場　西市民センター
講　自彊術サークル「さくら」
内　年齢・体調に合わせて誰にで
もできる健康体操です。1回のみ
の参加も可。
定　10人（申込順）
料　無料
持　バスタオル、飲み物　
※動きやすい服装で
申 問　5月1日（火）から西市民セ
ンターへ☎286・7899

対　障害者スポーツに関心のある
方
日　5月27日（日）14時30分～16
時
場　東市民センター
講　葭

よし

原
はら

滋
しげ

男
お

さん（視覚障害者、
パラリンピックメダリスト）
定　100人
料　無料（福祉作業所の物販は有
料）　※申込不要
問　社会福祉協議会☎271・6011、
5287・0557

イベント
健康体操！自

じきょうじゅつ

彊術体験教室

鶴ヶ島市出身パラリンピック
メダリスト講演会

日　5月12日（土）14時30分～（開
場14時）
場　中央図書館
内「うみ・そら・さんごのいいつ
たえ」（椎

しい

名
な

誠
まこと

監督）を上映
料　無料　※申込不要
問　中央図書館☎271・3001

日　5月24日、6月14日、28日の
各木曜日（全3回）　13時～16時
場　中央図書館
講　草

くさやなぎりゅうぞう

柳隆三さん（NHK日本語セ
ンター専門委員朗読講師）
内　テキストを活用した初心者向
けの連続講座。朗読の楽しさと技
術を学びます。
定　各15人（申込順）
料　1000円（教材費）
持　筆記具
申 問　5月22日（火）までに中央
図書館へ☎271・3001

日　5月20日（日）13時30分
場　中央図書館
講　渡

わた

辺
なべ

洋
よう

子
こ

さん
内　新しい趣味を見つけるための
本格的な切り絵を体験するワーク
ショップ
定　15人（申込順）
料　無料
持　デザインカッター
申 問　5月18日（金）までに中央
図書館へ☎271・3001

図書館座シネマ

朗読を楽しむ講座
（基礎編）

切り絵ワークショップ

日　5月27日（日）13時～（開場12
時30分）
場　女性センター
料　無料　※申込不要
問　地域活動推進課地域活動推進
担当または鶴ヶ島地区合唱連盟・
川
かわ

村
むら

へ☎287・3010

対　市内在住の方
日　5月22日（火）10時～12時、14 
時～16時／23日（水）10時～12
時、14時～16時
場　市役所6階
内　活動紹介、講習会説明
定　20人（申込順）
申 問　5月7日（月）から21日（月）
までに社会福祉協議会へ☎271・6 
011

対　市内在住の方
日　6月18日（月）9時30分～12
時、19日（火）10時～12時、20日
（水）10時～12時、21日（木）10
時～12時、22日（金）9時～12時、
25日（月）9時30分～12時
場　市役所6階
内　ファミリー・サポート・セン
ター提供会員養成講習会
定　20人（申込順）
申 問　5月28日（月）から6月8日
（金）までに社会福祉協議会へ
☎271・6011

第20回鶴ヶ島地区合唱祭

案　　内
ファミサポ提供会員説明会

保育サービス講習会

18

広告



対　16歳以上で市内在住在勤の
手話講習会入門修了者。または、
同程度の技術を有する方。
日　5月24日から12月27日まで
の毎週木曜日10時～12時（全30
回）
場　市役所6階　
定　20人（抽選）
料　3240円（入門で使用したテキ
ストをお持ちではない方）
他　保育あり（2歳以上要申込）
申問　5月7日（月）～18日（金）ま
でに社会福祉協議会へ☎271・62
78

対　手話通訳者を目指し、手話通
訳者全国統一試験または手話通訳
技能認定試験を受験する市内在住
の手話学習者
日　5月26日、6月16日、7月21日、
8月25日、9月15日、10月20日、
11月17日、12月15日、1月26日、
2月16日の各土曜日　9時～12時
場　市役所6階
内　手話表現や読み取り、模擬試
験などを行います。
定　10人
料　無料
申問　5月7日（月）から17日（木）
までに社会福祉協議会へ☎271・6
278

入門からステップアップ
「手話講習会基礎」

手話通訳者を目指す
人のための学習会

プチひろば　毎月違う簡単で可愛
い工作を楽しみます。（年8回）
日　毎月第1金曜日10時30分～
料　無料
場　西市民センターロビー
かえるこはうす手芸サロン 初心
者OK!編み物や小物を作ります。
日　毎月第2・4木曜日10時～
料　1回200円（材料費別途）
場　西市民センターロビー
問　西市民センター☎286・7899

日　5月13日（日）13時30分～16
時45分
場　坂戸市文化施設オルモ
内　「マンション・団地の再生に
ついて」、「マンションの防災・減
災について」、個別相談会
定　50人（申込順）　※無料
問　埼玉県マンション管理士会
☎048・711・9925

