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Infor-
mation

11月3日（土）は祝日のため、市役
所窓口の土曜開庁（地域包括支援
センターいきいきを含む）をお休
みします。

◆市・県民税第3期
◆国民健康保険税第4期
◆介護保険料第4期
◆後期高齢者医療保険料第4期

10月1日から、市民サービスのさ
らなる向上と効率化を図るため、
障害者福祉課およびこども支援課
窓口業務の民間委託を始めます。
業務の受託者は、AGSプロサー
ビス株式会社です。
問　こども支援課、障害者福祉課

期　赤い羽根募金／10月1日〜平
成31年3月31日　地域歳末たすけ
あい募金／12月1日〜31日
他　詳細は、折り込みチラシをご
覧ください。
問　社会福祉協議会☎271・6011

お知らせ
土曜窓口開庁をお休みします　

今月の納期

窓口業務委託を始めます

赤い羽根共同募金運動が 
10月1日から始まります

市では、新成人の皆さんをお祝いし、成人式を行います。
対　平成10年4月2日から平成11年4月1日に生まれた方
日　平成31年1月13日（日）（「成人の日」前日）14時〜

案内はがき　12月上旬に発送予定です。はがきが届かなかった方は、ご
連絡ください。なお、はがきをお持ちでない場合でも成人式には出席でき
ます。手話通訳者を各会場に配置します。また、介助などが必要な方は、
12月7日（金）までに申し出てください。
問　東市民センター☎286・3357

鶴ヶ島市表彰式において、スポーツ、文化、その他の分野で全国的に活躍
し、優れた成績を収めた方々を表彰しています。皆さんの身近で候補者と
なる方がいましたら推薦してください。
対　平成29年11月1日から平成30年10月31日までに実施された全国レベ
ルの大会などで活躍、または優れた成績を収めた市内在住在学の個人や市
内で活動する団体など
提出方法　10月1日（月）から11月5日（月）までに推薦書に推薦者の住所・
氏名・電話番号、候補者およびその功績などを記入し、審査上参考となる
資料を添えて直接、お持ちください。推薦書（様式）は、秘書広報課秘書担
当で配布、または市ホームページからダウンロードできます。
提出・問合先　秘書広報課秘書担当

教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理および執行状況につい
て点検・評価を行い、公表することとなっています。今回は、平成29年
度事務の点検・評価を実施し、報告書にまとめました。
閲覧場所　市ホームページ、市役所１階情報公開コーナー、市民活動推進
センター、各市民センター、中央図書館
問　教育総務課総務担当

会場 対象
北市民センター� 鶴ヶ島中学校区の方�
西市民センター� 西中学校区の方�
大橋市民センター� 南中学校区の方�
南市民センター� 藤中学校区の方�
富士見市民センター� 富士見中学校区の方

   市教育委員会の事務に関する点検評価報告書をまとめました

平成31年鶴ヶ島市成人式

   つるの里奨励賞候補者をご推薦ください
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火災の多発する季節を迎えるにあ
たり、消防本部、鶴ヶ島市消防団
および坂戸市消防団の特別点検が
行われます。当日は、消防職・団
員の士気高揚・団結を目的とし、
消防訓練礼式、放水試験などを実
施します。
日　11月4日（日）9時〜
場　坂戸市民総合運動公園および
高麗川河川敷
他　当日7時に消防職・団員の召
集のため、各消防署の屋上サイレ
ンを鳴らしますので、災害と間違
えないでください。
問　消防本部庶務課☎281・3118

広域静苑組合の構成団体は、これ
までの鶴ヶ島市・越生町・毛呂山
町・鳩山町に加え、新たに坂戸市
が加入することになりました。ま
た、現在建設中の新斎場は、12
月23日（日）から業務を開始する
ことが決まりました。
坂戸市加入日
12月22日（土）
※工事進捗状況は組合ホームペー
ジをご覧ください。
※12月に新斎場の内覧会を予定
しています（どなたでもご覧いた
だけます）。日程などの詳細は決
まり次第、組合ホームページでお
知らせします。
問　広域静苑組合☎292･5955

お知らせ
特別点検のお知らせ

広域静苑組合に 
新たに坂戸市が加入します

市では、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。市民の皆さんの参加をお願いします。
日　10月21日（日）　※雨天の場合は、
28日（日）に延期、28日も雨天の場合は
中止となります。
場　地域の道路や公園など（清掃箇所・
開始時間などは、それぞれの自治会にお
問い合わせください）
他　延期や中止のときは、当日7時30分
頃、防災行政無線で放送します。
問　生活環境課環境推進担当

   きれいなまちづくり運動秋期一斉清掃を行います

県では、10月1日に児童、高齢者、
障害者に対する虐待を通報する窓
口として虐待通報ダイヤル（24時
間365日対応）を開設します。気
になることがありましたら、＃
7171ダイヤルへ！詳細は県ホー
ムページをご覧ください。
問　県福祉政策課☎048・830・
33915048・830・4801

歳末援護事業は、地域歳末たすけ
あい運動で寄せられた募金を財源
とし、支援を必要とする方（世帯）
に、明るいお正月を迎えられるよ
うに支援する事業です。対象者に
は、民生委員を通じて援護品をお
渡しします。対象者などの詳細に
ついては、10月1日以降市内各公
共施設に設置する申請書をご確認
ください。昨年度の援護品は、お
米券でした。
問　社会福祉協議会☎271・6011

虐待通報ダイヤルが始まります！

歳末援護事業申請書の 
受付を開始します

業務用エアコンや業務用冷凍冷蔵
機器の所有者は、フロン排出抑制
法により定期的にフロンが漏えい
していないか点検を行う必要があ
ります。詳細は県ホームページを
ご覧ください。
問　県大気環境課
☎048・830・3058

対　18歳以上（団体・サークルで
の応募可）
説明会　10月17日（水）13時〜
場　富士見市民センター
問　わかば大学塾事務局☎298・
7484）※平日10時〜15時（12時
〜13時を除く）

