
Information　鶴ヶ島市役所　☎ 271・1111

15 Tsurugashima　2019.02

対　市内在住在勤の方
日　3月3日（日）10時～13時
場　西市民センター
講　鹿

か

沼
ぬま

順
より

子
こ

さん（料理研究家）
内　身近な食材を使い、日本風に
アレンジしたミャンマー料理を作り
ながら、交流を深めます。
定　20人（申込順）
料　500円（材料費）
持　エプロン、三角巾、食器用ふきん
申 問　2月4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

対　地域で子どもに関する活動を
している方、または関心のある方
日　①2月19日（火）②2月21日（木）
10時～12時
場　市役所4階会議室
講　①小

こ

谷
や

野
の

美
み

恵
え

さん（市児童福
祉審議会委員）②関

せき

戸
ど

博
ひろ

樹
き

さん
（NPO法人日本冒険遊び場づくり
協会代表）
内　①“いまどきの”子どもとの接
し方②地域に必要な子どもの遊び
場づくりとは
料　無料　問　地域活動推進課地
域活動推進担当

イベント
プロが教えるミャンマー料理教室

子どもとのコミュニケーション
スキルアップ講座

日　3月3日（日）15時～16時5分
場　中央図書館
講　講談社ブックキャラバンおは
なし隊隊長
内　キャラバンカーの見学やおは
なし隊による楽しいおはなし会
※見学とおはなし会の両方参加で
お土産あり。雨天時はキャラバン
カー見学はなく、おはなし会の
み。キャラバンカーの本などの閲
覧は、2階視聴覚室で行います。　
他　当日は身体障害者用駐車スペ
ースが変更になります。
問　中央図書館☎271・3001

日　2月9日（土）10時～11時30分
場　富士見市民センター
内　持ち寄ったおすすめの本で作
るミニ図書館です。本を紹介して、
色々な人とのおしゃべりを楽しみ
ましょう。「つるがしま郷土かるた」
もやります！
料　無料
持　紹介したい本（寄贈できるもの）
申　不要。当日会場へ
問　富士見市民センター☎287・1661

おはなし隊とキャラバンカーが
やってくる！

まちライブラリー 
@富士見市民センター 
第１回植本祭

日　3月7日（木）13時～16時（雨天
予備日3月14日（木））
集合・解散　中央図書館
講　山

やま

下
した

守
もり

昭
あき

さん（市文化財保護
審議委員）
内　座学説明のあと、市文化財マ
ップ南コースを巡ります。
定　10人（申込順）　
料　無料
持　筆記具、飲み物、カメラ（必要
な方）　※歩きやすい服装
申 問　2月7日（木）から中央図書館
へ☎271・3001

対　成人女性
日　2月28日（木）10時30分～11時
30分
場　西市民センター第１学習室
講　花

はな

岡
おか

良
よし

江
え

さん
内　セルフマッサージを学んでむ
くみ解消＆リンパさらさら～♪
定　30人（申込順）　料　無料
持　ヨガマットまたは大きめのバ
スタオル、飲み物、タオル
※動きやすい服装
他　保育あり（申込時に要予約）
申 問　2月4日（月）9時30分から西
市民センターへ☎286・7899

つるがしま歴史散策～つるがしま
文化財マップ南コースを巡る～

特別養護
老人ホーム
「清光苑」

中央
図書館

障害者地域活動
支援センター
「きいちご」 老人福祉センター「逆木荘」

鶴ヶ島市役所

川崎平右衛門陣屋跡

三ッ木慈眼寺
黒這松

鶴ヶ島市社会福祉協議会
地域包括支援センター
「いきいき」
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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

◆国民健康保険税第8期
◆介護保険料第8期
◆後期高齢者医療保険料第8期

東市民センター・図書館東分室は、
給水管工事のため、下記のとおり
臨時休館となります。
期　2月25日（月）～27日（水）
臨時休館の日は施設の利用および
図書館業務は休止しますが、9時
～17時は諸証明の発行業務およ
び施設の利用申込みなど一部業務
は行います。また、図書の返却は
ブックポストをご利用ください。
問　東市民センター☎286･3357

高倉クリーンセンターでは、温水
タンクの更新工事に伴い、下記の
期間、焼却を停止します。詳しく
は埼玉西部環境保全組合ホームペ
ージをご確認ください。
期　2月8日（金）～19日（火）
問　高倉クリーンセンター☎271
・1500