西市民センター・サロン

マンション管理セミナー・
相談会

水道水の適正な使用量を測定する
ため、計量法に基づき水道メータ
ーの交換を行います。該当する方
には、はがきで通知します。メー
ターボックス内やメーターが入っ
ているパイプシャフト内を清掃す
るなど、作業しやすいようにご協
力をお願いします。
期　5月～12月
施工業者 第一環境㈱
問　坂戸、鶴ヶ島水道企業団
☎283・1953

日　5月26日（土）14時～15時
場　女子栄養大学坂戸キャンパス
講 久

く

保
ぼ

田
た

美
み

穂
ほ

さん（女子栄養大
学専任講師）
内　思春期の子供にどうかかわるか
料　無料　※申込不要
問　同大学教育支援課☎284・32
91

水道メーターの交換

「第39回若葉祭」
女子栄養大学公開講座

第8回鶴ヶ島市民陸上競技記録会
日　6月24日(日)9時～(受付9時～9時45分)
場　川越運動公園陸上競技場(鶴ヶ島市役所から無料送迎バスあり)
対　市内在住在勤在学の小学生以上(1人2種目以内。走幅跳びを除く。た
だし、小学1～3年生は①60ｍのみ）
種目(定員)　①60ｍ(60人)、②100ｍ(100人)、③200ｍ(40人）、④400
ｍ(40人)、⑤800ｍ(40人)、⑥1500ｍ(40人)、⑦3000ｍ(40人)、⑧走
幅跳び(40人)
料　100円(参加賞・保険代含む)
※日本陸上競技連盟の公認記録会ではないため、公式記録とはなりません。
申 問　5月7日(月)から6月8日(金)までに、申込書に記入の上、NPO法人　
鶴ヶ島市体育協会事務局(海洋センター内)☎5277・5199、または生涯学
習スポーツ課へ(当日の受付はなし)
※申込書は、同協会事務局、生涯学習スポーツ課、各市民センター、若葉
駅前出張所で配布。市ホームページからもダウンロードできます。

Information 鶴ヶ島市役所　☎ 271・1111
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6月9日(土)10時～11時30分
大橋市民センター
6月9日(土)14時～15時30分
南市民センター
6月16日(土)10時～11時30分
西市民センター
6月16日(土)15時30分～17時
北市民センター
6月17日(日)10時～11時30分
東市民センター
6月17日(日)14時～15時30分
富士見市民センター
7月16日(祝)10時～11時30分
中央図書館(低学年)
7月16日(祝)14時～15時30分
中央図書館(高学年)

対　小学1～3年生
内　調べる学習のテーマの見つけ
方、参考資料の探し方や調べ方を
学びます。
定　各回10人
料　無料
持　筆記具
申　各市民センター／5月12日
(土)～6月2日(土)
中央図書館／6月20日(水)～7月
14日(土)
問　中央図書館☎271・3001

5月7日、14日、21日、28日の各
月曜日
問　中央図書館☎271・3001

案　　内
これで君も完璧！
夏休み自由研究お助け講座

中央図書館休館日

市民や自治会などと協働して、身
近な環境美化と保全を目的に一斉
清掃を実施します。市民の皆さん
のご参加をお願いします。
日　5月20日(日)　※雨天時は
27日(日)に延期。27日も雨天の
場合は中止。延期や中止のときは、
7時30分頃防災行政無線で放送し
ます。
場　清掃箇所や開始時間などは各
自治会にお問い合わせください。
問　生活環境課環境推進担当

きれいなまちづくり運動
春期一斉清掃

日　5月21日(月)10時～11時45
分、13時～16時
場　市役所1階ロビー
内　400・200ml献血
持　本人確認書類(運転免許証な
ど)
問　保健センター☎271・2745

日　5月13日(日)9時～14時
場　平成の森公園
内　バラの苗木販売、さくまひで
きさんミニコンサート、模擬店
問　川島町役場☎299・1763

献血にご協力をお願いします

バラの小径祭り

サフランの健康効果をお試し！体験モニター募集　
問 産業振興課農政担当

サフランの魅力を体験してみませんか。
市では、サフランの健康効果に着目し
た実感体験プログラムのモニターを募
集します。料理を黄金色に染め、独特
の香りや風味の香辛料として知られる
サフランは、昔から血流を良くし、冷
え症、婦人病、更年期障害などに効果
のある漢方薬、生薬として珍重されて
います。
対 市内在住在勤でサフランによる健康づくりに興味のある方
内 あらかじめ鶴ヶ島サフランをお渡しします。このサフランを3か月間
(6月～8月）毎日、サフランティーとして飲んでいただき、感想などを報
告していただきます。
定 20人(申込多数の場合は抽選)
申 5月18日(金)までに①氏名、②住所、③電話番号、④生年月日、⑤性
別を産業振興課農政担当へ(〒350-2292(住所不要)、5271・1190、 104
00110@city.tsurugashima.lg.jp)
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いずみ眼科
診察日時 5月6日（日）9時～17時
坂戸市泉町2-11-8-1F
☎282・5315
坂戸北口眼科
診察日時 5月13日（日）9時～17時
坂戸市日の出町6-25-2F
☎282・5181

