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Infor-
mation

いるま野農業協同組合と（一財）埼
玉県農協福祉事業団から学童用横
断旗（406本）、保護者用横断旗（112
本）を寄贈していただきました。市
内小中学校に配布し、交通事故防
止に役立てます。
問　学校教育課学務担当

対　市内在住で満20歳以上の男
女共同参画の推進に理解と関心の
ある方（市議会議員、市の各行政
委員会委員、公務員は除く）
期　6月下旬から2年間
内　男女共同参画の推進に関する
重要事項、女性センターの運営に関
する基本的事項の調査・審議など
募集人員　2人以内
報　「非常勤職員の報酬及び費用弁
償に関する条例」に基づいて支給
選考方法　書類選考、面接
申	問　4月26日(金)までに市ホーム
ページまたは女性センターで配布す
る申込書に必要事項を記入し、直接
または郵送(〒350-2213脚折1922-
7)で女性センターへ☎287・4755

お知らせ
横断旗を寄贈していただきました

募　　集

対　65歳未満の健康で明るい方
期　平成32年3月31日まで（更新あり）。ただし、保育士※は、8月31日（土）まで

通勤手当　通勤距離と日数に応じて支給
他　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）に必要事項を記入し、保育士、栄養士、
看護師の有資格者は資格証の写しを添えて、こども支援課保育担当へ

職種 報酬 勤務時間 勤務場所 必要な
資格など

募集
人数

保育士 月額17万5000円

8時30分～17時
（月～金曜日の週5日）

鶴ヶ島保育所 保育士資格
1人

保育士※ 時給1100円 1人

栄養士 月額21万5000円 鶴ヶ島東部保育所 栄養士資格 1人

看護師 時給1470円 8時30分～17時の間で4～5時間
（月～金曜日の週3～5日） 鶴ヶ島保育所 看護師資格 若干名

調理員 時給940円 8時30分～17時
（週1～3日） 鶴ヶ島東部保育所 調理が好きな方 1人

保育
補助員 時給990円 16時～18時

（月～金曜日の週5日）
鶴ヶ島保育所
富士見保育所 特になし 若干名

児童指導
補助員 時給1100円 8時45分～16時45分 発育支援センタ— 保育士資格 1人

※　保育士・保育補助員は、4時間程度の土曜日出勤が月1回程度あります

			公立保育所非常勤職員

対　市内在住で満20歳以上の学校給食に関する知識、経験、関心のある方
（公務員は除く）
期　6月1日～平成33年5月31日（2年間）
内　学校給食センターの運営に関する重要事項を審議することなど
募集人員　1人
報　「非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例」に基づいて支給
選考方法　第1次審査／応募申込書による選考　第2次審査／面接
申　4月17日（水）までに応募申込書に必要事項を記入し、本人が直接学校
給食センターに提出。申込書は学校給食センターで配布（市ホームページ
からもダウンロードできます）
問　学校給食センター☎285･6596

			学校給食センター運営委員会委員

平成31年度も中学校で社会体験チャレンジを行います。受け入れにご協
力いただける事業所を募集しています。ご協力いただける場合は、お近く
の中学校へご連絡ください。
問　学校教育課指導担当

			中学生社会体験チャレンジ受け入れ先事業所

男女共同参画推進委員会委員

広告

広告

※新元号の発表までの間、「平成」表記とします



Information　鶴ヶ島市役所　☎ 271・1111

鶴ヶ島市鶴ヶ丘75-8

　　　　鶴ヶ島市社会福祉協議会　葬祭事業受託葬儀社

　（鶴ヶ島駅西口商店街）

第 第一日典株式会社

24 時間受付
TEL : 049-285-8778
TEL : 0120-52-8888

直営式場 霞ヶ関駅北口前1分 御室セレモニーホール

日　4月13日(土)・14日(日)10時〜
場　東市民センター
内　発表（民踊、ダンス、マンド
リンなど）、展示（陶芸、ちぎり絵
など）、体験入門（卓球、お茶、ス
ライムづくりなど）、模擬店など
他　駐車場が限られていますの
で、車での来場はご遠慮ください。
問　東市民センター☎286・3357

映画音楽を楽しむ—トリビュート
トゥ ミシェル・ルグラン—

日　4月21日(日)14時〜16時
場　中央図書館
内　巨匠ミシェル・ルグランの名
曲を中心に様々な映画音楽の名曲
を楽しみます。
料　無料
問　中央図書館☎271・3001

