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Infor-
mation

◆国民健康保険税第7期
◆介護保険料第7期
◆後期高齢者医療保険料第7期

住基ネットシステムの機器入れ替
えのため、マイナンバーカードの
交付やカードを利用した特例転入
などの手続きはできません。詳細
はお問い合わせください。
問　市民課住民記録担当

子どもから高齢者、障害者の方が安
全、快適に利用していただけるよう
トイレをリニューアルしました。工
事期間中は、大変ご不
便をお掛けし、申し訳
ありませんでした。
【リニューアル内容】
■男子トイレ、女子トイレとも洋
式便座に取り替え
■多目的トイレを設置
■壁面および屋根の塗装
公園トイレはみんなのトイレです
ので、大切にご使用ください。
問　都市施設保全課公園保全担当

お知らせ
今月の納期

1月26日（土）はマイナンバー 
関連業務を停止します

脚折近隣公園トイレを 
リニューアルしました

対　65歳未満の健康で明るい方
職種　①用務員②延長保育補助員
期　随時～3月31日まで（継続可能）
勤務時間　①8時30分～17時（月
～金曜日の週5日）②7時30分～9
時30分または16時～18時（月～
金曜日の週5日）
勤務場所　①富士見保育所②鶴ヶ
島保育所・富士見保育所
定　①1人②数名
報　 ① 月 額14万4000円 ② 時 給
970円　※通勤手当は通勤距離と
日数に応じて支給
他　一定の勤務日数・時間により、
社会保険などの加入あり
申 問　市の登録用紙（写真添付）、
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

募　　集
公立保育所非常勤職員

対　市内在住の20歳以上（平成31
年4月1日現在）の方で、交通安全
に熱意のある方
採用予定日　4月1日
任期　4月1日 ～ 平 成32年3月31
日まで（再任可）
職務内容　小中学生登校時の立哨
指導、各小学校における交通安全
教室や交通安全啓発活動など
募集人数　5人
報　日額3000円
試験方法　面接試験（2月1日（金）
予定、時間などは後日連絡します）
申　1月7日（月）から25日（金）ま
でに受験申込書へ記入の上、志望
理由書（400字原稿用紙1枚程度）
を添えて、安心安全推進課へ。申
込書は、安心安全推進課窓口、各
市民センターおよび若葉駅前出張
所で配布。また、市ホームページ
からもダウンロードできます。
問　安心安全推進課交通安全・防
犯担当

交通指導員

イベント

日　1月4日(金)9時受付開始（雨天決行）
場　新町小学校
内　スタンプを集めながら4kmを歩きスタンプの得点で順位を決めま
す。新春の自然を見ながら、気持ちのいい1年を始めませんか。
定　30組（1～4人のチーム100人まで）
料　無料
他　参加賞、1位～5位に賞品あり
申　不要。運動のできる服装で当日直接会場へ
問　生涯学習スポーツ課市民スポーツ担当または市レクリエーション
協会・田

た
口
ぐち

☎285・9107

   新春のつるがしまを歩こう

広告
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対　市内在住60歳以上の方
日　1月20日（日）10時～15時
場　老人福祉センター「逆木荘」
講　清

し

水
みず

洸
こう

一
いち

さん（カラオケ教室
講師）　
定　50人（申込順）
料　無料
申 問　1月6日（日）から10日（木）ま
でに老人福祉センター「逆木荘」へ
☎286・3301

対　全日程参加できる方
日　1月23日（水）12時30分～、24日

（木）13時～、25日（金）9時～
場　農業交流センター
講　長

は

谷
せ

川
がわ

幸
さち

子
こ

さん（ふるさとの
味伝承士）
内　お米を使って、こうじから作
る手作り味噌を学びます。
定　15人（申込順）
料　1700円
持　エプロン、三角巾、筆記具
申 問　1月8日（火）9時から農業交
流センターへ☎279・3335

日　1月27日（日）10時～（受付9時
～）
場　東市民センター
講　棋

き

友
ゆう

会
かい

内　4クラス制
定　60人（申込順）
料　1000円（昼食代など、当日集金）
申 問　1月8日（火）9時から東市民
センターへ☎286・3357（当日申し
込みも可）

