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Infor-
mation

停電を伴う工事のため、3月30日
（土）・31日（日）は臨時休館となり
ます。　※電話も不通になります
問　女性センター☎287・4755

全館清掃のため、3月15日（金）は臨
時休館となります。
問　老人福祉センター「逆木荘」
☎286・3301

対　市内在住在勤の方を優先
日　4月14日（日）10時～14時（雨天
中止）
場　農業交流センター
募集区画　15区画（抽選）
料　1区画500円（2ｍ×2ｍ）
申　3月22日（金）（必着）までに往復
はがき（1団体1枚のみ）に住所、氏名
（ふりがな明記）、電話番号を記入し、
農業交流センター「フリーマーケッ
ト」係（〒350-2223高倉534-3）へ。
問　農業交流センター☎279・3335

お知らせ
女性センター臨時休館

「逆木荘」臨時休館

募　　集
菜の花まつり 
フリーマーケット出店者

対　男女共同参画について理解を
深めるための講座や展示などを自
ら企画し運営できる方（団体も可）
内　6月21日（金）・22日（土）に開
催するイベントの企画運営
申	問　3月29日（金）までに参加票
（女性センターで配布または市ホー
ムページからダウンロード可）に必
要事項を記入し、女性センターへ
☎287･4755	5271・5297
10200020@city.tsurugashima.lg.jp
郵送（〒350-2213脚折1922-7）

ハーモニーふれあいウィーク 
企画参加者

市が管理する公園などの全部また
は一部を市民の皆さん自らの活動
と責任で管理する公園等サポート
制度に基づく「サポーター」を募
集しています。
活動内容　公園などの清掃・除草
活動、緑化・花植え活動など
市の支援内容　清掃道具（ほうき、
軍手、ごみ袋）の配布、貸し出し、
花苗、移植ごてなどの支給、貸し
出しなど
問　都市施設保全課公園保全担当

公園などのサポーター

広告

対　個人・グループを問わず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　5月12日（日）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（市内在住の方を優先）　※　１区画2ｍ×2ｍ以内
料　1区画500円（イベント保険・チラシの用紙代など）
実行委員会　4月6日（土）10時～12時（場所：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できません。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
域活動進課の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　3月15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

   わかば結市「第23回ハンドメイド・フェスタ」出店者

遺跡発掘調査に従事する作業員の登録者を募集します。発掘調査の規模な
どに応じて連絡し、作業に従事していただきます。
場所　市内の発掘調査現場
時間　9時～15時(12時～13時を除く)
期間　発掘調査の実施期間(1か所の現場について、1～2か月程度)
報　時給930円
問　生涯学習スポーツ課文化財担当☎285・2194

   遺跡発掘調査の作業員登録者
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日　3月10日（日）9時30分〜15時
30分（雨天決行）
場　老人福祉センター「逆木荘」
内　作品展示会、演芸会（9時30
分〜15時30分）、グラウンドゴル
フ交流会（9時30分〜12時30分）
問　老人福祉センター「逆木荘」
☎286・3301

日　4月6日（土）10時〜12時
場　中央図書館
講　本田技研（株）狭山工場社員
内　ホンダジェット（高学年）とア
シモ（低学年）を作ります。作った
ものは持ち帰れます。　
定　25人（申込順）
料　無料
※　汚れてもよい服装
申 問　3月7日（木）から28日（木）
までに中央図書館へ☎271・3001

対　市内在住在勤の男性
日　4月7日・21日、5月12日・26 
日、6月9日・23日の各日曜日（全
6回）9時30分〜11時30分
場　北市民センター
講　茶楽会（表千家流）
内　お菓子とお茶のいただき方、
薄茶点前、客作法など
定　10人（申込順）
料　お菓子代500円/回（月初めに
集金）
持　白色の靴下
申 問　3月11日（月）9時から北市
民センターへ☎287・0251

