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今月の納期

◆固定資産税・都市計画税第2期
◆国民健康保険税第1期
◆介護保険料第1期
◆後期高齢者医療保険料第1期

つるバス・つるワゴン
高齢者などの運賃が変わります

8月1日から、市内在住で70歳以上
の方および介護者（市内在住で第1
種身体障害者手帳、療育手帳をお
持ちの方の介護者1人まで）の運賃
が100円から無料になります。な
お、ご乗車の際は特別乗車証（既に
お持ちの方は、そのままご利用で
きます）の提示が必要になります。
詳しくは、8月号でお知らせします。
問　都市計画課交通政策担当

南市民センター・図書館南分室
臨時休館

期　7月29日（月）～8月12日（月）
内　受水槽交換工事のため、部屋
の利用はできません。部屋の予約
受付や証明書発行業務は行います。
問　南市民センター☎287・0235

お知らせ

Infor-
mation

広告

高倉クリーンセンター
粗大ごみの受入れを再開

粗大ごみ切断機が復旧したため、
受入れを再開しました。ご協力あ
りがとうございました。詳細は、
ホームページをご覧ください。
問　埼玉西部環境保全組合
高倉クリーンセンター
☎271・1500

道路の測量に伴う立ち入りに
ご協力ください

新しい道路や幅が広がった道路な
どは、道路の台帳を修正するため
測量を行います。この測量は、道
路の両側約13ｍの範囲を測るた
め、私有地に立ち入らせていただ
く場合がありますので、ご協力を
お願いします。なお、市委託の測
量業者が私有地に立ち入る場合
は、必ず身分証明書を携帯してい
ます。ご不明な点がありましたら、
証明書の提示を求めるか、道路建
設課までお問い合わせください。
期　7月8日（月）～令和2年1月20日
（月）
問　道路建設課道路管理担当

ファイルを
寄附していただきました

坂戸鶴ヶ島歯科医師会から、市内
の小学1年生に「わたしの歯っぴ
ーファイル」を1人1冊ずつ寄附
していただきました。子どもたち
のむし歯予防対策などに活用させ
ていただきます。ありがとうござ
いました。
問　学校教育課学務担当

平成30年度坂戸・鶴ヶ島消防
組合情報公開などの実施状況

◆情報公開制度
情報任意的公開　全部公開2件
◆個人情報保護制度
個人情報開示請求　一部開示4件
問　坂戸・鶴ヶ島消防組合庶務課
庶務担当☎ 281・3118

農業交流センターの
指定管理者

指定期間　令和2年4月1日～令和7
年3月31日（5年間）
募集要項配布期間　7月10日（水）
から7月30日（火）まで（日・月曜日
を除く）
募集要項配布場所　農業交流セン
ター
選定方法　市指定管理者選定委員
会で候補者を選定し、議会の議決
を経て決定します。
問　農業交流センター☎279・3335

老人福祉センター「逆木荘」の
指定管理者

指定期間　令和2年4月1日～令和6
年3月31日（4年間）
募集要項配布期間　7月16日（火）～
8月1日（木）（平日のみ）
募集要項配布場所　高齢者福祉課高
齢者福祉担当、市ホームページ
選定方法　市指定管理者選定委員
会で候補者を選定し、議会の議決
を経て決定します。
問　高齢者福祉課高齢者福祉担当

募　　集 詳細はこちら
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ありがとうございます！

ふるさと納税などの寄附の活用について報告します

問合先　産業振興課商工労政担当

平成30年度の寄附受入の状況

寄附金活用の指定メニュー 件数 寄附額

未来を担う子どもたちを応援する事業 2523 7987万4000円

地域で支え合う健康・福祉のまちづくりのための事業 425 1388万2000円

身近な緑の保全と地球温暖化防止のための事業 594 1868万2000円

文化・芸術活動を振興するための事業 285 1001万7000円

活力に満ちたまちづくりのための事業 536 1660万6108円

指定なし 18 125万5000円

合　　計 4381 1億4031万6108円

ふるさと納税分 4376 1億4008万2000円

事業名 事業費 充当額 内容

未来を担う子どもたちを応援
する事業 2億4819万2000円 9800万円 民間保育所などの運営支援、中学校の部活動の

支援などに活用

地域で支え合う健康・福祉の
まちづくりのための事業 6864万2000円 2278万円 高齢化に対応した近隣公園トイレの改修、地域

支え合い協議会の活動の支援などに活用

身近な緑の保全と地球温暖化
防止のための事業 1億4290万7000円 2150万円 防犯灯のLED化、公園・緑地などの適切な維持

管理などに活用

文化・芸術活動を振興するた
めの事業 1億9740万1000円 1300万円 図書館の運営、小中学校の図書館図書の充実な

どに活用

活力に満ちたまちづくりのた
めの事業 8162万2000円 2500万円 脚折雨乞行事を核とした市の魅力発信、産業ま

つり・桜まつりの開催支援などに活用

市長が使途を指定する事業 2億1541万7000円 4400万円 こども医療費助成事業などに活用

合　　計 9億5418万1000円 2億2428万円

平成30年度の寄附の活用実績
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鶴ヶ島サフラン・スタンプラリー2019

期　7月5日（金）～9月30日（月）
内　市内外の鶴ヶ島サフラン利用店を、食事や買
い物を楽しみながら巡るスタンプラリーを開催し
ます。期間中、各店舗では、お得な割引や特別サ
ービスなどを用意！
【参加方法】
①市内公共施設やスタンプラリー参加店などにあ
るチラシ（市ホームページからもダウンロード可）
に印刷されているスタンプカードをご利用ください。
②スタンプラリー参加店で、対象商品を購入または飲食をすると、1店舗に
つきスタンプが1個もらえます。
【特典】3店舗分のスタンプが集まったら、サフランの球根（3球）をその場で
全員にプレゼント。また、Wチャンスとして商品が抽選で当たります。
※　期間中、スタンプカードは何枚でもご利用できます
問　鶴ヶ島サフラン・スーパーサポーターズ事務局（産業振興
課内）、スタンプラリー参加店

つるがしま郷土講座「若葉
台遺跡とその時代～奈良・
平安時代のつるがしま～」

日　7月28日（日）14時～
場　中央図書館
講　生涯学習スポーツ課文化財担
当職員
内　鶴ヶ島市の奈良・平安時代を
代表する遺跡の若葉台遺跡とその
時代の鶴ヶ島について学びます
定　30人（申込順）
料　無料
申	問　7月4日（木）から中央図書館
へ☎271・3001　

令和元年度文化財展

日　7月25日（木）～8月8日（木）
場　中央図書館
内　「若葉台遺跡とその時代～奈
良・平安時代のつるがしま～」を
テーマに、発掘調査の写真や市に
収蔵されている土器などを展示
問　生涯学習スポーツ課文化財担
当☎285・2194	