「逆木荘」新春カラオケ発表会

手作り味噌講習会

サークル活動地域還元講座 
「新春将棋大会」　

、

対　市内在住在勤在学の方
日　1月27日（日）9時～17時
場　北市民センター
内　予選リーグを行い、通過者に
よる決勝トーナメント方式
料　1000円（昼食代など、当日集
金）
問　北市民センター☎287･0251

日　1月26日（土）14時～
場　中央図書館
内　厳しい北国の自然を背景にし
た熊と人間の感動の物語『イタズ

（熊）』（117分）を上映
問　中央図書館☎271・3001

、

対　市内在住在勤の方
日　1月26日（土）10時～13時
場　農業交流センター
講　キンモーモーさん（そば打ち
有段者）
内　ミャンマー産のそば粉を使っ
た日本そばを打ちながら交流を深
めます。
定　16人（申込順）
料　1000円（試食と持ち帰り分）
持　エプロン、三角巾、食器用ふ
きん
申 問　1月7日（月）
9時からオリンピ
ック・パラリンピ
ックプロジェクト
チームへ

サークル活動地域還元講座 
「新春囲碁大会」 

図書館座シネマ

新春！ ミャンマー人が教える 
そば打ち体験教室 

、

対　市内在住の小学生と保護者
（父または祖父）
日　1月20日（日）10時～13時（受付
9時30分～）
場　女性センター
講　福

ふく

島
しま

光
みつ

子
こ

さん（野菜ソムリエ
プロ）
内　男性も仕事と家庭を両立し、
性別に関わりなく家事・育児を分
担するきっかけとなるよう開催し
ます。2種類のピザとバタークッキ
ーを作ります。
定　12組24人（申込順）
料　500円／人
持　エプロン、三角巾、手ふきタ
オル
他　足のサイズが23cm以下のお
子さんは、上履きを持参
申 問　1月5日（土）から16日（水）まで
に女性センターへ☎287・4755

対　女性起業家や起業に関心のあ
る方（男性も可）
日　1月27日（日）13時30分～16
時30分（受付13時～） 
場　市役所5階会議室 
講　竹

たけ

内
うち

則
のり

友
とも

さん（地球キッチン
代表）、岡

おか

野
の

美
み

春
はる

さん（起業家）
内　起業セミナー「脱ドンブリ経
営のすすめ」、無料起業相談会 
定　25人（申込順）
料　無料
申 問　1月5日（土）から24日（木）ま
でに女性センターへ☎287・4755
5271・5297 10200020@city.
tsurugashima.lg.jp

パパといっしょに 
チャレンジクッキング 

女性起業応援カフェ 
＠つるがしま
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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

「どんど焼き」の火で正月飾りを焼
き、その火であぶったもちを食べ
ると、1年間無病息災で過ごせると
いう言い伝えがあります。
日　火入れ／1月12日（土）16時30
分～（荒天の場合13日に延期。強風
などにより火入れができない場合、
火入れのみ13日に延期）、正月飾り
の持込受付／10時～15時30分
場　東市民センター
内　正月遊び13時～、もちつき体験
13時30分～（定員有、整理券配布予定）
他　「どんど焼き」で焼くもちは、
各自で用意。環境を守るため、正
月飾りのプラスチックや紙、ビニ
ール類、不燃物を取り外し、わら・
竹などのみにしてください。お札、
人形は受付できません。
問　東市民センター☎286・3357

日　1月18日（金）・19日（土）10時
～12時
場　農業交流センター
講　丹

たん

野
の

寿
ひさ

子
こ

さん（フラワーアレ
ンジメント教室 花tan・tan主宰）
内　綿ストールを染めます
定　各回12組
料　1500円（材料実費）
持　エプロン、ビニール手袋、持
ち帰り用ビニール袋、雑巾用タオル
他　小学生以下は保護者同伴
申 問　1月17日（木）までに産業振興
課農政担当へ

イベント
第37回どんど焼き

鶴ヶ島サフラン 
花びら染体験教室

日　1月17日、24日、31日の
各木曜日9時～10時
場　北市民センター
講　S

さ ち こ

ACHIKOさん（エアロビクスイ
ンストラクター）
内　インナーマッスルを鍛える体
幹トレーニングを初心者向けに行
います。
定　30人（申込順）※3回出席でき
る方優先
料　無料
持　ヨガマットまたはバスタオル、
飲み物、汗拭きタオル　※運動の
できる服装
他　貸出し用マットあり（先着20人）
申 問　1月7日（月）から北市民セン
ターへ☎287・0251

