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掲示板

2019年度春季鶴ヶ島市市民テニ
ス大会
対　市内在住在勤在学の方または
テニス協会員
日　4月14日（日）（予備日21日）8
時30分集合
場　市民テニスコート（男子）、富
士見テニスコート（女子）
種目　一般男子複、一般女子複、
ベテラン男子複（45歳以上合計
120歳以上）
料　1組2000円
申 問　高

たかはし

橋☎287・1848　往復
はがき往信用（1組1通）に種目、
ペアの氏名、年齢、住所、電話番号、
メールアドレス、返信用に返信先
氏名、住所、郵便番号を記入し4
月5日（金）（必着）までに櫻

さくらがわ

川明
あきよし

巧
（ 〒350-0214坂 戸 市 千 代 田2-6-
57）へ郵送

きずな（カラオケ）
日　毎月第2・4水曜日13時〜16時
場　南市民センター
問　山

やまざき

崎☎090・8174・6535
手あみの会（手編み）
対　市内在住の方
日　毎月第1・3月曜日10時〜12時
場　南市民センター
問　荻

おぎはら

原☎286・4124
ホンダ卓球チーム
対　女性
日　毎週火曜日（月4回）10時〜12時
場　海洋センター
問　七

な な お

尾☎285・6698
エコ鶴市民の会（ごみ減量活動）
日 場　①毎月2日、12日、22日/三
ツ木地内②4日、14日、24日/上新
田地内③6日、16日、26日/太田ヶ
谷地内いずれも9時30分〜11時30
分
他　環境展、イベントへの参加あり
問　高

たかやなぎ

柳☎090・9106・0957

仲間になりませんか
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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。

結成して5年。皆で手作りの手品を
楽しんでいます。今では会員も14
人となり、月1回は、有志により介
護施設などで「出張手品」のボラ
ンティアも行っています(ご希望の
方はご一報ください！)。現在、会
員募集中です。あなたもどうです
か。
活動日　毎月第2・4土曜日
10時〜12時
活動場所　富士見市民センター
問合先　斉

さいとう

藤☎080・1173・8361

今や生涯スポーツとしての太極
拳。20〜70歳までのメンバーで
楽しく熱心に活動中です。公認Ａ
級指導員の下で基礎から学べます
ので、太極拳に興味があるけれ
ど、日中はご都合がつかないとい
う方、お気軽にご参加ください。
活動日　毎週火曜日　19時〜21時
活動場所　大橋市民センター
問合先　須

す ど う

藤☎285・2369

マジカル若葉手品同好会

さわやか太極拳クラブ

年金鶴ヶ島ハイキング大会
対　市内在住の方
日　3月20日（水）8時〜15時（集合／
東武東上線小川町駅前に8時15分）
コース　小川町駅前〜仙元山見晴
らしの丘公園〜埼玉伝統工芸館〜
小川町駅前
料　無料
定　30人（申込順）
申 問　3月13日（水）までに杉

すぎ

☎
286・6978
スクエアダンス初心者講習会
対　70歳位までの健康な方（ダン
ス経験者は年齢問わず）
日　4月3日、10日、17日、24日
の各水曜日（全4回）12時45分〜
14時
場　南市民センター
料　1000円（テキスト、飲み物代）
申 問　下

しもたに

谷☎285・6788

「楽
らくてん

展」15回記念展
日　3月5日（火）〜10日（日）10時〜17
時（初日12時から、最終日16時まで） 
場　中央図書館
料　無料
問　久

きゅうま

馬☎080・5648・0999
アイフェスタ イン つるがしま2019
日　3月9日（土）13時〜16時
場　南市民センター
内　お話し、朗読、コーラスなど
料　無料
問　山

や ま だ

田☎090・4384・5464

出かけてみませんか

5月号の原稿締切は､ 3月22日（金）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度内1回の掲載です。
それ以外の原稿は､ 同一サークル年度内 
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。