講演会
「世紀を超えた日露友好
～なっちゃんの写真館が見つけた奇跡～」

日　7月16日（火）14時30分～16時
場　中央図書館
講　立

たつ

木
き

さとみさん（立木写真舘5
世代目）
内　連続テレビ小説のモデルにな
った「写真館」に送られてきた1枚
の写真がつないだ人の縁の物語
定　40人（申込順）
料　無料
申	問　中央図書館☎271・3001

広告

No. スタンプラリー参加店

A 蔵王飯店（藤金46-1　☎286・1667)

B お菓子の店　ファリーヌ(羽折町7-17　☎289・6022)

C お持ち帰り専門店やきとり大(鶴ヶ丘3-4　☎090・4382・8678)

D 欧風料理ビストロカタオカ(松ヶ丘1-15-5　☎286・5777)

E 和菓子	おにぎり	だんご	伊勢屋(鶴ヶ丘18-32　☎285・7463)

F シャン・ドゥ・フルール(上広谷429-2　☎272・7473)

G つるカフェ	ジュッティー(上広谷10-6ベルリードウメノ101号　☎227・3186)

H GRILL	DINING	SOUJYU(東京都新宿区高田馬場2-15-4	金田ビル1階　
☎03・3207・5769)

I Kenの厨房(上広谷670-1　☎285・8222)

J インドレストランミルチ(脚折1147-1　☎237・7135)

K
（株）フッカーコスメチックス(東京都板橋区高島平9-37-5　☎03・3935・
8898	503・3936・3565　http://www.hukka-cosmetics.com/
※	ご注文は、電話・ファクシミリ・HPから受け付けます

L

鶴ヶ島サフラン染とフラワーアレンジメント、クラフト工房　花tan	・tan
(鶴ヶ丘40-20　☎090・3503・4345　5250・9022　
http://hanatantan.com/）
※	ご注文は、電話・ファクシミリ・HPから受け付けます

M やきとり	ひびき庵別館	埼玉県庁前店
(さいたま市浦和区高砂3-10-4　☎048・762・3450)

N やきとりBAR	HIBIKI+	若葉店(坂戸市千代田3-22-15　☎281・3000)

詳細は市HPから
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統計調査員

対　市内在住で20歳以上の方（税
務、選挙、警察に直接関係のない
方）
内　国および埼玉県が実施する統
計調査の調査員として、統計調査に
従事します。調査員は、地図などを
もとに、担当調査区を巡回し、調査
票の配付・回収などを行います。
申　政策推進課窓口に設置してあ
る「鶴ヶ島市統計調査員希望者登
録申込書」に必要事項を記入し、
写真（縦4cm×横3cm）を貼付の
上、9月30日（月）までに政策推進
課に提出してください。申込書は
市ホームページからダウンロード
することもできます。
問　政策推進課
統計担当

「高齢者等外出支援ショップ」
協賛店

市では、高齢者・障害者の皆さん
の外出を支援し、健康長寿の延伸
を図ることを目的として、つるバ
ス・つるワゴンの「特別乗車証」
を提示した場合に、割引などのサ
ービスを実施していただく「優待
制度（つるがしま高齢者等外出支援
ショップ）」の協賛店を募集します。
対　市内の店舗・事業所
申	問　高齢者福祉課
高齢者福祉担当

募　　集
「広報紙等配達員」登録者

内「広報つるがしま」などの配布
申	問　秘書広報課窓口で配布す
る申込書に記入の上、秘書広報課
広報広聴担当へ。申込書は市ホー
ムページからダウンロードするこ
ともできます。
※　空きが出た場合
に、ご連絡します

上広谷第一自治会（八坂神社）
夏祭り

上広谷八坂神社の祭礼である ｢天
王様｣ を今年も夏本番を前に行い
ます。
日　7月13日（土）13時～
場　鶴ヶ島駅東口商店街通り
内　13時30分～19時／みこし渡
御、13時～17時30分／武蔵流龍
神太鼓演奏、よさこい踊り、藤中
学校吹奏楽部の演奏、武蔵野幼稚
園児のパレード、子どもダンスパ
フォーマンス
他　みこしの担ぎ手募集中
問　上広谷第一自治会祭典会長・
田
た

中
なか

☎090・4373・7013

イベント

CDコンサート 
「特集ザ・ビートルズ」

日　7月21日（日）14時～16時
場　中央図書館
内　ビートルズや様々なアーティ
ストによるカバー曲を楽しみます
料　無料
他　イベント時間帯に限り、飲食
可。途中入退場可
問　中央図書館☎271・3001	

市民囲碁大会

対　市内在住在勤の方
日　7月28日（日）9時～17時
場　北市民センター
内　予選リーグを行い、通過者に
よる決勝トーナメント方式
料　1000円（昼食代など、当日集
金）
申　不要（直接会場へ）
問　北市民センター☎287・0251

炭酸まんじゅう作り講習会

対　市内在住在勤の方
日　7月12日（金）9時30分～12時
場　農業交流センター
内　高倉産の無農薬小麦粉を使っ
て、ほっこり懐かしい味の炭酸ま
んじゅうを作ります
定　16人	（申込順）
料　600円
持　エプロン、三角巾、筆記具　
申	問　7月4日（木）9時から農業交
流センターへ☎279・3335

案　　内 詳細は市HPから

詳細は市HPから

詳細は市HPから

広告
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鶴ヶ島サフラン・スタンプラリー2019

期　7月5日（金）～9月30日（月）
内　市内外の鶴ヶ島サフラン利用店を、食事や買
い物を楽しみながら巡るスタンプラリーを開催し
ます。期間中、各店舗では、お得な割引や特別サ
ービスなどを用意！
【参加方法】
①市内公共施設やスタンプラリー参加店などにあ
るチラシ（市ホームページからもダウンロード可）
に印刷されているスタンプカードをご利用ください。
②スタンプラリー参加店で、対象商品を購入または飲食をすると、1店舗に
つきスタンプが1個もらえます。
【特典】3店舗分のスタンプが集まったら、サフランの球根（3球）をその場で
全員にプレゼント。また、Wチャンスとして商品が抽選で当たります。
※　期間中、スタンプカードは何枚でもご利用できます
問　鶴ヶ島サフラン・スーパーサポーターズ事務局（産業振興
課内）、スタンプラリー参加店

つるがしま郷土講座「若葉
台遺跡とその時代～奈良・
平安時代のつるがしま～」

日　7月28日（日）14時～
場　中央図書館
講　生涯学習スポーツ課文化財担
当職員
内　鶴ヶ島市の奈良・平安時代を
代表する遺跡の若葉台遺跡とその
時代の鶴ヶ島について学びます
定　30人（申込順）
料　無料
申	問　7月4日（木）から中央図書館
へ☎271・3001　

令和元年度文化財展

日　7月25日（木）～8月8日（木）
場　中央図書館
内　「若葉台遺跡とその時代～奈
良・平安時代のつるがしま～」を
テーマに、発掘調査の写真や市に
収蔵されている土器などを展示
問　生涯学習スポーツ課文化財担
当☎285・2194	

