
Information　鶴ヶ島市役所　☎ 271・1111

募　　集
保育所夏期臨時職員募集（保育士）

対　保育士有資格者または保育士養成学校に在学中の方
期　7月中旬〜9月中旬（開始日応相談）8時30分〜17時（平日）（週3日または週
5日勤務）
場　鶴ヶ島保育所・富士見保育所
定　各2人
報　時給950円
他　通勤手当は、通勤距離と日数に応じて
支給（上限あり）
申 問　6月14日（金）までに、市の登録用紙

（写真添付）、在学中の方は学生証、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

児童館夏期臨時職員募集

対　18歳以上（保育士・教諭の資格を有する方、単位取得中の方を優先）
期　7月19日（金）〜8月28日（水）9時30分〜17時30分（週3日または週5日勤務）
場　脚折児童館
定　2人
報　時給940円　
他　通勤手当は、通勤距離と日数に応じて支給（上限あり）
申 問　6月8日（土）までに市の登録用紙（写真添付）、学生証、保育士・教諭
資格のある方は資格証の写しを持参し、脚折児童館へ☎287・0270

令和2年度看護学生を募集します

坂戸鶴ヶ島医師会立看護専門学校は、修業年限3年で看護師国家試験受験資
格が取得できる全日制の専門学校です。
修学資金制度　各種あり
募集形態　早期特別入試・自己推薦募集（高校生枠・社会人枠）・一般募集
学校説明会　6月から12月に開催（計7回）
募集要項・入学願書の請求方法
同校窓口もしくは、郵送により（角型2号の返信用封筒に300円分の切手を貼
付したものを同封して）申込み
申 問　同校（〒350-0212坂戸市大字石井2326-16☎289・6262）

◆市・県民税第1期

多子世帯による住宅取得に
補助金を交付します

埼玉県では多子世帯による住宅取
得の諸経費に補助金を交付してい
ます。
対　多子世帯（18歳未満の子が3
人以上または2人（条件付き）の世
帯）
申 問　県住宅課総務・民間住宅
担当☎048・830・5563

離職中の看護職の方は
届出をお願いします

法律の改正により、看護職の資格
をお持ちで就業していない方は、
県ナースセンターへの届出が努力
義務になりました。
転居や出産育児などで離職した方
は届出をお願いします。
届出方法　埼玉県看護協会ホーム
ページの「とどけるん」から入力
問　埼玉県ナース
センター☎048・
620・7339

お知らせ
今月の納期

Infor-
mation

届出はこちら

広告
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救命救急法講習会

日　6月22日(土)10時00分 〜12
時（受付9時45分〜）
場　富士見市民センター
講　坂戸・鶴ヶ島消防組合
内　富士見中学校・栄小学校のＰＴ
Ａと共催の救命救急法講習会
定　10人（申込順）
料　無料
持　筆記具、タオル、三角巾（あ
る方）、飲み物
他　ズボン着用、髪の長い方は結
ぶ、口紅は落として参加
申 問　6月21日（金）までに富士見
市民センターへ☎287・1661

第4回定例健康ウォーク

日　7月12日（金）9時30分〜12時
場　市民活動推進センター集合

（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　6月6日（木）から健康増進
課健康増進担当へ

フォークダンス初心者教室

対　市内在住在勤で初心者の方
日　6月14日、21日、28日、7月
5日の各金曜日 10時〜11時30分
場　北市民センター
講　若葉フォークダンスクラブ　
定　20人（申込順）
料　無料
持　運動靴　※　動きやすい服装
申 問　6月4日(火)9時から北市民
センターへ☎287・0251

考えよう！
生物多様性と私たちの暮らし

日　6月23日(日)14時〜16時
場　中央図書館
講　佐

さ や ま

山義
よしのり

則さん(（公財）日本生
態系協会参事）
内　崩れ始める生態系は私たちの
暮らしに影響を与えるのか？環境
を守る活動を学びます。パネル展
示も同時開催
定　30人（申込順）
料　無料
持　筆記具
申 問　当日までに中央図書館へ☎
271・3001

