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県では、昭和56年5月31日以前に
建築確認を受けて建築された建築
物のうち、診療所や店舗、福祉施
設などの多数の人が利用する建物
で一定規模以上の建築物に対し
て、耐震診断、耐震補強設計およ
び耐震改修の費用の一部を補助し
ています。
問　県建築安全課震災対策・構造
指導担当☎048・830・5527

県では、民間建築物のアスベスト
対策として、アスベスト含有のお
それのある吹付け材の含有調査お
よび吹付けアスベストの除去など
の工事に対する費用を補助してい
ます。
問　県建築安全課震災対策・構造
指導担当☎048・830・5525

5月を中心に行われた日本赤十字
社会員増強運動では、自治会をは
じめ、皆さんの温かいご支援とご
協力により、319万5660円の活
動資金が集まりました。ありがと
うございました。この活動資金は、
災害救護、安全な血液製剤の安定
供給のための事業、看護師の養成、
医療施設の整備などに活用されま
す。
問　福祉政策課福祉政策・地域福
祉担当

ご存知ですか？建築物の耐震
診断・改修に関する補助制度

ご存知ですか？建築物のアス
ベスト対策に関する補助制度

ご協力ありがとうございました 
日本赤十字社会員増強運動

皆さんからのご意見やご要望は、
今後のホームページ改善に取り入
れ、より良いホームページにして
いきたいと考えてい
ますので、ご協力を
お願いします。アン
ケートの所要時間は
5分程度です。
問　秘書広報課広報広聴担当

子どもたちの歯の事故に緊急に対
応できるよう、坂戸鶴ヶ島歯科医
師会から、歯の保存液と生理食塩
液を市内小中学校に１セットずつ
寄附していただきました。
問　学校教育課学務担当

日　9月14日（金）9時30分～12時
場　東市民センター（少雨決行）
講　鶴ヶ島ウオーキングクラブ
内　3～5㎞のコースを歩きます。
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
く服装でご参加ください。
申 問　8月16日（木）から健康増
進課健康増進担当へ

市ホームページへの 
ご意見・ご要望をお寄せください

歯の保存液などを寄附いただき
ありがとうございました

イベント
第5回定例健康ウォーク 

「曼珠沙華ウォーク」

Infor-
mation

8月11日（土）は祝日のため、市役
所の土曜窓口開庁（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

◆市・県民税第2期
◆国民健康保険税第2期
◆介護保険料第2期
◆後期高齢者医療保険料第2期

6月20日、川越税務署長から市へ
感謝状が贈呈されました。これは、
今年から実施した確定申告のデー
タ引継ぎによって、還付金振込み
の迅速化など、市民サービスの向
上に貢献したことが評価されたも
のです。
問　税務課市民税担当

お知らせ
8月11日の土曜窓口開庁は
お休みです

今月の納期

川越税務署から感謝状

詳細はこちら
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対　市内在住在勤在学および市内
のクラブに在籍する小学4年生以
上の方
日　9月29日（土）10時～12時（受
付9時30分～）
場　鶴ヶ島第一小学校　
定　50人（申込順、当日申込不可）
料　500円
持　上履き、吹き矢用具、水筒な
ど　※運動のできる服装
他　日本スポーツ吹矢協会競技規
則を準用し、距離7ｍで行います。
※1位から3位まで表彰、全員に
参加賞あり。
申 問　9月3日（月）から14日（金）
までに申込用紙（生涯学習スポー
ツ課窓口で配布）に参加費を添え
て生涯学習スポーツ課市民スポー
ツ担当へ

対　小学生
日　8月25日（土）9時30分～13時
30分
場　大橋児童館
講　新

にい

鶴
づる

ダンチュウクラブ
内　冷やし中華とデザートを作り
ます。みんなで楽しく食べましょう。
定　10人（申込順）
料　400円
持　飲み物、エプロン、三角巾、
タオル
申 問　8月8日（水）9時30分から
19日（日）までに参加費を添えて
大橋児童館へ☎286・0007

