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◆固定資産税・都市計画税第3期
◆国民健康保険税第3期
◆介護保険料第3期
◆後期高齢者医療保険料第3期

総務省統計局では各種統計調査を
実施しています。調査の対象とな
った世帯に統計調査員が伺います
ので、ご協力をお願いします。
【平成30年住宅・土地統計調査】
10月1日を基準日に住宅・土地統
計調査を実施します。この調査は、
住生活に関する最も重要、基本
的な調査で、全国約370万世帯を
対象とした大規模な調査です。調
査期間中、統計調査員が調査書類
を配布します。回答は、インター
ネットまたは紙の調査票となりま
す。ご協力をお願いします。
【平成30年度労働力調査】
就業・不就業の状態を明らかにす
るため、毎月労働力調査を実施し
ています。この調査は、雇用失業
対策事業を行う上で重要な指標と
されます。統計調査員が調査票の
記入のお願いに伺った際には、ご
協力をお願いします。
問　政策推進課統計担当

お知らせ
今月の納期

統計調査にご協力を

県では、人の1日の動きを把握・
分析することで、暮らしやすい都
市づくりや広域的な交通計画の検
討を進めるため、9月から12月に
かけて、移動に関する調査「第6
回東京都市圏パーソントリップ調
査」を実施します。この調査の対
象となる家庭には、県から調査の
依頼状を郵送しますので、届きま
したら、ご協力をお願いします。
問　県都市計画課☎048･830･
5337

県では、携帯電話やパソコンなど
から県内のAEDの設置場所を検
索できるAEDマップを整備して
います。県内のAEDを誰もが活
用できるようにするため、AED
を設置している施設の方は、情報
の届け出にご協力ください。
問　県薬務課☎048・830・3640

対　県内在住の20歳以上の方（平成
30年4月1日現在）、動物の愛護や正
しい飼い方に関する普及啓発活動を
積極的に行える方など
定　約60人
任期　平成31年4月1日〜平成34年3
月31日
※詳細は、県ホームページを。
問　県生活衛生課☎048･830･3612

東京都市圏パーソントリップ調査
にご協力を

AEDマップの届出にご協力を

募　　集
彩の国動物愛護推進員募集

市では、誰もが安心していきいき
と暮らせるまちをつくることを基
本理念とする「第2次地域福祉計
画」を策定しました。この計画の
進行管理と次期計画策定の審議を
行う市地域福祉審議会の委員（公
募による委員）を募集します。
対　市内在住で、地域福祉に関心
のある満20歳以上の方（公務員を
除く）
定　2人
期　委嘱された日から諮問に対す
る答申の日まで（平成33年度末ま
でを予定）
内　計画の進行管理に関する審議
（年1回程度）および次期計画策定
の審議（年4回程度（平成32・33年
度））
他　地域福祉計画は、市社会福祉
協議会の「地域福祉活動計画」と
一体の形で策定しました。そのた
め、審議会委員は、地域福祉活動
計画推進委員会の委員を兼務しま
す。
申　9月26日（水）までに申込書
（市ホームページからもダウンロ
ードできます）および「鶴ヶ島市
の地域福祉に関する意見」（様式・
字数自由）を本人が直接、福祉政
策課へ
問　福祉政策課福祉政策・地域福
祉担当

地域福祉審議会委員募集 Infor-
mation

広告
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平成31年1月13日(日)に実施する
成人式式典終了後に、新成人の皆
さんや新成人をお祝いしたい地域
の皆さんが企画する「成人者のつ
どい」を予定しています。皆さん
のアイデアで「成人者のつどい」
を盛り上げてみませんか。
対　市内在住の方
【第１回実行委員会】
日　10月6日（土）18時〜
場　東市民センター
申 問　9月25日（火）までに東市
民センターへ☎286・3357

日　9月29日（土）11時〜14時（雨
天中止）
場　障害者生活介護施設きいちご
中庭
内　東京国際大学吹奏楽団による
演奏、飲食コーナー、ゲームコーナ
ー、豪華賞品が当たる抽選会など
問　障害者生活介護施設きいちご
☎287・7456

日　9月29日（土）18時30分〜20時
場　ワカバウォークイベント広場
内　市民活動を中心とした鶴ヶ島
の魅力を市内外に発信する映像の
上映会
問　地域活動推進課地域活動推進担当