講演会
「世紀を超えた日露友好
～なっちゃんの写真館が見つけた奇跡～」

日　7月16日（火）14時30分～16時
場　中央図書館
講　立

たつ

木
き

さとみさん（立木写真舘5
世代目）
内　連続テレビ小説のモデルにな
った「写真館」に送られてきた1枚
の写真がつないだ人の縁の物語
定　40人（申込順）
料　無料
申	問　中央図書館☎271・3001

広告

No. スタンプラリー参加店

A 蔵王飯店（藤金46-1　☎286・1667)

B お菓子の店　ファリーヌ(羽折町7-17　☎289・6022)

C お持ち帰り専門店やきとり大(鶴ヶ丘3-4　☎090・4382・8678)

D 欧風料理ビストロカタオカ(松ヶ丘1-15-5　☎286・5777)

E 和菓子	おにぎり	だんご	伊勢屋(鶴ヶ丘18-32　☎285・7463)

F シャン・ドゥ・フルール(上広谷429-2　☎272・7473)

G つるカフェ	ジュッティー(上広谷10-6ベルリードウメノ101号　☎227・3186)

H GRILL	DINING	SOUJYU(東京都新宿区高田馬場2-15-4	金田ビル1階　
☎03・3207・5769)

I Kenの厨房(上広谷670-1　☎285・8222)

J インドレストランミルチ(脚折1147-1　☎237・7135)

K
（株）フッカーコスメチックス(東京都板橋区高島平9-37-5　☎03・3935・
8898	503・3936・3565　http://www.hukka-cosmetics.com/
※	ご注文は、電話・ファクシミリ・HPから受け付けます

L

鶴ヶ島サフラン染とフラワーアレンジメント、クラフト工房　花tan	・tan
(鶴ヶ丘40-20　☎090・3503・4345　5250・9022　
http://hanatantan.com/）
※	ご注文は、電話・ファクシミリ・HPから受け付けます

M やきとり	ひびき庵別館	埼玉県庁前店
(さいたま市浦和区高砂3-10-4　☎048・762・3450)

N やきとりBAR	HIBIKI+	若葉店(坂戸市千代田3-22-15　☎281・3000)

詳細は市HPから
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統計調査員

対　市内在住で20歳以上の方（税
務、選挙、警察に直接関係のない
方）
内　国および埼玉県が実施する統
計調査の調査員として、統計調査に
従事します。調査員は、地図などを
もとに、担当調査区を巡回し、調査
票の配付・回収などを行います。
申　政策推進課窓口に設置してあ
る「鶴ヶ島市統計調査員希望者登
録申込書」に必要事項を記入し、
写真（縦4cm×横3cm）を貼付の
上、9月30日（月）までに政策推進
課に提出してください。申込書は
市ホームページからダウンロード
することもできます。
問　政策推進課
統計担当

「高齢者等外出支援ショップ」
協賛店

市では、高齢者・障害者の皆さん
の外出を支援し、健康長寿の延伸
を図ることを目的として、つるバ
ス・つるワゴンの「特別乗車証」
を提示した場合に、割引などのサ
ービスを実施していただく「優待
制度（つるがしま高齢者等外出支援
ショップ）」の協賛店を募集します。
対　市内の店舗・事業所
申	問　高齢者福祉課
高齢者福祉担当

募　　集
「広報紙等配達員」登録者

内「広報つるがしま」などの配布
申	問　秘書広報課窓口で配布す
る申込書に記入の上、秘書広報課
広報広聴担当へ。申込書は市ホー
ムページからダウンロードするこ
ともできます。
※　空きが出た場合
に、ご連絡します

上広谷第一自治会（八坂神社）
夏祭り

上広谷八坂神社の祭礼である ｢天
王様｣ を今年も夏本番を前に行い
ます。
日　7月13日（土）13時～
場　鶴ヶ島駅東口商店街通り
内　13時30分～19時／みこし渡
御、13時～17時30分／武蔵流龍
神太鼓演奏、よさこい踊り、藤中
学校吹奏楽部の演奏、武蔵野幼稚
園児のパレード、子どもダンスパ
フォーマンス
他　みこしの担ぎ手募集中
問　上広谷第一自治会祭典会長・
田
た

中
なか

☎090・4373・7013

イベント

CDコンサート 
「特集ザ・ビートルズ」

日　7月21日（日）14時～16時
場　中央図書館
内　ビートルズや様々なアーティ
ストによるカバー曲を楽しみます
料　無料
他　イベント時間帯に限り、飲食
可。途中入退場可
問　中央図書館☎271・3001	

市民囲碁大会

対　市内在住在勤の方
日　7月28日（日）9時～17時
場　北市民センター
内　予選リーグを行い、通過者に
よる決勝トーナメント方式
料　1000円（昼食代など、当日集
金）
申　不要（直接会場へ）
問　北市民センター☎287・0251

炭酸まんじゅう作り講習会

対　市内在住在勤の方
日　7月12日（金）9時30分～12時
場　農業交流センター
内　高倉産の無農薬小麦粉を使っ
て、ほっこり懐かしい味の炭酸ま
んじゅうを作ります
定　16人	（申込順）
料　600円
持　エプロン、三角巾、筆記具　
申	問　7月4日（木）9時から農業交
流センターへ☎279・3335

案　　内 詳細は市HPから

詳細は市HPから

詳細は市HPから

広告
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「2019年度版エンディング
ノート」を配布します

エンディングノ
ートは、人生を
振り返り、ご自
身やご家族のこ
と、財産のこと、
もしものときの
要望や希望など
を分かりやすく

書き留めておくものです。ぜひ、
ご活用ください。
配布開始日　7月1日（月）～
配布場所　高齢者福祉課、若葉駅
前出張所、各地域包括支援センタ
ー、老人福祉センター、各市民セ
ンター、女性センター
料　無料
問　高齢者福祉課高齢者福祉担当

救急情報カードを利用しましょう

救急情報カード
は、119番通報
を受けた救急隊
員が駆け付けた
際に、急病人の
情報を迅速かつ
正確に把握する
ために利用する

ものです。自分の体調に不安を感じ
ている方などは、カードの裏面に「緊
急連絡先・かかりつけ医療機関」な
どを記入し、冷蔵庫などに貼ってご
利用ください。
配布場所　高齢者福祉課、若葉駅
前出張所、各地域包括支援センタ
ー、老人福祉センター、各市民セ
ンター、女性センター
料　無料
問　高齢者福祉課高齢者福祉担当

夏休み移動教育相談のお知らせ

子育てや学校生活などでお困りのこと、心配なことをお話しませんか？話を
することで気持ちが軽くなったり、解決の糸口が見つかったりすることもあ
ります。お気軽にお越しください。予約もできます。
対　就学前の幼児・小学生・中学生およびその保護者
問　教育センター☎286・8993

日時 場所
8月		1日(木)		9時30分～11時45分 保健センター
8月		2日(金)		9時30分～11時45分 西市民センター
8月19日(月)		9時30分～11時45分 富士見市民センター
8月19日(月)13時30分～15時45分 北市民センター
8月20日(火)		9時30分～11時45分 大橋市民センター
8月20日(火)13時30分～15時45分 東市民センター
8月21日(水)		9時30分～11時45分 保健センター
8月21日(水)13時30分～15時45分 南市民センター