イベント
第5回健康吹き矢市民大会

夏休み手作りランチ

対　2歳～小学生（未就学児は保
護者同伴）
日　8月24日（金）10時～12時（受
付9時45分～）
場　大橋市民センター集会室
内　お祭り気分！縁日ごっこを楽
しもう。
定　幼児30人、小学生50人（申込順）
料　300円
持　タオル、飲み物、景品を入れ
る袋
申 問　8月4日（土）9時30分から
23日（木）までに参加費を添えて
大橋児童館へ☎286・0007

対　大人
日　9月12日（水）10時30分～12時
場　中央図書館視聴覚室
講　君川みち子さん
内　ほっこりとした山形弁での昔
語りを行います。
定　50人（申込順）
料　無料　
申 問　8月10日（金）から中央図
書館へ☎271･3001

対　小学生低学年以上
日　①8月11日（祝）10時30分～
②8月25日（土）14時30分～
場　中央図書館　
内　①平和祈念特集「マヤの一生

（戦争の犠牲となって死んだ犬の
物語）」（30分）　②「忍たま乱太郎」

（45分）
問　中央図書館☎271･3001

大橋児童館夏祭り

君
きみ

川
かわ

みち子　ひとり語りの会
〜山形弁の昔語り〜

子ども図書館座シネマ

日　8月12日（日）14時30分～
場　中央図書館
内　平和祈念特集「核戦争後の地
球。もし核戦争が起きたら地球はど
うなるのか？（1984年NHK放送）」
問　中央図書館☎271･3001

対　市内在住在勤の成人女性
日　9月11日・18日・25日 の 各
火曜日10時30分～12時（全3回）
※１回のみの参加可
場　大橋市民センター
講　ダンスストレッチサークル

「ドルフィン」
内　音楽に合わせてダンスとスト
レッチで体を動かします。
定　20人（申込順）
料　無料
持　運動靴、タオル、飲み物　
※運動のできる服装
申 問　8月6日（月）から大橋市民
センターへ☎286・0005

8月26日（日）、市役所特設会場で、
ミャンマーの方々と交流できる

「鶴ヶ島水かけまつり」を開催し
ます。会場の市役所には、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。ぜひご利用ください。
★「こども夏休みフリー乗車券」
も販売中！購入した方には、ミャ
ンマーホストタウンシールをもれ
なくプレゼントします。
問　都市計画課交通政策担当

図書館座シネマ

ダンスストレッチ体操教室

つるバス・つるワゴンで 
出かけよう！

「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
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日　8月12日（日）14時～17時
場　市役所ロビーおよび議会図書室
内　懐かしい映画を見ながら気軽
におしゃべりしませんか。認知症
サポーター養成講座や朗読会も行
います（申込不要）。
問　生涯学習スポーツ課社会教育
担当

日　9月9日（日）9時～16時
場　石井水処理センター（坂戸市
石井1336-1） 
内　「下水道の日」にちなみ、下
水道の仕組みなどを楽しく学べる
イベントを開催。お仕事体験、ワ
ークショップなど。還元くん（下
水汚泥からできた肥料）の販売予
約（受取は別日）もあり。
※詳しくは組合ホームページをご
覧ください。
問　坂戸、鶴ヶ島下水道組合☎
283・1101

対　原則として高齢者
日　9月1日（土）13時30分～15時
場　南市民センター
講　小

お

川
がわ

越
えつ

史
し

さん（鶴ヶ島在宅医
療診療所医師）
内　知っていますか？在宅医療～
自分らしくを支える医療～
定　100人（申込不要）
問　南市民センター☎287・0235

つるがしまどこでもまちライブラリー

「下水道の日」イベントを 
開催します

案　　内
高齢者福祉人権講演会

5か月間のウォーキングチャレン
ジをサポートする講座です。
期間中3回のウォーキングレクチ
ャーと個別相談会であなたのウォ
ーキングの疑問を解決します。
対　市内在住在勤の18歳以上で、
県コバトン健康マイレージ事業に
参加中、または参加できる方
日　9月22日(土)10時～12時
※全3回。残り2回の日程は、参
加決定後にお知らせします。
場　東洋大学川越キャンパス体育
館ほか
講　小

