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消防本部、消防団による特別点検

火災の多発する季節を迎えるにあ
たり、消防本部、鶴ヶ島市消防団
および坂戸市消防団の特別点検が
行われます。当日は、消防職・団
員の士気高揚・団結を目的とし、
消防訓練礼式、放水試験などを実
施します。
日　11月3日（祝）8時45分～
場　坂戸市民総合運動公園および
高麗川河川敷
問　消防本部庶務課☎281・3118

通訳・翻訳ボランティア募集

対　市内および近隣市町に在住す
る15歳以上（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
他　登録期間は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。活動していただいた
方には、謝礼あり。
申　直接または市ホームページか
ら所定の書式をダウンロードし、
署名後、地域活動推進課へ
問　市国際交流協会事務局（地域
活動推進課内）

募　　集

埼玉県地球温暖化防止活動
推進員募集！

活動期間　令和2年4月～令和4年
3月
申 問　12月2日（月）までに県温暖
化対策課☎048・830・3033へ
※　詳細は、県ホームページをご
覧ください

第27回虹の大橋まつり

日　10月19日（土）・20日（日）10時～
場　大橋市民センター
内　舞台発表、作品展示、模擬店、
長野県飯綱町特産品販売（19日の
み）、フリーマーケットなど
問　大橋市民センター☎286・0005

【フリーマーケット出店者募集】
対　市内在住在勤の方
日　10月19日（土）10時15分～14時、
20日（日）10時～14時（雨天決行。
ただし、各自で判断）
場　大橋市民センター敷地内通路
定　各日10区画（1人1区画で申込
順）
料　1区画300円
他　仕入れ品などの販売、購入額
以上の金額での販売などは不可
申　10月1日（火）（平日9時～17時）
から大橋市民センターへ
問　大橋市民センター☎286・0005

イベント

富士見のまちライブラリー
第2回植本祭

つるがしまどこでもまちライブラ
リー＠富士見市民センターで本の
紹介をしながら、いろいろな人と
おしゃべりを楽しんでみませんか。
日　10月13日（日）10時～11時30分
場　富士見市民センター
料　無料
持　紹介したい本（寄贈できるもの）
問　富士見市民センター☎287・
1661

鶴ヶ島けやきコンサート Vol.8

日　11月24日（日）14時～
場　女性センター
内　市内および近隣に在住する演
奏家によるクラシックコンサート。
歌・ピアノ・マリンバ・トロンボ
ーン・アルパの演奏があります。
料　前売券／1300円（高校生以下
650円）　※　地域活動推進課・市
民活動推進センター・女性センタ
ーで販売（10月1日～11月22日）
当日券／1500円（高校生以下750
円）
他　保育あり（未就学児10人・要予
約）
問　けやきコンサート実行委員会・
鶴
つる

原
はら

☎090・4200・3028、地域活
動推進課地域活動推進担当
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令和2年鶴ヶ島市成人式

市では、新成人の皆さんをお祝いし、成人式を行います。
対　平成11年4月2日から平成12年4月1日に生まれた方
日　令和2年1月12日（日）（「成人の日」前日）14時～

案内はがき　12月上旬に発送予定です。はがきが届かなかった方はご連絡く
ださい。なお、はがきをお持ちでない場合でも成人式には出席できます。手
話通訳者を各会場に配置します。
問　東市民センター☎286・3357

つるの里奨励賞候補者をご推薦ください

鶴ヶ島市表彰式において、スポーツ、文化、その他の分野で全国的に活躍し、
優れた成績を収めた方々を表彰しています。皆さんの身近で候補者となる方
がいましたら推薦してください。
対　平成30年11月1日から令和元年10月31日までに実施された全国レベル
の大会などで活躍、または優れた成績を収めた市内在住在学の個人や市内で
活動する団体など
提出方法　11月5日（火）までに推薦書に推薦者の住所・氏名・電話番号、候
補者およびその功績などを記入し、審査上参考となる資料を添えて直接お持
ちください。推薦書（様式）は、秘書広報課秘書担当で配布、または市ホーム
ページからもダウンロードできます。
提出・問合先　秘書広報課秘書担当

森林環境基金がスタートします

森林は、地球温暖化の抑制や自然災害を防止するなど、人の生活を守る様々
な機能を有しています。この機能を守るため、今年度から各自治体に森林環
境譲与税が交付されます。市では、この譲与税を活用するため、「鶴ヶ島市
森林環境基金」を設置しました。今後は、森林の整備や保全、木材利用の推
進などの事業に活用し、その内容はホームページなどで公表します。
活用事業例
・市民の森などへの整備・保全事業
・公共施設などでの木質化の推進、木製備品の活用事業
・森に親しむ機会の提供、森を育む活動の促進事業
問　産業振興課農政担当

会場 対象
北市民センター 鶴ヶ島中学校区の方 
西市民センター 西中学校区の方 
大橋市民センター 南中学校区の方 
南市民センター 藤中学校区の方 
富士見市民センター 富士見中学校区の方

今月の納期

◆市・県民税第3期
◆国民健康保険税第4期
◆介護保険料第4期
◆後期高齢者医療保険料第4期

児童館の閉館時間が変わります

10月から3月の児童館の閉館時間
が16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

「逆木荘」は臨時休館します

全館清掃のため、10月18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

赤い羽根共同募金運動

10月1日から全国一斉に始まります。
テーマは「地域から孤立をなくす」。
期　赤い羽根募金／10月1日～令
和2年3月31日　地域歳末たすけ
あい募金／12月1日～31日
※　詳細は、折り込みチラシをご
覧ください
問　社会福祉協議会☎271・6011

お知らせ

Infor-
mation
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広告

第9回スタンプラリーつるがしま大会

日　10月27日（日）8時45分～（受付
8時15分～）
場　新町小学校
コース　約4km、約5km
チーム編成　2～5人のチームで参
加（1人でも参加可）
料　3歳～中学3年生100円、大人
200円
他　1位～5位まで表彰、全員に参
加賞あり
申　10月18日（金）までに参加申込
書に参加費を添えて生涯学習スポ
ーツ課市民スポーツ担当または各
市民センターへ
問　生涯学習スポーツ課市民スポ
ーツ担当、田

た

口
ぐち

☎285・9107

秋のつるがしま元気スポーツ
フェスティバル2019
健康マラソン参加者募集

日　11月2日（土）
場　運動公園
種目　1㎞・2㎞・3㎞
料　100円
申　10月10日（木）から23日（水）ま
でに参加申込書に必要事項を記入
し、参加費を添えて生涯学習スポ
ーツ課、各市民センター、海洋セ
ンター（平日9時～17時）、市民活
動推進センター（平日9時～17時
30分、木曜日のみ9時～21時）へ
問　生涯学習スポーツ課市民スポ
ーツ担当

