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15 Tsurugashima　2020.1

CDコンサート「コーラスの魅力
-ジャズもクラシックもポップ
スも・・・コーラスを堪能-」

日　1月19日(日)14時〜16時
場　中央図書館　
内　曲に厚みと深みをもたらすコ
ーラスの魅力をじっくりと堪能し
ます。
問　中央図書館☎271・3001

大人のためのおはなし会

日　1月29日(水)10時 〜12時(開
場9時45分)
場　中央図書館
講　おはなしぴっころ(語り手)
内　日常の雑事を忘れ、お話の世
界に浸ってみませんか？
定　60人(申込順)
料　無料
申　1月7日(火)から中央図書館
または各分室へ
問　中央図書館☎271・3001

第12回北市民チャリティー
カラオケまつり 

日　3月1日(日)11時30分〜16時
30分(開場11時)
場　北市民センター
料　無料。チャリティーにご協力
ください。
他　パン、コーヒーの販売あり
【出演者募集】
定　40人(申込順)　
出演料　1000円(申込時に集金)
申　1月20日(月)9時から24日(金)
までに直接北市民センターへ(電
話不可)
問　北市民センター☎287・0251

ハーモニーふれあいウィーク
企画委員

対　男女共同参画に関心のある方
日　1月25日(土)14時〜15時(第1
回企画会議)
場　女性センター　
内　6月27日（土）・28日（日）の男女
共同参画週間行事の企画・運営協力
定　10人以内
申 問　住所、氏名、電話番号を女性
センターへ☎287・47555271・5297

10200020@city.tsurugashima.lg.jp

イベント
サークル活動地域還元講座
新春囲碁大会

対　市内在住在勤の方
日　1月26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

サークル活動地域還元講座
新春将棋大会

日　1月26日(日)10時〜(受付9時)
場　東市民センター
講　棋

き ゆ う か い

友会
内　4クラス制5回戦(参加賞・景
品あり）、詰将棋
定　50人(申込順)
料　1000円(昼食代など、当日集金)
申 問　1月6日(月)9時から東市民セ
ンターへ☎286・3357(当日申込可）

第38回どんど焼き 

｢どんど焼き｣ で正月飾りを焼き、
その火であぶったもちを食べると、
1年間無病息災で過ごせるという
言い伝えがあります。
日　1月11日(土)14時30分〜／火
入れ式(荒天の場合12日に延期。
強風などにより火入れができない
場合、火入れのみ12日に延期）、
10時〜14時／正月飾り持込受付
場　東市民センター
他　①正月遊び12時30分〜　②も
ちつき体験13時〜(定員あり、整
理券配布予定)　※　｢どんど焼き｣
で焼くもちは、各自で用意　③正
月飾りのプラスチックや紙、ビニ
ール類、不燃物を取り外し、わら・
竹などのみにしてお持ちください。
お札、人形は受付できません。
問　東市民センター☎286・3357

パパといっしょに
チャレンジクッキング

対　市内在住の小学生と保護者
(父または祖父)
日　2月1日(土)10時〜13時
(受付9時30分)
場　女性センター
講　福

ふくしま

島光
み つ こ

子さん(野菜ソムリエ
プロ)
内　肉まん、あんまん、小松菜の
中華スープを作ろう！
定　親子10組
料　１人500円
持　エプロン(子どものみ）、三角
巾、手ふきタオル、足のサイズが
23㎝以下のお子さんは上履き
他　大人用エプロンをプレゼント
申 問　1月7日(火)から25日(土)ま
でに女性センターへ☎287・4755

「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
14

◆　国民健康保険税第7期
◆　介護保険料第7期
◆　後期高齢者医療保険料第7期

施設使用料の減額・免除団体
登録申請の受付を開始します

減額または免除(以下「減免」)の
要件を満たす団体が公共施設を使
用する場合、申請に基づき、その
使用料が減免されます。減免の対
象となる要件など、詳細は市内公
共施設や市ホームページでご確認
ください。現在、減免の登録をし
ている団体も申請が必要です。
申請期間　1月7日(火)〜28日(火)
※　期間後は、毎月末を申請の締
切日とし、翌月末頃に通知します
減免登録の有効期間　令和2年4
月1日〜令和3年3月31日
※　登録の決定が4月1日以降の
場合には、決定日から有効となり
ます
申請方法　申請書に必要事項を記
入し、定期的に活動している施設
(登録している施設)に必要書類を
添えて提出してください。
他　申請受付時間、申請書および
必要書類については各施設へお問
い合わせください。
問　使用する市内各公共施設へ

お知らせ
今月の納期

Infor-
mation

坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員

職種　土木職
受験資格
①大学を卒業または令和2年3月
までに卒業見込みで、平成元年4
月2日以降に生まれた方
②短期大学(専修学校を含む)を卒
業または令和2年3月までに卒業
見込みで、平成3年4月2日以降に
生まれた方
③高校を卒業または令和2年3月
までに卒業見込みで、平成5年4
月2日以降に生まれた方
④前記①から③に該当し、土木の
課程を専攻した方
採用予定人数　若干名
第1次試験日　2月2日(日)
受付期間　1月6日(月)〜17日(金)
8時30分〜17時15分（平日のみ）
受付場所　坂戸、鶴ヶ島下水道組
合総務課
※　申込方法など、詳細は組合ホ
ームページまたは組合総務課で配
布する募集案内をご覧ください
申 問　坂戸、鶴ヶ島下水道組合
総務課総務担当
☎283・2051

