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Infor-
mation最近、野生動物が市街地に出没し

トラブルになるケースが増えてい
ます。野生動物に遭遇したときは
西入間警察署または生活環境課ま
で連絡してください。なお、危険
ですのでむやみに近づいたり、餌
を与えたりしないでください。
問　西入間警察署☎284・0110ま 
たは生活環境課環境保全担当

消防組合では、地域における防災
力を高めるため、毎年市内の自治
会などに対して、消防訓練や住宅
用火災警報器の啓発など、モデル
となる活動をしていただく地区を
指定しています。ご協力ください。
平成30年度住宅防火モデル地区
・白鶴自治会（五味ヶ谷）
・脚折第一自治会
問　坂戸・鶴ヶ島消防組合予防課
☎281・3117

近年、蚊を介する感染症であるデ
ング熱やジカ熱などが話題となっ
ています。蚊は小さな水たまりで
発生するため、日頃から住まいの
周りの水たまりをなくすようにし
ましょう。屋外の蚊が多くいる場
所で活動するときは、できるだけ
肌の露出を避け、虫よけ剤を使用
するなど、蚊に刺されないよう注
意しましょう。
※対策は蚊の活動が終息する10
月下旬頃まで行いましょう。
問　保健センター☎271・2745

野生動物への対応に注意しましょう

住宅防火モデル地区指定事業

感染症を防ぐために
蚊に注意しましょう

◆市・県民税第1期

平成30年4月分から特別児童扶養
手当、特別障害者手当などの手当
額が、次のとおり改定されました。
①特別児童扶養手当
　1級／5万1700円　2級／3万4430円
②特別障害者手当
　2万6940円
③障害児福祉手当
　1万4650円
④福祉手当（経過措置分）
　1万4650円　
問　障害者福祉課障害者福祉担当

水道企業団では、水道管の水漏れ
を発見するために道路上や宅地内
（メーター・止水栓付近）で漏水調
査を行います。
平成30年度対象区域
上広谷・五味ヶ谷・下新田・脚折・
鶴ヶ丘・藤金
※調査員は、水道企業団が発行す
る身分証明書を携帯しています。
問　坂戸、鶴ヶ島水道企業団施設
課維持担当☎285・8178

お知らせ
今月の納期

障害者手当などの手当額が
改定されました

漏水調査にご協力を

対　多子世帯（18歳未満の子が3人
以上または2人（条件付き）の世帯）
内　住宅取得やリフォームに補助
金を交付します。
問　埼玉県住宅課総務・民間住宅
担当☎048・830・5563

募集受付期間　5月7日から8月24
日まで
詳しくは市ＨＰをご覧ください。

広報紙での短歌と俳句の募集は終
了とさせていただきます。
長い間ありがとうございました。

指定の期間　平成31年4月1日か
ら平成36年3月31日まで（5年間）
募集要項配布期間　6月4日（月）
～22日（金）（土・日曜日を除く）
募集要項配布場所　障害者福祉課
障害者福祉担当、市ホームページ
選定方法　社会福祉法人・特定非
営利活動法人などから公募しま
す。市指定管理者選定委員会で候
補者を選定し、議会の議決を経て
指定管理者を決定します。
問　障害者福祉課障害者福祉担当

多子世帯の住宅取得などに
補助金を交付します

産婦人科医院の公募受付期
間を延長しました

「つるがしま文芸」終了のお知らせ

募　　集
障害者生活介護施設
「きいちご」指定管理者
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対　市内在住で、現在、子育て中
の方または少子化対策や子育て支
援などに関心のある方
期　平成30年7月から2年間
内　児童福祉や子ども・子育て支
援に関する施策の審議、子ども・
子育て支援事業計画の進行管理など
定　2人
申　6月22日（金）までにこども支
援課で配布している応募用紙また
は任意の用紙に住所、氏名、生年
月日、電話番号、応募動機を明記
の上、こども支援課へ直接または
郵送（〒350-2292住所不要）、
（10500040@city.tsurugashima.
lg.jp）で　
問　こども支援課子育て支援担当　