お知らせ
今月の納期

臨時休館のお知らせ

ごみの搬入をお控えください

老人福祉センター「逆木荘」では、
ボイラーの修繕工事に伴い、お風
呂の営業を休止します。ご不便を
おかけしますが、ご理解とご協力
をお願いします。
なお、お風呂以外の施設は、通常
どおり営業します。
お風呂の営業休止日　
2月17日（日）、18日（月）
※2月16日（土）は通常の休館日（全
館休館）となります。
問　高齢者福祉課高齢者福祉担当、
老人福祉センター「逆木荘」☎
286・3301

市では、ふるさと納税の返礼品の
パートナー企業を募集しています。
返礼品は商品だけでなく、鶴ヶ島
に来て、遊びや体験をするサービ
ス提供型の返礼品も募集していま
す。
返礼品の提供事業者としての要件
・市内に事業所などが所在してい
ること
・市税の滞納がないこと
・商品については市の品位を損な
うおそれがないことなど
協力事業者としてのメリット
商品および事業者がふるさと納税
の返礼品として紹介されることに
より、全国的なPRと、さらなる
販路拡大につながります。
問　産業振興課商工労政担当

「逆木荘」のお風呂の営業休止

募　　集
ふるさと納税返礼品の 
パートナー企業

土と親しみながら季節の野菜を育
ててみませんか。手軽に農作業が
できるように農機具や給水施設、
ベンチなどの休憩施設もあります。
対　1年間耕作でき、市内の他の
市民農園を利用していない方
利用期間　3月1日～翌年2月末日
面積・利用料（年額）・貸出区画数

決定方法　抽選により決定します。
抽選会および説明会　2月16日（土）
10時から農業交流センターで行い
ますので、必ず出席してください。
申　2月12日（火）までに農業交流セ
ンター窓口で配布する「農園使用
申込書」を郵送（〒350-2223高
倉534-3）または直接提出
問　農業交流センター☎279･3335

対　男女共同参画に関心のある方
日　2月21日（木）10時～11時（第
1回企画会議）
場　女性センター　
内　平成31年度の男女共同参画
週間行事の企画および運営協力
定　10人以内
申 問　住所、氏名、電話番号を女
性センターへ直接、または☎287
・47555271・5297 10200020
@city.tsurugashima.lg.jp
郵送（〒350-2213脚折1922-7）

市民農園の利用者

面積 利用料（年額）　　 区画数

30㎡ 12000円 13

50㎡ 20000円 4

ハーモニーふれあいウィーク
企画委員　

Infor-
mation
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鶴ヶ島市文化団体連合会では一般
の方も参加いただける全体研修会
を毎年実施しています。
日　3月2日（土）10時～11時30分
場　市役所5階会議室
講　安

あん
瀬
ぜ

由
ゆ

美
み

子
こ

さん（生田流　師
範）、演奏　鶴ヶ島市お琴同好会
ほか
内　名曲「春の海」で有名な宮城
道雄の生涯を紹介し、作品を演奏
します。箏体験コーナーもありま
す。箏を奏でてみませんか。
定　25人（申込順）
料　無料
申 問　2月5日（火）から22日（金）ま
でに鶴ヶ島市文化団体連合会事務
局（生涯学習スポーツ課内）へ

冬季期間中、雪の影響により、運行
に遅れが生じることや、運行を見合
わせることなどがあります。ご利用
の皆さんには、ご迷惑をおかけしま
すが、ご了承ください。
問　都市計画課交通政策担当

箏曲家宮
みや

城
ぎ

道
みち

雄
お

の生涯とその作品

案　　内
つるバス・つるワゴンからの
お知らせ

日　2月22日（金）10時～13時
場　保健センター
講　食生活改善推進員協議会
内　運動効果を高め、加齢による
栄養素の吸収率や筋力（筋量）の低
下、骨折などを予防するための食
事（＝筋肉と骨の維持増進）を作り
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、手拭き
タオル
他　食物アレルギーのある方は、
申し出てくだ
さい。
申 問　2月5
日（火）から健
康増進課健康
増進担当へ

日　3月8日（金）9時30分～12時
場　市役所集合（少雨決行）
講　鶴ヶ島ウオーキングクラブ
内　街の木々や草花に春の息吹を
感じながら、3～5㎞程度のコー
ス歩きます。
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。車での
ご来場はご遠慮ください。
申 問　2月7日（木）から健康増進課
健康増進担当へ

筋骨UP料理教室

第10回定例健康ウォーク 
(今年度最終回)