対　市内在住の60歳以上で2㎞ぐ
らいを団体で歩ける方
日　4月27日(土 ）8時15分 集 合、
出発（雨天決行）
場　老人福祉センター「逆木荘」
集合
内　国営ひたち海浜公園(茨城県
ひたちなか市）のネモフィラ観賞
と那珂湊おさかな市場で買い物
定　45人(申込多数の場合は抽選)
料　1500円(入園料、保険料)
持　昼食、常備薬、保険証など
申 問　4月3日(水)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

第5回結桜まつり 
〜来て、見て、広げよう、地域の輪！〜

老人福祉センター「逆木荘」
春のバスハイク

テーマは「仕事」。ゲームやビブ
リオバトル、展示などを行います。
期　4月28日(日)・29日(祝)
場　中央図書館
問　中央図書館☎271・3001

ゲーム　クロスワードパズル
期間中、2つのパズルをクリアした
方には景品(雑誌の付録)をひとつ
プレゼント。また、参加者には参
加賞(ろんちゃんのしおり)をプレ
ゼントします。
展示「仕事を知ろう！考えよう!!」
仕事に関する展示を行います。職
業研究や興味のある仕事を探すの
に役に立ちます。
講演「エンタメ業界を知ろう！」
日　4月29日(祝)14時30分〜16時
講　榎

えの

本
もと

秋
あき

さん(評論家)、鳥
とり

居
い

彩
あや

音
ね

さん(編集者)
内　作家の1日や編集者と作家の
関係など、気になるエンタメ業界
について話します。
定　30人(申込順)　
料　無料
申　4月2日(火)から中央図書館へ
ビブリオバトル
対　小中高校生
日　4月28日(日)14時〜15時
内　「わたしのオススメ」をテーマ
にした本の紹介バトル
定　5人　
料　無料
持　紹介する本
他　定員に達しない場合は中止
申　4月25日(木)までに中央図書館
または各分室へ直接、電話、メール

lib.tsurugashima02@lib.
tsurugashima.saitama.jp

ラノベクエストⅤ
仕事を知ろう！考えよう！！

日　5月5日(祝)10時〜(9時〜受付)
場　東市民センター
講　棋友会
内　4クラス制（景品なし）
定　60人(申込順)
料　600円(昼食代、当日集金)
申 問　4月8日(月)9時 か ら 東 市
民センターへ☎286・3357（当日
申込みも可）

日　5月2日(木)9時 〜15時(9時
〜開会式)
スタート　9時〜10時・越生駅東
口広場
コース　Ａコース(10㎞ )／越生
駅東口広場→越辺川遊歩道→春日
橋→金

こ ん ぴ ら や ま

毘羅山→弘
こうぼうやま

法山→ニューサ
ンピア埼玉おごせ→五

ご だ い そ ん

大尊つつじ
公園→世界無名戦士之墓→正

しょうぼうじ

法寺
→越生神社→越生駅西口
Ｂコース(6㎞)／越生駅東口広場
→越辺川遊歩道→春日橋→金毘羅
山→弘法山→五大尊つつじ公園→
世界無名戦士之墓→正法寺→越生
神社→越生駅西口
料　300円(保険代)
他　事前申込者には、五大尊つつ
じ公園の無料入場券、缶バッジな
どがもらえる特典あり。
申　4月20日(土)までに越生町ホ
ームページの電子申請またはファ
クシミリ5292・5400で越生町総
務課自治振興担当、電話の場合は
越生町観光協会へ☎292・1451
問　越生町総務課自治振興担当
☎292・3121

サークル活動地 域 還元講座 
「新元号元年記念将棋大会」

花をつつじに指定している
市区町村交流つつじハイキング

広告

「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
21 Tsurugashima　2019.04

対　市内在住在勤の個人または団
体
日　5月12日(日)10時〜15時
場　富士見東児童公園、富士見市
民センター
内　第31回富士見わかばまつり
で開催する「フリーマーケット」
と「てづくり雑貨市」への出店者
定　フリーマーケット8区画、てづ
くり雑貨市3区画（いずれも申込順）
料　200円
他　てづくり雑貨市はワークシ
ョップに協力していただける方を
優先します。
申 問　4月22日(月)9時から富士
見市民センターへ☎287・1661 
5271・2666 