健康講座「体幹エクササイズ」

日　1月24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　地域の食のリーダーである食
生活改善推進員が、若々しい身体
づくりのための元気レシピをお伝
えします。
定　16人（申込順）
料　500円
持　エプロン、三角巾、食器用ふ
きん2枚、台ふきん2枚
他　食物アレルギーのある方は、
申し出てください。
申 問　1月10日（木）から食生活改
善推進員協議会事務局（健康増進課
内）へ

骨元気！料理教室 
～若々しい身体づくりへ～

スタンプラリー 11時～13時
　　　　　　　13時30分～16時
内　「本当に必要な防災グッズ」、

「家具の転倒防止」、「水・食料の
備蓄」を防災専門スタッフが、ユ
ニークな手法で、わかりやすく伝
えるスタンプラリー形式のイベン
トです。スタンプを集めて抽選会
に参加し、当たりが出れば埼玉西
武ライオンズグッズがもらえま
す！また、参加賞として、非常食
や防災啓発グッズなどを差し上げ
ます(無くなり次第終了)。
問　安心安全推進課防災担当

日　1月26日（土）11時～17時
場　ワカバウォークイベント広場　

広告

つるゴンバースデイパーティー2019つるがしま防災フェス
inワカバウォーク

ステージ
13時～13時30分
16時～17時
鶴ヶ島のイメージ
キャラクター「つ
るゴン」は、1月25日で12歳の誕
生日を迎えます。一緒につるゴン
のお誕生日をお祝いしましょう。
内　グッズ販売、サイン会、じゃ
んけん大会、豆まき、ダンスステ
ージ、生つるゴンチ
ャレンジなど
問　産業振興課商工
労政担当

   つるがしま防災フェスinワカバウォーク
with つるゴンバースデイパーティー2019
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対　市内在住60歳以上の方
日　1月20日（日）10時～15時
場　老人福祉センター「逆木荘」
講　清

し

水
みず

洸
こう

一
いち

さん（カラオケ教室
講師）　
定　50人（申込順）
料　無料
申 問　1月6日（日）から10日（木）ま
でに老人福祉センター「逆木荘」へ
☎286・3301

対　全日程参加できる方
日　1月23日（水）12時30分～、24日

（木）13時～、25日（金）9時～
場　農業交流センター
講　長

は

谷
せ

川
がわ

幸
さち

子
こ

さん（ふるさとの
味伝承士）
内　お米を使って、こうじから作
る手作り味噌を学びます。
定　15人（申込順）
料　1700円
持　エプロン、三角巾、筆記具
申 問　1月8日（火）9時から農業交
流センターへ☎279・3335

日　1月27日（日）10時～（受付9時
～）
場　東市民センター
講　棋

き

友
ゆう

会
かい

内　4クラス制
定　60人（申込順）
料　1000円（昼食代など、当日集金）
申 問　1月8日（火）9時から東市民
センターへ☎286・3357（当日申し
込みも可）

「逆木荘」新春カラオケ発表会

手作り味噌講習会

サークル活動地域還元講座 
「新春将棋大会」　

、

対　市内在住在勤在学の方
日　1月27日（日）9時～17時
場　北市民センター
内　予選リーグを行い、通過者に
よる決勝トーナメント方式
料　1000円（昼食代など、当日集
金）
問　北市民センター☎287･0251

日　1月26日（土）14時～
場　中央図書館
内　厳しい北国の自然を背景にし
た熊と人間の感動の物語『イタズ

（熊）』（117分）を上映
問　中央図書館☎271・3001

、

対　市内在住在勤の方
日　1月26日（土）10時～13時
場　農業交流センター
講　キンモーモーさん（そば打ち
有段者）
内　ミャンマー産のそば粉を使っ
た日本そばを打ちながら交流を深
めます。
定　16人（申込順）
料　1000円（試食と持ち帰り分）
持　エプロン、三角巾、食器用ふ
きん
申 問　1月7日（月）
9時からオリンピ
ック・パラリンピ
ックプロジェクト
チームへ