水道施設バス見学会

対　市内在住の小学4年生以上で2
人以上での申し込みができる方（中
学生までは保護者同伴）
※　大人のみでも参加できますの
で、ぜひご応募ください
日　8月19日（月）（8時40分に鶴ヶ
島浄水場集合）
内　①防災拠点利根川ダム資料室
（前橋市）②八

や

ッ
ん

場
ば

ダム（長野原町）
で治水や利水の学習
※　天候により日程変更あり
定　40人（申込み多数の場合抽選）
料　無料
申　7月12日（金）（消印有効）までに、
往復はがきまたは電子メールで、水
道施設バス見学会参加希望、郵便番
号、住所、参加者の氏名・ふりがな、
年齢、電話番号、集合場所の駐車場
利用の有無を記入し、坂戸、鶴ヶ島
水道企業団庶務課庶務担当へ
（〒350-0214	坂戸市千代田1-1-16
shomu@sakatsuru-suido.or.jp）

問　同企業団☎283・1957

第7回鶴ヶ島映像フェスティバル
作品募集

日　9月28日（土）	18時～20時
場　ワカバウォークイベント広場
募集期間　7月1日（月）～8月26日（月）
募集作品
・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
・1人1作品まで。1作品は3分程度
・Windows7以上の環境で放映で
きる作品
応募方法
CDにデータ（wmvまたはmp4）を
保存し、市民活動推進センターま
たは地域活動推進課へ
※	公共の場での上映に適さない
作品は発表できません
※	著作権・肖像権に接触しない
作品に限ります
※	応募多数の場合、上映できな
い作品もあります
※CDは返却できません
主催　NPO法人鶴ヶ島動画ファンクラブ
問　地域活動推進課地域活動推進担当
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広告

笑顔で楽しく健康体操講座

日　7月8日（月）13時30分～15時30分
場　富士見自治会館
講　鈴

すず

木
き

大
だい

輔
すけ

さん（「NHKテレビ
ラジオ体操」指導者）
内　健康体操の講義と介護予防体
操の実技指導、どこでも簡単にで
きる「健康お手玉体操」の紹介
定　70人（先着順）
持　タオル、飲み物
※　運動のできる服装
問　社会福祉協議会☎271・6011

太極拳無料講習会

対　市内在住在勤の成人男女
日　7月8日、15日、22日の各月
曜日（全3回）※1回のみの参加可
場　大橋市民センター
講　松

しょう

龍
りゅう

太極拳サークル
内　太極拳独特のゆっくりとした
動きを基礎から行います
定　20人（申込順）
持　運動靴、タオル、飲み物
※　動きやすい服装
申	問　7月1日（月）から大橋市民セ
ンターへ☎286・0005	

中央図書館休館日

7月1日、8日、22日、29日の各月曜日
問　中央図書館☎271・3001

案　　内
家族介護教室

日　7月22日（月）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　西

にし

澤
ざわ

和
かず

康
やす

さん（みどりの風鶴
ヶ島介護支援専門員）、岩

いわ

澤
さわ

悠
ゆう

さ
ん（同機能訓練指導員）
内　「認知症」・「加齢による身体
機能の変化」について
定　15人（申込順）　料　無料
持　室内履き、筆記具
申	問　7月3日（水）から特別養護老
人ホームみどりの風鶴ヶ島へ☎
299･6056

はな＊カフェ

ひとり親のお母さんたちの交流の場で
す。お茶を飲みながら子育てや仕事、
生活などで悩んでいることを話し合っ
てみませんか？就業についても、福祉
事務所の相談員が相談にのります。
対　ひとり親家庭の母
日　8月4日（日）13時30分～15時
場　坂戸市文化施設オルモ
定　30人（抽選）　料　無料
他　お子さんの同伴可　
※　キッズコーナー有り
申	問　7月25日（木）までに、①「は
な＊カフェ希望」②氏名③住所④
電話番号⑤同伴されるお子さんの
年齢（学年）と人数を、（公財）埼玉
県母子寡婦福祉連合会へ☎048・
822・1951、5048・822・1955、
info@saiboren.or.jp

点字絵本をつくろう

対　小学4年生以上
日　7月28日（日）10時～16時　
場　市役所6階
内　点字の学習「点字を知ろう」
と絵本の点訳「点字絵本をつくろう」
定　10人（申込順）
料　無料
持　筆記具、はさみ、弁当、飲み
物
申	問　7月5日（金）から25日（木）ま
でに社会福祉協議会へ☎277・3317

始めよう！手話を学ぶ第一歩

手話で挨拶や自己紹介をしてみま
せんか？初めての方を対象に、簡
単な手話や聴覚障害について学ぶ
講座です。
対　16歳以上で市内在住在勤の方
日　①7月24日（水）②31日（水）③8
月7日（水）14時～15時30分　全3回
場　①②富士見市民センター③東
市民センター
内　①聴覚障害について②手話の
学習③手話通訳問題研究会「折鶴
会」の見学
定　20人（受講歴のある方はお断
りする場合があります）
申	問　7月1日（月）から19日（金）ま
でに社会福祉協議会へ☎271・6278

ご存知ですか、虐待通報ダイヤル

7月は、虐待ゼロ推進月間です。
「虐待を発見した、虐待を受けて
いる、虐待をしてしまった」など
の場合は、「埼玉県虐待通報ダイ
ヤル♯7171」へお電
話ください。

詳細はこちら
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「2019年度版エンディング
ノート」を配布します

エンディングノ
ートは、人生を
振り返り、ご自
身やご家族のこ
と、財産のこと、
もしものときの
要望や希望など
を分かりやすく

書き留めておくものです。ぜひ、
ご活用ください。
配布開始日　7月1日（月）～
配布場所　高齢者福祉課、若葉駅
前出張所、各地域包括支援センタ
ー、老人福祉センター、各市民セ
ンター、女性センター
料　無料
問　高齢者福祉課高齢者福祉担当

救急情報カードを利用しましょう

救急情報カード
は、119番通報
を受けた救急隊
員が駆け付けた
際に、急病人の
情報を迅速かつ
正確に把握する
ために利用する

ものです。自分の体調に不安を感じ
ている方などは、カードの裏面に「緊
急連絡先・かかりつけ医療機関」な
どを記入し、冷蔵庫などに貼ってご
利用ください。
配布場所　高齢者福祉課、若葉駅
前出張所、各地域包括支援センタ
ー、老人福祉センター、各市民セ
ンター、女性センター
料　無料
問　高齢者福祉課高齢者福祉担当

夏休み移動教育相談のお知らせ

子育てや学校生活などでお困りのこと、心配なことをお話しませんか？話を
することで気持ちが軽くなったり、解決の糸口が見つかったりすることもあ
ります。お気軽にお越しください。予約もできます。
対　就学前の幼児・小学生・中学生およびその保護者
問　教育センター☎286・8993