業務用エアコンなどを 
お使いの皆さんへ！ 

詳細はこちら

募　　集
平成31年度前期 
わかば大学塾市民教授

Information　鶴ヶ島市役所　☎ 271・1111

17� Tsurugashima　2018.10

日　10月20日（土）9時30分〜18時
10分・21日（日）10時〜16時20分
場　富士見市民センター、富士見
東児童公園（富士見市民センター隣）
内　舞台発表（楽器演奏、コーラ
ス、ダンス、空手、民踊、体操、
太極拳、吟詠、手品、カラオケな
ど）、体験（茶道、吹き矢、プレー
パーク）、作品展示（絵画、絵手紙、
陶芸、和裁、和小物）、模擬店（や
きそば、ちらし寿司、軽食、飲み物、
防災食、フリーマーケット、手作
り雑貨）など
問　富士見市民センター☎287・
1661

大橋市民センターを利用するサー
クルや地域で活動する団体などの
日頃の成果発表と地域住民の交流
の場です。
日　10月27（土）・28日（日）10
時〜（両日とも）
場　大橋市民センター　
内　舞台発表、作品展示、模擬店、
長野県飯綱町特産品販売、フリー
マーケットなど
問　大橋市民センター☎286・0005

イベント
第30回富士見わかばまつり

第26回虹の大橋まつり 
「みんなでかけよう虹の大橋」

広告

新町中央広場に市内4か所目の健
康遊具が設置されます。
日　11月18日（日）10時〜11時30分
（雨天の場合は25日（日））
場　新町中央広場　
内　健康遊具の正しい使い方
定　30人（申込順）
料　無料
持　飲み物、タオル　※動きやす
い服装
申�問　10月10日（水）から健康増
進課健康増進担当へ

日　10月14日（日）10時〜11時30分
場　南小学校体育館
講　小

こ
坂
さか
愛
あい
さん（NPO法人全国ラ

ジオ体操連盟指導委員）、今
いま

井
い

菜
な

津
つ

美
み

さん（NHKテレビ・ラジオ体
操アシスタント）
内　ラジオ体操第１を中心とした
実技
定　100人程度
料　無料
持　上ばき、タオル、飲み物
※運動のできる服装
問　健康増進課健康増進担当

日　10月31日（水）12時20分〜12時
50分
場　市役所１階ロビー
内　アコースティック「虹色」に
よるミニコンサート（ J-POP、フ
ォークソング、昭和歌謡曲）
問　地域活動推進課地域活動推進
担当

健康遊具体験講座

元気にラジオ体操教室

サロンコンサート

農村景観の残る高倉地区の魅力や、
農と食の大切さを知っていただく
ことを目的に、高倉ふるさとづく
りの会が開催するイベントです。
日　10月14日（日）10時〜14時
場　農業交流センター
内　ステージ（太鼓、キッズダン
ス、フラダンス、阿波踊りなど）、
販売（竹細工）、展示（昔の高倉の
写真展）、模擬店（石釜ピザ、赤飯、
うどん、フランクフルト、チョコ
バナナ、唐あげ、やきとりなど）　
問　農業交流センター☎279・3335

「高倉ふるさとまつり」、「高倉獅
子舞」には、つるワゴン東西線の
「農業交流センター」停留所が便
利です。
問　都市計画課交通政策担当

日　11月25日（日）14時〜
場　女性センター
内　市内および近隣に在住する演
奏家によるクラシックコンサート。
歌・ピアノ・チェロ・フルート・
マリンバ・アコーディオンの演奏
があります。
料　前売券／1300円（高校生以下
650円）地域活動推進課・市民活
動推進センター・女性センターで
販売（10月1日〜11月22日）　当
日券／1500円（高校生以下750
円）
問　けやきコンサート実行委員会
鶴
つる
原
はら
☎090・4200・3028、地域

活動推進課地域活動推進担当

第１5回高倉ふるさとまつり

つるバス・つるワゴンで出かけよう！

けやきコンサート Vol.7
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対　20歳〜70歳位までの健康な方
日　10月17日、24日、31日の各水
曜日10時30分〜11時45分
場　南市民センター
講　鶴ヶ島スクエアダンスクラブ
内　ウォーキングダンスで脳トレ
と運動不足の解消
定　15人（申込順）　※当日受付可
料　500円（テキスト代含む）
持　飲み物、筆記具　※動きやす
い服装、かかとの低い靴
申�問　10月4日（木）9時から南市
民センターへ☎287・0235

対　市内または坂戸市在住在勤の方
日　11月17日（土）13時30分〜15時
（開場13時）
場　女性センター
講　中

なか

山
やま

良
よし

彦
ひこ

さん（西入間警察署
地域防犯支援専門員）　
内　講演「その電話、サギかも!!」
高齢者の方を狙った事件の被害防
止など具体的事例から実態や対策
を学びます。
定　300人（申込優先、先着順）
料　無料
他　QRコードを活用した徘徊行
動のある高齢者の見守りシールの
案内あり。講座後、希望者は、地
域包括支援センター、在宅医療相
談員、薬剤師、管理栄養士による
相談可。手話通訳あり。
申�問　高齢者福祉課地域包括ケ
ア推進担当へ

案　　内
スクエアダンス体験教室

認知症市民公開講座

講　健康運動指導士
定　各日30人（申込順）
持　飲み物、タオル、帽子（10月29日、11月15日）　※運動のできる服装
申�問　健康増進課健康増進担当へ

   パワーアップ健康講座

今回は、新町中央広場の健康遊具
の使い方も学べます。
日　11月9日（金）9時30分〜12時
集合場所　西市民センター（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
く服装でご参加ください。車での
ご来場はご遠慮ください。
申�問　10月11日（木）から健康増
進課健康増進担当へ

第7回定例健康ウォーク

対　五味ヶ谷自治会員、とうつる
自治会員、ふれあいサービス協力
会員、これから生活支援活動をす
る意志のある方
日　①10月19日（金）13時30分〜
16時　②10月31日（水）13時30分〜
16時
場　①五味ヶ谷自治会館　②とう
つる自治会館
講　高

こ

麗
ま

朋
とも

子
こ

さん（暮らしやすく
代表）
内　年末に向けて、お掃除の基本
を講義と実技で学びます。
定　①30人　②20人　※申込順　
料　無料
持　エプロン、タオル
他　各会場に駐車場はありません。
申�問　①10月5日（金）から12日（金）
まで�②10月15日（月）から24日（水）
までに社会福祉協議会へ
☎286・57395287・0557