「ゆかた」着つけ教室 

対　女性
日　7月1日（ 月 ）9時30分 〜11時
30分
場　東市民センター
講　わかば会
定　10人(申込順）　料　無料
持　ゆかた、半巾帯、ひも2〜3本、
タオル2〜3本
申 問　6月10日（月）9時から東市
民センターへ☎286・3357

「逆木荘」七夕カラオケ発表会
参加者募集

対　市内在住60歳以上の方
日　7月7日（日）10時〜15時
場　老人福祉センター「逆木荘」
講　清

しみず こういち

水洸一さん（カラオケ教室ア
ドバイザー）
定　50人（申込順）
料　無料
申 問　6月3日（月）から8日（土）ま
でに老人福祉センター「逆木荘」
へ☎286・3301

シニアパソコンカレッジ
「iPhoneを使いこなそう」

対　次のすべてに該当する方
①60歳以上で全日程出席できる方
②iPhoneをお持ちの方
日　7月2日（火）、9日（火）、11日

（木）、16日（火）、18日（木）、23
日（火）13時30分〜16時（全6回）
場　市役所6階会議室
講　鶴ヶ島パソコンサポートボラ
ンティア
定　10人（抽選）
料　5000円（テキスト代、保険料
など）
持　iPhone(全日程持参）

申 問　6月10日
（月）までに高齢
者福祉課高齢者
福祉担当へ

広告

19 Tsurugashima　2019.06

イベント
ラグビーワールドカップ2019
開催100日前イベント

日　6月16日(日)10時〜16時
場　大宮ソニック鐘塚
公園
内　ラグビー体験コー
ナーやステージイベントなど
問　埼玉県ラグビーワールドカッ
プ2019大会課☎048・830・6870

案　　内
eコラボサイエンス教室

対　市内在住の小学生
日　6月15日（土）10時〜11時30分
場　環境教育施設「eコラボつる
がしま」
講　NPO法人鶴ヶ島第二小学校
区地域支え合い協議会
内　手回し発電機による発電・光
発電・温度差発電を体験　
※　汚れてもよい服装
定　20人（申込順）
料　無料　
申 問　6月3日(月）から12日（水）ま
でにNPO法人鶴ヶ島第二小学校
区地域支え合い協議会へ☎298・
7974

中央図書館休館日

6月3日、10日、17日、24日の 各 月
曜日
問　中央図書館☎271・3001

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

鉄道模型運転会

日　6月29日（土）13時〜17時30分
場　西市民センター
料　無料　※　申込不要
問　西市民センター☎286・7899

七夕おはなし会のお知らせ

対　小学生まで
日　7月7日(日)11時〜
場　中央図書館　
内　七夕をテーマにしたおはなし
会や工作
問　中央図書館☎271・3001

みんなで折ろうよ！おりがみ教室

対　折り紙で鶴が折れる方
日　6月29日(土)14時〜16時
場　中央図書館
内　梅雨をテーマに折り紙を折り、
色紙に貼って自分だけの作品を作
ります
定　15人(申込順)
料　無料
申 問　6月8日(土)から23日(日)
までに中央図書館☎271・3001

まつりイベントをみんなで作ろう！

対　小学5年生〜中学生
日　6月15日（土）13時30分〜
場　大橋児童館
内　10月に行う「虹の大橋まつ
り」のイベントの内容をみんなで
考えます
※　10月までに何度か集まります
定　10人(申込順)
申　当日までに大橋児童館へ☎
286・0007

保護者のためのやる気を
引き出す調べる学習

対　小・中学生の保護者
日　7月14日(日)14時〜15時30分
場　中央図書館　
内　調べ学習の基本的な進め方や
資料の探し方などのサポートの仕
方を学びます
定　15人(申
込順)
料　無料
持　筆記具
申　6月18日
(火)から7月12日(金)までに中央
図書館または各分室へ
問　中央図書館☎271・3001