老人福祉センター「逆木荘まつり」

ダンボールクラフト教室

はじめての男の茶道

対　グラウンドゴルフを始めよう
としている市内在住の60歳以上
で全日程参加できる方
日　4月2日・9日・16日・23日、
5月14日・21日の各火曜日（全6
回）13時30分〜16時
場　老人福祉センター「逆木荘」
講　日本グラウンドゴルフ協会3
級シルバー普及指導員
定　12人（抽選）
料　無料
持　運動靴
※　運動ができる服装
他　クラブ、ボールは逆木荘で用
意します。
申 問　3月3日（日）から9日（土）
までに老人福祉センター「逆木荘」
へ☎286・3301

対　市内在住在勤の成人
日　3月17日・24日の各日曜日10 
時〜11時30分
場　海洋センター
内　ヨガの効果を学びながら、春
に向かって心身のデトックスをし
ませんか。
講　小

お

川
がわ

良
よし

子
こ

さん
定　30人(申込順)
料　300円／回
持　飲み物、タオル、5本指ソッ
クス(ある方)、ヨガマット(貸出
可。数に限りがあります)
※　動きやすい服装
申 問　3月1日(金)9時からNPO法
人鶴ヶ島市体育協会へ☎277・51 
99(平日9時〜17時)

第6回逆木荘グラウンドゴルフ教室

ヨガで身体と心を軽くしませんか

日　3月10日（日）13時〜16時5分
（開場12時30分）
場　女性センター
内　和太鼓の演奏（体験コーナー
あり）　※　フィナーレは全団体
による武州ばやし演奏
出演　下新田はやし連、武蔵流龍
神太鼓、粋太鼓、和太鼓集団 響、
鶴ヶ島太鼓、富士見太鼓連、はち
の巣太鼓　
他　パン、コーヒーなどの販売あり
問　北市民センター☎287・0251

対　市内在住在勤の成人
日　4月4日・18日の各木曜日（全2
回）13時〜15時（1回のみの参加可）
場　大橋市民センター
講　ポーランドダンス踊る会「ラ
ルカ」
内　基礎ステップから行います。
定　10人（申込順）　料　無料
持　運動靴、タオル、飲み物　
※　動きやすい服装
申 問　3月4日（月）から大橋市民
センターへ☎286・0005

対　小学生
日　3月17日(日)10時30分〜
場　大橋児童館
内　ゲーム大会とカレーを食べます。
定　30人(申込順)　料　無料
持　カレーを入れる容器、スプーン
申 問　3月3日（日）から14日(木)
までに申込書兼同意書を大橋児童
館へ☎286・0007

第23回つるがしま太鼓祭り

地域還元講座 
「ポーランドの踊り教室」

お別れ会
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対　算数の基礎的な内容を教える
ことができる方（65歳未満）
内　放課後に小学校で算数の補習
学習の実施と指導
募集人員　5人
勤務時間　週4日（1日2時間）
勤務場所　市内小学校
報　時給905円（通勤手当は距離・
日数に応じて支給（上限あり））
申 問　学校教育課指導担当　

対　家庭の不用品で、まだ使える
もの（食品、動植物、衣類、家電
製品以外で手軽に運べるもの）
受付日　4月4日（木）10時〜12時
受付場所　市役所現業棟脇車庫

（駐車場内）
他　売上金は、会の運営費を除き
社会福祉協議会に寄付します。
問　生活環境課環境保全担当

対　市内在住の方、市内の団体（仕
入れ品などの販売・購入額以上の
金額での販売は不可）
日　4月13日（土）10時30分〜14時、
14日（日）10時〜14時（雨天中止）
場　東市民センター
募集区画　各日5区画（申込順）
料　1区画500円（当日集金）
申 問　3月6日（水）9時から東市民
センターへ☎286・3357