平成28年4月1日から平成29年3月
31日に発行されたまちづくりポイ
ントは、平成31年3月31日に失効
しますので、お早めに交換をお願
いします。ポイントの確認、交換
は、地域活動推進課または各市民
センター、市民活動推進センター
で行えます。
まちづくりポイントとは…
市民活動を進めるために、市主催
の事業などに参加した場合に発行
されるポイントです。
ポイントを貯めると…
つるバス・つるワゴンの運賃や施
設使用料などに使用できる「まち
づくりポイントクーポン券」や、
市内の地域支え合い協議会とその
協力店で使用できる「ありがとう
券」、つるゴンタオルなどの商品
と交換ができます。また、応援し
たい団体への寄附もできます。
ポイントを貯めるには…

「広報つるがしま」をご覧いただ
き、まちづくりポイントマークの
ついている事業の中から興味のあ
る事業を見つけてご参加くださ
い。
※まちづくりポイント発行対象事
業には が表示されています。
問　地域活動推進課地域活動推進
担当

2月4日、18日、25日の各月曜日
問　中央図書館☎271・3001

まちづくりポイントの有効期限に 
ご注意ください

中央図書館休館日

16

日　3月3日（日）16時～18時（開場
15時30分）
場　富士見市民センター
内　「マザーズバンドｖｉｖｏ」と

「T'sPallete」による演奏
料　無料。チャリティーにご協力ください　
他　飲み物や食べ物の販売あり
申　不要。当日会場へ
問　富士見市民センター☎287・
1661

日　3月3日（日）11時30分～16時
30分（開場11時）
場　北市民センター
料　無料。チャリティーにご協力
ください
他　パン、コーヒーの販売あり

【出演者募集】
定　40人（申込順）出演料　1000円

（音響レンタル代、申込時に集金）
申　2月4日（月）から7日（木）までに
北市民センターへ直接（電話不可）
問　北市民センター☎287・0251

日　2月16日（土）14時～16時
場　西市民センター
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
料　無料
問　地域活動推進課地域活動推進担当

イベント
チャリティーコンサート

第11回北市民チャリティー
カラオケまつり

第6回鶴ヶ島映像フェスティバル
日　2月16日（土）10時～11時30分
場　大橋市民センター
講　弓

ゆみ

木
き

春
はる

奈
な

さん（気象予報士）
内　自分や身近な人の命を守る方
法を学びます。また、天気のこと
わざから先人の知恵も紹介します。
料　無料
他　第5地区健全育成推進協議会主
催・サザン地域支え合い協議会共催
問　大橋市民センター☎286・0005

講演会「気象災害から身を
守るために」

日　2月23日（土）13時30分～（開場
13時）
場　西市民センター集会室
内　西市民センターで活動してい
る ｢ラ・フォンテ｣ と富士見市民
センターで活動している｢コーロ・
ブリランテ」のジョイントコンサ
ート。
料　無料
問　西市民センター☎286・7899

地域還元講座 
ジョイントコンサート

第5回ｅコラボまつり “ｅコラボマルシェ”
日　3月2日（土）10時30分～15時（雨
天決行）　
場　環境教育施設「ｅコラボつるが
しま」（鶴ヶ丘331-1）
内　【施設内】ｅコラボサイエンス
教室「サイエンスクイズに挑戦しよ
う」10時30分～11時30分／体験ワ
ークショップ「自分専用の家具を作ってみよう（東洋大学）」ほか12時30
分～13時15分／マジックショー（よだたかみさん）14時30分～15時

【大型テント内】市民団体・企業などの催し物（藤中学校吹奏楽部、武蔵流
龍神太鼓、鉄道模型（Ｎゲージ）展示会など）10時30分～15時

【屋外テント】模擬店（鶴ヶ島の特産を活かした各種料理など）ほか11時30
分～15時　※模擬店は無くなり次第終了
他　駐車場に限りあり。乗り合わせや自転車などでお出かけください。
問　NPO法人鶴ヶ島第二小学校区地域支え合い協議会☎298・7974、生
活環境課環境保全担当

“ｅコラボまちづくりマルシェウィーク”出店者募集
募集日時　3月4日（月）～8日（金）10時～16時
出店料　無料
募集内容　クラフト販売、飲食、講習会、各種講座など。午前（10時～12時）
の部、午後（13時～16時）の部で5日間、募集します。
申 問　2月12日（火）までにNPO法人鶴ヶ島第二小学校区地域支え合い協議
会・久