10400060@city.tsurugashima.lg.jp

市民レベルでの国際交流を目的に
外国人の皆さんを支援する活動を
行っています。外国の方に日本語
を教えたり、通訳・翻訳ボラン
ティア活動をしたり、日本文化交
流やワンナイトホームステイ受け
入れ、国際ふれあいコーナーなど
を通じて外国の人と交流してみま
せんか。国際交流を支援する賛助
会員も募集しています。
年会費　個人会員2000円（家族・
学生・外国籍会員1000円）、賛助

（法人・団体）会員1万円
申 問　市国際交流協会事務局（地
域活動推進課内)

募　　集
フリマ＆てづくり雑貨市出店者

鶴ヶ島市国際交流協会会員

対　農業に識見のある農業者・農
業関係者など、または農地法や農業
行政などに精通し、農業委員会の所
掌事務に利害関係を有しない方
定　2人（欠員分）　
内　農地法などの許認可業務など
任期　6月〜平成32年4月29日
申 問　必要書類に記入し、4月26
日（金）までに産業振興課農政担当へ
直接または郵送（〒350-2292住所
不要）。応募・推薦に必要な書類は、
産業振興課、農業委員会事務局窓
口または市ホームページから入手で
きます。

対　市内・近隣市町在住の15歳以
上（ただし、18歳未満は保護者の承
諾が必要）で、外国語によるコミュ
ニケーションが取れる、または外国
語への翻訳能力のある方
内　外国籍の市民が行政サービス
を受けるため、市内の公的機関な
どから依頼があった場合に通訳・
翻訳をするボランティア
登録期間　1年間（年度末まで）
※　以前登録した方も再度登録が
必要です
問　市国際交流協会事務局（地域
活動推進課内）

鶴ヶ島市農業委員

通訳・翻訳ボランティア

イベント
第18回高倉菜の花まつり

農村風景の残る高倉地区で菜の
花を咲かせ、鯉のぼりをあげて農
と食の大切さを知っていただく
イベントです。
日　4月14日(日)10時 〜14時30
分(小雨決行)
場　農業交流センター
内　催し物(キッズダンス、バン
ド演奏、フリーマーケットなど)、
模擬店(石釜ピザ、うどん、フラ
ンクフルト、チョコバナナなど)
問　農業交流センター☎279・33
35

竹の子掘り体験

日　4月20日(土)、27日(土)9時
30分〜11時　
※　生育状況により日程変更あり
場　地元農家の竹林(農業交流セ
ンター集合)
定　各日15組(申込順・1組5人まで)
※　小学生以下は保護者同伴
料　保険代1人100円、竹の子代
1㎏700円程度
持　軍手、持ち帰り用の大きめの袋　
※　長靴、作業のできる服装
申 問　4月5日(金)9時 か ら 農 業
交流センターへ☎279・3335

20
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鶴ヶ島市鶴ヶ丘75-8

　　　　鶴ヶ島市社会福祉協議会　葬祭事業受託葬儀社

　（鶴ヶ島駅西口商店街）

第 第一日典株式会社

24 時間受付
TEL : 049-285-8778
TEL : 0120-52-8888

直営式場 霞ヶ関駅北口前1分 御室セレモニーホール

日　4月13日(土)・14日(日)10時〜
場　東市民センター
内　発表（民踊、ダンス、マンド
リンなど）、展示（陶芸、ちぎり絵
など）、体験入門（卓球、お茶、ス
ライムづくりなど）、模擬店など
他　駐車場が限られていますの
で、車での来場はご遠慮ください。
問　東市民センター☎286・3357

映画音楽を楽しむ—トリビュート
トゥ ミシェル・ルグラン—

日　4月21日(日)14時〜16時
場　中央図書館
内　巨匠ミシェル・ルグランの名
曲を中心に様々な映画音楽の名曲
を楽しみます。
料　無料
問　中央図書館☎271・3001

対　市内在住の60歳以上で2㎞ぐ
らいを団体で歩ける方
日　4月27日(土 ）8時15分 集 合、
出発（雨天決行）
場　老人福祉センター「逆木荘」
集合
内　国営ひたち海浜公園(茨城県
ひたちなか市）のネモフィラ観賞
と那珂湊おさかな市場で買い物
定　45人(申込多数の場合は抽選)
料　1500円(入園料、保険料)
持　昼食、常備薬、保険証など
申 問　4月3日(水)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