坂戸鶴ヶ島医師会立看護専門学校
は、修業年限3年で看護師国家試
験受験資格が取得できる全日制の
専門学校です。
修学資金制度　各種あり
募集形態　早期特別入試・自己推
薦募集(高校生枠・社会人枠)・一
般募集
学校説明会　6月から12月に開催
(計7回)
募集要項・入学願書の請求方法
同校窓口もしくは郵送により(角
型2号の返信用封筒に300円分の
切手を貼付したものを同封して)
申込み
請求先　坂戸鶴ヶ島医師会立看護
専門学校(〒350-0212坂戸市大字
石井2326-16)
問 同校　 ☎289・6262

児童福祉審議会委員

平成31年度看護学生を
募集します

イベント
親子そば打ち体験教室

対　市内在住の小学生以上の親子
日　6月17日（日）10時～13時
場　西市民センター
講　美食そば打ち会
内　1組5人前のそばを打ちます。
試食以外は持ち帰りできます。
定　5組（申込順）
料　1組1000円
持　エプロン、三角巾、ふきん、
持ち帰り用の入れ物
申 問　6月4日（月）から参加費を
添えて西市民センターへ☎286･7
899

第4回定例健康ウォーク
「向日葵ウォーク」

歩いて健康づくり、仲間づくりを
進めましょう。
日　7月13日（金）9時30分～12時
場　富士見市民センター（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
他　リュックサックなど両手のあ
く服装で参加ください。車での来
場はご遠慮ください。
申 問　6月7日（木）から健康増進
課健康増進担当へ

対　週5日または週3日程度勤務
できる方
内 ①保育士（保育士有資格者また
は保育士養成学校に在学中の方）
②調理員
期　7月中旬～9月中旬（勤務開始
日応相談）8時30分～17時（平日）
場　鶴ヶ島保育所、富士見保育所、
鶴ヶ島東部保育所
定　①鶴ヶ島保育所・富士見保育
所／各2人　鶴ヶ島東部保育所／
1人　②各1人
報　①保育士／時給930円　②調
理員／時給910円
他　通勤手当は距離・日数に応じ
て支給（上限あり）
申 問　6月15日（金）までに市の
登録用紙（写真添付）、在学中の方
は学生証、保育士有資格者は資格
証の写しを持参の上、こども支援
課保育担当へ

対　18歳以上（保育士・教諭の有
資格者、単位取得中の方を優先）
期　7月19日（木）～8月28日（火）
①9時30分～17時30分（週3日勤務）
②9時30分～17時30分（週5日勤務）
場　脚折児童館　
定　2人
報　時給920円
他　通勤手当は距離・日数に応じ
て支給（上限あり）
申 問　6月9日（土）までに市の登
録用紙（写真添付）、在学中の方は
学生証、有資格者は資格証の写し
を持参の上、脚折児童館へ☎287
・0270

保育所夏期臨時職員
（保育士・給食調理員）

児童館夏期臨時職員
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対　市内在住の小学生
日　6月16日（土）10時～11時30分
場　環境教育施設「eコラボつる
がしま」
講　NPO法人鶴ヶ島第二小学校
区地域支え合い協議会
内　電磁石とクリップモーターを
作ります。　※汚れてもよい服装
定　20人（申込順）
料　無料
申 問　6月4日（月）から6月13日
（水）までにNPO法人鶴ヶ島第二
小学校区地域支え合い協議会へ☎
298・7974

日 場　①6月26日（火）10時～12
時／大橋市民センター　②7月3
日（火）13時30分～15時／大橋市
民センター　③7月20日（金）10
時～11時30分／東市民センター
講　健康運動指導士
内　①ウォーキングと健康遊具で
ストレッチ（鶴ヶ島南近隣公園ま
でウォーキングし、健康遊具体験、
雨天時は、室内でストレッチと筋
力アップ体操）　②③ストレッチ
と筋力アップ体操
定　各30人（申込順）
料　無料
持　飲み物、タオル、帽子（6月
26日）　※運動のできる服装
申 問　①受付中　②6月5日（火）
から　③6月19日（火）から健康増
進課健康増進担当