お

河
ごう

繁
しげ

彦
ひこ

さん（東洋大学理工
学部生体医工学科教授）ほか
内　歩き方の実技指導、簡易測定、
個別相談　
定　30人(申込順）　※定員を超
えた場合、平成29年度血管若返
りチャレンジ講座受講者はご遠慮
いただく場合があります。
料　無料
持　筆記具、飲み物、タオル、帽
子　※運動のできる服装
申 問　8月16日（木）から健康増
進課健康増進担当へ

日　8月30日（木）10時～11時30分
場　西市民センター
講　理学療法士
内　肩こり・腰痛の予防、美しい
姿勢についての実技と講話
定　40人(申込順)
料　無料
持　飲み物、タオル　※運動ので
きる服装
申 問　8月6日(月)から保健センタ
ーへ☎271･2745

ウォーキングライフサポート講座

ビューティーアップ講座

対　市内在住の60歳以上の女性
日　9月13日（木）14時～16時
場　市民活動推進センター(ワカ
バウォーク１階)
講　市保健センター歯科衛生士
内　①講演「きれいは口元から」
②ほうれい線解消エクササイズ、
そしゃく力判定など
定　30人（申込順）
料　無料　
申　8月3日(金)
からシルバー人
材センターへ☎
285・8172

8月6日、13日、20日、27日の各
月曜日
問　中央図書館☎271･3001

各市民センターは、施設の設備点
検のため、下記のとおり臨時休館
となります。部屋の利用および受
付、証明書発行業務は休止します。

健康寿命について考える 
女性セミナー 

市民センター臨時休館日

日時 場所・問合先
8月10日(金)
9時～18時

東市民センター
☎286･3357

8月13日(月)
9時～12時

北市民センター
☎287･0251

8月14日(火)
9時～18時

南市民センター
☎287･0235

8月15日(水)
9時～10時

富士見市民センター
☎287･1661

9月10日(月)
9時～17時

大橋市民センター
☎286･0005

9月18日(火)
9時～18時

西市民センター
☎286･7899

中央図書館休館日



県では、ランニングやウォーキング
など屋外での運動習慣のある方を対
象に｢防犯サポーター｣事業を開始。

◆防犯サポーターとは
いつものランニングやウォーキング
の際、｢防犯ウエストバッグ（無償・
自宅に郵送）｣ を身に着け、スマー
トフォンを携帯し、不審者などを見
かけた場合は通報します。いつもの
運動習慣に防犯パトロールをプラス
した活動です。
対　県内在住の18歳以上の方
要件　①週1回以上、ランニングや

ウォーキング、犬の散歩などをし
ながら、地域の見守り活動を中心
とした防犯パトロールができるこ
と　②県スマートフォンアプリ「ポ
ケットブックまいたま」を使用で
きること　③3か月に1回の活動報
告ができること（アプリ使用）
申　8月31日（金）までに県アプリ｢ポ 
ケットブックまいたま｣をダウンロー
ドし、安心・安全タブ内の防犯サポー
ターページより、申込フォームに必要
事項を記入
問　県防犯･交通安全課防犯･犯罪
被害者支援担当☎048・830・2940
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日　10月6日（土）13時30分～15時
場　市役所5階会議室
講　川

かわ

野
の

太
た

郎
ろう

さん（川野医院院長）
内　講演会「痛くもかゆくもない
病気　脂質異常症～放っておいて
も大丈夫？～」
定　100人（申込順）
料　無料　
持　筆記具
申 問　8月6日（月）から保健センタ
ーへ☎271・2745 5271・2747