第3回おはなしたんぽぽ語りの会

日　7月10日(水)10時〜12時
場　中央図書館
講　語りのサークル ｢おはなした
んぽぽ」
内　日本や外国の昔話など(大人
向け）を語ります
定　50人（申込順）
料　無料
申 問　6月11日(火)から中央図書
館へ☎271・3001

バレーボール教室

対　市内在住在学の中学生および
高校生
日　7月7日（日）8時30分〜13時
場　西中学校体育館
内　技術指導、ミニゲームなど
※ 見学可
申 問　6月28日（金）までにNPO
法人鶴ヶ島市体育協会（鶴ヶ島海
洋センター内）へ☎277・5199　

「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
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救命救急法講習会

日　6月22日(土)10時00分 〜12
時（受付9時45分〜）
場　富士見市民センター
講　坂戸・鶴ヶ島消防組合
内　富士見中学校・栄小学校のＰＴ
Ａと共催の救命救急法講習会
定　10人（申込順）
料　無料
持　筆記具、タオル、三角巾（あ
る方）、飲み物
他　ズボン着用、髪の長い方は結
ぶ、口紅は落として参加
申 問　6月21日（金）までに富士見
市民センターへ☎287・1661

第4回定例健康ウォーク

日　7月12日（金）9時30分〜12時
場　市民活動推進センター集合

（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　6月6日（木）から健康増進
課健康増進担当へ

フォークダンス初心者教室

対　市内在住在勤で初心者の方
日　6月14日、21日、28日、7月
5日の各金曜日 10時〜11時30分
場　北市民センター
講　若葉フォークダンスクラブ　
定　20人（申込順）
料　無料
持　運動靴　※　動きやすい服装
申 問　6月4日(火)9時から北市民
センターへ☎287・0251

考えよう！
生物多様性と私たちの暮らし

日　6月23日(日)14時〜16時
場　中央図書館
講　佐

さ や ま

山義
よしのり

則さん(（公財）日本生
態系協会参事）
内　崩れ始める生態系は私たちの
暮らしに影響を与えるのか？環境
を守る活動を学びます。パネル展
示も同時開催
定　30人（申込順）
料　無料
持　筆記具
申 問　当日までに中央図書館へ☎
271・3001

「ゆかた」着つけ教室 

対　女性
日　7月1日（ 月 ）9時30分 〜11時
30分
場　東市民センター
講　わかば会
定　10人(申込順）　料　無料
持　ゆかた、半巾帯、ひも2〜3本、
タオル2〜3本
申 問　6月10日（月）9時から東市
民センターへ☎286・3357

「逆木荘」七夕カラオケ発表会
参加者募集

対　市内在住60歳以上の方
日　7月7日（日）10時〜15時
場　老人福祉センター「逆木荘」
講　清

しみず こういち

水洸一さん（カラオケ教室ア
ドバイザー）
定　50人（申込順）
料　無料
申 問　6月3日（月）から8日（土）ま
でに老人福祉センター「逆木荘」
へ☎286・3301

シニアパソコンカレッジ
「iPhoneを使いこなそう」

対　次のすべてに該当する方
①60歳以上で全日程出席できる方
②iPhoneをお持ちの方
日　7月2日（火）、9日（火）、11日

（木）、16日（火）、18日（木）、23
日（火）13時30分〜16時（全6回）
場　市役所6階会議室
講　鶴ヶ島パソコンサポートボラ
ンティア
定　10人（抽選）
料　5000円（テキスト代、保険料
など）
持　iPhone(全日程持参）

申 問　6月10日
（月）までに高齢
者福祉課高齢者
福祉担当へ
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里親入門講座に
参加しませんか？