急な病気や家庭での対処法、受診
に迷うときは次の番号へお問い合
わせください。ただし、診断や治
療を行うものではありません。
☎＃7119
☎048・824・4199（ダイヤル回線・
IP電話・PHSの場合）
相談時間　24時間365日対応

〒350-2292
鶴ヶ島市大字三ツ木16-1
☎ 271･1111／5 271･1190
平日 8時30分～17時15分
土曜日　8時30分～12時

※5月5日（土）は祝日のため、土曜窓
口開庁はお休みです。

鶴ヶ島市役所

人口と世帯数（4月1日現在）
人　口　7万     81人　（前月比20）
世帯数　3万 756世帯（106）
　男　　3万4834人　（-4）
　女　　3万5247人　（24）

素早い連絡が素早い対応につ
ながります。小さなことでも、
ご連絡をお願いします。

【鶴ヶ島いじめ専用ダイヤル】
月～金曜日9時～16時30分
☎ 279•5144

【鶴ヶ島いじめ相談メール】
ijimesoudan@city.

tsurugashima.lg.jp

【24時間子供SOSダイヤル】
☎ 0120•0•78310

この日は4月にもかかわらず25度
を超える夏日。子どもたちは元
気いっぱいに走りまわっていまし
た。ジャングルジムの上から見え
るのは、夢と希望にあふれる未来。
Dreams come true！
（4月5日鶴ヶ島東部保育所で撮影）

今月の表紙

５月の相談

坂戸鶴ヶ島医師会立
休日急患診療所
坂戸市大字石井2327-5
☎289・1199
診療日時 日曜日、祝日、年末年
始（12月29日～1月3日）／9時～
12時、14時～17時、18時～21時
※受付は診療時間の30分前で終了

休日急患診療
（内科・小児科）

５月の
眼科在宅当番医

大人・小児の救急電話相談
（育児相談は除く）

関越病院
脚折145-1　☎285・3161
坂戸中央病院
坂戸市南町30-8　☎283・0019
埼玉医科大学病院（小児救急医療も対応）
毛呂山町毛呂本郷38
☎276・1465

救急指定病院
（全日 24時間対応）

◆弁護士による法律相談（要予約）
（金銭・離婚・家族）
8日（火）（受付中）市役所3階、25
日（金）（11日から受付）市役所5階、
6月5日（火）（22日から受付）市役
所5階／13時～16時▷地域活動推
進課
◆司法書士による法律相談（要予約）
　（相続、贈与）
10日（木）（受付中）、6月14日（木）
（31日から受付）9時～12時／市役
所3階▷地域活動推進課
◆行政書士による法律相談
　（相続・贈与）
10日（木）、24日（木）13時～16時／
市役所3階▷地域活動推進課
◆行政相談
25日（金）13時～16時／市役所5階
▷地域活動推進課
◆人権相談
18日（金）、6月5日（火）13時～16
時／市役所3階▷総務人権推進課
◆不動産相談（予約優先）
8日（火）（受付中）市役所3階、6月
5日（火）（22日から受付）市役所5
階／13時～16時▷地域活動推進課
◆税務相談
1日（火）、6月5日（火）13時～16時
／市役所5階▷税務課
◆こころの健康相談（要予約）
22日（火）9時～／市役所1階▷障
害者福祉課

◆女性のための法律相談（要予約）
9日（水）10時～13時※6月の受付
は10日（木）から▷女性センター☎
287・4755
◆女性相談・ＤＶ相談（要予約）
11日（金）、19日（土）、21日（月）、
23日（水）10時～15時▷直通ダイ
ヤル☎298・7716
※女性のための相談室のカウンセリングはこちらに統合しました。

◆教育相談
月～金曜日9時～16時30分（電話
相談可）▷教育センター☎286・
8993
◆消費生活相談
月～金曜日9時30分～12時・13時
～15時、土曜日9時30分～12時（電
話相談のみ）▷市役所2階消費生活
センター
◆消費生活弁護士相談（要予約）
25日（金）13時～17時（7日から受
付）▷市役所2階消費生活センター
◆就職相談（鶴ヶ島市ふるさとハ
ローワーク）
月～金曜日10時～17時／市役所2
階▷鶴ヶ島市ふるさとハローワー
ク☎272・4001
◆内職相談
火・木曜日10時～12時、13時～
16時▷市役所2階内職相談室

子どものいじめ
気づいたら　　相談今すぐ

子どものサインを見逃さない！