募　　集
算数学力向上支援員

エコ鶴市民の会 
桜まつりバザー用品

「結桜まつり」フリーマーケット出店者

日　3月5日（火）〜31日（日）
場　中央図書館
内　しかけ絵本やエプロンシアタ
ーなどかわった絵本のみを展示し
ている絵本展
問　中央図書館☎271・3001

日　3月30日（土）13時〜16時30分
場　西市民センター
内　「若葉鉄道模型倶楽部」によ
るカッコイイ電車がたくさん走る

「鉄道模型運転会」を行います。
料　無料
申　不要
問　西市民センター☎286・7899

イベント
かわった絵本展

カッコイイ東上線が大集合！

日　3月18日・25日、4月1日・8日
の各月曜日13時〜14時30分
場　富士見市民センター
講　ポロネーズフォークダンス同
好会
内　楽しいフォークダンスを踊っ
て、運動不足を解消しましょう。
料　無料
持　飲み物、タオル
※　動きやすい服装
申 問　3月5日（火）9時から富士
見市民センターへ☎287・1661

日　3月21日（祝）14時〜15時
場　中央図書館
内　パネルシアター、エプロンシ
アターなど絵本以外を使ったおは
なし会
料　無料
問　中央図書館☎271・3001

はじめてのフォークダンス

かわった絵本のおはなし会

日本人と外国人の相互理解を深めるため、日本語国際センター（さいたま
市）で研修する海外研修生（海外で日本語を教えている外国人教師）をご家
庭に1泊2日（原則土・日曜日）で受け入れて身近な国際交流を体験してみま
せんか？
ワンナイトステイの流れ
① 申込書を市に提出（年間計画表から希望のホームステイコースを選択）
② 希望のコースに合わせて埼玉県国際交流協会からステイ先の紹介依頼
のあった研修生を市から案内
③ 受入家庭はその都度、ホームステイ実施の可否について回答
④ 市から受入家庭に詳細を通知（日程・注意事項・研修生プロフィールなど）
⑤ 当日、受入家庭は日本語国際センターで研修生と対面式をした後にホ
ームステイを実施
対　市内在住で、宿泊用に1部屋提供できる家庭および家族（単身者不可）
申 問　3月29日（金）までに地域活動推進課地域活動推進担当へ電話、5271 
・1190 　10400010@city.tsurugashima.lg.jp

埼玉県ワンナイトステイ登録者
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日　3月10日（日）9時30分〜15時
30分（雨天決行）
場　老人福祉センター「逆木荘」
内　作品展示会、演芸会（9時30
分〜15時30分）、グラウンドゴル
フ交流会（9時30分〜12時30分）
問　老人福祉センター「逆木荘」
☎286・3301

日　4月6日（土）10時〜12時
場　中央図書館
講　本田技研（株）狭山工場社員
内　ホンダジェット（高学年）とア
シモ（低学年）を作ります。作った
ものは持ち帰れます。　
定　25人（申込順）
料　無料
※　汚れてもよい服装
申 問　3月7日（木）から28日（木）
までに中央図書館へ☎271・3001

対　市内在住在勤の男性
日　4月7日・21日、5月12日・26 
日、6月9日・23日の各日曜日（全
6回）9時30分〜11時30分
場　北市民センター
講　茶楽会（表千家流）
内　お菓子とお茶のいただき方、
薄茶点前、客作法など
定　10人（申込順）
料　お菓子代500円/回（月初めに
集金）
持　白色の靴下
申 問　3月11日（月）9時から北市
民センターへ☎287・0251

老人福祉センター「逆木荘まつり」

ダンボールクラフト教室

はじめての男の茶道

対　グラウンドゴルフを始めよう
としている市内在住の60歳以上
で全日程参加できる方
日　4月2日・9日・16日・23日、
5月14日・21日の各火曜日（全6
回）13時30分〜16時
場　老人福祉センター「逆木荘」
講　日本グラウンドゴルフ協会3
級シルバー普及指導員
定　12人（抽選）
料　無料
持　運動靴
※　運動ができる服装
他　クラブ、ボールは逆木荘で用
意します。
申 問　3月3日（日）から9日（土）
までに老人福祉センター「逆木荘」
へ☎286・3301