生活支援者のための研修会
「お掃除の基本」

日時・場所 内容 申込開始

10月29日(月)10時〜12時
富士見市民センター

ウォーキングと健康遊具でスト
レッチ(富士見中央近隣公園まで
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)

10月9日(火)〜

11月6日(火)13時30分〜15時
富士見市民センター ストレッチと筋力アップ体操 10月9日(火)〜

11月15日(木)10時〜12時
北市民センター

ウォーキングと健康遊具でストレッ
チ(脚折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)

10月16日(火)〜

広告
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日　10月25日（木）10時〜13時
場　東市民センター
講　食生活改善推進員協議会
内　米粉のマルゲリータ、ビーン
ズサラダ、ティラミス
定　24人（申込順）
料　500円
持　筆記具、エプロン、三角巾、
台ふきん、皿用ふきん
申�問　10月2日（火）から食生活
改善推進員協議会事務局（健康増
進課内）へ

「大谷川をきれいにし、みんなが
憩える水辺をつくりたい。下流に
迷惑なごみを流したくない」との
思いで市民の皆さんによる大谷川
の清掃活動を行います。
日　10月21日（日）10時〜12時
清掃場所（集合場所）
①旧給食センター周辺流域（旧給
食センター）　②東市民センター
北西流域（東市民センター北側水
路）　③南中学校周辺流域（内野園
駐車場）
他　汚れてもよい服装、長靴など
で参加してください。胴長・手袋・
軍手は実行委員会で用意します。
問　鶴ヶ島大谷川クリーン大作戦
市民実行委員会（生活環境課内）

ヘルシー！米粉クッキング

大谷川クリーン大作戦

１日だけの参加もＯＫ。男性も気
軽に参加してください。
対　市内在住在勤の成人男女
日　①11月8日（木）、②11月15日
（木）、③11月12日（月）、④11月18
日（日）全4回　①②／14時〜15時30
分　③④／9時30分〜11時　
場　海洋センター
内　身体の硬い方でも安心して参
加できるヨガプログラム（心身とも
にリラックスできる呼吸法など）
定　30人（申込順）
料　無料
申　10月1日（月）9時から海洋セ
ンターへ直接（FAX可）。申込用紙
は海洋センター、生涯学習スポー
ツ課、各市民センター、若葉駅前
出張所にあります。NPO法人鶴
ヶ島市体育協会ホームページから
ダウンロードもできます。
問　海洋センター☎286・7301�
5277・5199

対　市内在住の小学生
日　10月20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　動物のからだのつくりを知ろ
う（イカの解剖（生物））
定　20人（申込順）
料　無料　※汚れてもよい服装
申�問　10月1日（月）から12日（金）
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

ヨガデビューしませんか！

第4回eコラボサイエンス教室

エコ鶴市民の会では、｢ベランダ
deキエーロ」という箱型の生ご
み処理器を使ったごみの減量に取
り組んでいます。箱の中に黒土を
入れ、黒土の中のバクテリアが、
どのように生ごみを分解するの
か、専門家に解説していいただき
ます。
日　10月14日（日）13時30分〜15時
30分
場　市役所5階
講　松

まつ

本
もと

聰
さとし

さん（日本土壌協会会長）
内　「生ごみを分解する黒土の中
のバクテリアの働きについて」　
料　無料　
申�問　10月12日（金）までに生活
環境課環境保全担当へ（当日参加
も可能）

日　11月4日（日）14時〜15時30
分（開場13時30分）
場　鳩山町地域包括ケアセンター
講　岡

おか

檀
まゆみ

さん（統計数理研究所医
療健康データ科学研究センター特
任助教）
内　日本で「最も」自殺の少ない
町、徳島県海部町の暮らしから学
びます。
定　150人（申込順）　
料　無料
他　駐車場に限りがあります。車
の場合は、乗り合わせでご来場く
ださい。
申�問　10月9日（火）から坂戸保健
所☎283・7815または鳩山町保健
センターへ☎296・2530

エコ鶴市民の会 
「環境おしゃべりカフェ」

心の健康講座 
「生き心地の良さとは何か」
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老人福祉センター「逆木荘」は、
全館清掃のため、10月19日（金）は
臨時休館します。
問　老人福祉センター「逆木荘」
☎286・3301

対　市内在住の60歳以上で2km
位を団体で歩ける方
日　10月26日（金）8時30分集合、
出発（雨天決行）
内　東武トレジャーガーデン「秋
のローズ＆ガーデンフェスタ　美し
きバラと千の花々」と館林農産物直
売所で買い物を楽しみましょう！
定　45人（抽選）
料　1000円（入園料・保険料など）
持　昼食、常備薬、保険証など
申�問　10月2日（火）9時から5日
（金）16時までに老人福祉センタ
ー「逆木荘」へ☎286・3301

対　市内在住で60歳以上の方

時　全日9時〜12時
場　シルバー人材センター
申�問　説明会前日までに同セン
ターへ☎285・8172

10月から3月の児童館の閉館時間
が16時30分になります。
問　脚折児童館☎287・0270、上
広谷児童館☎287・1732、大橋児
童館☎286・0007、西児童館☎
285・7048

案　　内
「逆木荘」臨時休館のお知らせ

老人福祉センター「逆木荘」 
秋のバスハイク

シルバー人材センター 
入会説明会・申込会を行います

説明会 申込会

10月23日(火) 10月25日(木)

11月20日(火) 11月22日(木)

12月18日(火) 12月20日(木)

児童館の閉館時間が変わります

日　10月27日（土）13時30分〜15
時30分
場　市役所5階
内　平成30年度第2回目の議会報
告会です。参加者と議員との意見
交換を中心に行います。

【担当議員】　山
やま

中
なか

基
もと

充
みつ

、髙
たか

田
だ

克
かつ

彦
ひこ

、出
いず

雲
も

敏
びん

太
た

郎
ろう

、近
こん

藤
どう

英
えい

基
き

、漆
うるし

畑
ばた

和
かず

司
し

、長
は

谷
せ

川
がわ

清
きよし

、持
もち

田
だ

敏
とし

明
あき

、髙
たか

橋
はし

剣
けん

二
じ

、藤
ふじ

原
わら

建
けん

志
し

他　耳の不自由な方には手話通訳
者を手配します。10月18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