イベント
eコラボサイエンス教室

パワーアップ健康講座

対　市内在住在学の中高校生（一
般の方の見学自由）
日　7月8日（日）8時30分～13時（受
付8時30分～）
場　西中学校
内　技術指導、ミニゲームなど　
※運動のできる服装
申 問　6月29日（金）までにNPO
法人鶴ヶ島市体育協会事務局（海
洋センター内）へ☎277・5199

日　6月16日（土）13時～17時30分
場　西市民センター
料　無料　※申込不要
問　西市民センター☎286・7899

日　6月10日（日）10時～15時
場　若葉駅西口広場（雨天時は市
民活動推進センター、模擬店なし）
内　手づくりを楽しむ皆さんの作
品販売（雑貨・装飾品・木工など）、
模擬店
他　駐車場はありません。周辺の
有料駐車場をご利用ください。
問　わかば結市実行委員会事務局
（地域活動推進課内）

日　6月9日（土）9時30分～18時、
10日（日）9時30分～16時
場　中央図書館
料　無料
問　鶴ヶ島市茶華道連盟・田

た

中
なか

☎
285・2354

バレーボール教室

鉄道模型運転会

わかば結市
第21回ハンドメイド・フェスタ

いけばな展

日　6月21日（木）12時20分～12時50分
場　市役所1階ロビー
内　バイオリンとピアノ演奏
問　地域活動推進課地域活動推進
担当

対　市内在住在勤の初心者の方
定　各20人（申込順）
料　無料
持　運動靴　※動きやすい服装
北市民センター
日　6月15日、22日、29日、7月
6日の各金曜日10時～11時30分
講　若葉フォークダンスクラブ
申 問　6月5日（火）9時から北市
民センターへ☎287・0251
南市民センター
日　6月16日、23日、30日、7月
7日の各土曜日10時～11時30分
講　南フォークダンスクラブ
申 問　6月4日（月）9時から南市
民センターへ☎287・0235

日　①6月16日（土）②6月20日（水）
場　①西市民センター②富士見市
民センター
講　西部地区地域支え合い協議会、
富士見地区地域支え合い協議会
内　日本朝顔を素敵な行灯に仕立
てます。
定　各20人（申込順）
料　500円
持　持帰り用の大きめの袋
申 問　6月4日（月）から①は西市民
センター☎286・7899、②は富士
見市民センターへ☎287・1661

サロンコンサート

フォークダンス初心者教室

朝顔の行
あん

灯
どん

を作ってみよう！



広告

日　6月17日（日）14時～
場　中央図書館
講　前

まえ

田
だ

則
のり

義
よし

さん、末
すえ

永
なが

智
とも

子
こ

さん
（つるがしま緑のカーテン市民実
行委員会）
内　緑のカーテンについての講話
定　30人
料　無料
他　参加者に朝顔の苗と｢つるが
しま緑のカーテンハンドブック｣
をプレゼント
申 問　6月17日（日）までに中央
図書館へ☎271・3001

日　6月19日（火）13時～15時
場　西市民センター
講　「ウクレレ・ルアウ」
内　ウクレレ初心者大歓迎です！
定　10人（申込順）
料　無料
持　ウクレレ（ない場合、貸出可）
申 問　6月4日（月）9時30分から
西市民センターへ☎286・7899

対　女性
日　7月2日（月）9時30分～11時
30分
場　東市民センター
講　野

の

中
なか

キミイさん（わかば会）
定　10人（申込順）
料　無料
持　ゆかた、半巾帯、ひも2～3本、
タオル2～3本
申 問　6月6日（水）9時から東市
民センターへ☎286・3357　