第5回結桜まつり 
〜来て、見て、広げよう、地域の輪！〜

老人福祉センター「逆木荘」
春のバスハイク

テーマは「仕事」。ゲームやビブ
リオバトル、展示などを行います。
期　4月28日(日)・29日(祝)
場　中央図書館
問　中央図書館☎271・3001

ゲーム　クロスワードパズル
期間中、2つのパズルをクリアした
方には景品(雑誌の付録)をひとつ
プレゼント。また、参加者には参
加賞(ろんちゃんのしおり)をプレ
ゼントします。
展示「仕事を知ろう！考えよう!!」
仕事に関する展示を行います。職
業研究や興味のある仕事を探すの
に役に立ちます。
講演「エンタメ業界を知ろう！」
日　4月29日(祝)14時30分〜16時
講　榎

えの

本
もと

秋
あき

さん(評論家)、鳥
とり

居
い

彩
あや

音
ね

さん(編集者)
内　作家の1日や編集者と作家の
関係など、気になるエンタメ業界
について話します。
定　30人(申込順)　
料　無料
申　4月2日(火)から中央図書館へ
ビブリオバトル
対　小中高校生
日　4月28日(日)14時〜15時
内　「わたしのオススメ」をテーマ
にした本の紹介バトル
定　5人　
料　無料
持　紹介する本
他　定員に達しない場合は中止
申　4月25日(木)までに中央図書館
または各分室へ直接、電話、メール

lib.tsurugashima02@lib.
tsurugashima.saitama.jp

ラノベクエストⅤ
仕事を知ろう！考えよう！！

日　5月5日(祝)10時〜(9時〜受付)
場　東市民センター
講　棋友会
内　4クラス制（景品なし）
定　60人(申込順)
料　600円(昼食代、当日集金)
申 問　4月8日(月)9時 か ら 東 市
民センターへ☎286・3357（当日
申込みも可）

日　5月2日(木)9時 〜15時(9時
〜開会式)
スタート　9時〜10時・越生駅東
口広場
コース　Ａコース(10㎞ )／越生
駅東口広場→越辺川遊歩道→春日
橋→金

こ ん ぴ ら や ま

毘羅山→弘
こうぼうやま

法山→ニューサ
ンピア埼玉おごせ→五

ご だ い そ ん

大尊つつじ
公園→世界無名戦士之墓→正

しょうぼうじ

法寺
→越生神社→越生駅西口
Ｂコース(6㎞)／越生駅東口広場
→越辺川遊歩道→春日橋→金毘羅
山→弘法山→五大尊つつじ公園→
世界無名戦士之墓→正法寺→越生
神社→越生駅西口
料　300円(保険代)
他　事前申込者には、五大尊つつ
じ公園の無料入場券、缶バッジな
どがもらえる特典あり。
申　4月20日(土)までに越生町ホ
ームページの電子申請またはファ
クシミリ5292・5400で越生町総
務課自治振興担当、電話の場合は
越生町観光協会へ☎292・1451
問　越生町総務課自治振興担当
☎292・3121

サークル活動地 域 還元講座 
「新元号元年記念将棋大会」

花をつつじに指定している
市区町村交流つつじハイキング

広告

「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
21 Tsurugashima　2019.04
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対　市内在住の65歳以上の方(要
介護・要支援認定者および介護予
防・日常生活支援総合事業対象者
を除く)
日　5月24日(金)から毎週金曜日
13時30分〜15時(全10回)
場　北市民センター
内　認知症についてのミニ講話や
ゲームなどを取り入れた脳トレで
す。
定　30人(応募者多数の場合は抽
選。ただし、新規の方を優先)
料　100円(初回のみ)
持　筆記具、飲み物　
※　動きやすい服装
他　抽選結果は、すべての方に5
月上旬に郵送します。
申 問　4月19日(金)までに高齢者
福祉課地域包括ケア推進担当へ

法情報データベースを
使ってみよう！

対　高校生以上でパソコンの基本
操作ができ、鶴ヶ島市立図書館カ
ードを持っている方
日　5月19日(日)14時〜
場　中央図書館
講　山

やま

内
うち

享
みち

郎
ろう

さん(第一法規株式
会社)
内　 法 情 報 デ ー タ ベ ー ス「D1-
Law」の使い方を事例を通して学
びます。
定　10人(申込順)　※　パソコ
ン持参5人、パソコン貸与5人
料　無料
持　無線LANにつなげるノート
パソコン(パソコン持参枠の方)
申 問　4月29日(祝)か ら 中 央 図
書館へ☎271・3001