サークル活動地域還元講座 
「新春囲碁大会」 

図書館座シネマ

新春！ ミャンマー人が教える 
そば打ち体験教室 

、

対　市内在住の小学生と保護者
（父または祖父）
日　1月20日（日）10時～13時（受付
9時30分～）
場　女性センター
講　福

ふく

島
しま

光
みつ

子
こ

さん（野菜ソムリエ
プロ）
内　男性も仕事と家庭を両立し、
性別に関わりなく家事・育児を分
担するきっかけとなるよう開催し
ます。2種類のピザとバタークッキ
ーを作ります。
定　12組24人（申込順）
料　500円／人
持　エプロン、三角巾、手ふきタ
オル
他　足のサイズが23cm以下のお
子さんは、上履きを持参
申 問　1月5日（土）から16日（水）まで
に女性センターへ☎287・4755

対　女性起業家や起業に関心のあ
る方（男性も可）
日　1月27日（日）13時30分～16
時30分（受付13時～） 
場　市役所5階会議室 
講　竹

たけ

内
うち

則
のり

友
とも

さん（地球キッチン
代表）、岡

おか

野
の

美
み

春
はる

さん（起業家）
内　起業セミナー「脱ドンブリ経
営のすすめ」、無料起業相談会 
定　25人（申込順）
料　無料
申 問　1月5日（土）から24日（木）ま
でに女性センターへ☎287・4755
5271・5297 10200020@city.
tsurugashima.lg.jp

パパといっしょに 
チャレンジクッキング 

女性起業応援カフェ 
＠つるがしま
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対　市内在住の方
日　1月18日（金）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　佐

さ

藤
とう

勇
ゆう

太
た

さん（からだ元気治
療院）
内　在宅でできるツボ押し健康法・
マッサージの講義と体験会
定　15人（申込順）
料　無料
持　室内履き、筆記具
申 問　1月4日（金）から特別養護老
人ホームみどりの風鶴ヶ島へ☎299･
6056

対　市内在住で、家族介護者や近
隣の援助者および介護に関心を持
つ男性（定員に満たない場合は女
性も可）
日　1月25日（金）10時～11時30分
場　東市民センター
講　在宅訪問介護事業所ベルグル
ーのホームヘルパー
内　調理実習・試食など。調理に
自信がない男性も、簡単に出来る
調理方法が学べます。テーマは「冬
野菜を使った簡単あったか料理」
定　12人（申込順）
料　無料
持　エプロン、三角巾
申 問　1月4日（金）から在宅訪問
介護事業所
ベルグルー
へ☎287・
8896

家族介護教室

男性家族介護教室

対　子どもに関わる活動をしてい
る方、子育て中の方など
日　1月11日（金）10時～11時30分
場　市役所5階会議室
講　西

にし

山
やま

さつきさん（NPO法人レ
ジリエンス代表）
内　DV・児童虐待が子どもに及
ぼす影響について
定　60人（申込順）
料　無料
他　保育あり（1月4日（金）までに
要申込。市内在住の1歳以上の未
就学児が対象）
申 問　1月9日（水）までにこども支
援課子育て支援担当へ電話か

10500040＠city.tsurugashima.
lg.jp

日　1月27日（日）14時～16時（開
場13時30分）
場　中央図書館
講　中

なか

島
じま

潤
じゅん

さん（LGBTの家族と友
人をつなぐ会）
内　全ての子どもが自分のままで
大人になれるように～LGBT課題
から考える、性の多様性の尊重～
料　無料
他　保育あり（1月11日（金）までに
要申込）
問　総務人権推進課人権推進担当

1月1日（祝）～3日（木）および7日、
21日、28日の各月曜日
問　中央図書館☎271・3001

児童虐待・ＤＶ防止講演会

平成30年度人権問題講演会

中央図書館休館日

、

対　市内在住60歳以上の方

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

日　1月18日（金）13時30分～15時
（開場13時15分）
場　東市民センター
内　西入間警察署劇団WESTによ
る振り込め詐欺被害防止講座
料　無料
申　不要
問　東市民センター☎286･3357

日　1月24日（木）10時～11時45分、
13時～16時
場　市役所ロビー
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