対　地域企業および事業所の経営
者、管理職、人事担当者など
日　11月15日（木）13時30分〜15時
場　女性センター
講　宮

みや

越
こし

泰
やす

子
こ

さん（（一財）女性労
働協会女性就業支援専門員）
内　ワーク・ライフ・バランスに
向けた職場づくり、両立を支援す
る法律など
定　20人
料　無料
申�問　10月5日（金）から女性センタ
ーへ☎287・47555271・5297
10200020@city.tsurugashima.lg.jp

日　10月28日（日）14時〜16時
場　中央図書館
講　酒

さか

井
い

邦
くに

秀
ひで

さん（NPO法人多言
語多読理事長）　
内　多読のノウハウから、実際に
洋書絵本を読むワークショップを
行います。
定　30人（申込順）
料　無料
申�問　10月28日（日）までに中央
図書館へ☎271・3001

議会報告会2018 
－市民と議員の懇談会－

ワーク・ライフ・バランス講座
（企業向け）

初めての英語多読 
「英語の絵本」から

市指定無形文化財の「高倉獅子舞」
が奉納されます。豊

ほう

穣
じょう

感
かん

謝
しゃ

、悪
あく

疫
えき

退
たい

散
さん

、安全祈願のために行われ
ている市内に残る唯一の獅子舞で
す。この機会に江戸時代から引き
継がれてきた伝統行事を見学して
みませんか。
日�場　11月2日（金）13時〜日枝神
社、稲荷神社、高福寺跡（順次）
11月3日（祝）12時〜日枝神社
問　生涯学習スポーツ課文化財担
当☎285・2194

日　10月24日（水）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

10月から11月にかけて、「初回献
血！お友達＆ご家族紹介キャンペ
ーン」を実施します。献血経験者
の方と未経験の方が、県内献血ル
ームや献血バスで一緒に献血に協
力いただくと、素敵なプレゼント
を差し上げます（※なくなり次第
終了）。
問　県薬務課☎048・830・3635

高倉獅子舞が奉納されます

献血にご協力をお願いします

初回献血！お友達＆ご家族紹介
キャンペーン
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日　10月27日（土）8時〜11時（売
り切れ次第終了）
場　埼玉川越総合地方卸売市場食
育コーナー（川越市大字大袋650）
内　女子栄養大学による鶴ヶ島サ
フランを活用したおすすめレシピ
の配布と試食、鶴ヶ島サフランや
サフラン加工品の販売　
問　産業振興課農政担当

中央図書館・各分室・若葉駅前カ
ウンターは、次の期間中、蔵書点
検のため全館休館となります。
期　10月22日（月）〜27日（土）
※期間中に返却する場合は、中央
図書館・各分室・市役所のブック
ポストに入れてください。若葉駅
前カウンターでは返却できません。
問　中央図書館☎271・3001

10月1日、15日、29日の各月曜日
問　中央図書館☎271・3001

▷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　平日・土曜日8時30分
〜17時15分（ぺんぎんのみ17時
30分）

サフラン料理の試食と販売

蔵書点検期間休館のお知らせ

中央図書館休館日

高齢者の介護などに関する相談は 
お近くの地域包括支援センターへ

日　10月20日（土）15時キックオフ
場　熊谷ラグビー場（熊谷市上川
上300　熊谷スポーツ文化公園内）
内　パナソニックワイルドナイツ
対キヤノンイーグルス　
他　チケットは公式チケットサイ
ト「Ticket�RUGBY」ほか各プレ
イガイドで発売中。なお、チケッ
トに関する問い合わせは、（公財）
日本ラグビーフットボール協会チ
ケットナビダイヤルへ☎0570・
02・9551
問　県ラグビーワールドカップ
2019大会課☎048・830・6870

対　市内および近隣在住の障害を
持つ方
場　中央図書館
内　障害を持つ方のオリジナリテ
ィあふれる感性で描かれた作品を
募集します。　
申�問　10月16日（火）から12月2日
（日）までに直接、中央図書館へ
☎271・3001

熊谷ラグビー場がリニューアル！ 
オープニングゲーム開催

障がい者アート絵画展作品募集

対　外
がい
国
こく
籍
せき
の方

かた

日　10月
がつ
28日

にち
（日
にち
）11時

じ
30分

ぷん
〜16時

じ

場　鶴
つる
ヶ
が
島
しま
駅
えき
改
かい
札
さつ
前
まえ
集
しゅう
合
ごう

内　川
かわ
越
ごえ
の街

まち
並
な
みを散

さん
策
さく
しなが

ら、氷
ひ
川
かわ
神
じん
社
じゃ
と喜

き
多
た
院
いん
を見

けん
学
がく
しま

す。雨
う
天
てん
の場

ば
合
あい
は12時

じ
から南

みなみ
市
し

民
みん
センターでインターナショナル

カフェを実
じっ
施
し
します。

定　20人
にん
（申

もう
込
しこみ
順
じゅん
）

料　300円
えん
　

他　通
つう
訳
やく
の必

ひつ
要
よう
な方

かた
はご相

そう
談
だん
くだ

さい。
申�問　10月

がつ
19日

にち
（金

きん
）まで（土

ど
・

日
にち
曜
よう
日
び
を除

のぞ
く）に市

し
国
こく
際
さい
交
こう
流
りゅう
協
きょう
会
かい

事
じ
務
む
局
きょく
（地

ち
域
いき
活
かつ
動
どう
推
すい
進
しん
課
か
内
ない
）へ

日　10月13日（土）9時30分〜14時
40分
場　同校（毛呂山町川角1024-1）
内　同校の児童生徒によるステー
ジ発表、作品展、作業製品販売、
バザーなど
問　同校☎294・7200

ふれあいさんぽ・かわごえ

県立毛呂山特別支援学校 
第28回ゆずの木まつり

消防法施行令に基づく、防火管理資格（甲種）を取得する講習会を行います。
多数の人が利用する事業所では、防火管理者の資格を有する人の中から防
火管理者を定め、消防本部に届出をする必要があります。資格者がいない
事業所は必ず受講し、防火管理者を選任してください。
対　市内および坂戸市内在住在勤で、各事業所において管理監督的な地位
にある方
日　10月29日（月）・30日（火）8時30分〜16時30分
場　坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本部（坂戸市鎌倉町16-16）　※駐車場なし
定　60人（申込順）
料　3650円（申込当日に集金）
申�問　10月16日（火）・17日（水）8時30分から16時までに消防本部予防課
へ☎281・3117