く

保
ぼ

島
しま

へ☎090・2469・0721

   ｅ
エ

コラボまちづくりマルシェウィーク

鶴ヶ島駅

県道 川越・越生線

鶴ヶ島　　
東部保育所

● 

●

●

●

鶴ヶ島第二
小学校

南市民センター

海洋センター

eコラボつるがしまeコラボつるがしま
道

車
動

自
越

関
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鶴ヶ島市文化団体連合会では一般
の方も参加いただける全体研修会
を毎年実施しています。
日　3月2日（土）10時～11時30分
場　市役所5階会議室
講　安

あん
瀬
ぜ

由
ゆ

美
み

子
こ

さん（生田流　師
範）、演奏　鶴ヶ島市お琴同好会
ほか
内　名曲「春の海」で有名な宮城
道雄の生涯を紹介し、作品を演奏
します。箏体験コーナーもありま
す。箏を奏でてみませんか。
定　25人（申込順）
料　無料
申 問　2月5日（火）から22日（金）ま
でに鶴ヶ島市文化団体連合会事務
局（生涯学習スポーツ課内）へ

冬季期間中、雪の影響により、運行
に遅れが生じることや、運行を見合
わせることなどがあります。ご利用
の皆さんには、ご迷惑をおかけしま
すが、ご了承ください。
問　都市計画課交通政策担当

箏曲家宮
みや

城
ぎ

道
みち

雄
お

の生涯とその作品

案　　内
つるバス・つるワゴンからの
お知らせ

日　2月22日（金）10時～13時
場　保健センター
講　食生活改善推進員協議会
内　運動効果を高め、加齢による
栄養素の吸収率や筋力（筋量）の低
下、骨折などを予防するための食
事（＝筋肉と骨の維持増進）を作り
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、手拭き
タオル
他　食物アレルギーのある方は、
申し出てくだ
さい。
申 問　2月5
日（火）から健
康増進課健康
増進担当へ

日　3月8日（金）9時30分～12時
場　市役所集合（少雨決行）
講　鶴ヶ島ウオーキングクラブ
内　街の木々や草花に春の息吹を
感じながら、3～5㎞程度のコー
ス歩きます。
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。車での
ご来場はご遠慮ください。
申 問　2月7日（木）から健康増進課
健康増進担当へ

筋骨UP料理教室

第10回定例健康ウォーク 
(今年度最終回)

平成28年4月1日から平成29年3月
31日に発行されたまちづくりポイ
ントは、平成31年3月31日に失効
しますので、お早めに交換をお願
いします。ポイントの確認、交換
は、地域活動推進課または各市民
センター、市民活動推進センター
で行えます。
まちづくりポイントとは…
市民活動を進めるために、市主催
の事業などに参加した場合に発行
されるポイントです。
ポイントを貯めると…
つるバス・つるワゴンの運賃や施
設使用料などに使用できる「まち
づくりポイントクーポン券」や、
市内の地域支え合い協議会とその
協力店で使用できる「ありがとう
券」、つるゴンタオルなどの商品
と交換ができます。また、応援し
たい団体への寄附もできます。
ポイントを貯めるには…

「広報つるがしま」をご覧いただ
き、まちづくりポイントマークの
ついている事業の中から興味のあ
る事業を見つけてご参加くださ
い。
※まちづくりポイント発行対象事
業には が表示されています。
問　地域活動推進課地域活動推進
担当

2月4日、18日、25日の各月曜日
問　中央図書館☎271・3001

まちづくりポイントの有効期限に 
ご注意ください

中央図書館休館日
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市内で積極的に防災活動に取り組
んでいる団体や防災で人を集める
手法を紹介することで、自主防災
組織を担う人材を養成します。
対　①自主防災組織で活動してい
る方②自主防災組織の設立を検討
している方③自治会活動で防災の
取り組みに力を入れたい方④防災
に関心がある方
日　2月23日（土）9時〜12時
場　市役所5階会議室
内　自主防災組織の事例紹介、自
治会のお祭りなどで防災啓発を行う
ブースの紹介　定　50人（申込順）　
申 問　2月5日（火）から19日（火）ま
でに安心安全推進課防災担当へ

対　県内在住の求職者
日　2月20日（水）13時45分〜15
時45分
場　市役所5階会議室
内　就職活動の進め方、就職に役
立つ応募書類の作成
定　50人（申込順）
料　無料
持　筆記具
他　失業認定の求職活動に該当し
ます。
申 問　2月4日（月）から市ふるさと
ハローワークへ☎272・4001