対　市内在住在勤の16歳以上の
手話初心者
日　9月5日～平成31年2月20日の
毎週水曜日19時～21時（全23回）
場　市役所
定　20人（申込順）　※受講歴の
ある方は、お断りする場合があり
ます。
料　3240円（教材費）
申 問　8月20日（月）までに社会
福祉協議会へ☎271・6278

対　DV被害から逃れた後の母親
とその子ども
日　9月または12月から
内　DV（暴力）についての情報提
供とその対処スキルを学ぶ
問　県男女共同参画課☎048･83 
0･2925

案　　内
幸せ健康講座

手話講習会入門

ＤＶ被害母子の心のケアのために
心理教育プログラム「びーらぶ」

対　全日程参加できる方
日　8月18日、9月1日・15日・
29 日、10 月 13 日・27 日、11 月
10日・24日、12月8日・22日 の
各土曜日9時30分～12時
場　農業交流センター体験農園
定　10人（抽選）  ※未受講者優先
料　2000円（種苗代など）
内　秋野菜（大根・白菜・ブロッ
コリー・チンゲン菜）の種まきか
ら収穫までの過程を学びます。
他　天候や野菜の生育状況により
日程が変更になる場合あり。
申　ハガキ（1人1通）に住所、氏
名、年齢、電話番号を記入し、8月 
10日（金）（必着）までに農業交流
センター（〒350-2223大字高倉
534-3）「秋作栽培講習会」係へ
問　農業交流センター☎279・3335

秋作栽培講習会

市では、毎年8月6日に広島市で
開催される平和記念式典に市内各
小学校の6年生の代表8人を派遣
する ｢広島市平和記念式典児童派
遣事業｣ を実施しています。式典
に参列した児童が得た体験や学ん
だこと、平和への思いを作文にし
て発表することで、広く市民の方
に平和の尊さを伝えるため、参加
報告会を開催します。
日　8月25日（土）10時～
場　南市民センター
問　総務人権推進課人権推進担当

広島市平和記念式典
児童派遣事業参加報告会

 防犯サポーターになろう！



日　9月1日（土）9時45分～12時
場　富士見市民センター　
講　吉

よしおかりょうへい

岡良平さん（（一財）草の根
サイバーセキュリティ運動全国連
絡会）
内　富士見中学校・栄小学校の
PTAと共催の人権教育講座
定　10人（申込順）
料　無料　
申 問　富士見市民センターへ☎
287・1661

県高齢者福祉課が㈱シグマスタッ
フに委託し、実施している事業で
す。介護の仕事に興味がある方は、
ぜひ活用してください。

（1）介護職員雇用推進事業
介護の仕事の経験がない方に、介
護職員初任者研修の受講から県内
事業所への就職までを支援

（2）介護の仕事体験事業
介護の仕事に興味がある非正規雇
用者などに、介護の仕事を体験し
理解を深めてもらうことを支援

（3）潜在介護職員復職支援事業
結婚や出産などにより離職した介
護有資格者（潜在介護職員）など
に、復職前研修の受講から県内事
業所への復職までを支援

（4）高齢者等介護職就労支援事業
介護の仕事の経験がない原則60
歳以上の方（介護未経験高齢者）
に、研修の受講から県内事業所へ
の就職までを支援
申 問　（株）シグマスタッフ大宮
支店へ☎048・782・5173

ネットのトラブルから
子どもを守るために

介護の仕事
研修から就職までをサポート

坂戸、鶴ヶ島下水道組合では、カラーマンホー
ルふたを鶴ヶ島のイメージキャラクター｢つ
るゴン｣と坂戸市のイメージキャラクター｢さ
かろん｣をモチーフに作成しました。また、新
デザインのマンホールカードを作成しました
ので希望者に1人1枚無料で配布します（な
くなり次第終了）。
配布開始　8月11日（祝）9時～
配布場所　石井水処理センター 
配布時間　9時～17時 
※マンホールカードは、下水道事業のPRの一環として下水道広報プラット
ホームと全国の各自治体が共同で制作した、コレクションカードです。
※詳しくは組合ホームページをご覧ください。
問　坂戸、鶴ヶ島下水道組合☎283･1101