認知症予防脳トレ教室

最近、足腰が弱くなった、つまずきやすくなった、運動を始めてみたい、
仲間と楽しく身体を動かしたい・・そんな方にぴったりの体操教室です。
体操は身体機能を向上させ、心のリフレッシュや認知症を予防する効果も
期待できます。男性もぜひ、お申し込みください。
対　市内在住の65歳以上（原則要介護・要支援認定者および介護予防・日
常生活支援総合事業対象者を除く）で医師から運動制限を受けていない方

内　ストレッチ、有酸素運動、リズム体操など気軽に楽しく実践できる体
操の紹介
料　100円（初回のみ）
持　飲み物、運動靴など　※　運動のできる服装
他　応募者多数の場合は抽選(前回参加していない方を優先)。抽選結果は、
すべての方に4月中旬以降に郵送します。
申 問　4月10日(水)までに高齢者福祉課地域包括ケア推進担当へ

救命講習会を開催します

対　市内および坂戸市在住在勤在学の方（中学生以上）
内　普通救命／心肺蘇生法（成人）および大出血時の止血法
上級救命／心肺蘇生法（成人、小児、乳児、新生児）大出血時の止血法、傷
病者の管理法、手当の要領および搬送法
料　無料　
申 問　4月10日(水)から消防本部警防課救急担当へ☎281・3116（平日8
時30分〜17時）

※　各日先着順。駐車場には限りがあります

はつらつ元気体操クラブ

場所 実施日(祝日を除く)
(4月〜9月) 開始日 時間 定員

大橋市民センター 第1・3月曜日 5月20日 13時20分〜15時 45人

南市民センター 第2・4月曜日 4月22日 13時20分〜15時 50人

東市民センター 第1・3火曜日 5月7日 10時〜11時40分 30人

北市民センター 第2・4火曜日 4月23日 10時〜11時40分 50人

富士見市民センター 第2・4木曜日 4月25日 10時〜11時40分 45人

西市民センター 第1・3金曜日 5月17日 10時〜11時40分 50人

老人福祉センター
「逆木荘」 第2・4金曜日 4月26日 13時20分〜15時 28人

種別 月日 時間 場所 定員

普通救命講習 5月11日(土) 9時〜12時 鶴ヶ島消防署 20人

上級救命講習 6月7日(金) 9時〜17時 坂戸消防署 30人

東武東上線
若葉駅西口徒歩3分

検  索ハートホール若葉

埼玉県鶴ヶ島市上広谷 793-51

社協葬
音楽葬
家族葬
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4月から9月の児童館の閉館時間が
17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

春は、新しい
ことが始まる
季 節 で す ね。
新生活のスタ
ートとともに、
つるバス・つるワゴンで通勤・通
学を始めませんか？つるバス南北
線とつるワゴン坂戸駅線は、朝6
時から夜8時台まで運行していま
す。ぜひ、ご利用ください。
問　都市計画課交通政策担当

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

案　　内
市内児童館の閉館時間が
変わります

つるバス・つるワゴンで
通勤・通学しよう！

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
4月23日(火) 4月25日(木)
5月28日(火) 5月30日(木)
6月18日(火) 6月20日(木)

対　市内在住在勤の成人
日　4月14日(日)10時〜13時
場　西市民センター
講　美食そば打ち会
内　1人7人前のそばを打ちます。
定　6人(申込順)
料　1500円
持　エプロン、三角巾、ふきん、
持ち帰り用の容器
申 問　4月2日(火)9時 か ら 参 加
費を添えて直接西市民センターへ
☎286・7899

対　市内在住在勤の方
日　4月18日(木)・25日(木)10時
〜12時(全2回)
講　箏・三絃の会
内　初心者のためのお琴体験教室
定　10人(申込順)
料　無料
申 問　4月3日(水)から大橋市民セ
ンターへ☎286・0005(平日9時〜
17時)