（平日10時〜17時）

日　2月16日（土）14時〜15時30分
場　中央図書館
講　末

すえなが

永智
と も こ

子さん（つるがしま
緑のカーテン市民実行委員会）、
山
やまぐち

口光
みつまさ

正さん（（株）アイル・クリ
ーンテック）
内　土の再生方法や堆肥について
学びます。
定　30人（申込順）
料　無料
持　筆記具
他　種、緑のカーテンハンドブック、 
サンプル堆肥のプレゼントあり。
申 問　2月2日（土）から中央図書
館へ☎271・3001

自主防災組織リーダー養成講座

就職支援ミニセミナー

緑のカーテンや家庭菜園に役
立つ土作り〜プランター編〜

EM菌を使用した有機農法で農作
物を栽培し、収穫します。
対　市内在住在勤の方
実習①「ジャガイモ植え準備、年
間計画確認」
日　3月6日（水）9時30分〜11時30
分
場　大橋市民センター前の畑
実習②「ジャガイモ種植え、大根
の種まき」
日　3月20日（水）9時30分〜11時
30分
場　大橋市民センター前の畑
実習③　①、②以降　
日　4月3日から12月4日まで、原
則第1・3水曜日、月2回程度（天
候や野菜の生育により日程変更あ
り）。9時30分〜11時30分（7月〜
9月は9時開始）
※第2・4水曜日および12月4日以
降から翌年2月末までは有志の方
のみで活動を行います。
講　有機野菜を作る会、上

う え の

野和
か ず や

弥
さん、内

う ち の

野元
もといち

一さん
定　30人（申込順）
料　1500円
他　畑で作業できる服装で参加く
ださい。野菜は収穫ごとに持ち帰
りできます。
申 問　2月4日（月）から大橋市民
センターへ☎286・0005（平日9
時〜17時）

対　市内在住在勤の方
日　3月9日（土）10時〜11時30分
場　市役所5階会議室
内　「認知症サポーター」とは、
何か特別なことをするのではな
く、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。
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

自然農法の野菜作り講座

認知症サポーター養成講座

対　市内在住の60歳以上で、全
日程参加できる方
日　3月13日（水）〜15日（金）各
日とも9時30分〜15時（最終日は
15時30分、多少時間の変更あり）
場　市シルバー人材センターほか
内　植木剪定業務に就きたい方を
対象にした就業体験
定　20人（申込順）
料　無料
申 問　2月27日（水）までにシル
バー人材センターへ☎285・8172

日　3月9日（土）13時30分〜15時
場　市役所5階会議室
講　杉

す ぎ た

田裕
ゆうすけ

介さん（司法書士）
内　「マイエンディングノート」の
活用と認知症などにより判断能力
が不十分になる前に自ら後見人を
選び、財産管理や重要な手続きを
行う任意後見制度のしくみや手続
きについての講演
定　50人（申込順）
申 問　2月5日（火）
から高齢者福祉課
高齢者福祉担当ま
たは社会福祉協議
会権利擁護センタ
ー☎277･3317へ

対　視覚障害者の情報保障と生活
を支援する活動に関心のある方
日　2月19日（火）〜2月22日（金）
10時〜12時
場　市役所6階会議室
内　視覚障害者のサポート活動の
紹介と活動体験など
定　10人（申込順）
料　無料
持　筆記具
申 問　2月5日（火）から社会福祉
協議会へ☎277・3317

植木剪定の就業体験

成年後見制度講演会「終活をは
じめてみませんか〜エンディン
グノートから任意後見制度〜」

視覚障害者サポーター講習会
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交通災害共済は、埼玉県内の加入
市町村がその住民の方々を対象
に、共同で実施する公的共済制度
です。皆さんが会費を出し合い、
交通事故により負傷した会員の方
にお見舞金をお支払いする助け合
いの制度です。
※交通災害共済は、事故を起こし
てしまったときに相手方の損害を
補償するものではありません。ま
た、埼玉県内で4月1日より加入
が義務化された自転車保険とも異
なります。
共済期間　4月1日（月）〜平成32
年3月31日（火）
年会費　500円
※平成31年4月より、一般年会費
を500円に値下げしましたが、見
舞金給付内容に変更はありませ
ん。
加入受付　2月1日（金）〜
加入申込　「広報つるがしま」今
月号に折り込まれた加入申込書に
必要事項を記入の上、安心安全推
進課、各市民センター、若葉駅前
出張所、または郵便局で会費を添
えて申し込んでください。
見舞金請求　交通事故によりケガ
をして見舞金請求を行う場合は、
安心安全推進課交通安全・防犯担
当にお問い合わせください。
問　安心安全推進課交通安全・防
犯担当