参加してみませんか
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　「貯筋」ってお聞きになったことありますか。「みんな
で伸ばそう健康寿命、使えばなくなるお金の貯金、使っ
て貯めよう筋肉貯筋、老後に備えて貯金と貯筋」（貯筋
運動プロジェクトhttp://www.health-net.or.jpより）。
　50歳を過ぎると筋肉は毎年1％ずつ減ってしまいます。
筋肉を減らさないためには、活動的な生活を送ることが大切です。それを「貯
筋」と呼んでいるのです。貯筋のためには、スクワットなどの筋力トレーニ
ングが効果的とされています。
　運動と同時に食事も大切です。特にタンパク質が必要ですが、年齢とと
もに摂り方が減りがちです。去年発表された国民健康栄養調査では、60歳
以上の人はタンパク質の摂取量が多い人ほど筋肉量が多いことが分かりま
した。加齢とともに筋肉を作る力も落ちるので、より多くのタンパク質が必
要になります。
　1日に必要なタンパク質を摂るために、肉1切れ、魚1切れ（それぞれ手の
ひら大）、卵1個、納豆1パック、牛乳（またはヨーグルト）コップ1杯は毎日
摂りましょう。パンと果物だけの朝食には卵と牛乳を、かけそばの昼食は肉
を追加して肉南蛮にして、タンパク質を摂りましょう。野菜も大切ですが、
あなたのお食事、タンパク質は摂れていますか？
女子栄養大学栄養クリニック　管理栄養士　塩

し お ざ わ

澤和
か ず こ

子

貯筋の食事

健康応援団 170

食

ウェルカムベイビープロジェクト

早期不妊検査費、不育症検査費、
不妊治療費の助成を行っています 問合先　保健センター母子保健担当

☎271・2745

早期不妊検査費助成事業
　不妊とは、妊娠を希望していても
1年以上自然妊娠しないことをいい
ます。不妊の原因は男性にも女性に
も可能性があり得ます。「不妊」は
身近な出来事であり悩んでいる人は
多いものです。「なかなか子どもが
できない」と思ったら早めに医師に
相談し夫婦で検査を受けましょう。
　夫婦で検査を受けたご夫婦を対象
に2万円を限度に検査費を助成しま
す。

【対象】
次のすべての項目に該当する方
①助成申請時に婚姻しているご夫婦
で、夫婦の双方または一方が鶴ヶ島
市に住民登録があること
②検査開始時に妻の年齢が43歳未
満のご夫婦
③埼玉県内の他の市町村から同一の
不妊検査に対し助成を受けていない
こと
④市税に滞納がないこと

不育症検査費助成事業
　不育症とは、妊娠はするけれど2
回以上の流産・死産もしくは生後1
週間以内に死亡する早期新生児死亡
によって子どもを持てないことをい
います。
　不育症検査を受けたご夫婦を対象
に2万円を限度に検査費を助成しま
す。夫婦そろってまたは妻のみが受
けた検査が対象です。

【対象】
次のすべての項目に該当する方
①助成申請時に婚姻しているご夫婦
で、夫婦の双方または一方が鶴ヶ島
市に住民登録があること
②検査開始時に妻の年齢が43歳未
満のご夫婦
③上記の不育症の状態に当てはまる
こと、または、医師より不育症と診
断されていること
④埼玉県内の他の市町村から同一の
不育症検査に対し助成を受けていな
いこと
⑤市税に滞納がないこと

不妊治療費助成事業
　不妊治療を受けたご夫婦を対象に
10万円を限度に1年度あたり1回、通
算して5年度まで治療費を助成しま
す。埼玉県の助成金の対象となった
不妊治療に要した費用から、県助成
金の額を引いた額が助成対象額で
す。

【対象】
埼玉県不妊治療費助成事業による助
成金の支給決定を受けたご夫婦で、
次のすべての項目に該当する方
①夫婦の双方または一方が不妊治療
の開始日から助成金の申請時まで、
鶴ヶ島市に住民登録があること
②埼玉県不妊治療費助成事業による
助成金を受けていること
③他の市町村から同一の不妊治療に
対し助成を受けていないこと
④市税に滞納がないこと

※　申請手続きなどの詳細について
は、市ホームページまたは担当まで
お問い合わせください。

早期不妊検査費助成事業に
ついてはこちら

不育症検査費助成事業に
ついてはこちら

不妊治療費助成事業に
ついてはこちら