日時 場所
8月		1日(木)		9時30分～11時45分 保健センター
8月		2日(金)		9時30分～11時45分 西市民センター
8月19日(月)		9時30分～11時45分 富士見市民センター
8月19日(月)13時30分～15時45分 北市民センター
8月20日(火)		9時30分～11時45分 大橋市民センター
8月20日(火)13時30分～15時45分 東市民センター
8月21日(水)		9時30分～11時45分 保健センター
8月21日(水)13時30分～15時45分 南市民センター

水道施設バス見学会

対　市内在住の小学4年生以上で2
人以上での申し込みができる方（中
学生までは保護者同伴）
※　大人のみでも参加できますの
で、ぜひご応募ください
日　8月19日（月）（8時40分に鶴ヶ
島浄水場集合）
内　①防災拠点利根川ダム資料室
（前橋市）②八

や

ッ
ん

場
ば

ダム（長野原町）
で治水や利水の学習
※　天候により日程変更あり
定　40人（申込み多数の場合抽選）
料　無料
申　7月12日（金）（消印有効）までに、
往復はがきまたは電子メールで、水
道施設バス見学会参加希望、郵便番
号、住所、参加者の氏名・ふりがな、
年齢、電話番号、集合場所の駐車場
利用の有無を記入し、坂戸、鶴ヶ島
水道企業団庶務課庶務担当へ
（〒350-0214	坂戸市千代田1-1-16
shomu@sakatsuru-suido.or.jp）

問　同企業団☎283・1957

第7回鶴ヶ島映像フェスティバル
作品募集

日　9月28日（土）	18時～20時
場　ワカバウォークイベント広場
募集期間　7月1日（月）～8月26日（月）
募集作品
・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
・1人1作品まで。1作品は3分程度
・Windows7以上の環境で放映で
きる作品
応募方法
CDにデータ（wmvまたはmp4）を
保存し、市民活動推進センターま
たは地域活動推進課へ
※	公共の場での上映に適さない
作品は発表できません
※	著作権・肖像権に接触しない
作品に限ります
※	応募多数の場合、上映できな
い作品もあります
※CDは返却できません
主催　NPO法人鶴ヶ島動画ファンクラブ
問　地域活動推進課地域活動推進担当
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広告

笑顔で楽しく健康体操講座

日　7月8日（月）13時30分～15時30分
場　富士見自治会館
講　鈴

すず

木
き

大
だい

輔
すけ

さん（「NHKテレビ
ラジオ体操」指導者）
内　健康体操の講義と介護予防体
操の実技指導、どこでも簡単にで
きる「健康お手玉体操」の紹介
定　70人（先着順）
持　タオル、飲み物
※　運動のできる服装
問　社会福祉協議会☎271・6011

太極拳無料講習会

対　市内在住在勤の成人男女
日　7月8日、15日、22日の各月
曜日（全3回）※1回のみの参加可
場　大橋市民センター
講　松

しょう

龍
りゅう

太極拳サークル
内　太極拳独特のゆっくりとした
動きを基礎から行います
定　20人（申込順）
持　運動靴、タオル、飲み物
※　動きやすい服装
申	問　7月1日（月）から大橋市民セ
ンターへ☎286・0005	

中央図書館休館日

7月1日、8日、22日、29日の各月曜日
問　中央図書館☎271・3001

案　　内
家族介護教室

日　7月22日（月）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　西

にし

澤
ざわ

和
かず

康
やす

さん（みどりの風鶴
ヶ島介護支援専門員）、岩

いわ

澤
さわ

悠
ゆう

さ
ん（同機能訓練指導員）
内　「認知症」・「加齢による身体
機能の変化」について
定　15人（申込順）　料　無料
持　室内履き、筆記具
申	問　7月3日（水）から特別養護老
人ホームみどりの風鶴ヶ島へ☎
299･6056

はな＊カフェ

ひとり親のお母さんたちの交流の場で
す。お茶を飲みながら子育てや仕事、
生活などで悩んでいることを話し合っ
てみませんか？就業についても、福祉
事務所の相談員が相談にのります。
対　ひとり親家庭の母
日　8月4日（日）13時30分～15時
場　坂戸市文化施設オルモ
定　30人（抽選）　料　無料
他　お子さんの同伴可　
※　キッズコーナー有り
申	問　7月25日（木）までに、①「は
な＊カフェ希望」②氏名③住所④
電話番号⑤同伴されるお子さんの
年齢（学年）と人数を、（公財）埼玉
県母子寡婦福祉連合会へ☎048・
822・1951、5048・822・1955、
info@saiboren.or.jp

点字絵本をつくろう

対　小学4年生以上
日　7月28日（日）10時～16時　
場　市役所6階
内　点字の学習「点字を知ろう」
と絵本の点訳「点字絵本をつくろう」
定　10人（申込順）
料　無料
持　筆記具、はさみ、弁当、飲み
物
申	問　7月5日（金）から25日（木）ま
でに社会福祉協議会へ☎277・3317

始めよう！手話を学ぶ第一歩

手話で挨拶や自己紹介をしてみま
せんか？初めての方を対象に、簡
単な手話や聴覚障害について学ぶ
講座です。
対　16歳以上で市内在住在勤の方
日　①7月24日（水）②31日（水）③8
月7日（水）14時～15時30分　全3回
場　①②富士見市民センター③東
市民センター
内　①聴覚障害について②手話の
学習③手話通訳問題研究会「折鶴
会」の見学
定　20人（受講歴のある方はお断
りする場合があります）
申	問　7月1日（月）から19日（金）ま
でに社会福祉協議会へ☎271・6278

ご存知ですか、虐待通報ダイヤル

7月は、虐待ゼロ推進月間です。
「虐待を発見した、虐待を受けて
いる、虐待をしてしまった」など
の場合は、「埼玉県虐待通報ダイ
ヤル♯7171」へお電
話ください。

詳細はこちら
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夏休み絵画教室

対　市内在住の小学生
日　7月27日（土）9時～12時
場　南市民センター
講　南

なん

水
すい

会
かい

　
定　40人（申込順）
料　無料
申	問　7月2日（火）9時30分から
南市民センターへ☎287・0235

夏休み写真教室

対　市内在住の小学生
日　7月23日（火）10時～12時
場　南市民センター
講　写

しゃらくかい

楽会　定　15人（申込順）
料　200円
申	問　7月2日（火）9時30分から
南市民センターへ☎287・0235

こども電気教室

対　小学生
日　7月24日（水）9時45分～11時50分
場　大橋児童館
講　関東電気保安協会
内　備長炭電池を作り、電気の
仕組みについて学ぼう
定　20人　料　無料
持　筆記具、おてふき用タオル
申	問　7月15日（祝）9時30分から
大橋児童館へ☎286・0007

夏休み子ども映画会＆ビンゴゲーム

対　小学生以上（幼児は保護者同伴）
日　8月1日（木）14時～15時30分
場　富士見市民センター　
内　映画鑑賞、ビンゴゲーム
定　80人（申込不要）
料　無料　持　飲み物
問　富士見市民センター☎287・1661