案　　内
市町村交通災害共済に�
加入しましょう

水道企業団では、水道を安心して
ご利用いただくため、水質検査を
実施しています。検査結果は、水
質検査計画とともに「2017年度
版水道水水質検査結果ガイド」と
して、2月中旬以降に中央図書館、
各図書館分室でご覧になれます。
問　坂戸、鶴ヶ島水道企業団浄水
課☎285・8138

対　市内在住在勤の方
日　3月2日（土）14時〜16時
場　南市民センター
内　第1部／市内介護事業者によ
る介護サービスについての説明 
第2部／講演「地域リハビリテー
ション〜医療・福祉と地域の支え
合いでその人らしい生活を〜」
講　立

たちかわ

川太
た い ち

一さん（たちかわ脳神
経外科クリニック院長）
料　無料
申　不要。
直接会場へ
問　南市民
センター
☎287・0235

日　2月28日（木）１3時30分〜１5時
場　市役所5階会議室
講　名

な わ た

和田是
よしひこ

彦さん（法政大学教
授）
料　無料
問　地域活動推進課地域活動推進
担当

水質検査結果ガイドを�
ご覧いただけます

高齢者福祉介護セミナー

講演会「地域に必要な活動
とは」

対　市内在住の方
日　3月15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　高

た か の

野友
とものり

則さん（坂戸訪問診療所）
内　在宅看取りについて
定　15人（申込順）
料　無料
持　室内履き、筆記具
申 問　2月4日（月）から特別養護
老人ホームみどりの風鶴ヶ島へ☎
299･6056

日　2月28日（木）10時〜13時30分
場　保健センター
講　薬剤師、管理栄養士
内　おいしく食べてアンチエイジ
ング（女性の美と健康に関する講
話と調理実習）
定　30人（申込順）
料　500円程度
持　エプロン、三角巾、食器用ふ
きん、手拭きタオル、筆記具
申 問　2月5日（火）から保健セン
ターへ☎271･2745

一人で悩まずに、まずはご相談く
ださい（無料）。
詐欺的な投資勧誘に関する相談
☎048･613･3952
電子マネー詐欺相談（架空請求）
☎048･600･1152
多重債務相談☎048-600-1113
問　関東財務局総務部財務広報相
談室☎048･600･1113

家族介護教室

ビューティーアップ講座

金融取引や多重債務トラブルは
財務省関東財務局へ相談を！

広告
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市内で積極的に防災活動に取り組
んでいる団体や防災で人を集める
手法を紹介することで、自主防災
組織を担う人材を養成します。
対　①自主防災組織で活動してい
る方②自主防災組織の設立を検討
している方③自治会活動で防災の
取り組みに力を入れたい方④防災
に関心がある方
日　2月23日（土）9時〜12時
場　市役所5階会議室
内　自主防災組織の事例紹介、自
治会のお祭りなどで防災啓発を行う
ブースの紹介　定　50人（申込順）　
申 問　2月5日（火）から19日（火）ま
でに安心安全推進課防災担当へ

対　県内在住の求職者
日　2月20日（水）13時45分〜15
時45分
場　市役所5階会議室
内　就職活動の進め方、就職に役
立つ応募書類の作成
定　50人（申込順）
料　無料
持　筆記具
他　失業認定の求職活動に該当し
ます。
申 問　2月4日（月）から市ふるさと
ハローワークへ☎272・4001

（平日10時〜17時）

日　2月16日（土）14時〜15時30分
場　中央図書館
講　末

すえなが

永智
と も こ

子さん（つるがしま
緑のカーテン市民実行委員会）、
山
やまぐち

口光
みつまさ

正さん（（株）アイル・クリ
ーンテック）
内　土の再生方法や堆肥について
学びます。
定　30人（申込順）
料　無料
持　筆記具
他　種、緑のカーテンハンドブック、 
サンプル堆肥のプレゼントあり。
申 問　2月2日（土）から中央図書
館へ☎271・3001

自主防災組織リーダー養成講座

就職支援ミニセミナー

緑のカーテンや家庭菜園に役
立つ土作り〜プランター編〜

EM菌を使用した有機農法で農作
物を栽培し、収穫します。
対　市内在住在勤の方
実習①「ジャガイモ植え準備、年
間計画確認」
日　3月6日（水）9時30分〜11時30
分
場　大橋市民センター前の畑
実習②「ジャガイモ種植え、大根
の種まき」
日　3月20日（水）9時30分〜11時
30分
場　大橋市民センター前の畑
実習③　①、②以降　
日　4月3日から12月4日まで、原
則第1・3水曜日、月2回程度（天
候や野菜の生育により日程変更あ
り）。9時30分〜11時30分（7月〜
9月は9時開始）
※第2・4水曜日および12月4日以
降から翌年2月末までは有志の方
のみで活動を行います。
講　有機野菜を作る会、上