燃えよつるゴン！
第2回鶴ヶ島市民綱引き大会

日　12月1日（日）9時30分～開会式
場　藤中学校体育館
部門　①小学生男子の部・女子の
部（小学校4年生以上）　②中学生男
子の部・女子の部　③一般男子の
部・女子の部（高校生以上）
チーム編成　監督1人、マネージャ
ー1人、選手8人、交代要員2人の計
12人とする。ただし、③については、
監督、マネージャーは選手兼任可。
※　 チ ー ム 名 は10文 字 以 内（ 記
号、スペースなどを含む）
料　小学生・中学生の部1チーム
1000円、　一般の部1チーム2000
円　※　傷害保険料含む
申　10月7日（月）から11月8日（金）
までに参加申込書に必要事項を記
入し、参加費を添えてNPO法人鶴
ヶ島市体育協会事務局へ直接お申
込みください。なお、参加申込書
は、生涯学習スポーツ課、各市民
センター、市民活動推進センター
にあります。
問　NPO法人鶴ヶ島市体育協会
事務局（海洋センター内）☎277・
5199

10月、11月は「スポーツに親しむ月間」です。スポーツ・レクリエーション活動は筋力・体力の保持、生活習慣病の予防、
ストレス発散など、心身の健康維持に有効です。市内の各スポーツイベントに参加し、スポーツを楽しんでみませんか。
詳細は、お問い合わせください。
【スポーツに親しむ月間　一般参加可能イベント】
○定例健康ウオーク／10月11日（金）、11月8日（金）、12月13日（金）
○第70回鶴ヶ島市民体育祭／10月13日（日）　
○�秋のスポーツ教室（ヨガ教室）／10月16日（水）・24日（木）・ 30日（水）・ 

31日（木）　
○秋のつるがしま元気スポーツフェスティバル2019／11月2日（土）
問　生涯学習スポーツ課市民スポーツ担当

第23回東洋大学連携スポーツ講習会

対　市内在住在勤の方　日　11月9日(土)9時～11時
場　東洋大学川越キャンパス陸上競技場、体育館ほか
講　酒

さか

井
い

俊
とし

幸
ゆき

さん(東洋大学陸上競技部長距離部門監督)
内　上手な体の使い方と長続きするジョギングのトレーニング法を学びます。
定　30人(申込順)　持　スポーツシューズ、上履き　
※　スポーツのできる服装　
他　会場までのアクセスは、市ホームページなどでご確認ください。
申 問　10月10日(木)から生涯学習スポーツ課市民スポーツ担当へ

スポーツで健康な体づくりを！　イベントに参加してスポーツを楽しもう
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本のリサイクル市
日　26日（土）9時～17時、27日（日）9時～15時
内　一般書・児童書・雑誌など1冊50円で販売します。

図書館まつりスタンプラリー
日　両日9時～17時
内　スタンプを集めて図書館まつりオリジナルグッズを
ゲットしよう！

ろんちゃんマーケット
日　両日9時～17時
内　飲食物や手作り雑貨（ガラス小物、図書館キャラク
ターグッズ）などを販売します。

つるがしま郷土かるた体験
日　27日（日）13時～14時、15時～16時
内　つるがしま郷土かるたを体験、楽しみます。

子ども向けイベント
日　両日
内　おはなし会／図書館ボランティア、サークルによる
子ども向けおはなし会です。工作や大型絵本の読み聞か
せもあります。
ぬりえ＆しおり作成／イラストレーター・フルタハナコ
さん書下ろしイラストのぬりえとしおりを作成します。

サークル活動展示、販売
日　両日
内　布小物の販売（26日（土）のみ）、ティーンズ図書の
展示＆福袋、朗読発表会など

講座「未来の地球と私たちの暮らし」
日　26日（土）13時～14時
講　つるがしま緑のカーテン市民実行委員会
内　子どもに向けた環境のお話
他　花の種のプレゼントあり
申　10月25日（金）までに、つるがしま緑のカーテン市
民実行委員会へ☎080・5489・3010、 no-maeda@
jcom.zaq.ne.jp

鶴ヶ島市立図書館×ミャンマー
対　小学生
日　26日（土）13時～14時15分　　　
講　イイ ソーさん（（株）図書館流通センター）
内　昔話の読み聞かせや遊び、民族衣装体験などミャン
マーについて楽しく学びます。
持　カメラ（民族衣装の撮影用）

ビブリオバトル
日　26日（土）16時～17時
内　おすすめ本を持ち寄り5分間で紹介し、いちばん読
みたくなった本を決めるゲームです。
定　5人（発表者）　※　3人以上集まらないと中止
持　紹介する本1冊
他　40歳以上で最も投票が多い方に「R40大人のビブ
リオバトルin埼玉」の出場権が授与されます。
申　10月24日（木）までに中央図書館へ電話、

lib.tsurugashima02@lib.tsurugashima.saitama.jp

「CDコンサート　子どもだけではもったいない学校音楽
～小中学校の教科書より～」
日　27日（日）10時～12時
内　学校で習う音楽はやっぱり良い！そのすばらしさを
もう一度感じるCDコンサートです。

図書館で英語多読―ORTを使ってみよう―
対　中学生以上
日　27日（日）14時～16時
講　酒

さか

井
い

邦
くに

秀
ひで

さん（NPO法人多言語多読理事）
内　図書館所蔵のORTを使った英語多読のワークショップ
定　30人（申込順）
申　10月1日（火）から中央図書館へ電話、

lib.tsurugashima02@lib.tsurugashima.saitama.jp
※　「ORT」はオックスフォード・リーディング・ツリーの略

日　10月26日(土)・27日(日)
場　中央図書館
問　中央図書館☎271・3001

広告
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第9回スタンプラリーつるがしま大会

日　10月27日（日）8時45分～（受付
8時15分～）
場　新町小学校
コース　約4km、約5km
チーム編成　2～5人のチームで参
加（1人でも参加可）
料　3歳～中学3年生100円、大人
200円
他　1位～5位まで表彰、全員に参
加賞あり
申　10月18日（金）までに参加申込
書に参加費を添えて生涯学習スポ
ーツ課市民スポーツ担当または各
市民センターへ
問　生涯学習スポーツ課市民スポ
ーツ担当、田

た

口
ぐち

☎285・9107

秋のつるがしま元気スポーツ
フェスティバル2019
健康マラソン参加者募集

日　11月2日（土）
場　運動公園
種目　1㎞・2㎞・3㎞
料　100円
申　10月10日（木）から23日（水）ま
でに参加申込書に必要事項を記入
し、参加費を添えて生涯学習スポ
ーツ課、各市民センター、海洋セ
ンター（平日9時～17時）、市民活
動推進センター（平日9時～17時
30分、木曜日のみ9時～21時）へ
問　生涯学習スポーツ課市民スポ
ーツ担当