ミャンマーでは、現在も、勉強に
必要な文具が不足しています。ご
家庭で不要になった文具はありま
せんか？送料の募金もあわせて行
っています。ぜひ、ご協力をお願
いします。
期　12月14日（金）まで
募集する文具　鉛筆（半分以上の
長さのあるもの）、シャーペン、
ボールペン（書けるもの）、ノー
ト、消しゴム、定規　※送付の都
合上、上記の文具に限ります。ま
た毎年、使用できない文具も寄せ
られます。子どもたちのため、な
るべく状態のよいものをお願いし
ます。
収集場所　地域活動推進課、市民
活動推進センター、各市民センタ
ー　
問　市国際交流協会事務局（地域
活動推進課内）

ミャンマーの子どもたちへ
文具を贈ろう

対　県内在住の55歳以上の方
日　おおむね9月～翌年2月
場　県内20大学、都内1大学
内　経済政策、政治学、社会福祉、
語学など
料　各科目1万円程度　
申　県ホームページで募集案内を
確認の上、8月1日（水）から各大
学へ
問　県高齢者福祉課☎048・830・ 
3263

期　8月14日（火）～9月27日（木）
内　「図書館まつり 本のリサイク
ル市」に向け、寄贈本を募集します。
期間中に寄贈いただいた方には、
リサイクル市で使える「本1冊無料
券」をお渡しします。中央図書館、
各分室へ直接ご持参ください。
問　中央図書館☎271・3001

大学の開放授業講座受講生募集

リサイクル本を募集します

Information　鶴ヶ島市役所　☎ 271・1111
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 新デザインのカラーマンホールふたを作成しました
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西入間警察署および西入間交通安
全協会では、平成30年度優良運転
者の表彰を行います。
対　西入間交通安全協会員で、過
去5年以上無事故・無違反で、他
の運転者の模範となる方
持　運転免許証、印鑑、無事故・
無違反証明書代630円
申 問　9月14日

（金）までに西入
間 交 通 安 全 協
会（西入間警察
署 内1階 ）へ ☎
289・0202

日　11月25日（日）
場　埼玉工業大学（深谷市普済寺
1690）
申　9月28日（金）までに郵送　※
郵送先など、詳細は同組合業務課
で配付している受験案内または同
組合ホームページをご覧くださ
い。
問　坂戸、鶴ヶ島下水道組合業務
課☎288・3361

県では、塙保己一の精神を受け継
ぎ、障害があっても努力して顕著
な活動をされている方や、障害者
のために貢献されている方を対象
とした ｢第12回塙保己一賞｣ の候
補者を募集しています。
申　候補者調書および推薦書に必
要事項を記入の上、8月31日（金）

（消印有効）までに県障害者福祉
推進課 ｢塙保己一賞係｣（〒330-
9301さいたま市浦和区高砂3-15-
1）へ。　※提出書類は、県ホーム
ページからダウンロードできます。
問　県障害者福祉推進課☎048・
830・33095048・830・4789

案　　内
優良運転者を表彰します

排水設備工事責任技術者
共通試験が行われます

第12回塙
は な わ ほ き い ち

保己一賞の
候補者募集

対　同校に入学・転学を考えてい
る新小学１年生または学齢児童生
徒（就学前は、年長児のみ）
日　10月26日（金）10時～13時（受
付9時40分～）
内　学校体験説明、授業参観・校
内見学、体験授業、個別相談、給
食見学
場　同校（日高市高富59-1）
申　9月3日（月）までに通学区域内
の教育委員会へ
問　同校☎042・985・4391

対　同校に入学・転学を考えてい
る児童、生徒、保護者、幼稚園・
保育園関係者、同校の教育に関心
のある方、学校教育関係者など
日　9月26日（水）9時30分～12時
内　学校概要説明、授業見学、学
校見学、懇談、質疑応答
場　同校（毛呂山町川角1024-1）
問　同校☎294･7200