   防火管理者資格取得（新規）講習会

防火管理者を選任すべき防火対象物
選任すべき防火管理者
甲種 甲種または乙種

老人短期入所施設、養護老人ホームなどで
収容人員が10人以上

延べ面積に関係
なくすべて ―

飲食店、マーケット、保育園、幼稚園、病院、
老人デイサービスセンターなどで収容人員
が30人以上

延べ面積
300㎡以上

延べ面積
300㎡未満

共同住宅、学校、図書館、工場、倉庫、
事務所などで収容人員が50人以上

延べ面積
500㎡以上

延べ面積
500㎡未満
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日　10月27日（土）8時〜11時（売
り切れ次第終了）
場　埼玉川越総合地方卸売市場食
育コーナー（川越市大字大袋650）
内　女子栄養大学による鶴ヶ島サ
フランを活用したおすすめレシピ
の配布と試食、鶴ヶ島サフランや
サフラン加工品の販売　
問　産業振興課農政担当

中央図書館・各分室・若葉駅前カ
ウンターは、次の期間中、蔵書点
検のため全館休館となります。
期　10月22日（月）〜27日（土）
※期間中に返却する場合は、中央
図書館・各分室・市役所のブック
ポストに入れてください。若葉駅
前カウンターでは返却できません。
問　中央図書館☎271・3001

10月1日、15日、29日の各月曜日
問　中央図書館☎271・3001

▷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　平日・土曜日8時30分
〜17時15分（ぺんぎんのみ17時
30分）

サフラン料理の試食と販売

蔵書点検期間休館のお知らせ

中央図書館休館日

高齢者の介護などに関する相談は 
お近くの地域包括支援センターへ

日　10月20日（土）15時キックオフ
場　熊谷ラグビー場（熊谷市上川
上300　熊谷スポーツ文化公園内）
内　パナソニックワイルドナイツ
対キヤノンイーグルス　
他　チケットは公式チケットサイ
ト「Ticket�RUGBY」ほか各プレ
イガイドで発売中。なお、チケッ
トに関する問い合わせは、（公財）
日本ラグビーフットボール協会チ
ケットナビダイヤルへ☎0570・
02・9551
問　県ラグビーワールドカップ
2019大会課☎048・830・6870

対　市内および近隣在住の障害を
持つ方
場　中央図書館
内　障害を持つ方のオリジナリテ
ィあふれる感性で描かれた作品を
募集します。　
申�問　10月16日（火）から12月2日
（日）までに直接、中央図書館へ
☎271・3001

熊谷ラグビー場がリニューアル！ 
オープニングゲーム開催

障がい者アート絵画展作品募集
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日　10月13日（土）9時30分〜14時
40分
場　同校（毛呂山町川角1024-1）
内　同校の児童生徒によるステー
ジ発表、作品展、作業製品販売、
バザーなど
問　同校☎294・7200

ふれあいさんぽ・かわごえ

県立毛呂山特別支援学校 
第28回ゆずの木まつり

消防法施行令に基づく、防火管理資格（甲種）を取得する講習会を行います。
多数の人が利用する事業所では、防火管理者の資格を有する人の中から防
火管理者を定め、消防本部に届出をする必要があります。資格者がいない
事業所は必ず受講し、防火管理者を選任してください。
対　市内および坂戸市内在住在勤で、各事業所において管理監督的な地位
にある方
日　10月29日（月）・30日（火）8時30分〜16時30分
場　坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本部（坂戸市鎌倉町16-16）　※駐車場なし
定　60人（申込順）
料　3650円（申込当日に集金）
申�問　10月16日（火）・17日（水）8時30分から16時までに消防本部予防課
へ☎281・3117

   防火管理者資格取得（新規）講習会

防火管理者を選任すべき防火対象物
選任すべき防火管理者
甲種 甲種または乙種

老人短期入所施設、養護老人ホームなどで
収容人員が10人以上

延べ面積に関係
なくすべて ―

飲食店、マーケット、保育園、幼稚園、病院、
老人デイサービスセンターなどで収容人員
が30人以上

延べ面積
300㎡以上

延べ面積
300㎡未満

共同住宅、学校、図書館、工場、倉庫、
事務所などで収容人員が50人以上

延べ面積
500㎡以上

延べ面積
500㎡未満
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日　11月1日（木）13時〜16時（受
付開始12時30分）
場　大宮ソニックシティ地下第１
展示場、第2展示場、商談室
対　保育分野での就職希望者
内　事業所人事担当者と参加者の
個別面接会、ハローワーク職員に
よる就職相談
料　無料　※申込不要
持　履歴書、自己PR書など複数
枚。ハローワーク登録者は、ハロ
ーワークカード
他　80か所の事業所が参加予定。
詳細は埼玉労働局のホームページ
をご覧ください。
問　埼玉労働局職業安定課職業紹
介係☎048･600･6208、県少子
政策課☎048･830･3349

これらの宝くじの収益金は、市町
村の明るいまちづくりや環境対
策、高齢化対策など地域住民の福
祉向上のために使われます。お求
めは県内の売り場でどうぞ。
期　10月1日（月）〜23日（火）
問　（公財）埼玉県市町村振興協会
☎048･822･5004

建築に関する法令などの説明会と
無料建築相談を実施します。あわ
せて、木造住宅の無料耐震診断も
行います。
日　10月10日（水）14時〜16時
場　ふじみ野市上福岡公民館
内　① ｢熊本地震からみた昭和
57年以降新耐震基準木造建築物
の再評価」について�②ブロック塀
に関する基準などについて�③建築
基準法の改正について
問　都市計画課開発建築担当、川
越建築安全センター☎243･2102