環境教育講座
「緑のカーテンがある暮らし」

ウクレレ体験教室

ゆかた着つけ教室

日　6月23日（土）13時30分～15
時30分
場　市役所5階会議室 
内　参加者の皆さんと議員との意
見交換を中心に行います。
担当議員　松

まつ

尾
お

孝
たか

彦
ひこ

、五
ご

伝
でん

木
ぎ

隆
たか

幸
ゆき

、 
大
おお

野
の

洋
ひろ

子
こ

、太
おお

田
た

忠
ただ

芳
よし

、内
うち

野
の

嘉
よし

広
ひろ

、
大
おお

曽
そ

根
ね

英
ひで

明
あき

、小
お

川
がわ

　茂
しげる

、金
かな

泉
いずみ

婦
ふ

貴
き

子
こ

、杉
すぎ

田
た

恭
やす

之
ゆき

他　耳の不自由な方には手話通訳
者を手配します。6月14日（木）ま
でに議会事務局議事課へ5271・
1196
問　議会事務局議事課

案　　内
議会報告会2018
-市民と議員の懇談会-

対　市内在住で65歳以上の方（原
則要介護・要支援認定者および介
護予防・日常生活支援総合事業対
象者を除く）
日　7月17日から毎週火曜日10
時～12時（全10回）
場　老人福祉センター｢逆木荘｣
内　カジノ体験（ルーレットなど）
や脳トレ、そば打ちなど
定　20人（応募者多数の場合は抽
選ですが、新規の方を優先）
料　1回300円
他　6月7日（木）10時から市役所3
階で説明会（参加自由）を行います。
申 問　6月29日（金）までに高齢
者福祉課地域包括ケア推進担当へ

6月4日、11日、18日、25日の各
月曜日
問　中央図書館☎271・3001

はつらつ元気わくわくクラブ

中央図書館休館日

救命講習会
対　市内および坂戸市在住在勤在学の方（中学生以上）
内　普通救命／心肺蘇生法（成人）および大出血時の止血法　
上級救命／心肺蘇生法（成人、小児、乳児、新生児）、大出血時の止血法、
傷病者の管理法、手当の要領および搬送法
料　無料　
申 問　6月11日（月）から消防本部警防課救急担当へ☎281・3116（平日8
時30分から17時まで）　※各日申込順

種別 月日 時間 場所 定員

普通救命講習
7月12日(木)

9時～12時 
坂戸消防署 30人

9月8日(土) 鶴ヶ島消防署 20人

上級救命講習
8月16日(木)

9時～17時 坂戸消防署 30人
9月28日(金)

Information　鶴ヶ島市役所　☎ 271・1111
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対　介護予防に関心があり、講座
終了後に地域で運動指導を中心と
した介護予防のボランティア活動
（主に平日）ができる方
日　7月19日、26日、8月2日、9日、　
16日、30日、9月6日、13日、20日
の各木曜日13時30分～15時30分
場　市役所3階または5階会議室
内　地域で介護予防の運動の指
導・サポートをしてもらう介護予
防ボランティアを養成します。実
技、講義、グループワークなど。
全9回のうち7回以上受講した方に
｢介護予防ボランティア認定証｣ を
交付します。
定　30人(応募多数の場合は抽選)
料 無料　
持　飲み物、筆記具　※運動ので　
きる服装
申 問　6月29日(金)までに高齢者
福祉課地域包括ケア推進担当へ

※参加者には、最初につるゴン元
気体操を覚えていただきます。こ
の体操は、重りを使用した簡単な
体操です。重りをつけたバンドを手
首や足首に巻き、6種類の動作を10
回ずつ行う筋力トレーニングです。
自分の体力や体調に合わせて重り
を調整できます。

案　　内
介護予防ボランティア養成講座

つるゴン元気体操
市HP

日　6月16日(土)9時～(小雨決行)　
予備日17日(日)　※集合は市役所
場　県道川越越生線(市役所前交　
差点から高徳神社交差点まで)
内　県道沿いの花壇に花を植えま
す。　※作業のできる服装
問　都市施設保全課公園保全担当