う え の

野和
か ず や

弥
さん、内

う ち の

野元
もといち

一さん
定　30人（申込順）
料　1500円
他　畑で作業できる服装で参加く
ださい。野菜は収穫ごとに持ち帰
りできます。
申 問　2月4日（月）から大橋市民
センターへ☎286・0005（平日9
時〜17時）

対　市内在住在勤の方
日　3月9日（土）10時〜11時30分
場　市役所5階会議室
内　「認知症サポーター」とは、
何か特別なことをするのではな
く、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。
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

自然農法の野菜作り講座

認知症サポーター養成講座

対　市内在住の60歳以上で、全
日程参加できる方
日　3月13日（水）〜15日（金）各
日とも9時30分〜15時（最終日は
15時30分、多少時間の変更あり）
場　市シルバー人材センターほか
内　植木剪定業務に就きたい方を
対象にした就業体験
定　20人（申込順）
料　無料
申 問　2月27日（水）までにシル
バー人材センターへ☎285・8172

日　3月9日（土）13時30分〜15時
場　市役所5階会議室
講　杉

す ぎ た

田裕
ゆうすけ

介さん（司法書士）
内　「マイエンディングノート」の
活用と認知症などにより判断能力
が不十分になる前に自ら後見人を
選び、財産管理や重要な手続きを
行う任意後見制度のしくみや手続
きについての講演
定　50人（申込順）
申 問　2月5日（火）
から高齢者福祉課
高齢者福祉担当ま
たは社会福祉協議
会権利擁護センタ
ー☎277･3317へ

対　視覚障害者の情報保障と生活
を支援する活動に関心のある方
日　2月19日（火）〜2月22日（金）
10時〜12時
場　市役所6階会議室
内　視覚障害者のサポート活動の
紹介と活動体験など
定　10人（申込順）
料　無料
持　筆記具
申 問　2月5日（火）から社会福祉
協議会へ☎277・3317

植木剪定の就業体験

成年後見制度講演会「終活をは
じめてみませんか〜エンディン
グノートから任意後見制度〜」

視覚障害者サポーター講習会
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〒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（1月1日現在）
人　口　7万  144人　（前月比+7）
世帯数　3万1095世帯（+21）
　男　　3万4878人　（±0）
　女　　3万5266人　（+7）

２月の相談

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！

◆弁護士による法律相談（要予約）
　（金銭・離婚・家族など）
5日（火）（受付中）、22日（金）（8日か 
ら受付）、3月5日（火）（19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、贈与など）
14日（木）（1月31日から受付）、3月
14日（木）（28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）
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5 
階／▷地域活動推進課
◆人権相談
15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）、3月5日（火）（19日 
から受付）／13時〜16時／市役所 
5階／▷地域活動推進課

◆女性のための法律相談（要予約）　
13日（水）10時〜13時※3月の受付
は14日から▷女性センター☎287・
4755
◆女性相談・ＤＶ相談（要予約）
1日（金）、6日（水）、16日（土）、22日 

（金）、25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）　
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

にし眼科クリニック
診察日時　2月10日（日）9時〜17時
鶴ヶ島市富士見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

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）

2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）

1月13日、にぎやか且つ華やかに
行われた成人式。友人との久しぶ
りの再会を喜びあう瞬間の写真で
す。新成人の皆さんの幸せそうな
笑顔をたくさん見られて、こちら
も幸せになりました。

（関連 P2-3）

今月の表紙
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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　平日・土曜日8時30分
〜17時15分（ぺんぎんのみ17時
30分）

日　2月26日（火）13時30分〜15
時30分
場　香川綾記念教育交流センター
香友会館（東武東上線若葉駅下車
徒歩3分）
講　野

のぐちとおる

口透さん（黒川青少年野外
活動センター所長）
内　「家庭で手軽にコーヒー焙煎!」 
コーヒーの焙煎実習と試飲
定　24人（申込順）
料　1500円（当日集金）
持　エプロン、三角巾、手拭用タ
オル
申 問　女子栄養大学香友会事務局
へ☎288・0345（平日9時〜17時）

平成30年10月1日から県最低賃
金は時間額898円となりました。
年齢や雇用形態に関係なく、パー
トや学生アルバイトを含め、県内
の事業場で働く全ての労働者に適
用されます。使用者も労働者も賃
金額が1時間当たり898円以上か
どうか必ず確認しましょう。※一
部の産業には、特定（産業別）最低
賃金も適用されます。
問　埼玉労働局労働基準部賃金室
☎048・600・6205