案　　内
平成30年度保育士 
合同就職面接会

ハロウィンジャンボ宝くじ・ 
ハロウィンジャンボミニ同時発売！

ルール守って明るく住マイル

西入間警察署では、演劇などを通じ
て犯罪、交通事故の抑止を呼びかけ
ることを目的に公演を開催します。
対　高齢者（高齢者以外の方も参
加可）
日　10月28日（日）13時30分〜約
2時間
場　坂戸市文化施設オルモ3階ホ
ール
内　西入間警察署員、県立坂戸高
等学校演劇部、筑波大学附属坂戸
高等学校演劇部による演劇、西入
間警察署一日署長による歌曲会
他　入場には入場券が必要（無
料）。入場券の予約（原則1人2枚、
先着順）は、西入間警察署地域課
地域総務係へ
問　西入間警察署地域課☎284・
0110

10月11日（木）から20日（土）まで
は、全国地域安全運動実施期間で
す。地域の目が光るまちには、犯
罪者は寄り付きません。犯罪のな
いまちづくりに向けて、地域ぐる
みの防犯活動を強化しましょう。
日　11月10日（土）13時30分開演
場　越生町中央公民館
内　式典、表彰、警察音楽隊演奏
定　200人　※記念品あり
料　無料
他　駐車場に限りがあります。車
は乗り合わせでご来場ください。
問　西入間地区防犯協会☎281・
8484

日　10月13日（土）11時〜16時
場　市民活動推進センター
内　遺言・相談・離婚などの暮ら
しの相談、建設業・飲食店・会社
設立ほか、役所の手続きの相談を
お受けします
料　無料　※予約不要
問　埼玉県行政書士会☎048・
833・0900

演劇で犯罪・事故を防ごう！ 
～W.POLICE Fes～

西入間地区地域安全・ 
暴力排除推進大会

県下一斉行政書士相談会

対　市内在住在勤の方
日　10月28日（日）8時45分〜（受
付8時15分〜）
場　新町小学校
コース　約4kmまたは約5km
チーム編成　2〜5人のチームで
参加（1人でも参加可）
料　3歳〜中学3年生100円、大人
200円（当日集金）
他　1位〜5位まで表彰、全員に
参加賞あり
申　10月19日（金）までに生涯学
習スポーツ課市民スポーツ担当ま
たは各市民センターへ
問　生涯学習スポーツ課市民スポ
ーツ担当または田

た
口
ぐち
☎285・9107

日　10月27日（土）13時30分〜15
時（開場13時）
場　坂戸市立中央図書館
講　清

し

水
みず

純
じゅん

さん（城西大学薬学部
医療栄養学科准教授）
内　健康食品との正しいつきあい
かた
定　80人（申込順）
申　10月10日（水）から坂戸市立
中央図書館へ電281・6369
問　城西大学水田記念図書館☎
271・7737

高等部専攻科（3年課程）では、視
覚障害（全盲または弱視）の10代
から60代の方が、あん摩・マッ
サージ・指圧、はり、きゅうの技
能を習得しています。卒業時には
国家試験の受験資格が得られ、免
許取得後は病院や介護施設などへ
の就職、治療院開業、進学などの
道がひらけます。
第1次募集選考日　11月30日（金）
第2次募集選考日　平成31年2月
14日（木）　※第1次募集で募集人
員に達した場合、第2次募集は行
いません。詳細は同校へ。
問　同校☎231・2121

第8回スタンプラリーつるがしま大会

第10回 地域相互協力図書館
合同主催公開講座

県立塙保己一学園高等部専攻科
入学者募集
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レインボー協議会主催のバスツアーを実施します。コースは2種類。7市町
の観光スポットや歴史的名所などを巡って地域の魅力を再発見しませんか。
【川越出発コース　9時～17時頃】
川越駅西口集合→歴史民俗資料館（毛呂山町）→出雲伊波比（いずもいわい）
神社（毛呂山町）→佐藤酒造（越生町）→昼食・ニューサンピア埼玉おごせ（越
生町）→黒山三滝（越生町）→高麗神社（日高市）→川越駅西口解散
【坂戸出発コース　9時～17時10分頃】
坂戸駅南口集合→明治なるほどファクトリー坂戸（坂戸市）→長峰園（鶴ヶ
島市）→昼食・和食麺処サガミ（鶴ヶ島市）→遠山記念館（川島町）→笛木醤
油（川島町）→坂戸駅南口解散
共同企画　埼玉県川越都市圏まちづくり協議会、イーグルトラベル株式会社
旅行企画・実施　イーグルトラベル株式会社（埼玉県知事登録旅行業第2種307号）
日　11月29日（木）
定　各コース40人（抽選　※結果は10月22日頃発送）　※未就学児不可、
小学生参加の場合は、保護者1人以上の同伴が必要
料　各コース3000円（小学生は2000円）、支払先はイーグルトラベル（株）
申　10月15日（月）（消印有効）までに、往復ハガキ（1枚で4人まで応募可）
に希望コース、参加者全員の住所・氏名・電話番号、希望人数を記入し、
郵送（〒350-0042埼玉県川越市中原町2-8-2イーグルトラベル（株）「レイ
ンボーバスツアー」係へ
問　イーグルトラベル（株）「レインボーバスツアー」係☎222・0458

レインボー協議会7市町のマスコットキャラクターの登場やご当地グルメ
の出店をはじめ、キッズダンスパフォーマンス、アイドルユニット「ゆめ
みどき」ライブなど、様々なイベントが会場を盛り上げます。家族、友達
と出かけませんか。
日　10月27日（土）9時45分〜14時15分（荒天中止）
場　埼玉川越総合地方卸売市場駐車場
他　東武東上線霞ヶ関駅・JR川越線的場駅から無料送迎バスあり
問　川越市政策企画課☎224・5503

まつり開催中は、交通規制などによりご迷惑をおかけしますが、ご理解、
ご協力をお願いします。

※規制区域内では自転車の通行もできません。
問　坂戸よさこい実行委員会事務局（坂戸市商工労政課内）☎283・1331

   レインボーまつりin川越

   第18回坂戸よさこい開催に伴う交通規制のお知らせ

川越都市圏まちづくり協議会（レ
インボー協議会）では、出会いを
求める未婚の男女に、恋の橋渡し
となるよう交流パーティーを開催
します。通算で8回目となるこの
パーティーは、カップル成立の確
率が高く、これまで98組のカッ
プルが誕生しています。今回は、
越生町を会場に、「おごせ婚活パ
ワースポット巡り」を開催します。
自然のエネルギーを感じながら、
素敵なパートナーを見つけてみま
せんか。
【当日の流れ】
・9時から越生町中央公民館で受
付を行い、日程説明などのあとバ
スでパワースポットを巡ります。
①黒山三滝→②上