燃えよつるゴン！
第2回鶴ヶ島市民綱引き大会

日　12月1日（日）9時30分～開会式
場　藤中学校体育館
部門　①小学生男子の部・女子の
部（小学校4年生以上）　②中学生男
子の部・女子の部　③一般男子の
部・女子の部（高校生以上）
チーム編成　監督1人、マネージャ
ー1人、選手8人、交代要員2人の計
12人とする。ただし、③については、
監督、マネージャーは選手兼任可。
※　 チ ー ム 名 は10文 字 以 内（ 記
号、スペースなどを含む）
料　小学生・中学生の部1チーム
1000円、　一般の部1チーム2000
円　※　傷害保険料含む
申　10月7日（月）から11月8日（金）
までに参加申込書に必要事項を記
入し、参加費を添えてNPO法人鶴
ヶ島市体育協会事務局へ直接お申
込みください。なお、参加申込書
は、生涯学習スポーツ課、各市民
センター、市民活動推進センター
にあります。
問　NPO法人鶴ヶ島市体育協会
事務局（海洋センター内）☎277・
5199

10月、11月は「スポーツに親しむ月間」です。スポーツ・レクリエーション活動は筋力・体力の保持、生活習慣病の予防、
ストレス発散など、心身の健康維持に有効です。市内の各スポーツイベントに参加し、スポーツを楽しんでみませんか。
詳細は、お問い合わせください。
【スポーツに親しむ月間　一般参加可能イベント】
○定例健康ウオーク／10月11日（金）、11月8日（金）、12月13日（金）
○第70回鶴ヶ島市民体育祭／10月13日（日）　
○�秋のスポーツ教室（ヨガ教室）／10月16日（水）・24日（木）・ 30日（水）・ 

31日（木）　
○秋のつるがしま元気スポーツフェスティバル2019／11月2日（土）
問　生涯学習スポーツ課市民スポーツ担当

第23回東洋大学連携スポーツ講習会

対　市内在住在勤の方　日　11月9日(土)9時～11時
場　東洋大学川越キャンパス陸上競技場、体育館ほか
講　酒

さか

井
い

俊
とし

幸
ゆき

さん(東洋大学陸上競技部長距離部門監督)
内　上手な体の使い方と長続きするジョギングのトレーニング法を学びます。
定　30人(申込順)　持　スポーツシューズ、上履き　
※　スポーツのできる服装　
他　会場までのアクセスは、市ホームページなどでご確認ください。
申 問　10月10日(木)から生涯学習スポーツ課市民スポーツ担当へ

スポーツで健康な体づくりを！　イベントに参加してスポーツを楽しもう
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本のリサイクル市
日　26日（土）9時～17時、27日（日）9時～15時
内　一般書・児童書・雑誌など1冊50円で販売します。

図書館まつりスタンプラリー
日　両日9時～17時
内　スタンプを集めて図書館まつりオリジナルグッズを
ゲットしよう！

ろんちゃんマーケット
日　両日9時～17時
内　飲食物や手作り雑貨（ガラス小物、図書館キャラク
ターグッズ）などを販売します。

つるがしま郷土かるた体験
日　27日（日）13時～14時、15時～16時
内　つるがしま郷土かるたを体験、楽しみます。

子ども向けイベント
日　両日
内　おはなし会／図書館ボランティア、サークルによる
子ども向けおはなし会です。工作や大型絵本の読み聞か
せもあります。
ぬりえ＆しおり作成／イラストレーター・フルタハナコ
さん書下ろしイラストのぬりえとしおりを作成します。

サークル活動展示、販売
日　両日
内　布小物の販売（26日（土）のみ）、ティーンズ図書の
展示＆福袋、朗読発表会など

講座「未来の地球と私たちの暮らし」
日　26日（土）13時～14時
講　つるがしま緑のカーテン市民実行委員会
内　子どもに向けた環境のお話
他　花の種のプレゼントあり
申　10月25日（金）までに、つるがしま緑のカーテン市
民実行委員会へ☎080・5489・3010、 no-maeda@
jcom.zaq.ne.jp

鶴ヶ島市立図書館×ミャンマー
対　小学生
日　26日（土）13時～14時15分　　　
講　イイ ソーさん（（株）図書館流通センター）
内　昔話の読み聞かせや遊び、民族衣装体験などミャン
マーについて楽しく学びます。
持　カメラ（民族衣装の撮影用）

ビブリオバトル
日　26日（土）16時～17時
内　おすすめ本を持ち寄り5分間で紹介し、いちばん読
みたくなった本を決めるゲームです。
定　5人（発表者）　※　3人以上集まらないと中止
持　紹介する本1冊
他　40歳以上で最も投票が多い方に「R40大人のビブ
リオバトルin埼玉」の出場権が授与されます。
申　10月24日（木）までに中央図書館へ電話、

lib.tsurugashima02@lib.tsurugashima.saitama.jp

「CDコンサート　子どもだけではもったいない学校音楽
～小中学校の教科書より～」
日　27日（日）10時～12時
内　学校で習う音楽はやっぱり良い！そのすばらしさを
もう一度感じるCDコンサートです。

図書館で英語多読―ORTを使ってみよう―
対　中学生以上
日　27日（日）14時～16時
講　酒

さか

井
い

邦
くに

秀
ひで

さん（NPO法人多言語多読理事）
内　図書館所蔵のORTを使った英語多読のワークショップ
定　30人（申込順）
申　10月1日（火）から中央図書館へ電話、

lib.tsurugashima02@lib.tsurugashima.saitama.jp
※　「ORT」はオックスフォード・リーディング・ツリーの略

日　10月26日(土)・27日(日)
場　中央図書館
問　中央図書館☎271・3001
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第4回eコラボサイエンス教室

対　市内在住の小学生
日　10月26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　コパル（琥

こは く

珀になりきってい
ない原石）を磨いて、中に入って
いる化石化した虫を観察します。
定　20人（申込順・保護者含めず）
料　無料　※　汚れてもよい服装
申	問　10月7日（月）から18日（金）
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

認知症サポーター養成講座

「認知症サポーター」とは、何か特
別なことをするのではなく、認知
症という病気を正しく理解して、
その人と家族を見守る応援者です。
認知症になっても安心して暮らせ
るまちを目指し、認知症について
学びませんか。
対　市内在住在勤の方
日　10月25日（金）10時～11時45分
場　西市民センター
内　認知症についての講話
定　50人（申込順）
料　無料
持　筆記具
申	問　10月7日（月）（平日10時～
16時）からコープみらいコーププ
ラザ川越へ☎226・1393

第12回チャリティーカラオケ
歌謡祭参加者募集

日　11月4日（月）10時～
場　富士見市民センター
定　80人（申込順）　
※　一般参加は市内在住者優先
料　800円（申込時）
他　軽食の販売があります。
申　10月4日（金）9時から11日（金）
17時までに指定の申込書を富士
見市民センターへ（1度の申込みで
2人分まで可能）
問　富士見市民センター☎287・
1661

第8回 高齢者福祉人権講演会
「生活習慣病だいじょうぶですか？」

対　高齢者
日　10月12日（土）14時～15時30分
場　南市民センター集会室
講　川

かわ

野
の

太
た

郎
ろう

さん（川野医院院長）
内　かかりつけ医との上手な付き
合い方
定　100人
料　無料　
問　南市民センター☎287・0235

健康講座

日　11月2日（土）10時～11時30分
場　南市民センター集会室
講　ヤクルトおなかマスター
内　おなか元気教室
定　100人　料　無料
問　南市民センター☎287・0235