学校体育施設を開放します

学校の校庭と体育館を学校教育に
支障のない範囲で開放します。学
校を使用して、大会やイベントを
開催する予定の団体（自治会、子ど
も会、スポーツ団体など）を対象に
6月から翌年3月分の年間調整会議
を行います。
日　4月18日(木)19時〜
場　市役所5階会議室
問　生涯学習スポーツ課市民スポ
ーツ担当

大人のそば打ち体験教室 

サークル活動地域還元講座 
「お琴体験教室」

対　市内在住在勤の成人
日　5月7日、14日、21日、28日
の 各 火 曜 日(全4回)10時 〜11時
30分(1回のみの参加可）
場　大橋市民センター
講　サークル「ア・テール」
内　バレエメソッドを応用した健
康維持のための簡単な体操講習会
定　20人(申込順)
持　室内履き（厚手の靴下でも
可）、タオル、飲み物
※　運動のできる服装
申 問　4月8日(月)から大橋市民
センターへ☎286・0005（平日9
時〜17時）

日　5月10日(金)9時30分〜12時
場　大橋市民センター集合(少雨
決行)
講　鶴ヶ島ウオーキングクラブ
内　3〜5㎞程度のコースを歩きま
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。駐車場が
少ないため車での来場はご遠慮く
ださい。
申 問　4月11日（木）から健康増進
課健康増進担当へ

中央図書館休館日

4月1日、8日、15日、22日の各月
曜日
問　中央図書館☎271・3001

ストレッチ＆シニアバレエ講習会 

第2回定例健康ウォーク
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Information　鶴ヶ島市役所　☎ 271・1111

対　市内在住の65歳以上の方(要
介護・要支援認定者および介護予
防・日常生活支援総合事業対象者
を除く)
日　5月24日(金)から毎週金曜日
13時30分〜15時(全10回)
場　北市民センター
内　認知症についてのミニ講話や
ゲームなどを取り入れた脳トレで
す。
定　30人(応募者多数の場合は抽
選。ただし、新規の方を優先)
料　100円(初回のみ)
持　筆記具、飲み物　
※　動きやすい服装
他　抽選結果は、すべての方に5
月上旬に郵送します。
申 問　4月19日(金)までに高齢者
福祉課地域包括ケア推進担当へ

法情報データベースを
使ってみよう！

対　高校生以上でパソコンの基本
操作ができ、鶴ヶ島市立図書館カ
ードを持っている方
日　5月19日(日)14時〜
場　中央図書館
講　山

やま

内
うち

享
みち

郎
ろう

さん(第一法規株式
会社)
内　 法 情 報 デ ー タ ベ ー ス「D1-
Law」の使い方を事例を通して学
びます。
定　10人(申込順)　※　パソコ
ン持参5人、パソコン貸与5人
料　無料
持　無線LANにつなげるノート
パソコン(パソコン持参枠の方)
申 問　4月29日(祝)か ら 中 央 図
書館へ☎271・3001

認知症予防脳トレ教室

最近、足腰が弱くなった、つまずきやすくなった、運動を始めてみたい、
仲間と楽しく身体を動かしたい・・そんな方にぴったりの体操教室です。
体操は身体機能を向上させ、心のリフレッシュや認知症を予防する効果も
期待できます。男性もぜひ、お申し込みください。
対　市内在住の65歳以上（原則要介護・要支援認定者および介護予防・日
常生活支援総合事業対象者を除く）で医師から運動制限を受けていない方

内　ストレッチ、有酸素運動、リズム体操など気軽に楽しく実践できる体
操の紹介
料　100円（初回のみ）
持　飲み物、運動靴など　※　運動のできる服装
他　応募者多数の場合は抽選(前回参加していない方を優先)。抽選結果は、
すべての方に4月中旬以降に郵送します。
申 問　4月10日(水)までに高齢者福祉課地域包括ケア推進担当へ

救命講習会を開催します

対　市内および坂戸市在住在勤在学の方（中学生以上）
内　普通救命／心肺蘇生法（成人）および大出血時の止血法
上級救命／心肺蘇生法（成人、小児、乳児、新生児）大出血時の止血法、傷
病者の管理法、手当の要領および搬送法
料　無料　
申 問　4月10日(水)から消防本部警防課救急担当へ☎281・3116（平日8
時30分〜17時）