かみ

谷
やつ

の大クス（雨
天時変更あり）
・パワースポット巡り後、ニュー
サンピア埼玉おごせでパーティー
※アルコールの提供なし
対　25歳〜45歳位までの未婚の
男女
日　11月17日（土）9時〜16時
集合場所　越生町中央公民館
定　男女各30人（抽選　※7市町
（川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、日
高市、川島町、毛呂山町、越生町）
在住の方を優先）
料　男女ともに3500円（軽食・飲
み物代）　
申　11月5日（月）までに専用ホーム
ページの入力フォームから。
問　越生町企画財政課☎292・3121

「縁結びレインボーパーティー 
～恋のかけはし～inおごせ」

詳細はこちら

   レインボーバスツアー参加者募集～地域の魅力を再発見～

坂戸市
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ステージ会場
（坂戸市文化会館大駐車場）
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交通規制区間・時間
■�駅東通り線の一部　
10月�20日（土）13時〜19時

21日（日）12時〜18時

■�駅北口通り、北坂戸
駅東口周辺、県道日高・川
島線の一部ほか
10月20日（土）13時〜19時

21日（日）13時〜18時
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レインボー協議会主催のバスツアーを実施します。コースは2種類。7市町
の観光スポットや歴史的名所などを巡って地域の魅力を再発見しませんか。
【川越出発コース　9時～17時頃】
川越駅西口集合→歴史民俗資料館（毛呂山町）→出雲伊波比（いずもいわい）
神社（毛呂山町）→佐藤酒造（越生町）→昼食・ニューサンピア埼玉おごせ（越
生町）→黒山三滝（越生町）→高麗神社（日高市）→川越駅西口解散
【坂戸出発コース　9時～17時10分頃】
坂戸駅南口集合→明治なるほどファクトリー坂戸（坂戸市）→長峰園（鶴ヶ
島市）→昼食・和食麺処サガミ（鶴ヶ島市）→遠山記念館（川島町）→笛木醤
油（川島町）→坂戸駅南口解散
共同企画　埼玉県川越都市圏まちづくり協議会、イーグルトラベル株式会社
旅行企画・実施　イーグルトラベル株式会社（埼玉県知事登録旅行業第2種307号）
日　11月29日（木）
定　各コース40人（抽選　※結果は10月22日頃発送）　※未就学児不可、
小学生参加の場合は、保護者1人以上の同伴が必要
料　各コース3000円（小学生は2000円）、支払先はイーグルトラベル（株）
申　10月15日（月）（消印有効）までに、往復ハガキ（1枚で4人まで応募可）
に希望コース、参加者全員の住所・氏名・電話番号、希望人数を記入し、
郵送（〒350-0042埼玉県川越市中原町2-8-2イーグルトラベル（株）「レイ
ンボーバスツアー」係へ
問　イーグルトラベル（株）「レインボーバスツアー」係☎222・0458

レインボー協議会7市町のマスコットキャラクターの登場やご当地グルメ
の出店をはじめ、キッズダンスパフォーマンス、アイドルユニット「ゆめ
みどき」ライブなど、様々なイベントが会場を盛り上げます。家族、友達
と出かけませんか。
日　10月27日（土）9時45分〜14時15分（荒天中止）
場　埼玉川越総合地方卸売市場駐車場
他　東武東上線霞ヶ関駅・JR川越線的場駅から無料送迎バスあり
問　川越市政策企画課☎224・5503

まつり開催中は、交通規制などによりご迷惑をおかけしますが、ご理解、
ご協力をお願いします。

※規制区域内では自転車の通行もできません。
問　坂戸よさこい実行委員会事務局（坂戸市商工労政課内）☎283・1331

   レインボーまつりin川越

   第18回坂戸よさこい開催に伴う交通規制のお知らせ

川越都市圏まちづくり協議会（レ
インボー協議会）では、出会いを
求める未婚の男女に、恋の橋渡し
となるよう交流パーティーを開催
します。通算で8回目となるこの
パーティーは、カップル成立の確
率が高く、これまで98組のカッ
プルが誕生しています。今回は、
越生町を会場に、「おごせ婚活パ
ワースポット巡り」を開催します。
自然のエネルギーを感じながら、
素敵なパートナーを見つけてみま
せんか。
【当日の流れ】
・9時から越生町中央公民館で受
付を行い、日程説明などのあとバ
スでパワースポットを巡ります。
①黒山三滝→②上

かみ

谷
やつ

の大クス（雨
天時変更あり）
・パワースポット巡り後、ニュー
サンピア埼玉おごせでパーティー
※アルコールの提供なし
対　25歳〜45歳位までの未婚の
男女
日　11月17日（土）9時〜16時
集合場所　越生町中央公民館
定　男女各30人（抽選　※7市町
（川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、日
高市、川島町、毛呂山町、越生町）
在住の方を優先）
料　男女ともに3500円（軽食・飲
み物代）　
申　11月5日（月）までに専用ホーム
ページの入力フォームから。
問　越生町企画財政課☎292・3121

「縁結びレインボーパーティー 
～恋のかけはし～inおごせ」

詳細はこちら

   レインボーバスツアー参加者募集～地域の魅力を再発見～
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交通規制区間・時間
■�駅東通り線の一部　
10月�20日（土）13時〜19時

21日（日）12時〜18時

■�駅北口通り、北坂戸
駅東口周辺、県道日高・川
島線の一部ほか
10月20日（土）13時〜19時

21日（日）13時〜18時
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坂戸眼科医院
診察日時　10月28日（日）9時〜17時　
坂戸市関間1-1-15
☎283・4303
※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

※11月3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（9月1日現在）
人　口　7万���147人　（前月比-15）
世帯数　3万1011世帯（+22）
　男　　3万4892人　（+-0）
　女　　3万5255人　（-15）