第8回光頭鶴つる相撲大会
出場者募集

産業まつりの恒例イベントとなっ
た「光頭鶴つる相撲大会」を本年
度も開催します。
対　つるつる頭に自信のある方（応
募者多数の場合は事前審査にて決
定します）
日　11月10日（日）12時30分～13
時30分
場　運動公園（第34回鶴ヶ島産業
まつり会場内特設ステージ）
内　おでこで吸盤綱引き相撲
定　12人　
料　無料
他　上位入賞者には賞品を贈呈
申	問　10月1日（火）から31日（木）
（8時30分～17時）までに鶴ヶ島市
商工会へ☎287・1255

サークル地域還元講座
「初めての太極拳」

対　中学生以上（18
歳未満は保護者の
承諾が必要）
日　11月5日・12
日・19日・26日
の各火曜日19時30分～21時（全4
回）　※　1回のみの参加可
場　大橋市民センター集会室
講　さわやか太極拳
内　美と健康を目指して楽しく太
極拳を練習します。気軽に参加で
きる初心者対象の入門教室です。
定　20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　10月1日（火）から（平日9時
～17時）大橋市民センターへ☎
286・0005

シニアパソコンカレッジ
「Windows10（パソコン）を楽しもう」

対　次のいずれにも該当する方
①60歳以上で全日程出席できる方
②初心者でWindows10のパソコン
をお持ちの方（XP,7,Vista,8.1不可）
日　11月19日（火）、21日（木）、26
日（火）、28日（木）13時30分～16時
（全4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　3000円（テキスト代、保険料
など）
持　Windows10のパソコン
申	問　10月15日（火）までに高齢
者福祉課高齢者福祉担当へ

きれいなまちづくり運動秋期一斉清掃

市では、市民や自治会などと協働して、身近な環境美化と保全を目的に一斉
清掃を実施します。市民の皆さんの参加をお願いします。
日　10月20日（日）　※　雨天の場合は、27日（日）に延期、27日も雨天の場
合は中止となります
場　地域の道路や公園など（清掃箇所・開始時間などは、それぞれの自治会
にお問い合わせください）
他　延期や中止のときは、7時30分頃、防災行政無線で放送します。
問　生活環境課環境推進担当
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高倉獅子舞が奉納されます

市指定無形文化財の「高倉獅子
舞」が奉納されます。豊

ほうじょうかんしゃ

穣感謝、
悪
あくえきたいさん

疫退散、安全祈願のために行わ
れている市内に残る唯一の獅子舞
です。この機会に江戸時代から引
き継がれてきた伝統行事を見学し
てみませんか。
日 場　11月2日（土）13時～日

ひ

枝
え

神
じん

社
じゃ

、稲
いなりじんじゃ

荷神社、高
こう

福
ふく

寺
じ

跡
あと

（順次）　3
日（祝）12時～日枝神社
問　生涯学習スポーツ課文化財担
当☎285・2194

つるバス・つるワゴンで出かけよう！

8月1日から、高齢者などの運賃が
無料になりました。おかげさまで、
より多くの方にご利用いただいて
います。もし、つるワゴンが満員
の場合には、運転手が手配した続
行便（タクシー車両）に、乗車する
ことができます。お出かけの際は、
ぜひつるバス・つるワゴンをご利
用ください。
問　都市計画課交通政策担当

案　　内
ハロウィン謎解きゲーム
「魔王を倒せ」

対　幼児親子～高校生
日　10月19日（土）10時20分～11時
場　大橋児童館　
内　親子で楽しめる謎解きや製作、
ゲームを行います。
定　100人（申込順）
料　無料
持　仮装衣装（簡単なもので構い
ません）
申 問　10月5日（土）9時30分から
大橋児童館☎286・0007へ　
※　当日受付あり

老人福祉センター「逆木荘」
秋のバスハイク

対　市内在住60歳以上で2㎞位を
団体で歩ける方
日　10月25日（金）8時集合、出発

（雨天決行）
内　高崎観音で健康を願い、道の
駅川場田園プラザと土田酒造で食
と地酒を楽しみましょう。
定　45人（応募者多数の場合は抽
選、当選者には連絡します）
料　1500円（バス代、旅行傷害保
険など）
持　昼食、常備薬、保険証など
申 問　10月2日（水）9時から4日（金）
16時までに老人福祉センター「逆
木荘」へ☎286・3301

中央図書館休館日

10月7日、21日、28日の各月曜日
問　中央図書館☎271・3001

シニア料理塾（男性中心）

自らの健康管理のために参加して
みませんか？
日　10月25日（金）10時～13時
場　西市民センター
講　市食生活改善推進員協議会
内　めかじきの豆板醤ソースかけ、
ほうれん草のピーナツバター和え
などを作ります。
定　16人（申込順）
料　500円
持　筆記具、エプロン、三角巾、台・
皿用ふきん（各2枚）、手拭きタオル
申 問　10月2日（水）から健康増進課

（市食生活改善推進員協議会事務
局）へ

スクエアダンス初心者教室

対　70歳位までの健康な方（ダン
ス経験者は75歳まで）
日　10月30日、11月6日・13日・
20日の各水曜日12時45分～14時

（全4回）
場　南市民センター
講　鶴ヶ島スクエアダンスクラブ
内　ウォーキングダンスで脳トレ
と運動不足の解消
定　15人（申込順）
料　1000円（ドリンク代、テキス
ト代含む）
持　かかとの低い靴、筆記具
※　動きやすい服装
申 問　10月7日（月）9時30分から
南市民センター☎287・0235へ
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第4回eコラボサイエンス教室

対　市内在住の小学生
日　10月26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　コパル（琥

こは く

珀になりきってい
ない原石）を磨いて、中に入って
いる化石化した虫を観察します。
定　20人（申込順・保護者含めず）
料　無料　※　汚れてもよい服装
申	問　10月7日（月）から18日（金）
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

認知症サポーター養成講座

「認知症サポーター」とは、何か特
別なことをするのではなく、認知
症という病気を正しく理解して、
その人と家族を見守る応援者です。
認知症になっても安心して暮らせ
るまちを目指し、認知症について
学びませんか。
対　市内在住在勤の方
日　10月25日（金）10時～11時45分
場　西市民センター
内　認知症についての講話
定　50人（申込順）
料　無料
持　筆記具
申	問　10月7日（月）（平日10時～
16時）からコープみらいコーププ
ラザ川越へ☎226・1393

第12回チャリティーカラオケ
歌謡祭参加者募集

日　11月4日（月）10時～
場　富士見市民センター
定　80人（申込順）　
※　一般参加は市内在住者優先
料　800円（申込時）
他　軽食の販売があります。
申　10月4日（金）9時から11日（金）
17時までに指定の申込書を富士
見市民センターへ（1度の申込みで
2人分まで可能）
問　富士見市民センター☎287・
1661