対　市内在住在勤の成人
日　3月17日・24日の各日曜日10 
時〜11時30分
場　海洋センター
内　ヨガの効果を学びながら、春
に向かって心身のデトックスをし
ませんか。
講　小

お

川
がわ

良
よし

子
こ

さん
定　30人(申込順)
料　300円／回
持　飲み物、タオル、5本指ソッ
クス(ある方)、ヨガマット(貸出
可。数に限りがあります)
※　動きやすい服装
申 問　3月1日(金)9時からNPO法
人鶴ヶ島市体育協会へ☎277・51 
99(平日9時〜17時)

第6回逆木荘グラウンドゴルフ教室

ヨガで身体と心を軽くしませんか

日　3月10日（日）13時〜16時5分
（開場12時30分）
場　女性センター
内　和太鼓の演奏（体験コーナー
あり）　※　フィナーレは全団体
による武州ばやし演奏
出演　下新田はやし連、武蔵流龍
神太鼓、粋太鼓、和太鼓集団 響、
鶴ヶ島太鼓、富士見太鼓連、はち
の巣太鼓　
他　パン、コーヒーなどの販売あり
問　北市民センター☎287・0251

対　市内在住在勤の成人
日　4月4日・18日の各木曜日（全2
回）13時〜15時（1回のみの参加可）
場　大橋市民センター
講　ポーランドダンス踊る会「ラ
ルカ」
内　基礎ステップから行います。
定　10人（申込順）　料　無料
持　運動靴、タオル、飲み物　
※　動きやすい服装
申 問　3月4日（月）から大橋市民
センターへ☎286・0005

対　小学生
日　3月17日(日)10時30分〜
場　大橋児童館
内　ゲーム大会とカレーを食べます。
定　30人(申込順)　料　無料
持　カレーを入れる容器、スプーン
申 問　3月3日（日）から14日(木)
までに申込書兼同意書を大橋児童
館へ☎286・0007

第23回つるがしま太鼓祭り

地域還元講座 
「ポーランドの踊り教室」

お別れ会
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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(2月1日現在)
人　口　7万  105人　（前月比−39）
世帯数　3万1093世帯（−2）
　男　　3万4860人　（−18）
　女　　3万5245人　（−21）

３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！

アイクリニック佐藤医院 
診察日時　3月10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）

3 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）

2月14日、西児童館で行われた「わ
いわいひろば」。大きくてカラフ
ルなパラバルーンを使って、みん
なでメリーゴーランドを作りまし
た！歌を歌いながらクルクル。大
はしゃぎの子どもたちの様子に、
お母さんたちも自然とにっこり

今月の表紙

◆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）、4月2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）（2月28日から受付）、4月
11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）、4月2日（火）（19
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（要予約）
4月2日（火）（19日から受付）13時〜
16時/市役所5階▷税務課
◆こころの健康相談（要予約）
19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）
13日（水）10時〜13時※4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）、4日（月）、16日（土）、22
日（金）、27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）
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
◆マンション管理士相談
22日（金）13時〜16時/市役所5階/
地域活動推進課
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日　3月17日（日）13時〜16時
場　富士見市民センター
講　今

いま

泉
いずみ

マユ子
こ

さん（管理栄養士・
防災士・災害食専門員）
内　家庭で手軽に取り組めるロー
リングストックについて学んでみ
ませんか。実際に非常食で作る簡
単レシピのデモも行います。
定　50人（申込順）
料　無料
持　メモ用紙、筆記具
他　第3地区青少年健全育成推進
協議会共催
申 問　3月5日（火）9時から富士
見市民センターへ☎287・1661