※　各日先着順。駐車場には限りがあります

はつらつ元気体操クラブ

場所 実施日(祝日を除く)
(4月〜9月) 開始日 時間 定員

大橋市民センター 第1・3月曜日 5月20日 13時20分〜15時 45人

南市民センター 第2・4月曜日 4月22日 13時20分〜15時 50人

東市民センター 第1・3火曜日 5月7日 10時〜11時40分 30人

北市民センター 第2・4火曜日 4月23日 10時〜11時40分 50人

富士見市民センター 第2・4木曜日 4月25日 10時〜11時40分 45人

西市民センター 第1・3金曜日 5月17日 10時〜11時40分 50人

老人福祉センター
「逆木荘」 第2・4金曜日 4月26日 13時20分〜15時 28人

種別 月日 時間 場所 定員

普通救命講習 5月11日(土) 9時〜12時 鶴ヶ島消防署 20人

上級救命講習 6月7日(金) 9時〜17時 坂戸消防署 30人

東武東上線
若葉駅西口徒歩3分

検  索ハートホール若葉

埼玉県鶴ヶ島市上広谷 793-51

社協葬
音楽葬
家族葬
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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(3月1日現在)
人　口　7万    58人　（前月比−47）
世帯数　3万1069世帯（−24）
　男　　3万4816人　（−44）
　女　　3万5242人　（−3）

４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！

坂戸眼科医院 
診察日時　4月14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）

4 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）

代々木公園の練習会で走ってい
る、おふたりの写真です。所々で
楽しそうに走っているお姿がとて
も印象的でした。また、この練習
会は100人を超える多くの参加者
がおり、皆さんの笑顔があふれて
いました。 (関連 P2-5)

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）
2日(火)(受 付中)/市 役 所5階、19
日(金)(5日から受付)/市役所2階、
5月14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、贈与など）
11日(木)(3月28日から受付)、5月
9日(木)(18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）
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
19日(金)13時〜16時/市役所2階/
▷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、5月
14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（要予約）
2日(火)(受付中）、5月7日(火)(23
日から受付)13時〜16時/市役所5
階▷税務課

◆女性のための法律相談（要予約）
10日(水)10時〜13時※5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）
月・水・金曜日、第3土曜日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
◆こころの健康相談（要予約）
23日(火)9時30分〜/市役所1階▷
障害者福祉課

大型連休中の
医療機関提供体制について

4月27日(土)か ら5月6日(月)ま で
の10連休における医療機関の提供
体制については、市ホームページ
でご確認ください（4月中旬以降掲
載予定）。
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対　市内在住在勤の16歳(高校生)
以上で手話講習会入門修了者また
は、同程度の技術を有する方
日　5月22日から12月25日までの
毎週水曜日19時〜21時(全30回)
場　市役所6階ボランティアルーム
定　20人(応募者多数の場合は抽
選）
料　3240円(入門で使用したテキ
ストをお持ちではない方)
申 問　4月19日(金)までに社会福
祉協議会へ☎271・6278

対　食事（平日／朝・夕食、土日
祝／朝・昼・夕食）および1部屋
を学生に提供できる家庭 
募集家庭　約30家庭(1家庭で学
生1人を受け入れ) 
期　8月24日(土)〜12月20日(金)
(119日間予定） 
滞在費用　1日につき2500円を大
学より補助 
申 問　5月21日(火)までに東京国
際 大 学 国 際 交 流 課JSP担 当へ
jsp@tiu.ac.jp、☎277・5885(9時
〜18時)、5234・3824 
※　メール、ファクシミリの場合
は、住所、氏名、電話番号(日中
つながりやすい番号)、「JSPホスト
ファミリー希望」と明記。申し込
みいただいた方へ登録用紙をお送
りします。登録用紙の提出期限は、
5月28日(火)です。
※　応募多数の場合は、学生の希
望に合った家庭を優先させていた
だきます。最終決定通知は7月上旬
を予定しています。

案　　内
入門からステップアップ

「手話講習会基礎」

日本研究プログラム参加学生
(主に米国からの留学生）受け入れ
のホストファミリーを募集します

手話通訳者派遣事業の受付

4月27日(土)から5月6日(月)まで、
手話通訳者派遣事業の受け付けは
お休みします(緊急時を除く)。こ
の間、通訳の派遣を希望する方は、
お早めにお申し込みください。
問　社会福祉協議会☎271・6278　
5271・6277