私たちの周りには、さまざまな事
情により、家族と一緒に暮らすこ
とができない子どもたちがいます。
こうした子どもたちを家庭に迎え
入れ、温かく成長を見守り育てて
くれる里親を募集しています。
対　埼玉県内在住で、里親制度に
関心のある方
日　7月28日（日）14時〜16時
場　ウェスタ川越
内　里親制度の説明、養育体験談
定　50人(申込順)
申 問　 川 越 児 童 相 談 所 ☎223・
4152

第2次求人企業合同面接会

対　 令 和2年3月 に 大 学・ 短 大・
専門学校などの卒業予定者(3年以
内の既卒者も可)
日　6月12日(水)13時〜16時
場　大宮ソニックシティ4階
持　履歴書複数枚（会場でコピー可）
他　予約不要（入退場自由）
問　埼玉県雇用対策協議会☎048・
647・4185

司法書士法律相談会

日　6月6日、13日、20日の各木
曜日 13時30分〜16時30分
場　ウェスタ川越
内　相続、遺言、登記、債務整理、
成年後見、不動産名義変更など
料　無料
申　 総 合 相 談 セ ン タ ー ☎048・
838・7472(平日10時〜16時)
問　埼玉司法書士会事務局☎048・
863・7861

つるゴングッズを販売しています！

鶴ヶ島市商工会「スクラム21」では
地元産業の活性化や地域PRのた
め、「つるゴン」にちなんだ様々な商
品開発に取り組んでいます。
・つるゴンシャツ
・つるゴン茶らーめん
・つるゴンストラップ　など
問　鶴ヶ島市商
工会「スクラム
21」 事 務 局 ☎
287・1255

夏季資金融資相談会

対　市内事業者、市内に創業予定
の方
日　7月5日(金)10時〜15時
場　鶴ヶ島市商工会
内　日本政策金融公庫融資担当者
との個別相談会
申　鶴ヶ島市商工会☎287・1255
または日本政策金融公庫川越支店
☎246・4171　
問　鶴ヶ島市商工会

相続税・事業承継など
税に関する講習会

日　7月4日（木）14時〜16時
場　鶴ヶ島市商工会
内　わかりやすい相続税などの解
説
定　50人（申込順）
料　無料
申 問　当日までに鶴ヶ島市商工
会へ☎287・1255

手話通訳者を目指す人の
ための学習会

対　手話通訳者全国統一試験、ま
たは手話通訳技能認定試験を受験
する市内在住の手話学習者
日　6月30日、7月28日、8月25日、
9月29日、10月20日、11月3日、
11月17日、12月22日、1月26日、
2月23日、3月8日の各日曜日 9時〜
12時
場　市役所6階
内　手話表現や読取り、模擬試験
など
定　10人（申込順）　
料　無料
申 問　6月3日(月)から10日(月)ま
で に 社 会 福 祉 協 議 会 へ ☎271・
6278

県立毛呂山特別支援学校
学校公開

対　入学・転学を考えている方、
保護者、幼稚園、保育園関係者、
学校教育関係者など
日　6月18日（火）10時〜12時
内　学校概要説明、校内見学、授
業見学、質疑応答
問　同校☎294・7200

県立日高特別支援学校
学校公開

対　特別支援教育（肢体不自由）に
関心のある方
日　6月18日（火）10時〜12時50
分
内　学校概要説明、校内見学、質
疑応答、給食見学
問　同校☎042・985・4391

広告

21 Tsurugashima　2019.06

案　　内
在宅医療市民公開講座
「人生の最期をどう生きたい
ですか？」

対　市内・坂戸市在住在勤の方
日　7月6日（土）13時30分〜15時
場　女性センター　
内　DVD視聴「さあ始めよう人生
会議」、講座「在宅医療相談室から
見えたこと」、医師と市民の方の対
談「かかりつけ医って何だろう」
講　清

せ い の

野恵
え り こ

理子さん（在宅医療相
談員）
定　300人（申込優先、先着順）
料　無料
他　講座終了後、地域包括支援セ
ンター、在宅医療相談員、薬剤師、
管理栄養士による個別相談あり
申 問　当日までに高齢者福祉課
地域包括ケア推進担当へ