夏休み子ども体験教室

対　小学1～6年生（1・2年生は保
護者同伴）
日　7月29日（月）～7月31日（水）
場　富士見市民センター
内　地域の方々が講師となり、
スライム、手作り小物、将棋、
書道などを行います
料　無料（一部有料）　
申	問　7月11日（木）16時30分
から、本人または親族が、富士見
市民センターへ直接☎287・1661

夏休み体操教室

対　市内在住の小学1～3年生
日　8月1日（木）、6日（火）、8日（木）
午前の部　9時～10時15分
午後の部　15時～16時15分
場　海洋センター
講　桐

きり

ヶ
が

窪
くぼ

由
ゆ

美
み

子
こ

さん
内　跳び箱、マットなどの基本動作
定　各部25人（申込順）
料　3回/500円（保険料などを含む）
持　飲み物、タオル、必要
であれば着替えの服
申	問　7月8日（月）9時から
26日（金）までに海洋センターへ
☎286・7301
※　9日（火）から電話申込可

親子で体験、防災メシ

日　8月31日（土）	10時～13時
場　山村学園短期大学
内　災害時の調理・食事状況を学び、
手軽にできる調理を体験します。　
定　親子15組（多数の場合は抽選）
料　1人500円
申	問　8月8日（木）までに、
HPから山村学園短期大学
（〒350-0396　埼玉県
比企郡鳩山町石坂604
☎296・2000）へ

詳細はこちら

令和初！夏祭り

対　2歳～小学生（未就学児は保護
者同伴）
日　7月26日（金）	10時～
場　大橋市民センター　
内　お祭り気分で縁日を楽しもう
定　100人（申込順）
料　200円
持　タオル、水筒、景品を入れる袋
申	問　7月13日（土）9時30分から
24日（水）までに参加費を添えて
直接大橋児童館へ☎286・0007

夏祭りで和太鼓をたたこう！

対　小学生以上
日　7月20日（土）、27日（土）
10時～12時
場　富士見市民センター　
講　富士見太鼓連の皆さん
内　和太鼓を練習して、8月3日（土）
富士見地区納涼祭で披露します
定　15人　
料　無料
持　タオル、飲み物
申	問　7月3日（水）から富士見
市民センターへ☎287・1661

「彩の国資源循環工場」親子見学会

対　小中学生とその保護者
日　8月6日（火）①9時30分～12
時②13時30分～16時
場　彩の国資源循環工場
内　最終処分場やリサイクル施設
を見学します
定　各回20人（多数の場合は抽選）
料　無料
申	問　7月16日（火）までに、希望
回、住所、氏名、年齢、学年、電
話番号をはがきに記入し、埼玉県
環境整備センター（〒369-1223　
大里郡寄居町大字三ヶ山368☎
048・581・4070）へ郵送

キッズ
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シルバー人材センター
入会説明会・申込会

対　市内在住で60歳以上の方
場　シルバー人材センター
申	問　説明会前日までにシルバ
ー人材センターへ☎285・8172

介護の仕事
研修から就職までをサポート

埼玉県では、介護の仕事に興味の
ある方を対象に、経験の有無など
に応じて、次のような支援事業を
実施しています。
（1）介護職員雇用推進事業
介護事業所への就職を希望してい
る方に、介護職員初任者研修の受
講から県内介護事業所への就職ま
でを支援します。
（2）高齢者等介護職員就労支援事
業
介護の仕事を希望している60歳
以上の方に、研修の受講から県内
介護事業所への就職までを支援し
ます。
申	問　（株）シグマスタッフ大宮
支店へ☎048・782・5173
または同ホームペー
ジから

イツモ手元に
防災タウンページを！

埼玉県では、NTTタウンページ（株）
と「防災啓発情報等に関する協定」
を締結しました。普段から備えて
おくべきものなどを分かりやすく
まとめた「イツモ防災タウンペー
ジ」を、7月からNTTタウンペー
ジに同封してお届けします。
お手元に置いて「モシモ」の災害
に備えましょう！
問　県危機管理課☎048・830・
8141、NTTタウンページ（株）お客
様相談センター☎0120・506・309

説明会 申込会 時間

7月23日(火) 7月25日(木)
9時～
12時

8月27日(火) 8月29日(木)

9月24日(火) 9月26日(木)

詳細はこちら

「年金ポータル」サイトを
ご利用ください

厚生労働省は、年金について、知
りたいことがすぐに探せるポータ
ルサイト「年金ポータル」を開設
しました。自分の年金について知
りたい方、あるいはこれから手続
きをしようとする方などが、自分
のライフスタイルや日常生活の
様々なシーンに合わせたテーマで
年金の情報を探すことができま
す。これまで厚生労働省や日本年
金機構などの様々な関係機関のホ
ームページで個別にお知らせして
いた情報がまとまっていますの
で、ご活用ください。
問　厚生労働省年金局
総務課

埼玉県旧優生保護法一時金
受付・相談窓口

旧優生保護法に基づき、昭和23
年9月11日から平成8年9月25日
の間に優生手術を受けた方に、一
時金が支給されます。対象者・手
続きなどの確認は、県の専用ダイ
ヤルにお問い合わせください。
専用ダイヤル　
☎048・831・2777（9時～17時	
平日のみ）
5048・830・4804
a3570-12@pref.saitama.lg.jp

問　県健康長寿課

	
サマージャンボ宝くじ7億円、
サマージャンボミニ5千万円
同時発売！

宝くじの収益金は、市町村の明る
く住みよいまちづくりに使われま
す。お求めは県内の売り場でどう
ぞ。ネットで購入もできます。
各1枚300円
期　7月2日（火）～8月2日（金）
問　（公財）埼玉県市町村振興協会
☎048・822・5004

年金ポータルサイト

詳細はこちら

緑のカーテンの作品を募集します

緑のカーテンは、夏の強い日差しを
和らげ、葉の蒸散作用により周囲の
温度を下げるので、涼しい風が流れ
込み、室温の上昇を抑えてくれます。
市内でもすでに多くの家庭や事業所
が取り組んでいますが、より多くの
皆さんに関心を持っていただくため
「第4回緑のカーテン展覧会」を開催
します。緑のカーテンに関する作品
をぜひ、お寄せください。
募集作品　写真・絵・簡単な工作
物（ひょうたんに絵を描く）など
応募期間　7月22日（月）～11月8日（金）
応募方法　応募用紙に必要事項を
記入し、作品とともに生活環境課
または市民活動推進センター、各
市民センターへ
展覧会・情報交換会　12月
問　みどりかぜ事務局・前

まえ

田
だ

☎080・5489・3010、生活環境
課環境保全担当

ミャンマーの子どもたちへ
文具を贈ろう！

ミャンマーでは、今も経済的理由
から学校に行けない子どもたちが
いて、勉強に必要な文具が不足し
ています。鶴ヶ島市国際交流協会
では、市民から寄附された文具を
ミャンマーの子どもたちへ贈る活
動を行っています。ぜひ、ご協力
をお願いします。送料の募金も合
わせて行います。※　毎年、使用
できない文具も寄せられています。
子どもたちのため、なるべく状態
の良いものをお願いします
期　12月13日（金）まで
募集する文具　鉛筆（半分以上の長
さのあるもの）、シャーペン、ボ
ールペン、ノート、消しゴム、定
規　※　送付の都合上、上記の文
具に限ります
収集場所　地域活動推進課、市民
活動推進センター、各市民センター
問　鶴ヶ島市国際交流協会事務局
（地域活動推進課内）