10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）

10 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）
2日（火）（受付中）／市役所5階、19
日（金）（5日から受付）、11月6日
（火）（23日から受付）／市役所1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）
11日（木）（受付中）、11月8日（木）（25
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）　
11日（木）、25日（木）13時〜16時/
市役所3階▷地域活動推進課
◆行政相談
2日（火）／市役所5階、19日（金）／
市役所1階／13時〜16時▷地域活
動推進課
◆人権相談
19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）
2日（火）（受付中）／市役所5階、11
月6日（火）（23日から受付）／市役所
1階／13時〜16時▷地域活動推進課
◆税務相談　
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）
23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）
10日（水）10時〜13時※11月の受
付は11日から▷女性センター☎
287・4755
◆女性相談・ＤＶ相談（要予約）
3日（水）、12日（金）、20日（土）、22
日（月）、31日（水）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）　
26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

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！

9月6日、栄小学校3年生の子ども
たちが石川果樹園を訪問。石川さ
んは果樹栽培について丁寧に説明
し、子どもたちからの質問にも笑
顔で応じていました。最後に、梨
とぶどうがふるまわれると、「あま
〜い！」と子どもたちは満面の笑み。
石川さんの想いがつまったその味
を、ずっと忘れないでね。
（関連��P2-5）

今月の表紙
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鶴活
JOIN US!

つ
る
か
つ

市内を中心に活動するサー
クル・団体を紹介します。
あなたの地域デビューの
きっかけにしませんか。

編み物、大好きな人集まれ♪
少人数で和気あいあいと楽しく活
動しています。好きな作品をそれ
ぞれ自分のペースで編んでいま
す。初めての方も大歓迎です。今
年の冬は家族にステキなプレゼン
トをしてみませんか。
活動日　　 第2・3・4月曜日 

14時〜16時
活動場所　 農業交流センター
問合先　　 新

あら い

井☎285・1631

現在23人で活動しています。上級
公認指導員のもと“正しい基本動
作”を体得して全員が生涯スポー
ツをモットーに明るく、楽しく、
熱心に取り組み、スポーツウェル
ネス吹矢を通して輝く人生を目指
しています。
活動日　　 毎週火曜日12時〜14時
活動場所　 大橋市民センター
問合先　　 水

みず た

田 
☎070・4283・1288

あみあみ会

一般社団法人日本スポーツウェルネス吹矢協会

鶴ヶ島０
ぜろわん

１支部

アート東
ひがし

展
日 10月2日(火)〜7日(日)10時〜17時
(初日は12時〜、最終日は16時まで)
場 中央図書館　問 笠

かさお

尾☎287・2266
いきいき健康サポート(健康チェック)
対 成人　日 10月13日(土)9時45分〜
12時45分(雨天中止)　場 ワカバウォー 
クイベント広場　問 (医)若葉会若葉
病院☎283・3633
歌謡サークル暖流会「歌と踊りとマジッ
ク」発表会
日 10月14日(日)12時30分〜15時30分
場 女性センター　問 佐

さとう

藤☎283・7072
やまびこ歌謡連合会チャリティ発表会
日 10月21日(日)10時〜16時30分(開
場9時30分)　場 川越西文化会館メル
ト　問 山

やまだ

田☎285・6943

年金協会鶴ヶ島班グラウンドゴルフ部
日 第2金曜日10時〜11時30分 場南近
隣公園運動場　問 佐

さとう

藤☎283・7072
B＆G太極拳クラブ
日 月4回火曜日14時〜16時　場 海洋
センター　料 有料　問 佐

さ さ き

々木☎287 
・1485
折紙クラブ
日 毎月第2水曜日13時30分〜15時30
分　場 旭自治会館　問 谷

たにぐち

口☎287・
2794
ぱれっと（油絵）
日 毎週金曜日13時〜17時　場 富士見
市民センター　問 北

きたもと

本☎286・0157
養
ようしんかん

神館合気道明
めいりゅうかん

龍館坂戸同好会
日 毎週日曜日①4歳〜小学生（15時10
分〜16時10分）②中学生以上（16時15
分〜17時15分）　場 坂戸市民総合運
動公園柔道場　問 森

もりた

田
�sakado@meiryukan.com
松
しょうりゅう

龍太極拳サークル
対 市内在住在勤の成人　日 毎週月曜
日（月4回）10時〜12時　場 大橋市
民センター　問 加

か せ

瀬☎090・9134・
6463

仲間になりませんか

年金鶴ヶ島ハイキング大会
対 市内在住　日 10月17日（水)9時〜15
時　※秩父鉄道長瀞駅前9時20分集合 
内 宝登山神社・山頂へ　申 問 10月11
日（木)までに杉

すぎ

☎286・6978（申込順)
第16回鶴ヶ島ソフトテニス大会
対 高校生以上でペアの1人が市内在住
在勤在学　日 11月18日（日)8時30分開
始、受付8時〜（予備日11月25日)　場 
鶴ヶ島清風高等学校テニスコート　料 
1組1000円　申 問 10月26日（金)まで
に松
まつい

井☎287・2580

参加してみませんか

掲示板

出かけてみませんか

第3回定期演奏会鶴ヶ島混声合唱団ス
テラ
日 10月14日(日)14時 〜15時(開 場13
時30分)　場 川越西文化会館メルト 
料 500円　問 釜

かまた

田☎080・5073・4722
第9回ひきこもり・不登校講演会
日 10月28日(日)13時30分〜15時30分
(受付13時〜)　場 ウィズもろやま 
内 ひきこもり回復への3つの壁〜多様な
ひきこもりの多様な改善への道のり〜　
申 問 齊

さいとう

藤☎090・5575・7054
市民健康公開講座「聞かなきゃ損！健
康寿命を延ばすためのヒント」
日 11月8日(木)13時30分〜17時(受付
12時〜)　場 坂戸市文化施設オルモ
申 問 11月5日(月)までに関越病院栄養
科☎285・9837※受付10時〜17時(日・
祝除く)(申込順)

省略記号一覧

対 対象　日 日時・日にち 　期 期間

場 場所　講 講師　内 内容　定 定員

料 入場料・参加費　報 報酬　持 持ち物

他 その他　申 申込　問 問合先　

12月号の原稿締切は､10月22日(月)です。
※「仲間になりませんか」のコーナーは､
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､ 同一サークル年3回まで
で、同一号には1件までの掲載に限らせて
いただきます。