案　　内
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

女子栄養大学香友会主催�
第5回元気はつらつ市民講座

埼玉県最低賃金改正のお知らせ

対　高次脳機能障害に興味・関心
のある方
日　2月24日（日）14時〜16時30分
場　富士見市民センター
講　橋

はしもと

本圭
け い じ

司さん（高次脳機能障
害者専門クリニックはしもとクリ
ニック経堂院長）
内　第1部 講演会「高次脳機能障
害との上手な付き合い方」　第2部 
当事者との対談
定　80人（申込順）
料　無料
申　2月22日（金）までに社会福祉
協議会へ☎271･60115287･0557 

info@tsurusha.or.jp
問　高次脳機能障害者家族の会

「こもれび」・草
くさじま

嶋☎080・2343・
5052

対　県内在住の55歳以上の方
日　おおむね4月〜8月
内　19の大学が様々な分野の講
座（経済政策、社会福祉、語学など）
を開放。一般の学生と一緒に学ん
でいただきます。
料　各科目1万円程度
申　県ホームページ（大学の開放
授業講座で検索）で募集案内を確
認の上、2月1日（金）から各大学
へ直接お申し込みください。
問　県高齢者福祉課☎048・830・ 
3263

高次脳機能障害講演会

大学の開放授業講座

いきがい大学（川越学園） 
対　県内在住の満60歳以上（平成
31年4月1日現在）で卒業後に地域
で活動ができる方 
日　年30回（木曜日開催） 
場　ウェスタ川越 
定　150人 
内　現代のシニアライフや、地域
活動に役立つ学習 
料　2万9500円（年額）
プラチナコース 
対　県内在住の55歳以上（平成31
年4月1日現在）で卒業後に地域で
活動ができる方
日　年27回（土曜日開催） 
場　県民活動総合センター 
定　各25人 
内　①アートではじめる社会貢献
コース　②地域トラベルサポー
ター養成コース
料　各2万5000円（年額） 
申　高齢者福祉課または開催場所
で学生募集案内を入手し、2月28
日（木）必着で彩の国いきがい大学
事務局 へ申込書を送付、または
ホームページから申込み
問　彩の国いきがい大学事務局☎
048・727・1919 

2019年度彩の国いきがい大学

※応募資格の年齢は、平成31年4月1日現在（自衛官候補生については採用
予定月の１日現在）。毎月１回、説明会を開催しています。資料請求は防
衛省ホームページまたは同省自衛隊入間地域事務所へ。
問　防衛省自衛隊埼玉地方協力本部入間地域事務所☎04･2923･4691

自衛官等採用試験

募集種目 応募資格※ 受付期間 試験日
予備自衛官補

（一般） 18歳以上34歳未満

4月12日（金）まで
4月20日（土）〜24
日（水）のいずれか
１日を指定予備自衛官補

（技能）

18歳以上で国家免
許資格などを有する

（資格により53歳未
満〜55歳未満）

自衛官候補生 18歳以上33歳未満 年間を通じて受付 受付時にお知らせ
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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（1月1日現在）
人　口　7万  144人　（前月比+7）
世帯数　3万1095世帯（+21）
　男　　3万4878人　（±0）
　女　　3万5266人　（+7）

２月の相談

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！

◆弁護士による法律相談（要予約）
　（金銭・離婚・家族など）
5日（火）（受付中）、22日（金）（8日か 
ら受付）、3月5日（火）（19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、贈与など）
14日（木）（1月31日から受付）、3月
14日（木）（28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）
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5 
階／▷地域活動推進課
◆人権相談
15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）、3月5日（火）（19日 
から受付）／13時〜16時／市役所 
5階／▷地域活動推進課

◆女性のための法律相談（要予約）　
13日（水）10時〜13時※3月の受付
は14日から▷女性センター☎287・
4755
◆女性相談・ＤＶ相談（要予約）
1日（金）、6日（水）、16日（土）、22日 

（金）、25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）　
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

にし眼科クリニック
診察日時　2月10日（日）9時〜17時
鶴ヶ島市富士見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

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）

2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）

1月13日、にぎやか且つ華やかに
行われた成人式。友人との久しぶ
りの再会を喜びあう瞬間の写真で
す。新成人の皆さんの幸せそうな
笑顔をたくさん見られて、こちら
も幸せになりました。

（関連 P2-3）

今月の表紙
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