第8回 高齢者福祉人権講演会
「生活習慣病だいじょうぶですか？」

対　高齢者
日　10月12日（土）14時～15時30分
場　南市民センター集会室
講　川

かわ

野
の

太
た

郎
ろう

さん（川野医院院長）
内　かかりつけ医との上手な付き
合い方
定　100人
料　無料　
問　南市民センター☎287・0235

健康講座

日　11月2日（土）10時～11時30分
場　南市民センター集会室
講　ヤクルトおなかマスター
内　おなか元気教室
定　100人　料　無料
問　南市民センター☎287・0235

第8回光頭鶴つる相撲大会
出場者募集

産業まつりの恒例イベントとなっ
た「光頭鶴つる相撲大会」を本年
度も開催します。
対　つるつる頭に自信のある方（応
募者多数の場合は事前審査にて決
定します）
日　11月10日（日）12時30分～13
時30分
場　運動公園（第34回鶴ヶ島産業
まつり会場内特設ステージ）
内　おでこで吸盤綱引き相撲
定　12人　
料　無料
他　上位入賞者には賞品を贈呈
申	問　10月1日（火）から31日（木）
（8時30分～17時）までに鶴ヶ島市
商工会へ☎287・1255

サークル地域還元講座
「初めての太極拳」

対　中学生以上（18
歳未満は保護者の
承諾が必要）
日　11月5日・12
日・19日・26日
の各火曜日19時30分～21時（全4
回）　※　1回のみの参加可
場　大橋市民センター集会室
講　さわやか太極拳
内　美と健康を目指して楽しく太
極拳を練習します。気軽に参加で
きる初心者対象の入門教室です。
定　20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　10月1日（火）から（平日9時
～17時）大橋市民センターへ☎
286・0005

シニアパソコンカレッジ
「Windows10（パソコン）を楽しもう」

対　次のいずれにも該当する方
①60歳以上で全日程出席できる方
②初心者でWindows10のパソコン
をお持ちの方（XP,7,Vista,8.1不可）
日　11月19日（火）、21日（木）、26
日（火）、28日（木）13時30分～16時
（全4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　3000円（テキスト代、保険料
など）
持　Windows10のパソコン
申	問　10月15日（火）までに高齢
者福祉課高齢者福祉担当へ

きれいなまちづくり運動秋期一斉清掃

市では、市民や自治会などと協働して、身近な環境美化と保全を目的に一斉
清掃を実施します。市民の皆さんの参加をお願いします。
日　10月20日（日）　※　雨天の場合は、27日（日）に延期、27日も雨天の場
合は中止となります
場　地域の道路や公園など（清掃箇所・開始時間などは、それぞれの自治会
にお問い合わせください）
他　延期や中止のときは、7時30分頃、防災行政無線で放送します。
問　生活環境課環境推進担当
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高倉獅子舞が奉納されます

市指定無形文化財の「高倉獅子
舞」が奉納されます。豊

ほうじょうかんしゃ

穣感謝、
悪
あくえきたいさん

疫退散、安全祈願のために行わ
れている市内に残る唯一の獅子舞
です。この機会に江戸時代から引
き継がれてきた伝統行事を見学し
てみませんか。
日 場　11月2日（土）13時～日

ひ

枝
え

神
じん

社
じゃ

、稲
いなりじんじゃ

荷神社、高
こう

福
ふく

寺
じ

跡
あと

（順次）　3
日（祝）12時～日枝神社
問　生涯学習スポーツ課文化財担
当☎285・2194

つるバス・つるワゴンで出かけよう！

8月1日から、高齢者などの運賃が
無料になりました。おかげさまで、
より多くの方にご利用いただいて
います。もし、つるワゴンが満員
の場合には、運転手が手配した続
行便（タクシー車両）に、乗車する
ことができます。お出かけの際は、
ぜひつるバス・つるワゴンをご利
用ください。
問　都市計画課交通政策担当

案　　内
ハロウィン謎解きゲーム
「魔王を倒せ」

対　幼児親子～高校生
日　10月19日（土）10時20分～11時
場　大橋児童館　
内　親子で楽しめる謎解きや製作、
ゲームを行います。
定　100人（申込順）
料　無料
持　仮装衣装（簡単なもので構い
ません）
申 問　10月5日（土）9時30分から
大橋児童館☎286・0007へ　
※　当日受付あり

老人福祉センター「逆木荘」
秋のバスハイク

対　市内在住60歳以上で2㎞位を
団体で歩ける方
日　10月25日（金）8時集合、出発

（雨天決行）
内　高崎観音で健康を願い、道の
駅川場田園プラザと土田酒造で食
と地酒を楽しみましょう。
定　45人（応募者多数の場合は抽
選、当選者には連絡します）
料　1500円（バス代、旅行傷害保
険など）
持　昼食、常備薬、保険証など
申 問　10月2日（水）9時から4日（金）
16時までに老人福祉センター「逆
木荘」へ☎286・3301

中央図書館休館日

10月7日、21日、28日の各月曜日
問　中央図書館☎271・3001

シニア料理塾（男性中心）

自らの健康管理のために参加して
みませんか？
日　10月25日（金）10時～13時
場　西市民センター
講　市食生活改善推進員協議会
内　めかじきの豆板醤ソースかけ、
ほうれん草のピーナツバター和え
などを作ります。
定　16人（申込順）
料　500円
持　筆記具、エプロン、三角巾、台・
皿用ふきん（各2枚）、手拭きタオル
申 問　10月2日（水）から健康増進課

（市食生活改善推進員協議会事務
局）へ

スクエアダンス初心者教室

対　70歳位までの健康な方（ダン
ス経験者は75歳まで）
日　10月30日、11月6日・13日・
20日の各水曜日12時45分～14時

（全4回）
場　南市民センター
講　鶴ヶ島スクエアダンスクラブ
内　ウォーキングダンスで脳トレ
と運動不足の解消
定　15人（申込順）
料　1000円（ドリンク代、テキス
ト代含む）
持　かかとの低い靴、筆記具
※　動きやすい服装
申 問　10月7日（月）9時30分から
南市民センター☎287・0235へ
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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

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

西入間地区地域安全・暴力排除
推進大会

10月11日（金）から20日（日）までは、
全国地域安全運動実施期間です。
日　10月19日（土）13時30分開演
場　鳩山町文化会館
内　式典、表彰、鳩山中学校吹奏
楽部演奏
料　無料（先着350人に記念品あり）
他　駐車台数に限りがあります。
車は乗り合わせでお越しください。
問　西入間地区防犯協会☎281・
8484

埼玉都民大集会
～地域でつながろう～

定年後は生活の中心が「会社」から
「地域」へシフトします。このシフ
トへの事前準備や取組みに関するヒ
ントが見つかるセミナーです。
対　都内に通勤する埼玉県在住の
方
日　11月1日（金）17時45分～
場　よみうりホール（有楽町駅前）
内　①佐