県立日高特別支援学校
学校体験

県立毛呂山特別支援学校
学校公開

環境保全の意識醸成と行動促進の
ため、他の模範となる優れた取組
みを行う個人、県民団体、事業者
を県知事が表彰します。
対　県内で活動する団体、事業者、
個人（自薦、他薦不問）　※詳しく
は、県ホームページをご覧くださ
い。
申 問　10月5日（金）までに県環境
政策課☎048・830・3019へ

日　8月25日（土）16時～21時（小
雨決行）　※荒天の場合は26日（日）
場　毛呂山総合公園（毛呂山町大
字大谷木443）
内　①民踊・よさこいまつり16時～　
②花火大会19時～
他　臨時バスの運行なし。会場お
よび周辺に駐車場なし。
問　サマーフェスティバル実行委
員会事務局（毛呂山町商工会内）☎
294・1545

彩の国埼玉環境大賞の
候補者募集

第15回サマーフェスティバル
もろやま

地域包括支援センターは、高齢者の皆さんが住み慣れた地域で安心し
て生活を続けられるように支援する総合相談機関です。
お困りのことや聞いてみたいことがあれば、お住まいの地区を担当す
る地域包括支援センターにご相談ください。担当のセンターが不明な
場合は、お問い合わせください。

センター名 住所・電話番号・FAX

かんえつ（西部地区を担当） 脚折145-1　関越病院南館1階 
☎285・7877　5285・7866

いちばんぼし（北部地区を担当） 藤金871-3　つるがしま中央交流センター内 
☎279・0777　5279・0778

ぺんぎん（東部地区を担当） 上広谷5-1　プラザイン上広谷1階
☎271・5123　5271・5125

いきいき（南部地区を担当） 三ツ木16-1　市役所1階　
☎271・1111　5271・1190

受付時間　月～土曜日（祝日を除く）8時30分～17時15分（ぺんぎんの
み17時30分）
問　高齢者福祉課地域包括ケア推進担当

〜高齢者に関する相談は、
　　　　　お近くの地域包括支援センターへ〜

お気軽にご相談ください！
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にし眼科クリニック
診察日時　8月12日（日）9時～17時
富士見1-2-1-2F
☎271・2424
※休憩時間は要確認

急な病気や家庭での対処法、受診
に迷うときは下記の番号へお問い
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

※8月11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（7月1日現在）
人　口　7万   231人　（前月比+5）
世帯数　3万1031世帯（+49）
　男　　3万4913人　（+15）
　女　　3万5318人　（-10）

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

８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）

８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）
7日（火）（受付中）、24日（金）（10
日から受付）、9月4日（火）（21日か
ら受付）13時～16時／市役所5階
▷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）
9日（木）（受付中）、9月13日（木）

（30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）　
9日（木）、23日（木）13時～16時/
市役所3階▷地域活動推進課
◆行政相談
24日（金）13時～16時／市役所5
階▷地域活動推進課
◆人権相談
17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）
7日（火）（受付中）、9月4日（火）（21
日から受付）13時～16時／市役所
5階▷地域活動推進課
◆税務相談　
7日（火）、9月4日（火）13時～16時
／市役所5階▷税務課

◆女性のための法律相談（要予約）
8日（水）10時～13時※9月の受付
は9日から▷女性センター☎287・
4755
◆女性相談・ＤＶ相談（要予約）
1日（水）、10日（金）、18日（土）、20
日（月）、29日（水）、9月3日（月）10
時～15時▷直通ダイヤル☎298・
7716
◆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）　
24日（金）13時～17時（6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

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！

「ちょ～気持ちいい～」
例年よりも早い梅雨明けとなり、
富士見保育所では、6月からプー
ル遊びが始まりました。力の限り
のバタ足で思いっきり水をかけ合
う子どもたち。大人だって水遊び
したいぞ！と思った皆さん、8月26
日の「鶴ヶ島水かけまつり」にぜひ、
お越しください。

今月の表紙