シニアパソコンカレッジ 
「iPhone入門（初めてのスマー
トフォンを楽しもう）」

対　次のいずれにも該当する方　
①市内在住の60歳以上で全日程出
席できる方　②初心者でiPhoneを
お持ちの方
日 7月3日(火)、5日(木)、10日　
(火)、12日(木)、17日(火)、19日
(木)13時30分～16時30分(全6回)
場 市役所6階会議室　
講 鶴ヶ島パソコンサポートボラ　
ンティア
定 10人(抽選)　
料 4500円(テキスト代、保険料など)
持　iPhone(全日程)
申 問　6月11日(月)までに高齢
者福祉課高齢者福祉担当へ

日 7月11日(水)10時～12時　
場 中央図書館　
内 語りのサークル ｢おはなした　
んぽぽ｣ が日本や外国の昔話など
(大人向け)を語ります。
定 40人(申込順)　
料 無料　
申 問 6月12日(火)から中央図書　
館へ☎271・3001

花とみどりの 
まちづくり運動 20

第2回おはなしたんぽぽ語りの会

対 市内在住の方　
日 6月28日(木)10時～11時
場 大橋市民センター　
講 保健師、管理栄養士
内　骨粗しょう症予防の食事と生
活習慣のポイントについての講話
定　40人(申込順)
料 無料
持　筆記具
申 問　6月5日(火)から保健セン
ターへ☎271・2745 5271・2747

対　市内在住在勤の方
日　6月9日(土)14時30分～16時
（受付14時15分～）
場　市役所5階会議室
講 立

たちかわ

川太
た い ち

一さん(たちかわ脳神
経外科クリニック)
内 認知症を知り、住み慣れた我　
が家で暮らしていくために自分・
家族・地域の人たちの介護予防や
生活支援につなげましょう。
定 100人（申込順）　
問 社会福祉協議会　 ☎271・6011

日 毎月第3火曜日10時～12時　
場 西市民センター　
講 ｢かえるこはうす｣　
内 季節に合わせた素敵なリース
や粘土雑貨作り　※申込不要
料 1000円程度(材料によって変
更あり)
問 西市民センター☎286・7899

骨粗しょう症予防教室

物忘れ？それとも認知症？ 
認知症診断の実際を学ぶ

｢こねこね・ねんどサロン｣ 
はじめました
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対　市内および坂戸市在住在勤の方
日　7月7日(土)13時30分～15時
(開場13時)
場　入西地域交流センター(坂戸市
新堀159-1)
講 川

かわかみ

上嘉
よしあき

明さん(東京有明医療大
学看護学部看護学科大学院看護学
研究科教授)
内 ｢住み慣れた地域で最期まで｣　
自分の“死”をみつめる
̶今こそできるそのときのための
大切な備え̶
※講座終了後、地域包括支援セン
ター、在宅医療相談室、薬剤師、
管理栄養士による相談コーナーあ
り。手話通訳あり。
定 300人(申込優先、先着順)　
料 無料　
申 問　6月7日（木）から　 坂戸市高
齢者福祉課へ☎283・1331

日 9月29日(土)・30日(日)
場 南市民センター(第32回南ど　
んぐりまつり内)
内 かかしを作ってコンテストに　
参加しませんか？グランプリには
豪華賞品も！
作品展示　8月31日(金)～9月30
日(日)(グランプリ作品はさらに
1週間程度南市民センター内に展
示します)
申問　8月1日(水)から8月30日(木)　
までに南市民センターへ☎287・
0235

在宅医療市民公開講座

第32回南どんぐりまつり 
かかしコンテスト

対　市内在住60歳以上の方
日　7月8日(日)10時～15時
場　老人福祉センター ｢逆木荘｣
講 清

し み ず

水洸
こういち

一さん(カラオケ教室
アドバイザー)
定　50人(申込順)　
料 無料　
申　6月4日(月)から9日(土)まで　
に老人福祉センター ｢逆木荘｣ へ
☎286・3301

老人福祉センター ｢逆木荘｣
七夕カラオケ発表会

日 6月24日(日)10時～
場 富士見市民センター
内 出場者の熱唱を聞きませんか。
他 パン・飲み物の販売がありま
す(有料)
問 富士見市民センター☎287・
1661