案　　内
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夏休み絵画教室

対　市内在住の小学生
日　7月27日（土）9時～12時
場　南市民センター
講　南

なん

水
すい

会
かい

　
定　40人（申込順）
料　無料
申	問　7月2日（火）9時30分から
南市民センターへ☎287・0235

夏休み写真教室

対　市内在住の小学生
日　7月23日（火）10時～12時
場　南市民センター
講　写

しゃらくかい

楽会　定　15人（申込順）
料　200円
申	問　7月2日（火）9時30分から
南市民センターへ☎287・0235

こども電気教室

対　小学生
日　7月24日（水）9時45分～11時50分
場　大橋児童館
講　関東電気保安協会
内　備長炭電池を作り、電気の
仕組みについて学ぼう
定　20人　料　無料
持　筆記具、おてふき用タオル
申	問　7月15日（祝）9時30分から
大橋児童館へ☎286・0007

夏休み子ども映画会＆ビンゴゲーム

対　小学生以上（幼児は保護者同伴）
日　8月1日（木）14時～15時30分
場　富士見市民センター　
内　映画鑑賞、ビンゴゲーム
定　80人（申込不要）
料　無料　持　飲み物
問　富士見市民センター☎287・1661

夏休み子ども体験教室

対　小学1～6年生（1・2年生は保
護者同伴）
日　7月29日（月）～7月31日（水）
場　富士見市民センター
内　地域の方々が講師となり、
スライム、手作り小物、将棋、
書道などを行います
料　無料（一部有料）　
申	問　7月11日（木）16時30分
から、本人または親族が、富士見
市民センターへ直接☎287・1661

夏休み体操教室

対　市内在住の小学1～3年生
日　8月1日（木）、6日（火）、8日（木）
午前の部　9時～10時15分
午後の部　15時～16時15分
場　海洋センター
講　桐

きり

ヶ
が

窪
くぼ

由
ゆ

美
み

子
こ

さん
内　跳び箱、マットなどの基本動作
定　各部25人（申込順）
料　3回/500円（保険料などを含む）
持　飲み物、タオル、必要
であれば着替えの服
申	問　7月8日（月）9時から
26日（金）までに海洋センターへ
☎286・7301
※　9日（火）から電話申込可

親子で体験、防災メシ

日　8月31日（土）	10時～13時
場　山村学園短期大学
内　災害時の調理・食事状況を学び、
手軽にできる調理を体験します。　
定　親子15組（多数の場合は抽選）
料　1人500円
申	問　8月8日（木）までに、
HPから山村学園短期大学
（〒350-0396　埼玉県
比企郡鳩山町石坂604
☎296・2000）へ

詳細はこちら

令和初！夏祭り

対　2歳～小学生（未就学児は保護
者同伴）
日　7月26日（金）	10時～
場　大橋市民センター　
内　お祭り気分で縁日を楽しもう
定　100人（申込順）
料　200円
持　タオル、水筒、景品を入れる袋
申	問　7月13日（土）9時30分から
24日（水）までに参加費を添えて
直接大橋児童館へ☎286・0007

夏祭りで和太鼓をたたこう！

対　小学生以上
日　7月20日（土）、27日（土）
10時～12時
場　富士見市民センター　
講　富士見太鼓連の皆さん
内　和太鼓を練習して、8月3日（土）
富士見地区納涼祭で披露します
定　15人　
料　無料
持　タオル、飲み物
申	問　7月3日（水）から富士見
市民センターへ☎287・1661

「彩の国資源循環工場」親子見学会

対　小中学生とその保護者
日　8月6日（火）①9時30分～12
時②13時30分～16時
場　彩の国資源循環工場
内　最終処分場やリサイクル施設
を見学します
定　各回20人（多数の場合は抽選）
料　無料
申	問　7月16日（火）までに、希望
回、住所、氏名、年齢、学年、電
話番号をはがきに記入し、埼玉県
環境整備センター（〒369-1223　
大里郡寄居町大字三ヶ山368☎
048・581・4070）へ郵送

キッズ
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シルバー人材センター
入会説明会・申込会

対　市内在住で60歳以上の方
場　シルバー人材センター
申	問　説明会前日までにシルバ
ー人材センターへ☎285・8172

介護の仕事
研修から就職までをサポート

埼玉県では、介護の仕事に興味の
ある方を対象に、経験の有無など
に応じて、次のような支援事業を
実施しています。
（1）介護職員雇用推進事業
介護事業所への就職を希望してい
る方に、介護職員初任者研修の受
講から県内介護事業所への就職ま
でを支援します。
（2）高齢者等介護職員就労支援事
業
介護の仕事を希望している60歳
以上の方に、研修の受講から県内
介護事業所への就職までを支援し
ます。
申	問　（株）シグマスタッフ大宮
支店へ☎048・782・5173
または同ホームペー
ジから

イツモ手元に
防災タウンページを！

埼玉県では、NTTタウンページ（株）
と「防災啓発情報等に関する協定」
を締結しました。普段から備えて
おくべきものなどを分かりやすく
まとめた「イツモ防災タウンペー
ジ」を、7月からNTTタウンペー
ジに同封してお届けします。
お手元に置いて「モシモ」の災害
に備えましょう！
問　県危機管理課☎048・830・
8141、NTTタウンページ（株）お客
様相談センター☎0120・506・309

説明会 申込会 時間

7月23日(火) 7月25日(木)
9時～
12時

8月27日(火) 8月29日(木)

9月24日(火) 9月26日(木)

詳細はこちら

「年金ポータル」サイトを
ご利用ください

厚生労働省は、年金について、知
りたいことがすぐに探せるポータ
ルサイト「年金ポータル」を開設
しました。自分の年金について知
りたい方、あるいはこれから手続
きをしようとする方などが、自分
のライフスタイルや日常生活の
様々なシーンに合わせたテーマで
年金の情報を探すことができま
す。これまで厚生労働省や日本年
金機構などの様々な関係機関のホ
ームページで個別にお知らせして
いた情報がまとまっていますの
で、ご活用ください。
問　厚生労働省年金局
総務課

埼玉県旧優生保護法一時金
受付・相談窓口

旧優生保護法に基づき、昭和23
年9月11日から平成8年9月25日
の間に優生手術を受けた方に、一
時金が支給されます。対象者・手
続きなどの確認は、県の専用ダイ
ヤルにお問い合わせください。
専用ダイヤル　
☎048・831・2777（9時～17時	
平日のみ）
5048・830・4804
a3570-12@pref.saitama.lg.jp