成人者のつどい実行委員募集

イベント
第4回地域感謝祭・ 
きいちごパーティー

第5回鶴ヶ島映像 
フェスティバル

「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

日　9月29日（土）･30日（日）10時〜
場　南市民センター、どんぐり公園
内　南市民センター利用者と地域の交流イベント。舞台発表や作品展示、
入門体験、模擬店、フリーマーケットなど。なお、今回は、かかしコンテ
ストも開催します。
問　南市民センター☎287・0235

【フリーマーケット出店者募集】�
対　市内在住在勤の方（営利目的
不可）
日　9月29日（土）･30日（日）10時
30分〜15時（雨天中止） 
場　どんぐり公園
定　各日10区画（1区画2ｍ×2ｍ・
申込順）
料　1区画300円（当日集金）
申 問　9月6日（木）9時から南市民
センターへ☎287・0235

日　9月15日(土)･16日(日)10時〜（初日オープニングは9時30分〜）
場　つるがしま郷学の森
内　郷学の森(西市民センター・西児童館・図書館西分室・学童保育室ひ
まわりクラブ）と西市民センターを利用する団体の成果発表と地域との交
流イベント。舞台発表、作品展示、模擬店、体験コーナー、フリーマーケ
ットなど
問　西市民センター☎286・7899

【フリーマーケット出店者募集】
対　市内在住の方（営利目的不可）
日　9月15日(土)10時 〜14時（ 雨
天中止）
場　西市民センターイベント広場
定　10区画(1区画2ｍ×2ｍ・申込
順）
料　1区画300円(当日集金)
申 問　9月3日(月)9時30分から西
市民センターへ☎286・7899

第32回南どんぐりまつり

   第16回つるがしま郷学の森まつり

広告
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世界の文化と地域のコミュニティ
をひとつに盛り上がろう！
日　9月24日（月）10時〜21時
場　アルカーサル迎賓館川越（鶴
ヶ島駅西口徒歩1分）　
内　地域の飲食店の出店、世界の
料理、ダンス、音楽、ワークショ
ップなど
料　無料（模擬店は有料）
他　会場に駐車場はありません。
問　つるがしマルシェ／地域活動
推進課地域活動推進担当
夏の終わりのビアガーデン／産業
振興課商工労政担当

日　9月1日、8日、15日、22日の
各土曜日13時30分〜15時30分
場　富士見市民センター
定　20人（申込順）　
講　若葉結市民踊レク・クラブ
内　どなたでも参加できる日本民
踊で楽しく健康を目指そう。
料　無料
持　飲み物、タオル　※動きやす
い服装
申 問　富士見市民センターへ
☎287・1661

イベント
第5回つるがしマルシェ×夏の終
わりのビアガーデン

はじめての日本民踊

日　9月29日（土）・30日（日）9時〜17時
場　中央図書館

【リサイクル市】
日　9月29日（土）9時〜17時・30日（日）9時〜15時
【講演会】
「人生100年時代の片づけ術～物とお金の整理のコツ～」
日　9月29日（土）13時30分〜15時
講　渡

わた
部
なべ
亜
あ
矢
や
さん（（一社）実家片づけ整理協会代表理事）　

内　いざというとき困らないために、実践しやすい自宅や実家の片づけを学
びませんか。終活をどこから始めたらいいか、わからない方にもおすすめです。
定　40人（申込順）　※現在受付中、定員に達し次第終了
料　無料
申　中央図書館へ☎271・3001
【2階視聴覚室の催し】
ビブリオバトル　
日　9月29日（土）16時〜17時
テーマ　「私のイチオシ本」
内　本の魅力を知ってもらうための書評バトルです。あなたの好きな本を
紹介してください。1人5分で発表し、その後の投票でチャンプ本を決めます。
定　5人（発表者）　※申込者が3人未満の場合は中止
持　紹介する本1冊
申　9月21日（金）までに中央図書館へ☎271・3001
lib.tsurugashima02@lib.tsurugashima.saitama.jp
○サークルおひさまの朗読発表会、CDコンサート「ボサノバ」
【ロビー展示】
スター☆ガール、城西大学水田記念図書館の展示やロンロンの布小物販売、
イラストレーター・フルタハナコのぬり絵コーナー、子ども向けの工作など
【児童コーナー】
おはなし会、カルタ大会、子どもによる英語でおはなし会、空いたスペー
スではおひるねアートを開催、子どものかわいい写真を撮ろう。
【屋外の催し】
おでかけ動物園（30日（日））
県こども動物自然公園から、うさぎやモルモット、へびなどのかわいい動
物たちが図書館にやってきます！動物がでてくるおはなし会もあるよ♪
【その他】
ろんちゃんマーケット（パンやごはん、やきとりなどの飲食店や小物雑貨、
木工雑貨など雑貨店が正面玄関やロビーにならびます）
問　図書館まつり事務局（中央図書館内）☎271・3001