さ

々
さ

木
き

則
のり

夫
お

さん（大宮アル
ディージャトータルアドバイザー）
によるトークセッション「埼玉の
魅力と地域活動」　②森

もり

永
なが

卓
たく

郎
ろう

さん
（独協大学教授）による講演「埼玉
で暮らす悠々自適の定年後」
定　1000人（事前申込制、先着順）
料　無料
申　専用Webフォーム（https://
saitamatomin.jp）から申込み  
問　 埼 玉 都 民 大 集 会 事 務 局
saitamatomin@tsp-taiyo.co.jp

説明会 申込会

10月29日(火) 10月31日(木)

11月19日(火) 11月21日(木)

12月17日(火) 12月19日(木)

保育士合同就職面接会

対　保育分野での就職を希望する方
日　10月28日（月）13時～16時（受
付開始12時30分）
場　ソニックシティ地下第1展示
場、第2展示場、商談室
内　事業所人事担当者との個別面
接、ハローワーク職員との就職相談
持　履歴書、自己PR書などを複
数枚（ハローワーク登録済の方は、
ハローワークカード）
他　80か所の事業所が参加予定
問　埼玉労働局職業安定課職業紹
介係☎048・600・6208、県少子
政策課施設運営・人材確保担当☎
048・830・3349

新規学卒・若者就職面接会

対　①令和2年3月に高等学校卒
業予定の方　②正社員での就職を
希望するおおむね40歳までの方
日　11月5日（火）13時30分～16時

（受付13時～15時30分）
場　ウェスタ川越多目的ホール
内　就職面接会、参加企業40社

（予定）
料　無料（事前予約不要）
持　対象①の方は不要、対象②の
方は履歴書、ハローワークカード
問　ハローワーク川越☎242・0197　
31#

県立塙
はなわほ

保己
きいち

一学園高等部専攻
科入学者募集

高等部専攻科（3年課程）では、視
覚障害（全盲または弱視）の10代か
ら60代の方が、あん摩・マッサー
ジ・指圧、はり、きゅうの技能を
習得しています。卒業時には国家
試験の受験資格が得られ、免許取
得後は病院や介護施設などへの就
職、治療院開業、進学などの道が
ひらけます。
第1次募集選考日　11月29日（金）
第2次募集選考日　令和2年2月14
日（金）　※　第1次募集で募集人
員に達した場合、第2次募集は行い
ません。相談・見学は随時受付中
申 問　同校（〒350-1175川越市
笠幡85-1）へ☎231・2121

10月は不正軽油撲滅対策
強化月間です

不正軽油とは、県の税金である軽
油引取税の脱税を目的として、軽
油に灯油や重油などを混ぜた燃料
や自動車の燃料として使用される
灯油や重油のことをいいます。不
正軽油の製造・販売・使用は悪質
な脱税行為であるばかりでなく、
公正な市場競争を阻害し、大気汚
染など環境や健康にも重大な影響
を与えることから、埼玉県では不
正軽油の撲滅対策を推進していま
す。 「黒煙など通常とは異なる排気
ガスを出して走行していた」など、
不正軽油に関する情報をお持ちの
方はご連絡ください。
問　 県 税 務 課 課 税 担 当 ☎048・
830・2665

事業主の皆さんへ！10月31日は
労働保険料第2期分の納期限です

労働保険料（労災保険・雇用保険）
の第2期分納期限は10月31日です。
問　埼玉労働局労働保険徴収課☎
048・600・6223　※　詳しくは、
厚生労働省もしくは埼玉労働局の
ホームページをご覧ください

県下一斉行政書士相談会

日　10月12日（土）10時～16時
場　市民活動推進センター
内　遺言・相談・離婚などの暮ら
しの相談、建設業・飲食店・会社
設立ほか役所の手続の相談
料　無料　※予約不要
問　埼玉県行政書士会西入間支
部・鈴

すず

木
き

☎289・7144

広報つるがしま掲載内容の訂正

お詫びして訂正いたします。
【訂正箇所】 
9月号3ページ「防災行政無線音
達試験を行います」の子局名称

【誤】12 共栄第二会館
【正】12 つるがしま中央交流セン
ター
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鶴ヶ島市戦没者追悼式

戦没者英霊の安らかなご冥福をお
祈りし、恒久平和を祈念するため
に戦没者追悼式を開催します。市
内在住の戦没者のご遺族、市民の
どなたでも参列いただけます。
日　11月16日（土）10時開式（受付
9時30分～）
場　女性センター
他　礼服の着用をお願いします。　
問　福祉政策課福祉政策・地域福
祉担当

外
がい

国
こく

の方
かた

のための防
ぼう

災
さい

体
たい

験
けん

対　外
がい

国
こく

籍
せき

の方
かた

（小
しょうがく

学3年
ねんせいいじょう

生以上）
日　10月

がつ

20日
にち

（日）11時
じ

20分
ふん

（鶴
つる

ヶ
が

島
しま

駅
えき

集
しゅうごう

合）～15時
じ

（池
いけぶくろかいさん

袋解散）
場　池

いけぶくろぼうさいかん

袋防災館
定　20人（申

もうしこみじゅん

込順）
料　無

むりょう

料（帰
かえ

りの交
こ う つ う ひ

通費は自
じ

費
ひ

）
申 問　10月

がつ

4日
にち

（金）17時
じ

までに
市
しこくさいこうりゅうきょうかいじむきょく

国際交流協会事務局（地
ち いき かつ どう

域活動
推
すい しん か ない

進課内）へ

障がい者アート絵画展作品募集

対　市内および近隣市町在住の障
害のある方
場　中央図書館　
内　12月11日（水）から開催する

「障がい者アート絵画展」に出展
するオリジナリティあふれる感性
で描かれた作品を募集します。
申 問　12月1日（日）までに直接、
中央図書館へ☎271・3001

ハロウィンジャンボ
ハロウィンジャンボミニ同時発売

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。ネットでも購入可（各1枚300
円）。
発売期間� 10月18日（金）まで
問  （公財）埼玉県市町村振興協会
☎048・822・5004

案　　内
認知症市民公開講座「認知症を寄せ付けない脳の健康講座」
～日常生活の中で頭を鍛えるノウハウや考え方～

対　市内および坂戸市在住在勤の方　　　
日　11月9日（土）13時30分～15時　　　
場　入

にっ

西
さい

地域交流センター
講　岡

おか

田
だ

之
ゆき

啓
ひろ

さん（くもん学習療法センター普及部東日本チームマネージャ
ー）　
内　認知症予防対策のひとつである「学習療法」。脳も手足の筋肉と同じで
鍛えることができます。
定　300人（申込優先・先着順）　料　無料　持　筆記具
他　手話通訳あり。講座終了後、個別相談希望の場合は、地域包括支援センタ
ー、在宅医療相談室、薬剤師、管理栄養士による相談コーナーがあります。な
お、駐車場に限りがあります。
申 問　坂戸市高齢者福祉課地域包括ケア推進担当へ☎227・6099

ひとり親のためのセミナーと相談会
～あなたの「暮らし」と「仕事」をサポートします～

対　ひとり親家庭の父母
日　11月16日（土）　セミナー／13時30分～14時30分　相談会／10時～16
時（1人45分以内）　　　
場　セミナー／市役所101・102会議室　相談会／市役所第1～第3相談室
講　山