はつらつ元気わくわくクラブ
参加者募集

対　 市 内 在 住 で65歳 以 上 の 方、
初心者も可（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　7月1日から毎週月曜日13時
30分〜15時30分（全10回）
場　大橋市民センター
内　カジノ体験（ルーレットなど）
や脳トレ、そば打ちなど
定　20人（多数の場合、新規優先）
料　1回300円
持　飲み物
申 問　6月19日（水）までに高齢者
福祉課地域包括ケア推進担当へ

東市民センター ｢いきがい学級｣
対　市内在住60歳以上の方
日　6月14日(金)13時30分〜15時
30分(以降3月までの第2金曜日全
10回予定)※内容により変更あり 
定　30人(申込順)
問　東市民センター☎286・3357

大橋市民センター ｢いきいきクラブ｣
対　市内在住65歳以上の方
日　6月20日(木)10時〜12時(以降3
月までの原則第3木曜日全9回予定）
※　8月は休み
定　40人(申込順)
問　大橋市民センター☎286・0005

南市民センター ｢ふれあい学級｣
対　市内在住60歳以上の方
日　6月25日(火)10時 〜12時(以
降3月まで全10回予定)
定　40人(申込順)
問　南市民センター☎287・0235

富士見市民センター ｢わかば学級｣
対　市内在住65歳以上の方
日　6月12日(水)10時 〜12時(以
降3月まで全10回予定)
定　35人(申込順)
問　富士見市民センター☎287・
1661

北市民センター ｢さわやか学級｣
対　市内在住65歳以上の方
日　6月21日(金)9時30分〜11時
30分(以降3月まで全10回予定)　
定　35人(申込順)
問　北市民センター☎287・0251

西市民センター ｢やすらぎ学級｣
対　市内在住65歳以上の方
日　6月18日(火)10時〜12時(以降3
月までの原則第1火曜日全10回予定)
※　内容により変更あり 
定　36人(申込順)
問　西市民センター☎286・7899

高齢者学級に参加しませんか

内　実技、講話、研修など
料　無料(内容によっては実費負担あり)
申　6月4日(火)9時から各市民センターへ
他　昨年度参加した方も申込みが必要です。
毎年定員を超えるため、複数の市民センター
への申し込みはご遠慮ください。

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

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☎227・61715227・6172)
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)
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里親入門講座に
参加しませんか？

私たちの周りには、さまざまな事
情により、家族と一緒に暮らすこ
とができない子どもたちがいます。
こうした子どもたちを家庭に迎え
入れ、温かく成長を見守り育てて
くれる里親を募集しています。
対　埼玉県内在住で、里親制度に
関心のある方
日　7月28日（日）14時〜16時
場　ウェスタ川越
内　里親制度の説明、養育体験談
定　50人(申込順)
申 問　 川 越 児 童 相 談 所 ☎223・
4152

第2次求人企業合同面接会

対　 令 和2年3月 に 大 学・ 短 大・
専門学校などの卒業予定者(3年以
内の既卒者も可)
日　6月12日(水)13時〜16時
場　大宮ソニックシティ4階
持　履歴書複数枚（会場でコピー可）
他　予約不要（入退場自由）
問　埼玉県雇用対策協議会☎048・
647・4185

司法書士法律相談会

日　6月6日、13日、20日の各木
曜日 13時30分〜16時30分
場　ウェスタ川越
内　相続、遺言、登記、債務整理、
成年後見、不動産名義変更など
料　無料
申　 総 合 相 談 セ ン タ ー ☎048・
838・7472(平日10時〜16時)
問　埼玉司法書士会事務局☎048・
863・7861

つるゴングッズを販売しています！

鶴ヶ島市商工会「スクラム21」では
地元産業の活性化や地域PRのた
め、「つるゴン」にちなんだ様々な商
品開発に取り組んでいます。
・つるゴンシャツ
・つるゴン茶らーめん
・つるゴンストラップ　など
問　鶴ヶ島市商
工会「スクラム
21」 事 務 局 ☎
287・1255