   第31回図書館まつり
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対　幼児〜小学生（安全のため参
加に制限があるコーナーあり）
※一部コーナーでは、実費負担で
大人の参加可。発表・模擬店はど
なたでもお楽しみいただけます。
日　9月9日（日）9時50分〜15時

（受付14時30分まで）
場　女性センター
内　手作り・体験コーナーを中心と
した子ども祭り。手作り、発表、
模擬店など
料　幼児から小学生は無料（模擬
店は実費）
問　つるがしま子フェス市民会議・
伊
い

藤
とう

☎286・1407

日　9月29日（土）9時30分集合
場　農業交流センター周辺の栗畑
定　20組（1組5人まで。小学生以
下は保護者同伴）
料　栗代（時価）
持　長靴、ゴム手袋、大きめの袋　
※栗ひろいのできる服装
申 問　9月7日（金）9時から農業
交流センターへ☎279･3335

対　折り紙で「鶴」が折れる方
日　10月14日（日）14時〜16時
場　中央図書館　
内　ハロウィンをテーマに自分だ
けの作品を作りましょう。
定　15人（申込順）
料　無料
申 問　9月15日（土）から30日（日）
までに中央図書館へ☎271・3001

第36回鶴ヶ島市 
子どもフェスティバル

栗ひろい体験

みんなで折ろうよ！おりがみ教室

ラグビーワールドカップ2019日本
大会（埼玉・熊谷開催）を盛り上げ
るため、1年前イベントを開催し
ます。
日　9月23日（祝）10時〜17時
場　熊谷ラグビー場前特設ステー
ジ（熊谷市上川上300　熊谷スポ
ーツ文化公園内）
内　ラグビートークショー、ラグ
ビー体験など
問　県ラグビーワールドカップ2019
大会課☎048･830･6870

ラグビーワールドカップ開催
1年前イベント

今年で69回目を迎える市民体育祭が市内3会場で開催されます。多くの皆
さんの参加をお待ちしています。オープン種目は、市民の方どなたでも参
加することができます。
日　10月7日（日）　※雨天中止
開会式8時45分〜
場　鶴ヶ島第一小学校、藤小学校、西中学校
他　実施の場合は、当日7時から7時30分の間に花火を打ち上げます。ご
理解、ご協力をお願いします。
問　NPO法人鶴ヶ島市体育協会事務局（海洋センター内）☎277・5199
※この活動は、スポーツ振興くじの助成金を受けて行っています。

   第69回鶴ヶ島市民体育祭

対　市内在住の小学生
日　9月15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　手回し発電機による発電・光
発電・温度差発電を体験しよう。
定　20人（申込順）
料　無料　※汚れてもよい服装
申 問　9月3日（月）から12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

第3回eコラボサイエンス教室
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今年で69回目を迎える市民体育祭が市内3会場で開催されます。多くの皆
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開会式8時45分〜
場　鶴ヶ島第一小学校、藤小学校、西中学校
他　実施の場合は、当日7時から7時30分の間に花火を打ち上げます。ご
理解、ご協力をお願いします。
問　NPO法人鶴ヶ島市体育協会事務局（海洋センター内）☎277・5199
※この活動は、スポーツ振興くじの助成金を受けて行っています。

   第69回鶴ヶ島市民体育祭

対　市内在住の小学生
日　9月15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　手回し発電機による発電・光
発電・温度差発電を体験しよう。
定　20人（申込順）
料　無料　※汚れてもよい服装
申 問　9月3日（月）から12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