「パパ・ママ応援ショップ優待カー
ド」は、3月末日が有効期限です。
新しいカードは学校などを通じた
配布はしませんので、下記の埼玉
県公式スマホアプリをご利用くだ
さい。　※　カードをご希望の方
は、こども支援課や保健センター
で配布します
問　こども支援課子育て支援担当

3月4日、11日、18日、25日の各
月曜日
問　中央図書館☎271・3001

案　　内
おいしく、しっかり災害に備える！

パパママ応援ショップカードアプリ

アプリのダウンロードは
こちら

中央図書館休館日

対　市内在住在勤の方
日　3月23日（土）10時〜11時20分
場　南市民センター
講　三

み

浦
うら

俊
とし

雄
お

さん（行政書士みう
ら法務事務所）
内　一人芝居形式での終活セミナー 
〜エンディングノートと遺言はこ
う書きます〜　
料　無料
問　南市民センター☎287・0235

対　市内在住の家族介護者、近隣
の援助者、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　3月28日（木）10時〜11時30分
場　北市民センター
内　調理に自信がない男性も簡単
にできる調理方法を学びます。
講　ホームヘルパー（在宅訪問介
護事業所ベルグルー）
定　12人（申込順）　料　無料
持　エプロン、三角巾
申 問　3月4日（月）から在宅訪問介
護事業所ベルグルーへ☎287・8896

地域課題講座

男性家族介護教室 
「春の彩りパスタ！」

対　スポーツ活動や文化活動など
を行う4人以上の団体
保険適用範囲　団体管理下での活
動中（国内）の事故など
掛金　800円〜1万1000円（活動
内容により異なります）
保険期間　4月1日 〜 平 成32年3
月31日（4月1日以降は加入依頼書
を郵送した消印日と払込日のいず
れか遅い日の翌日から有効）
補償内容　傷害保険・賠償責任保
険・突然死葬祭費用保険
申込方法　郵便局窓口で払込後、
払込受付証明書を貼付した加入依
頼書を埼玉県支部へ郵送（3月1日
から受付開始）
他　必ず「スポーツ安全保険のしお
り」または「あらまし」で、内容をご
確認ください。「スポ安ねっと」を
ご利用の場合はスポーツ安全協会
のホームページをご覧ください。
書類配布場所　生涯学習スポーツ
課、女性センター、市民活動推進
センター、各市民センター、海洋
センター
問　（公財）スポーツ安全協会埼玉
県支部☎048・779・9580

スポーツ安全保険のご案内

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

幹部候補生（一般） 詳細は入間地域事務所
にお問い合わせくださ
い

3月1日（金）〜
5月1日（水）

5月11日（土）
5月12日（日）

（飛行要員希望者）
幹部候補生

（歯科）（薬剤科） 5月11日（土）

一般曹候補生 18歳以上33歳未満 5月25日（土）
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）から24
日（水）のいずれか1
日を指定されます予備自衛官補（技能）

18歳以上で国家資格な
どを有する（資格により
53歳未満〜55歳未満）
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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(2月1日現在)
人　口　7万  105人　（前月比−39）
世帯数　3万1093世帯（−2）
　男　　3万4860人　（−18）
　女　　3万5245人　（−21）

３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！

アイクリニック佐藤医院 
診察日時　3月10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）

3 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）

2月14日、西児童館で行われた「わ
いわいひろば」。大きくてカラフ
ルなパラバルーンを使って、みん
なでメリーゴーランドを作りまし
た！歌を歌いながらクルクル。大
はしゃぎの子どもたちの様子に、
お母さんたちも自然とにっこり

今月の表紙

◆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）、4月2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）（2月28日から受付）、4月
11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）、4月2日（火）（19
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（要予約）
4月2日（火）（19日から受付）13時〜
16時/市役所5階▷税務課
◆こころの健康相談（要予約）
19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）
13日（水）10時〜13時※4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）、4日（月）、16日（土）、22
日（金）、27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）
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
◆マンション管理士相談
22日（金）13時〜16時/市役所5階/
地域活動推進課
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