夏季資金融資相談会

対　市内事業者、市内に創業予定
の方
日　7月5日(金)10時〜15時
場　鶴ヶ島市商工会
内　日本政策金融公庫融資担当者
との個別相談会
申　鶴ヶ島市商工会☎287・1255
または日本政策金融公庫川越支店
☎246・4171　
問　鶴ヶ島市商工会

相続税・事業承継など
税に関する講習会

日　7月4日（木）14時〜16時
場　鶴ヶ島市商工会
内　わかりやすい相続税などの解
説
定　50人（申込順）
料　無料
申 問　当日までに鶴ヶ島市商工
会へ☎287・1255

手話通訳者を目指す人の
ための学習会

対　手話通訳者全国統一試験、ま
たは手話通訳技能認定試験を受験
する市内在住の手話学習者
日　6月30日、7月28日、8月25日、
9月29日、10月20日、11月3日、
11月17日、12月22日、1月26日、
2月23日、3月8日の各日曜日 9時〜
12時
場　市役所6階
内　手話表現や読取り、模擬試験
など
定　10人（申込順）　
料　無料
申 問　6月3日(月)から10日(月)ま
で に 社 会 福 祉 協 議 会 へ ☎271・
6278

県立毛呂山特別支援学校
学校公開

対　入学・転学を考えている方、
保護者、幼稚園、保育園関係者、
学校教育関係者など
日　6月18日（火）10時〜12時
内　学校概要説明、校内見学、授
業見学、質疑応答
問　同校☎294・7200

県立日高特別支援学校
学校公開

対　特別支援教育（肢体不自由）に
関心のある方
日　6月18日（火）10時〜12時50
分
内　学校概要説明、校内見学、質
疑応答、給食見学
問　同校☎042・985・4391

広告
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対　40歳から74歳の国民健康保険加入者および後期高齢者医療制度の被保険者
期　6月1日(土)〜11月30日(土)　※　土、日曜日・祝日でも受診ができる医療機関もあります
場　鶴ヶ島市・坂戸市・日高市の実施医療機関
持　保険証、受診券
料　無料　※　心電図、眼底検査(国保の方で該当者のみ)は各500円
※　国民健康保険および後期高齢者医療制度の資格喪失後に受診した場合は、全額自己負担になります
【ご注意ください】
今年度75歳になる方は、受診券の発送時期が例年と異なる場合があります。

6月から始まります！
特定健康診査・後期高齢者の
健康診査を受けましょう 問合先　保健センター　☎271・2745

昭和19年5月1日から5月31日生まれの方 受診券を6月末頃に送付します。

昭和19年6月1日生まれの方 受診券を7月末頃に送付します。

昭和19年6月2日から11月30日生まれの方
受診券を5月末までに送付します。
※　有効期限は誕生日の前日です。誕生日以降に受診を希望される方は、保健セ
ンターにご連絡ください

　毎日おいしく召し上がれていますか。厚生労
働省と日本歯科医師会が提唱し、進めている
「8020運動」があります。「80歳以上になっても自分の歯を20本以上保
とう」という運動です。厚生労働省のホームページによれば、この運動
が始まった当時（1989年）に比べ、高齢者で20本の歯を保っている人の
割合は徐々に増えつつあるようです。
　歯が健康であることは、十分なそしゃくが出来、食事をしっかりと味
わい、消化しやすい形で食べ物を胃や腸へ運ぶことが出来ます。噛めば
噛むほど、唾液が分泌され消化を助けます。そして、よく噛むことで、
満腹中枢も働き、食べ過ぎの防止にもつながります。
　噛む回数を増やすための調理の工夫として、おかずの食材の数を増や
し、歯ごたえのある食材を選ぶことがお勧めです。例えばサラダやお浸
し、炒め物などに1種類ではなく数種類の野菜を使い、根菜やきのこ、
海藻を加えてみると良いです。食材の切り方も大き目にすると、噛む回
数も増え、食感の異なった食材の組み合わせを楽しめます。味付けは、
昆布やカツオなどの出汁で旨みをしっかり効かせると唾液の分泌が促さ
れます。歯の健康を維持して、自分の歯で、いつまでもおいしく食事を
楽しみましょう。
� 女子栄養大学栄養クリニック　管理栄養士　由