第3回eコラボサイエンス教室
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対　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方
日　11月23日（祝）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）
募集区画　25区画（市内在住の方
優先、1区画2ｍ×2ｍ以内、雨天
時は会場を変更するため、これよ
り狭くなります）
料　500円（イベント保険・チラ
シ用紙代など）
実行委員会　10月20日（土）10時
〜12時／市民活動推進センター
他　手作り品の製作・販売を仕事
としている方の参加は不可。その
他出店時の注意事項については、
出店者募集要項をご覧ください。
出店者募集要項および申込用紙
は、各市民センター、市民活動推
進センター、地域活動進課窓口お
よび市ホームページからダウンロ
ードできます。
申 問　9月14日（金）17時までにわ
かば結市事務局（地域活動推進課
内）へ 5271・1191 10400010@
city.tsurugashima.lg.jp

9月3日、10日の各月曜日
問　中央図書館☎271・3001

案　　内
わかば結市「第22回ハンドメ
イド・フェスタ」出店者募集

中央図書館休館日

対　市内在住在勤の方
日　10月27日（土）10時15分〜14
時・28日（日）10時〜14時（雨天
決行、ただし、各自で判断）
場　大橋市民センター
定　各日10区画（1人1区画、申込順）
料　1区画300円
他　仕入れ品などの販売、購入額
以上の金額での販売などは不可
申 問　10月1日（月）9時から大橋
市民センターへ☎286・0005

対　市内在住の方
日　10月21日（日）10時〜15時
場　富士見東児童公園
定　12区画（1人1区画、申込順）
料　1区画200円
他　仕入れ品の販売は不可。手作
り品のみの販売は、3区画まで。
申 問　開催要項を事前に窓口で
受け取り、10月4日（木）9時から富 
士見市民センターへ☎287･1661 
5271･2666

日　9月25日（火）〜29日（土）8時
30分〜17時（最終日は12時まで）
場　市役所１階ロビー
内　グループホーム（認知症対応
型共同生活介護）および小規模多
機能型居宅介護の利用者が製作し
た作品の展示会を開催。今年のテ
ーマは「いぬ」です。
問　高齢者福祉課介護保険担当

「虹の大橋まつり」
フリーマーケット出店者募集

富士見わかばまつりフリーマーケ
ット＆てづくり雑貨市出店者募集

第6回グループホーム・小規模
多機能型介護事業所合同作品展

定 　約5400人
期　 9月30日（日）まで
内　観戦客が利用する駅周辺など
での道案内や県内の魅力ＰＲなど
活動日数　 大会期間中に3日間以
上（一部の役割は5日間以上）
問　県都市ボランテ
ィア募集コールセン
タ ー ☎048・833・
2700（平日9時〜18
時）

内　東京2020オリンピック・パラ
リンピック大会に出場する海外選
手の家族をホームステイで受け入
れる「埼玉県版ホームステイ」の
ホストファミリーを募集します。
問　県オリンピッ
ク・パラリンピッ
ク 課 ☎048・830・
2874

先行抽選販売の最後のチャンス。
期　9月19日（水）〜11月12日（月）
抽選結果発表　11月26日（月）
他　申込みには、チケットID登
録が必要です。
問　県ラグビーワ
ールドカップ2019
大会課☎048・830 
・6870

2020オリ･パラ
都市ボランティア募集

2020オリ･パラ
ホストファミリー募集

ラグビーワールドカップ2019
チケット販売

詳細はこちら

詳細はこちら

詳細はこちら

「認知症サポーター」とは、認知症
という病気を正しく理解して、そ
の人と家族を見守る応援者です。
認知症になっても安心して暮らせ
るまちを目指し、認知症について
学びませんか。
対　市内在住在勤の方
日　10月13日（土）10時〜11時30
分
場　市役所5階
内　認知症についての講話、ビデ
オ視聴
定　50人（申込順）
料　無料
持　筆記具　
申 問　高齢者福祉課地域包括ケ
ア推進担当へ

対　市内在住の方
日　10月2日(火)13時30分 〜15
時30分
場　特別養護老人ホームみどりの
風鶴ヶ島
講　武

たけ

田
だ

健
たけ

志
し

さん(㈱モルテン)
内　移乗や移動のための福祉用具
〜福祉用具を上手に使うと介護負
担が軽減できます〜
定　15人(申込順)
料　無料
持　室内履き、筆記具
申 問　9月4日(火)から特別養護
老人ホームみどりの風鶴ヶ島へ☎
299･6056