やま

口
ぐち

ひろみさん（NPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会）
内　セミナー／「ひとり親家庭のためのライフプランニング～家計管理を理
解する～」、相談会／就職・転職・資格取得の相談、子どもの進学費用の貸付
や生活の相談など　※　埼玉県西部福祉事務所の専門相談員が対応します。
定　30人（セミナー）　料　無料（先着順・要予約）
申 問　埼玉県西部福祉事務所地域福祉担当☎283・6800

防火管理者資格取得（新規）講習会

多数の人が利用する事業所では、防火管理者の資格を有する人の中から防火管
理者を定め、消防本部に届出をする必要があります。資格者がいない事業所は
必ず受講し、防火管理者を選任してください。
対　市内および坂戸市内在住在勤で各事業所において管理監督的な地位にあ
る方
日　10月24日（木）・25日（金）8時30分～16時30分
場　坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本部（坂戸市鎌倉町16-16）　※　駐車場なし
定　60人（先着順）
料　3650円（申込当日に集金）
申 問　10月10日（木）・11日（金）8時30分から16時までに直接消防本部予防
課へ☎281・3117

防火管理者を選任すべき防火対象物
選任すべき防火管理者

甲　種 甲種または乙種
老人短期入所施設、養護老人ホームなどで
収容人員が10人以上

延べ面積に関係
なくすべて ―

飲食店、マーケット、保育園、幼稚園、病院、
老人デイサービスセンターなどで収容人員
が30人以上

延べ面積
300㎡以上

延べ面積
300㎡未満

共同住宅、学校、図書館、工場、倉庫、
事務所などで収容人員が50人以上

延べ面積
500㎡以上

延べ面積
500㎡未満
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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

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

西入間地区地域安全・暴力排除
推進大会

10月11日（金）から20日（日）までは、
全国地域安全運動実施期間です。
日　10月19日（土）13時30分開演
場　鳩山町文化会館
内　式典、表彰、鳩山中学校吹奏
楽部演奏
料　無料（先着350人に記念品あり）
他　駐車台数に限りがあります。
車は乗り合わせでお越しください。
問　西入間地区防犯協会☎281・
8484

埼玉都民大集会
～地域でつながろう～

定年後は生活の中心が「会社」から
「地域」へシフトします。このシフ
トへの事前準備や取組みに関するヒ
ントが見つかるセミナーです。
対　都内に通勤する埼玉県在住の
方
日　11月1日（金）17時45分～
場　よみうりホール（有楽町駅前）
内　①佐

さ

々
さ

木
き

則
のり

夫
お

さん（大宮アル
ディージャトータルアドバイザー）
によるトークセッション「埼玉の
魅力と地域活動」　②森

もり

永
なが

卓
たく

郎
ろう

さん
（独協大学教授）による講演「埼玉
で暮らす悠々自適の定年後」
定　1000人（事前申込制、先着順）
料　無料
申　専用Webフォーム（https://
saitamatomin.jp）から申込み  
問　 埼 玉 都 民 大 集 会 事 務 局
saitamatomin@tsp-taiyo.co.jp

説明会 申込会

10月29日(火) 10月31日(木)

11月19日(火) 11月21日(木)

12月17日(火) 12月19日(木)

保育士合同就職面接会

対　保育分野での就職を希望する方
日　10月28日（月）13時～16時（受
付開始12時30分）
場　ソニックシティ地下第1展示
場、第2展示場、商談室
内　事業所人事担当者との個別面
接、ハローワーク職員との就職相談
持　履歴書、自己PR書などを複
数枚（ハローワーク登録済の方は、
ハローワークカード）
他　80か所の事業所が参加予定
問　埼玉労働局職業安定課職業紹
介係☎048・600・6208、県少子
政策課施設運営・人材確保担当☎
048・830・3349

新規学卒・若者就職面接会

対　①令和2年3月に高等学校卒
業予定の方　②正社員での就職を
希望するおおむね40歳までの方
日　11月5日（火）13時30分～16時

（受付13時～15時30分）
場　ウェスタ川越多目的ホール
内　就職面接会、参加企業40社

（予定）
料　無料（事前予約不要）
持　対象①の方は不要、対象②の
方は履歴書、ハローワークカード
問　ハローワーク川越☎242・0197　
31#

県立塙
はなわほ

保己
きいち

一学園高等部専攻
科入学者募集

高等部専攻科（3年課程）では、視
覚障害（全盲または弱視）の10代か
ら60代の方が、あん摩・マッサー
ジ・指圧、はり、きゅうの技能を
習得しています。卒業時には国家
試験の受験資格が得られ、免許取
得後は病院や介護施設などへの就
職、治療院開業、進学などの道が
ひらけます。
第1次募集選考日　11月29日（金）
第2次募集選考日　令和2年2月14
日（金）　※　第1次募集で募集人
員に達した場合、第2次募集は行い
ません。相談・見学は随時受付中
申 問　同校（〒350-1175川越市
笠幡85-1）へ☎231・2121

10月は不正軽油撲滅対策
強化月間です

不正軽油とは、県の税金である軽
油引取税の脱税を目的として、軽
油に灯油や重油などを混ぜた燃料
や自動車の燃料として使用される
灯油や重油のことをいいます。不
正軽油の製造・販売・使用は悪質
な脱税行為であるばかりでなく、
公正な市場競争を阻害し、大気汚
染など環境や健康にも重大な影響
を与えることから、埼玉県では不
正軽油の撲滅対策を推進していま
す。 「黒煙など通常とは異なる排気
ガスを出して走行していた」など、
不正軽油に関する情報をお持ちの
方はご連絡ください。
問　 県 税 務 課 課 税 担 当 ☎048・
830・2665

事業主の皆さんへ！10月31日は
労働保険料第2期分の納期限です

労働保険料（労災保険・雇用保険）
の第2期分納期限は10月31日です。
問　埼玉労働局労働保険徴収課☎
048・600・6223　※　詳しくは、
厚生労働省もしくは埼玉労働局の
ホームページをご覧ください

県下一斉行政書士相談会

日　10月12日（土）10時～16時
場　市民活動推進センター
内　遺言・相談・離婚などの暮ら
しの相談、建設業・飲食店・会社
設立ほか役所の手続の相談
料　無料　※予約不要
問　埼玉県行政書士会西入間支
部・鈴

すず

木
き

☎289・7144

広報つるがしま掲載内容の訂正

お詫びして訂正いたします。
【訂正箇所】 
9月号3ページ「防災行政無線音
達試験を行います」の子局名称

【誤】12 共栄第二会館
【正】12 つるがしま中央交流セン
ター
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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。

世界の民族舞踊(鶴ヶ島音頭も)を
踊っています。健康寿命を延ばすた
めにも、みんなで手をつなぎ、おしゃ
べりしながら楽しくフォークダンス
をしています。ぜひ、遊びに来て楽
しさを実感してみてください。
活動日　毎週木曜日10時～12時30分
活動場所　海洋センター
問合先　髙