問　県健康長寿課

	
サマージャンボ宝くじ7億円、
サマージャンボミニ5千万円
同時発売！

宝くじの収益金は、市町村の明る
く住みよいまちづくりに使われま
す。お求めは県内の売り場でどう
ぞ。ネットで購入もできます。
各1枚300円
期　7月2日（火）～8月2日（金）
問　（公財）埼玉県市町村振興協会
☎048・822・5004

年金ポータルサイト

詳細はこちら

緑のカーテンの作品を募集します

緑のカーテンは、夏の強い日差しを
和らげ、葉の蒸散作用により周囲の
温度を下げるので、涼しい風が流れ
込み、室温の上昇を抑えてくれます。
市内でもすでに多くの家庭や事業所
が取り組んでいますが、より多くの
皆さんに関心を持っていただくため
「第4回緑のカーテン展覧会」を開催
します。緑のカーテンに関する作品
をぜひ、お寄せください。
募集作品　写真・絵・簡単な工作
物（ひょうたんに絵を描く）など
応募期間　7月22日（月）～11月8日（金）
応募方法　応募用紙に必要事項を
記入し、作品とともに生活環境課
または市民活動推進センター、各
市民センターへ
展覧会・情報交換会　12月
問　みどりかぜ事務局・前

まえ

田
だ

☎080・5489・3010、生活環境
課環境保全担当

ミャンマーの子どもたちへ
文具を贈ろう！

ミャンマーでは、今も経済的理由
から学校に行けない子どもたちが
いて、勉強に必要な文具が不足し
ています。鶴ヶ島市国際交流協会
では、市民から寄附された文具を
ミャンマーの子どもたちへ贈る活
動を行っています。ぜひ、ご協力
をお願いします。送料の募金も合
わせて行います。※　毎年、使用
できない文具も寄せられています。
子どもたちのため、なるべく状態
の良いものをお願いします
期　12月13日（金）まで
募集する文具　鉛筆（半分以上の長
さのあるもの）、シャーペン、ボ
ールペン、ノート、消しゴム、定
規　※　送付の都合上、上記の文
具に限ります
収集場所　地域活動推進課、市民
活動推進センター、各市民センター
問　鶴ヶ島市国際交流協会事務局
（地域活動推進課内）

案　　内
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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（6月1日現在）
人　口　6万9977人	（前月比15）
世帯数　3万1264世帯（43）
　男　　3万4742人　（-4）
　女　　3万5235人　（19）

７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！

6月1日、栄小学校で行われた運動
会の様子です。真夏のような暑さ
の中でも、子どもたちは常に全力。
赤組・青組とも日頃の練習の成果
を出し切り、栄小学校40周年にふ
さわしい、素晴らしい運動会とな
りました。

今月の表紙

◆女性のための法律相談（要予約）　
10日（水）10時～13時※8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

◆弁護士による法律相談（要予約）
　（金銭・離婚・家族）
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、
8月6日（火）（23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）
11日（木）（受付中）、8月8日（木）（25
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）　
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2階、8月
6日（火）（23日から受付）／市役所5
階／13時～16時▷地域活動推進課
◆税務相談（要予約）
9日（火）（受付中）、8月6日（火）（23
日から受付）13時～16時／市役所5
階▷税務課

にし眼科クリニック
診察日時　7月28日（日）9時～17時　
富士見1-2-1-2F
☎271・2424
※休憩時間は要確認

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）

7月の
眼科在宅当番医

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

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）

26

七夕会

対　小学生
日　7月6日（土）14時～
場　大橋児童館
講　学生ボランティア団体「てぃ
にーてぃにー」
内　色々なゲームをして、みんな
で楽しもう！
定　30人（先着順）
料　無料　持　水筒、タオル
申	問　大橋児童館☎286・0007

飯盛川生き物さがし隊

日　8月11日（日）9時～12時
※　小雨決行
場　農業交流センター
講　金

かな

澤
ざわ

光
ひかる

さん（元県環境科学
国際センター主任専門員）
内　生き物探し、専門家による
生き物の解説。終了後に流しそう
めんあり
定　親子15組（申込順）
料　無料
持　飲み物　
※　ぬれてもよい服装、靴
（ビーチサンダル不可）
申	問　7月9日（火）から26日（金）
までに農業交流センターへ
☎279･3335

こわーいおはなし会＆幽霊は誰だ？

対　小学生
日　7月26日（金）	14時～16時
場　中央図書館
内　こわい話を聞いた後に、図書
館で起きた事件を一緒に解決します
定　25人（申込順）
料　無料
申	問　7月4日（木）から中央図書館
へ☎271・3001

夏のろんちゃんクラブ

対　小学生
日　8月8日（木）	10時～
場　中央図書館
内　夏をテーマにした低学年向け
のおはなし会と工作でランプを
作ります　※　汚れてもよい服装
定　20人（申込順）　料　無料
申	問　7月11日（木）から8月4日（日）
までに中央図書館へ☎271・3001

夏休み 子どものためのおはなし会

対　4歳～小学生
日　7月31日（水）10時30分～11時
30分
場　中央図書館
内　語りのサークル ｢おはなし
たんぽぽ｣ による、楽しいおばけ
のお話と工作
申　不要
問　中央図書館☎271・3001

開館26周年記念クイズラリー

日　8月3日（土）、4日（日）　
9時～16時　　　　　　　
場　埼玉ピースミュージアム
内　館内をまわってクイズに答え
よう
他　参加者には景品あり　料　無料
問　埼玉ピースミュージアム
☎0493・35・4111

第2回eコラボサイエンス教室

対　市内在住の小学生
日　7月20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　牛乳からプラスチックを作ります　
※　汚れてもよい服装
定　20人（保護者を含めず）
※　先着順
料　無料　
申	問　7月8日（月）から17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

夏の収穫体験

日　7月27日（土）10時～
※　雨天時は28日（日）に延期
※　生育状況により日程変更有り
場　農業交流センター
内　とうもろこしと枝豆の収穫体験
定　20組（申込順）（1組5人まで		
小学生以下保護者同伴）
料　収穫分（時価）実費
持　持ち帰り用袋（大）、軍手
※　作業のできる服装
申	問　7月4日（木）9時から農業交
流センターへ☎279・3335

夏休み、フリーパスで出かけよう！

夏休みは、お得で便利なフリー乗車券を使って、
鶴ヶ島市内をめぐってみませんか。つるバス・つる
ワゴンでは、小学生を対象に、夏休み期間（7月20日（土）～8月31日（土））を
通して全路線で乗り降り自由な「こども夏休みフリー乗車券」を発売します。
値段は500円で、つるバス・つるワゴンの車内および運行事業者の営業所で、
お求めになれます。
また、夏休み期間に限らず、一日中、全路線で乗り降り自由な
「1日フリー乗車券」（大人500円、こども200円）もあります。
問　都市計画課交通政策担当
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　（金銭・離婚・家族）
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、
8月6日（火）（23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）
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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）

7月の
眼科在宅当番医

急な病気や家庭での対処法、受診
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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)
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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
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救急指定病院
（全日 24時間対応）