防犯ポスターを募集します

対　市内在住在学の小学生以上の
方
テーマ　一般／①安全・安心なま
ちづくり全般　②住宅を対象とし
た侵入犯罪防止　③子どもと女性
の犯罪被害防止　④振り込め詐欺
被害防止　⑤少年の非行防止　
特別／自転車盗難被害防止
作品の規格　用紙サイズは四ツ切
から八ツ切の範囲内
※　自作のスローガンは絶対に入
れない(入れた場合は審査対象外)
他　作品は未発表のものに限る。
応募者には参加賞、優秀作品は、
埼玉県または西入間地区防犯協会
より表彰状と副賞を授与します。
申　6月12日(水)(必着)までに住
所、氏名、職業(学校名・学年)、
年齢、電話番号、作品の説明を裏
面に記入し、西入間地区防犯協会
(〒350-0215坂 戸 市 関 間2-4-17
西入間警察署内2階）へ郵送か持参
問　西入間地区防犯協会☎281・
8484

消費税軽減税率制度説明会

川越税務署では、10月1日から実
施される消費税の軽減税率制度に
ついて、事業者の皆さんの準備が
円滑に進むよう説明会を開催しま
す。事前の予約は不要です。開催
日時、会場などは、国税庁ホーム
ページ「軽減税率制度説明会開催
予定一覧表(埼玉県)」をご覧くだ
さい。
問　川越税務署法人課税第一部門
☎235・9447

巾着田春まつり

日　4月13日(土)・14日(日)10
時〜16時（雨天決行）
場　巾着田
(日高市大字
高麗本郷125
-2　西武池袋
線高麗駅下
車徒歩15分)
内　特産品販売、ステージイベン
ト、ミニＳＬ、ふわふわくりっか
ー(エアー遊具)、にじのパレード
(14日のみ)など
問　日高市観光協会事務局(日高市
産業振興課内)☎042・989・2111

日　6月8日(土)9時〜(受付9時〜9時45分)
場　川越運動公園陸上競技場(鶴ヶ島市役所より無料送迎バスあり。先着
50人)
対　市内在住在勤在学の小学生以上(小学1年生〜3年生は①60ｍのみ)
種目・定員　①60ｍ(60人) ②100ｍ(100人) ③200ｍ(40人) ④400ｍ(40人)　
⑤800ｍ(40人) ⑥1500ｍ(40人) ⑦3000ｍ(40人) ⑧走幅跳び(40人)
料　１種目100円(参加賞、保険代含む)　※ 1人3種目まで
他　日本陸上競技連盟公認記録会ではないため、公式記録にはなりません。
申 問　4月15日(月)から5月24日(金)（平日のみ）までに申込書に必要事項を
記入し、直接ＮＰＯ法人鶴ヶ島市体育協会事務局(海洋センター内)☎277・
5199、または生涯学習スポーツ課へ(当日受付なし）
※ 申込書は、同協会事務局、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。体育協会ホームページからもダウンロードする
ことができます。

第9回鶴ヶ島市民陸上競技記録会 

説明会開催予定
一覧表はこちら
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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(3月1日現在)
人　口　7万    58人　（前月比−47）
世帯数　3万1069世帯（−24）
　男　　3万4816人　（−44）
　女　　3万5242人　（−3）

４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！

坂戸眼科医院 
診察日時　4月14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）

4 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）

代々木公園の練習会で走ってい
る、おふたりの写真です。所々で
楽しそうに走っているお姿がとて
も印象的でした。また、この練習
会は100人を超える多くの参加者
がおり、皆さんの笑顔があふれて
いました。 (関連 P2-5)

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）
2日(火)(受 付中)/市 役 所5階、19
日(金)(5日から受付)/市役所2階、
5月14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、贈与など）
11日(木)(3月28日から受付)、5月
9日(木)(18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）
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
19日(金)13時〜16時/市役所2階/
▷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、5月
14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（要予約）
2日(火)(受付中）、5月7日(火)(23
日から受付)13時〜16時/市役所5
階▷税務課

◆女性のための法律相談（要予約）
10日(水)10時〜13時※5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）
月・水・金曜日、第3土曜日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
◆こころの健康相談（要予約）
23日(火)9時30分〜/市役所1階▷
障害者福祉課

大型連休中の
医療機関提供体制について

4月27日(土)か ら5月6日(月)ま で
の10連休における医療機関の提供
体制については、市ホームページ
でご確認ください（4月中旬以降掲
載予定）。
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