ゆ い

井美
み わ

和

よく噛んで食べることの
大切さ、食事の工夫

健康応援団 173

特定健診・健康診査のメリット
・定期的に健診を受けることで、ご自身の健康状態を把握することができます
・メタボリックシンドロームなどの生活習慣病の兆候を確認することができます
・健診結果を確認することで、生活習慣病発症の未然防止と健康を維持することができます
・特定健診の結果、『特定保健指導対象者』と診断された方は、専門的な生活改善指導を受けることで、生活習慣を改善
　することができます

特定保健指導を受けましょう
特定保健指導とは、健診結果に応じて、専門家(医師・保健師・管理栄養士)から受けられるメタボリックシンドローム
の予防・改善のためのアドバイスや支援のことです。生活習慣病発症のリスクが高いものの、生活習慣の改善により、
病気を予防できる可能性が高い方が対象となります。
対象者には、特定健診受診後概ね2〜3か月後に「特定保健指導利用券」を送付します。特定保健指導を利用して、生活
習慣病を予防しましょう。

がん検診の無料クーポン券を送付します

がん検診の受診率向上、がんの早期発見・
治療のため、特定の年齢・要件に該当す
る方に、子宮頸がん検診と乳がん検診の
無料クーポン券を6月中旬頃に送付しま
す。
この機会に無料クーポン券を利用し、ぜ
ひ受診してください。
【対象】
子宮頸がん検診
平成10年4月2日から平成11年4月1日生
まれの方、昭和53年4月2日から昭和54
年4月1日生まれの方
乳がん検診
昭和53年4月2日から昭和54年4月1日生
まれの方
※　いずれも前年度に市の子宮頸がんお
よび乳がん検診を受けていない方が対象
です
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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（5月1日現在）
人　口　6万9962人 （前月比12）
世帯数　3万1221世帯（77）
　男　　3万4746人　（11）
　女　　3万5216人　（1）

６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！

5月1日に婚姻届を提出されたご夫
婦の写真です。令和という新たな
時代を一緒に生きていこうと誓っ
たお2人には、幸せな笑顔があふ
れています。この日に婚姻届を提
出されたご夫婦は22組。みなさん、
ご結婚おめでとうございます。

今月の表紙

◆女性のための法律相談(要予約)
12日(水)10時〜13時※7月の受付
は13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)　
28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階内職相談室
◆こころの健康相談(要予約)
25日(火)9時30分〜／市役所1階
▷障害者福祉課

◆弁護士による法律相談(要予約)
　（金銭・離婚・家族）
4日(火)(受付中)／市役所5階、21
日(金)(7日から受付)/市役所1階、
7月2日(火)(18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）
13日(木)(受 付 中)、7月11日(木)
(27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）　
13日(木)・27日(木)13時 〜16時
／市役所3階▷地域活動推進課
◆行政相談
21日(金)13時〜16時／市役所1階
▷地域活動推進課
◆人権相談
4日(火)・21(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)　
4日(火)(受付中)／市役所5階、7月
2日(火)(18日から受付)／市役所2
階／13時〜16時▷地域活動推進課
◆税務相談(要予約)
4日(火)(受付中）、7月9日（火）(25
日から受付）13時〜16時／市役所
5階▷税務課
◆マンション管理士相談
21日(金)13時〜16時／市役所1階
▷地域活動推進課

いずみ眼科
診察日時　6月9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
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）

6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）
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