こ う  え ん

縁☎231・6985

鶴ヶ島ステップホップの会 ポピンズ
フォークダンス初心者講習会をきっ
かけに続いているサークルです。世
界各国の音楽を聴きながら、特徴あ
る動き、ステップに魅力を感じ和気
あいあいと若さと健康を保つために
楽しんでいます。
活動日　毎週水曜日13時～16時
活動場所　南市民センター
問合先　高

た か は し

橋☎285・6210

鶴ヶ島ステップホップの会 ピルエット

掲示板

歌と踊りとマジック
日　10月13日（日）12時30分～15時30
分（12時開場）
場　女性センター
問　佐

さ

藤
と う

☎283・7072
第10回ひきこもり･不登校講演会
｢不登校・ひきこもりが終わるとき｣
～体験者が当事者と家族に語る、理
解と対応の道しるべ～
日　11月10日（日）13時30分～15時30
分（13時受付開始）
場　ウィズもろやま   講　丸

ま る

山
やま

康
や す

彦
ひ こ

さん
問　マロウドの会・斉

さ い

藤
と う

☎090・5575・
7054
いきいき健康サポート（健康チェック）
対　成人
日　10月12日（土）9時45分～12時45
分（雨天中止）
場　ワカバウォークイベント広場
問　（医）若葉会若葉病院☎283・3633
演劇集団大河第17回公演
｢元禄・馬の物言い｣
日　11月29日（金）19時～、30日（土）
13時30分～・18時30分～、12月1日（日）
13時30分～
場　西市民センター
料　前売券1200円、当日券1500円
問　佐

さ

藤
と う

☎080・1254・3803
ハートフルマーケット鶴ヶ島’19
日　10月14日（祝）9時30分～15時
場　鶴ヶ島自動車教習所   ※雨天中止
問　鶴ヶ島自動車教習所☎287・1122
第13回絵画サークル ｢虹｣ 展
日　10月10日（木）～13日（日）10時～
17時（10日は13時から、13日は15時ま
で）
場　中央図書館2階展示室
問　舘

た て

☎090・8593・3065
やまびこ歌謡連合会チャリティ発表会
日　10月13日（日）10時～（9時30分開
場）
場　川越西文化会館（メルト）
問　山

や ま

田
だ

☎285・6943
明海大学歯学部公開講座
｢年だから・・・｣ って思ってませんか？
早く見つける脳の病気
日　10月26日（土）14時～16時
場　明海大学坂戸キャンパス
講　川

か わ

島
し ま

淳
あつし

さん（さっぽろ神経内科病
院副院長）
問　明海大学歯学部庶務課☎279・
2707
第10回アート東展
日　10月16日（水）～20日（日）10時～
17時（16日は12時から、20日は15時ま
で）
場　中央図書館2階展示室
問　宍

し し

戸
ど

☎090・6942・4266

出かけてみませんか
鶴ヶ島市弓道経験者講習会
対　市内在住在勤在学の弓道経験者
日　11月2日（土）10時～16時
場　日高アリーナ弓道場
申 問　10月20日（日）までに田

た

中
な か

☎
090・4373・1349
鶴ヶ島市武術太極拳連盟
｢（後期）初心者太極拳教室｣
日　11月3日・10日・17日・24日の各
日曜日13時30分～15時（全4回）
場　南市民センター
持　靴、飲み物　
※　運動できる服装
申 問　10月31日（木）までに須

す

藤
ど う

☎
285・2369
年金協会鶴ヶ島ハイキング大会
対　市内在住の方
日　11月9日（土）8時～14時30分　
※東上線武蔵嵐山駅改札口前に8時20
分までに集合
内　菅

す が や や か た あ と

谷館跡、大
お お ひ ら や ま

平山、嵐
ら ん ざ ん け い こ く

山渓谷を
歩きます。
定　30人（申込順）
申 問　11月1日（金）までに杉

す ぎ

☎286・
6978
第17回鶴ヶ島市ソフトテニス大会
対　高校生以上でペアのどちらかが
市内在住在勤在学の方
日　11月17日（日）8時30分～（8時受付
開始）　※　予備日11月24日（日）
場　鶴ヶ島清風高等学校テニスコート
内　男女別種別あり
料　1組1000円
申 問　10月31日（木）までに松

ま つ

井
い

☎287・
2580

参加してみませんか

ハッピー料理教室
日　第1月曜日10時～13時
場　女性センター
問　山

や ま

田
だ

☎287・1120
男の料理サークル
対　男性
日　第4土曜日9時～13時
場　女性センター
問　佐

さ

藤
と う

☎070・5542・0475

仲間になりませんか

12月号の原稿締切は､ 10月21日(月)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1回の掲載です。そ
れ以外の原稿は､ 同一サークル年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。

省略記号一覧
対 対象　日 日時・日にち 　期 期間
場 場所　講 講師　内 内容　定 定員
料 入場料・参加費　報 報酬　持 持ち物
他 その他　申 申込　問 問合先　
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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（9月1日現在）
人　口　6万9915人 （前月比-15）
世帯数　3万1327世帯（33）
　男　　3万4698人　（-19）
　女　　3万5217人　（4）

10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！

9月1日に市役所で行った「水か
けまつり」での一コマ。前回の水
かけまつりでのカメラ水没を教訓
に、カメラをビニールで巻いて挑
みました。そのおかげで、今回は
無事に撮影終了。しかし、小さな
スナイパーから常時狙われ、全身
ずぶぬれになったのは前回と変わ
りませんでした。

今月の表紙

◆女性のための法律相談（要予約）　
9日（水）10時～13時※11月の受付は
10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）　
25日（金）（4日から受付）13時～17時
▷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）
15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・家族など）
1日（火）（受付中）・18日（金）（4日か
ら受付）、11月5日（火）（22日から受
付）13時～16時／市役所1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）
10日（木）（受付中）、11月14日（木）

（31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（予約不要）
　（相続・贈与など）　
10日（木）・24日（木）13時～16時／
市役所3階▷地域活動推進課
◆行政相談
1日（火）・18日（金）13時～16時／
市役所1階▷地域活動推進課
◆人権相談
18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）　
1日（火）（受付中）、11月5日（火）（22
日から受付）13時～16時／市役所1
階▷地域活動推進課
◆税務相談（要予約）
1日（火）（受付中）、11月5日（火）（22
日から受付）13時～16時／市役所1
階▷税務課

坂戸眼科医院
診察日時　10月27日(日)9時～17時　
坂戸市関間1-1-15
☎283・4303
※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）

10 月の
眼科在宅当番医

埼玉県 AI 救急相談

救急指定病院
（全日 24 時間対応）

大人・小児の救急電話相談
（育児相談は除く）

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

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

スマートフォンやパソコンから、
利用者が相談した内容をもとに、
可能性のある症状を案
内し、緊急度の判定を
行います。埼玉県AI救
急相談で検索！ 埼玉県HP