第11回チャリティー 
カラオケ歌謡祭

3

高齢者学級に参加しませんか
内 実技、講話、研修など　
料　無料(内容によっては実費負担あり)　
申 6月5日(火)9時から各市民センターへ
他 昨年度参加した方も申込みが必要です。毎年定員
を超えるため、複数の市民センターへの申し込みはご遠慮ください。

富士見市民センター ｢わかば学級｣
対　市内在住65歳以上の方
日 6月13日(水)10時～12時(以降平　
成31年3月まで全10回予定)
定 35人(申込順)　
問 富士見市民センター☎287・1661

北市民センター ｢さわやか学級｣
対　市内在住60歳以上の方
日　6月15日(金)9時30分～11時30分　
(以降平成31年3月まで全10回予定)　
定 35人(申込順)　
問 北市民センター☎287・0251

西市民センター ｢やすらぎ学級｣
対　市内在住65歳以上の方
日　6月19日(火)10時～12時(以降平
成31年3月までの原則第1火曜日全10
回予定)
定 36人(申込順)　
問 西市民センター　 ☎286・7899

東市民センター ｢いきがい学級｣
対　市内在住60歳以上の方
日　6月15日(金)13時30分 ～15時30　
分(以降平成31年3月までの第3金曜日
全10回予定)　
定 30人(申込順)
問 東市民センター　 ☎286・3357

大橋市民センター ｢いきいきクラブ｣
対　市内在住65歳以上の方
日　6月21日(木)10時～12時(以降平　
成31年3月までの原則第3木曜日全9回
予定)　※ただし、8月休み
定 40人(申込順)　
問　大橋市民センター☎286・0005

南市民センター ｢ふれあい学級｣
対 市内在住60歳以上の方　
日 6月26日(火)9時30分～11時30分　
(以降平成31年3月まで全10回予定)
定 50人(申込順)　
問 南市民センター　 ☎287・0235

3

員
ご

Information 鶴ヶ島市役所　☎ 271・1111

まちのお知らせをスマホでチェック！
市では、ＳＮＳなどでも行政情報を配信しています。ぜひ、ご利用ください。 問合先　秘書広報課広報広聴担当

アプリの
ダウンロード
はこちら

防
犯
情
報報

イ
ベ
ン
ト
ベ
ン
ト
情
報
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鶴ヶ島市商工会 ｢スクラム21｣ で
は地元産業の活性化や地域PRのた
め ｢つるゴン｣ にちなんだ様々な
商品開発に取り組んでいます。今
年はシャツのラインナップが充実！

つるゴンシャツ&キャップ
・ポロシャツ／1500円（SS～LL）／
1600円（3L～5L）
・オックスフォードシャツ／2980
円（3S～LL）／3280円（3L～4L）
・ボタンダウンシャツ／3600円（3S
～LL）／4200円（3L～5L）
・キャップ／1500円
つるゴンタオル
・ハンドタオル／324円
・フェイスタオル／540円
・バスタオル／1620円
※すべて税込み価格
問　鶴ヶ島市商工会 ｢スクラム
21｣ 事務局☎287・1255

様々な背景を持つ子どもたちの家
族となり、温かく成長を見守り育
ててくれる里親を募集しています。
対　県内在住で里親制度について
関心のある方
日 7月7日（土）14時～16時　
場 川越児童相談所　
内 里親養育体験談、里親制度説
明、個別相談
定 40人（申込順）　
料 無料　
申問 6月1日（金）から川越児童相
談所へ☎223・4152

案　　内
夏に最適！ 
つるゴングッズを販売します！

里親入門講座に参加しませんか

日 6月26日（火）10時15分～16時 
（受付は10時から15時30分まで）
場 ウェスタ川越（川越市新宿町1-
17）
内 登記、雇用、年金、相続など（秘　
密厳守）
申 弁護士相談は予約制（6月18日
（月）から22日（金）の9時から17時
まで受付）
問 関東管区行政評価局行政相談　
課☎048・600・2311