シルバー人材センター 
入会説明会・申込会

ホームセンター店舗でのレジ業務

振り込め詐欺被害防止講座

献血にご協力をお願いします

説明会 申込会 時　間
1月22日
（火）

1月24日
（木）

9時～12時2月19日
（火）

2月21日
（木）

3月26日
（火）

3月28日
（木）
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対　成人
日　2月6日（水）10時30分～12時
場　中央図書館
講　おはなしぴっころ（語り手）
内　語り手の語る世界に浸ります。
定　30人（申込順）
料　無料
申　1月9日（水）から中央図書館、
各分室カウンターへ
問　中央図書館☎271・3001

対　市内在住在勤の成人女性
日　2月1日（金）、15日（金）10時30
分～12時（全2回、１回のみの参加可）
場　大橋市民センター
講　レクダンスさくら
内　いろいろなジャンルの曲に合
わせ、簡単なステップで楽しく踊
ってこころも身体もリフレッシュ
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　1月7日（月）9時から大橋
市民センターへ☎286・0005

対　3歳以上の幼児親子～小学生
日　2月2日（土）14時～
場　大橋児童館
内　節分にちなんだゲーム
定　30人（申込順）
料　無料
申 問　大橋児童館へ☎286・0007

イベント
大人のためのおはなし会

レクリエーションダンス体験教室

節分会

対　市内在住在学の中学生・高校生
日　2月17日（日）9時～13時（受
付8時30分～）
場　東洋大学硬式野球グラウンド

（雨天の場合は屋内練習場）
内　東洋大学硬式野球部選手の指
導による野球教室です。基礎練習

（打撃・守備など）を行います。
持　グローブ、バット、飲み物
他　服装はユニフォームなどでト
レーニングシューズまたはスパイ
クシューズを着用
申 問　2月8日（金）までにNPO法
人鶴ヶ島市体育協会事務局（鶴ヶ島
海洋センター内）へ☎277・5199

対　市内在住在勤の方
日　2月17日（日）、24日（日）13時
～15時
場　北市民センター
講　鶴ヶ島ダンスクラブ
内　ダンス経験がある方も、これ
から始めたい方も大歓迎です。
定　20人（申込順）　料　無料
持　履きなれた靴（運動靴）　※動
きやすい服装
申 問　1月15日（火）9時から北市
民センターへ☎287・0251

対　幼児～
日　2月2日（土）10時～
場　中央図書館
内　16ミリフィルム上映『くまのプ
ーさん プーさんと虎』（30分）
問　中央図書館☎271・3001

ステップアップ研修会「野球教室」 

サークル活動地域還元講座 
社交ダンス教室

子ども図書館座シネマ

対　3歳～小学生
日　1回目／2月16日（土）15時～、　
2回目／2月23日（土）10時～
場　中央図書館
内　みんなの大切なぬいぐるみが
図書館にお泊まりして、いろいろ
な冒険をします。
定　各20人（申込順）
料　無料　
持　ぬいぐるみ（1体）
申 問　1月8日（火）から2月2日（土）
までに中央図書館へ☎271・3001

日　1月12日（土）10時～11時30分
（受付9時30分～）
場　女性センター
講　立

たて

石
いし

絵
え

美
み

さん（獣医師、女性が
つくる鶴ヶ島ブランド認定事業者）
内　ペットと一緒に元気で暮らしてい
くために、飼い主が気をつけるポイント
定　30人（申込順）　
料　無料
申 問　1月10日（木）までに女性セン
ターへ☎287・47555271・5297

10200020@city.tsurugashima.
lg.jp

日　1月27日（日）10時～16時
内　生活保護の疑問、質問
※相談無料、秘密厳守
☎0120・052・088（当日のみ）
問　満

みつ

木
き

☎0480・25・1271

ぬいぐるみおとまり会

案　　内
ペットと私の老い支度

司法書士による全国一斉生活保護110番



Information　鶴ヶ島市役所　☎ 271・1111

17 Tsurugashima　2019.01

対　市内在住の方
日　1月18日（金）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　佐

さ

藤
とう

勇
ゆう

太
た

さん（からだ元気治
療院）
内　在宅でできるツボ押し健康法・
マッサージの講義と体験会
定　15人（申込順）
料　無料
持　室内履き、筆記具
申 問　1月4日（金）から特別養護老
人ホームみどりの風鶴ヶ島へ☎299･
6056