日　10月5日（金）14時〜16時
場　鶴ヶ島市商工会館
内　一生役立つ栄養学〜食による
健康改善と予防〜
講　西

にし

村
むら

早
さ

苗
なえ

さん（女子栄養大学
准教授）
料　無料
申 問　鶴ヶ島市商工会へ☎287・
1255

認知症サポーター養成講座

家族介護教室

健康管理講習

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　9月10日（月）から消防本部警防課救急担当へ☎281・3116（平日
8時30分〜17時）　※各日申込順、駐車場には限りがあります。

種別 日時 場所 定員

普通救命講習
10月 5 日（金）　9時〜12時 坂戸消防署 30人

10月28日（日）　9時〜12時 鶴ヶ島消防署 20人

上級救命講習 12月11日（火）　9時〜17時 坂戸消防署 30人

対　聴覚障害者または聴覚障害者
と関わりのある方
日　9月19日（水）10時〜12時
場　市役所5階
内　埼玉聴覚障害者情報センター
に来所できない方のための巡回聴
覚障害者相談（申込不要）。午後は
訪問相談を行います。訪問希望の
方は、事前にご連絡を。
問　埼玉聴覚障害者情報センター
☎048・814・33535048・814・ 
3355

対　創業に興味がある女性、創業
後間もない女性経営者
日　10月17日（水）10時〜11時30
分
場　女性センター
講　宮

みや

原
はら

大
やま

和
と

さん（日本政策金融
公庫川越支店副事業統轄）
内　創業準備のポイント、資金調
達、ビジネスプランの作成、無料
個別相談
定　25人
料　無料
申 問　9月4日（火）から女性セン
ターへ☎287･47555271･5297

10200020@city.tsurugashima.lg.jp
※ファクシミリ、メールでの申込
みは、①氏名、②電話、③住所、
④創業の有無と職種（創業済みの
場合は創業年月）、⑤無料個別相談
希望の有無を記入してください。

巡回聴覚障害者相談

女性のための創業セミナーin鶴ヶ島

対　点字に興味、関心のある方
日　10月6日 〜11月17日（11月3
日を除く）の各土曜日13時30分〜
16時
場　市役所6階　
内　点字図書の基礎知識、点字絵
本づくり
定　10人（申込順）
料　無料
持　筆記具
申 問　9月5日（水）から21日（金）
までに社会福祉協議会へ☎271・
6011

おもちゃ病院は、壊れたおもちゃ
の修理や使い方を教え、子どもた
ちに夢を与えたり、物を大切にす
ることを教えているボランティア
団体です。
対　おもちゃの修理に関心のある方
場　市内・坂戸市の公共施設など
内　おもちゃの修理
申 問　脚折児童館へ☎287・0270

点字講習会

おもちゃ病院の
ドクター（ボランティア）を募集

Information　鶴ヶ島市役所　☎ 271・1111
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 救命講習会で救命方法などを学びませんか
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▽かんえつ（脚折145-1関越病院南
館1階☎285・78775285・7866）
▽いちばんぼし（藤金871-3つるが
しま中央交流センター内☎279・
07775279・0778）
▽ぺんぎん（上広谷5-1プラザイン上
広谷1階☎271・51235271・5125）
▽いきいき（三ツ木16-1市役所1階
☎271・11115271・1190）
受付時間　月〜土曜日（祝日除く）
8時30分〜17時15分（ぺんぎんの
み17時30分）

日　10月6日（ 土 ）10時 〜14時15
分
場　県立日高特別支援学校（日高
市高富59-1）
問　同校☎042・985・4391

日　9月6日・13日・20日・27日、
10 月 4 日・11 日・18 日・25 日、
11月1日・8日・15日・29日 の 各
木曜日　13時30分〜16時30分
場　ウェスタ川越
内　相続、遺言、登記、債務整理、
成年後見などの個別相談
料　無料
申　総合相談センター☎048・838 
・7472
問　埼玉司法書士会事務局
☎048・863・7861