対 特別支援教育（肢体不自由）に　
関心のある方
日 6月19日（火）10時～12時50分　
（受付9時45分～）
内 学校概要説明、校内・給食見学、
質疑応答
問 同校　 ☎042・985・4391

対 入学、転学を考えている方、　
保護者、幼稚園、保育園関係者、
学校教育関係者など
日 7月3日(火)9時30分～12時　
内 学校概要説明、学校・授業見
学、質疑応答
問 同校　 ☎294・7200

対 市内の事業者、市内に創業予　
定の方
日 7月6日(金)10時～15時　
場 鶴ヶ島市商工会(鶴ヶ丘855)
内 日本政策金融公庫融資担当者
との面談による相談会
申 鶴ヶ島市商工会　 ☎287・1255
または日本政策金融公庫川越支店
☎246・4171へ
問 鶴ヶ島市商工会

川越一日合同行政相談所

県立日高特別支援学校 
学校公開開催

県立毛呂山特別支援学校 
学校公開開催

夏季資金融資相談会

日 6月21日(木)14時～16時　
場 富士見市民センター
内 税制改正についての解説
定 50人　
料 無料
申問 鶴ヶ島市商工会へ　 ☎287・1
255

日 6月10日(日)9時～14時(雨天
決行・売切れ次第終了)
場 うめその梅の駅(越生自然休
養村センター・越生町大字小杉
308-１)
内 生梅の販売、地場産の新鮮野
菜の販売、梅料理講習会、模擬店
問 越生町産業観光課農林担当☎
292・3121

日 6月16日(土)13時30分～15時　
30分
場 毛呂山町立図書館　
講 上

うえむら

村令
れい

さん(徳間書店児童書局
局長)
内 子どもの本とはどうあるべき　
なのか、一冊の本が生まれるまで
の流れ、作家の素顔などを編集者
の立場から話します。
定 50人(申込順)
申 問 6月2日(土)9時30分から毛　
呂山町立図書館へ☎295・1015

税に関する講習会

梅と農産物の即売会 
第14回梅フェアを開催します！

講演会 
｢子どもの本を作りつづけて｣

つるゴンポロシャツ【胸ポケットにつるゴン
マーク（プリント）が入ります】

スクラム21
グッズ紹介
と申込み
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いずみ眼科
診察日時 6月10日(日)9時～17時
坂戸市泉町2-11-8-1F
☎282・5315
※休憩時間は要確認

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

鶴ヶ島市役所

人口と世帯数（5月1日現在）
人　口　7万 158人　（前月比77）
世帯数　3万 908世帯（152）
男　　3万4866人　（32）
女　　3万5292人　（45）

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

真夏日となった4月22日、「パパ
とお散歩inのんのん」に参加され
たお二人の写真です。頭上には、
大きな鯉のぼりが。お子さんに
近くで見せてあげようと、お父さ
んが肩ぐるまをしてあげていまし
た。日頃からの仲の良さが感じら
れ、とても微笑ましく見えました。
（4月22日農業交流センターで撮影）

今月の表紙

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）

６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）

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！

６月の相談
◆弁護士による法律相談(要予約)
　(金銭・離婚・家族)
5日(火)(受付中)市役所5階、22日
(金)(8日から受付)市役所1階、7
月3日(火)(19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)
14日(木)(受付中)、7月12日(木)
(28日(木)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)
14日(木)、28日(木)13時 ～16時
／市役所3階▷地域活動推進課
◆行政相談
22日(金)13時～16時/市役所1階
▷地域活動推進課
◆人権相談
5日(火)、22日(金)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)
5日(火)(受付中)市役所5階、7月3
日(火)(19日(火)から受付)市役所
5階13時～16時▷地域活動推進課
◆税務相談
5日(火)、7月3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)
19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)
13日(水)10時～13時　※7月の受
付は14日(木)から▷女性センター
☎287・4755
◆女性相談・ＤＶ相談(要予約)
1日(金)、4日(月)、16日(土)、20
日(水)、25日(月)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)
22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
◆マンション管理士相談
22日(金)13時～16時／市役所1階
▷地域活動推進課