対　市内在住で、家族介護者や近
隣の援助者および介護に関心を持
つ男性（定員に満たない場合は女
性も可）
日　1月25日（金）10時～11時30分
場　東市民センター
講　在宅訪問介護事業所ベルグル
ーのホームヘルパー
内　調理実習・試食など。調理に
自信がない男性も、簡単に出来る
調理方法が学べます。テーマは「冬
野菜を使った簡単あったか料理」
定　12人（申込順）
料　無料
持　エプロン、三角巾
申 問　1月4日（金）から在宅訪問
介護事業所
ベルグルー
へ☎287・
8896

家族介護教室

男性家族介護教室

対　子どもに関わる活動をしてい
る方、子育て中の方など
日　1月11日（金）10時～11時30分
場　市役所5階会議室
講　西

にし

山
やま

さつきさん（NPO法人レ
ジリエンス代表）
内　DV・児童虐待が子どもに及
ぼす影響について
定　60人（申込順）
料　無料
他　保育あり（1月4日（金）までに
要申込。市内在住の1歳以上の未
就学児が対象）
申 問　1月9日（水）までにこども支
援課子育て支援担当へ電話か

10500040＠city.tsurugashima.
lg.jp

日　1月27日（日）14時～16時（開
場13時30分）
場　中央図書館
講　中

なか

島
じま

潤
じゅん

さん（LGBTの家族と友
人をつなぐ会）
内　全ての子どもが自分のままで
大人になれるように～LGBT課題
から考える、性の多様性の尊重～
料　無料
他　保育あり（1月11日（金）までに
要申込）
問　総務人権推進課人権推進担当

1月1日（祝）～3日（木）および7日、
21日、28日の各月曜日
問　中央図書館☎271・3001

児童虐待・ＤＶ防止講演会

平成30年度人権問題講演会

中央図書館休館日

、

対　市内在住60歳以上の方

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

日　1月18日（金）13時30分～15時
（開場13時15分）
場　東市民センター
内　西入間警察署劇団WESTによ
る振り込め詐欺被害防止講座
料　無料
申　不要
問　東市民センター☎286･3357

日　1月24日（木）10時～11時45分、
13時～16時
場　市役所ロビー
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

シルバー人材センター 
入会説明会・申込会

ホームセンター店舗でのレジ業務

振り込め詐欺被害防止講座

献血にご協力をお願いします

説明会 申込会 時　間
1月22日
（火）

1月24日
（木）

9時～12時2月19日
（火）

2月21日
（木）

3月26日
（火）

3月28日
（木）



いずみ眼科
診察日時　1月13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

※1月1日〜3日はお休みです。

鶴ヶ島市役所

人口と世帯数（12月1日現在）
人　口　7万			137人　（前月比-14）
世帯数　3万1074世帯（+24）
　男　　3万4878人　（-10）
　女　　3万5259人　（-4）

1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）

1 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・家族など）
8日（火)（受付中)、25日（金)（11日
から受付)、2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、贈与など）
10日（木)（12月27日から受付)、2
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・贈与など）　
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)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)（12月25日から受付)、2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
◆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※2月の受付は
10日から▷女性センター☎287・
4755
◆女性相談・ＤＶ相談（要予約)
11日（金)、19日（土)、23日（水)、
28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)
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

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！

平成29年7月、イギリスのロンド
ンで開催された「世界パラ陸上
競技選手権大会」。山﨑さんが世
界パラ初出場で5位入賞という素
晴らしい結果を出した時の一投で
す!
(関連	P2-3)

今月の表紙
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【大橋市民センターなど】
大橋市民センター・大橋児童館・
図書館大橋分室は、受水槽給水ポ
ンプ交換工事のため、下記のとお
り臨時休館となります。
期　1月27日（日）〜31日（木）
※施設の利用および児童館、図書
館業務（ブックポスト含む）は休止
します。ただし、1月28日（月）〜
31日（木）9時〜17時は諸証明の
発行業務および施設の利用申し込
み、図書の返却など一部業務は行
います。
問　大橋市民センター☎286・0005
【東市民センターなど】
東市民センター・図書館東分室は
平成31年3月15日（金）まで給水
管工事を行うため、1〜2日程度
臨時休館します。臨時休館の日程
は詳細が決定次第、お知らせしま
す。
問　東市民センター☎286・3357