案　　内
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

第21回ひだか祭

司法書士法律相談会

日　9月18日（火）13時30分〜15時
場　鶴ヶ島市商工会館
講　瀧

たき

澤
ざわ

時
とき

夫
お

さん・石
いし

田
だ

哲
てつ

也
や

さん
（坂戸グランドホテル）
内　オンリーワン・ナンバーワン
戦略、Ｍ＆Ａの仕方など
定　50人（申込順）
料　無料　
申 問　鶴ヶ島市商工会へ☎287･ 
1255

対　障害をお持ちで就職を望んで
いる方
日　9月21日（金）13時〜16時
※受付は12時15分〜15時
場　坂戸市文化会館
内　企業との面接、就職相談
※手話通訳あり
持　障害者手帳（原本およびコピ
ー）、履歴書（複数枚）、ハローワ
ークカード、筆記具　
申 問　ハローワークに求職登録
済みの方は申込み不要。未登録の
方はハローワーク川越 障害のある
方の職業相談へ☎242・0197（部
門コード46#）

ホテル経営とおもてなしの心

ハローワーク川越
障害者就職面接会

対　正社員を希望するおおむね40
歳までの方（平成31年3月大学卒業
予定者を含む）
日　10月9日（火）
場　ウェスタ川越多目的ホール
内　①直前セミナー12時15分〜
12時45分　②就職面接会13時〜
16時（受付12時〜15時30分）
参加企業　川越地域雇用対策協議
会会員企業など30社予定
料　無料（事前予約不要）
持　履歴書、ハローワークカード
問　 ハ ロ ー ワ ー ク 川 越 ☎242・
0197または産業振興課

日　9月15日（土）〜30日（日）9時
〜16時30分
場　巾着田（日高市高麗本郷125−
2　西武池袋線高麗駅徒歩15分）
料　300円（開花状況により期間設定）
内　地元グルメや特産品の販売、
ステージイベントなど
問　日高市産業振興課商工観光担
当☎042・989・2111

若者就職面接会

巾着田曼珠沙華まつり
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2020年東京オリンピック・パラリンピ
ック競技大会に向けて、ホストタウンと
してミャンマーを応援するために、公用
車につるゴンをラッピングしました。
なお、この車は、「つるワゴン」ではあ
りませんので、お気をつけください。
問　資産管理課財産管理担当

 つるゴン ラッピングカーで応援!

「広報つるがしま」は、毎月１回発行し、市内の
全世帯、事業所などに配布しています。ぜひ皆さ
んの会社やお店のＰＲをしてみませんか。
問合先　秘書広報課広報広聴担当

「広報つるがしま」に掲載する
有料広告を募集しています

■広告の規格と掲載料
　縦48mm×横178mm  　1回あたり3万円
　縦48mm×横88mm  　  1回あたり1万5000円

■市ホームページに掲載するバナー広告も
　募集中です。

詳細はこちら

詳細はこちら



アイクリニック佐藤医院
診察日時　9月9日（日）9時〜17時　
上広谷669-1
☎279・0888
※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

鶴ヶ島市役所

人口と世帯数（8月1日現在）
人　口　7万   162人　（前月比-69）
世帯数　3万  989世帯（-42）
　男　　3万4892人　（-21）
　女　　3万5270人　（-48）

９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）

９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）
4日（火）（受付中）、21日（金）（7日
から受付）、10月2日（火）（18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）
13日（木）（8月30日から受付）、10
月11日（木）（27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）　
13日（木）、27日（木）13時〜16時/
市役所3階▷地域活動推進課
◆行政相談
21日（金）、10月2日（火）13時〜16
時／市役所5階▷地域活動推進課
◆人権相談
21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）
4日（火）（受付中）、10月2日（火）

（18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　
4日（火）、10月2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）
18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）
12日（水）10時〜13時※10月の受
付は13日から▷女性センター☎
287・4755
◆女性相談・ＤＶ相談（要予約）
3日（月）、15日（土）、19日（水）、28
日（金）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）　
28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
21日（金）13時〜16時／市役所5階
▷地域活動推進課

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

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！
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7月14日に行われた、上広谷第一
自治会「八坂神社夏祭り」でのみ
こし渡

と

御
ぎょ

。担ぎ手の勇ましい掛け
声の中、鶴ヶ島駅周辺の上広谷地
域を練り歩くみこしは迫力満点！
来年も行う予定ですので、ぜひ一
度お越しください。担ぎ手も募集
します！(関連P28)

今月の表紙
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