文化団体連合会所属の団体が、合
同で様々な作品を展示します。
期　1月15日（火）〜25日（金）8時
30分〜17時15分（15日は10時か
ら、25日は15時まで）
場　市役所ロビー
内　絵画、書、写真、工芸、ちぎ
り絵、短歌、華道、筝
問　市文化団体連合会事務局（生
涯学習スポーツ課内）

日　1月28日（月）15時〜
場　鶴ヶ島市商工会館
講　北

ほく	と	 	ふ	 	じ	だい	き	
勝富士大輝さん（大相撲幕

内関取）
内　「経営に活かす！毎日が真剣
勝負」〜大相撲と北勝富士大輝〜
定　150人（申込順）
料　無料
申	問　市商工会☎287・1255

案　　内
臨時休館

文化団体連合会合同展示企画

新春講演会

対　創業・起業に関心のある方、
創業を予定している方、創業して
間もない方
日　2月9日（土）、3月16日（土）10	
時〜12時、13時〜15時（全4回、
1日2回の開催）　
場　鶴ヶ島市商工会館
講　山

やまうちまさあき
内正明さん（ステップアッ

プコンサルティング代表）
定　20人（申込順）
料　無料
申	問　2月4日（月）までに名前・
住所・年齢・電話番号を市商工会
へ☎287・12555287・7799

2月16日（土）14時から西市民セ
ンターで上映する作品を募集しま
す。
期　1月25日（金）まで
募集作品
・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
・1人1作品まで応募可。1作品3
分以内
・Windows7以上の環境で放映で
きる作品
応募方法
CDにデータ（wmvまたはmp4）
を保存し、市民活動推進センター
または地域活動推進課地域活動推
進担当へ直接
他
・公共の場での
上映に適さない
作品は発表でき
ません。
・著作権・肖像権に抵触しない作
品に限ります。
・応募多数の場合は上映できない
作品もあります。
・応募いただいた映像のCDは返
却できません。
・映像提供者に確認の上、二次利
用させていただくことがあります。
問　地域活動推進課地域活動推進
担当

つるがしま創業塾 
創業・起業を応援します！

第6回鶴ヶ島映像フェスティバル
作品を募集します

日　1月26日（土）、講演会／9時
30分〜10時45分、面談相談（要
予約）／11時〜16時、電話相談／
11時〜16時
場　ウェスタ川越研修室2、3
内　成年後見および相続について
料　無料（ただし、電話相談の通
話料金は相談者負担）
他　講演会または相談会のみの参
加可　
電話相談専用☎048・872・8055
（当日のみ）
申	問　面談予約は1月24日（木）
17時までに埼玉司法書士会事務
局へ☎048・863・7861

内職相談室では、内職についての
相談や事業所の紹介を行っていま
す。相談は無料です。事前予約は
必要ありません。お気軽にご相談
ください。また、事業所の方も内
職に適した仕事がありましたら、
ご相談ください。
求人状況　電機部品・シャープペ
ンなどの組み立て、紙加工（封入・
シール貼など）、縫製（婦人服・座
椅子カバーなど）
日　毎週火・木曜日10時〜12時、
13時〜16時（年末年始・祝日を除く）
場　市役所2階内職相談室
問　産業振興課商工労政担当

▷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）

高齢者・障がい者のための成年後
見講演会、無料相談会、電話相談

内職相談

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
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いずみ眼科
診察日時　1月13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

※1月1日〜3日はお休みです。

鶴ヶ島市役所

人口と世帯数（12月1日現在）
人　口　7万			137人　（前月比-14）
世帯数　3万1074世帯（+24）
　男　　3万4878人　（-10）
　女　　3万5259人　（-4）

1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）

1 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・家族など）
8日（火)（受付中)、25日（金)（11日
から受付)、2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、贈与など）
10日（木)（12月27日から受付)、2
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・贈与など）　
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)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)（12月25日から受付)、2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
◆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※2月の受付は
10日から▷女性センター☎287・
4755
◆女性相談・ＤＶ相談（要予約)
11日（金)、19日（土)、23日（水)、
28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)
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

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！

平成29年7月、イギリスのロンド
ンで開催された「世界パラ陸上
競技選手権大会」。山﨑さんが世
界パラ初出場で5位入賞という素
晴らしい結果を出した時の一投で
す!
(関連	P2-3)

今月の表紙
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