労働保険料の納期限

労働保険料(労災保険・雇用保険)
の第3期分の納期限は1月31日(金)
です。
申込手続きについては、厚生労働
省または埼玉労働局のホームペー
ジをご覧ください。
問　埼玉労働局労働保険徴収課
☎048・600・6203

募　　集
鶴ヶ島市立図書館の指定管理者

指定期間　令和3年4月1日〜令和8
年3月31日(5年間)
募集要項配布期間　1月27日(月)
〜2月14日(金)まで
募集要項配布場所　生涯学習スポ
ーツ課
選定方法　公募とし、市指定管理
者選定委員会で候補者を選定後、
議会の議決を経て指定管理者を決
定します。
問　生涯学習スポーツ課社会教育
担当

令和2年度公立小中学校臨時的任用教職員など

令和2年度の公立小中学校における教職員の欠員補充
や育児休業、病気などにより勤務することができない
教職員の代替などとして、臨時的任用教職員および非
常勤講師を募集します。
応募資格　①教員は教員普通免許状、学校栄養職員は栄養士免許状を所有し
ている方または取得見込みの方
②地方公務員法第16条および学校教育法第9条の欠格事項に該当しない方
※　応募の際は「希望調書」の提出が必要になります。詳細は、埼玉県教育
委員会のホームページをご覧になるか、下記にお問い合わせください。
問　学校教育課指導担当、県西部教育事務所人事・学事担当☎242・1805

広告

詳細はこちら
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CDコンサート「コーラスの魅力
-ジャズもクラシックもポップ
スも・・・コーラスを堪能-」

日　1月19日(日)14時〜16時
場　中央図書館　
内　曲に厚みと深みをもたらすコ
ーラスの魅力をじっくりと堪能し
ます。
問　中央図書館☎271・3001

大人のためのおはなし会

日　1月29日(水)10時 〜12時(開
場9時45分)
場　中央図書館
講　おはなしぴっころ(語り手)
内　日常の雑事を忘れ、お話の世
界に浸ってみませんか？
定　60人(申込順)
料　無料
申　1月7日(火)から中央図書館
または各分室へ
問　中央図書館☎271・3001

第12回北市民チャリティー
カラオケまつり 

日　3月1日(日)11時30分〜16時
30分(開場11時)
場　北市民センター
料　無料。チャリティーにご協力
ください。
他　パン、コーヒーの販売あり
【出演者募集】
定　40人(申込順)　
出演料　1000円(申込時に集金)
申　1月20日(月)9時から24日(金)
までに直接北市民センターへ(電
話不可)
問　北市民センター☎287・0251

ハーモニーふれあいウィーク
企画委員

対　男女共同参画に関心のある方
日　1月25日(土)14時〜15時(第1
回企画会議)
場　女性センター　
内　6月27日（土）・28日（日）の男女
共同参画週間行事の企画・運営協力
定　10人以内
申 問　住所、氏名、電話番号を女性
センターへ☎287・47555271・5297

10200020@city.tsurugashima.lg.jp

イベント
サークル活動地域還元講座
新春囲碁大会

対　市内在住在勤の方
日　1月26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

サークル活動地域還元講座
新春将棋大会

日　1月26日(日)10時〜(受付9時)
場　東市民センター
講　棋

き ゆ う か い

友会
内　4クラス制5回戦(参加賞・景
品あり）、詰将棋
定　50人(申込順)
料　1000円(昼食代など、当日集金)
申 問　1月6日(月)9時から東市民セ
ンターへ☎286・3357(当日申込可）

第38回どんど焼き 

｢どんど焼き｣ で正月飾りを焼き、
その火であぶったもちを食べると、
1年間無病息災で過ごせるという
言い伝えがあります。
日　1月11日(土)14時30分〜／火
入れ式(荒天の場合12日に延期。
強風などにより火入れができない
場合、火入れのみ12日に延期）、
10時〜14時／正月飾り持込受付
場　東市民センター
他　①正月遊び12時30分〜　②も
ちつき体験13時〜(定員あり、整
理券配布予定)　※　｢どんど焼き｣
で焼くもちは、各自で用意　③正
月飾りのプラスチックや紙、ビニ
ール類、不燃物を取り外し、わら・
竹などのみにしてお持ちください。
お札、人形は受付できません。
問　東市民センター☎286・3357

パパといっしょに
チャレンジクッキング

対　市内在住の小学生と保護者
(父または祖父)
日　2月1日(土)10時〜13時
(受付9時30分)
場　女性センター
講　福

ふくしま

島光
み つ こ

子さん(野菜ソムリエ
プロ)
内　肉まん、あんまん、小松菜の
中華スープを作ろう！
定　親子10組
料　１人500円
持　エプロン(子どものみ）、三角
巾、手ふきタオル、足のサイズが
23㎝以下のお子さんは上履き
他　大人用エプロンをプレゼント
申 問　1月7日(火)から25日(土)ま
でに女性センターへ☎287・4755

「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
14

◆　国民健康保険税第7期
◆　介護保険料第7期
◆　後期高齢者医療保険料第7期

施設使用料の減額・免除団体
登録申請の受付を開始します

減額または免除(以下「減免」)の
要件を満たす団体が公共施設を使
用する場合、申請に基づき、その
使用料が減免されます。減免の対
象となる要件など、詳細は市内公
共施設や市ホームページでご確認
ください。現在、減免の登録をし
ている団体も申請が必要です。
申請期間　1月7日(火)〜28日(火)
※　期間後は、毎月末を申請の締
切日とし、翌月末頃に通知します
減免登録の有効期間　令和2年4
月1日〜令和3年3月31日
※　登録の決定が4月1日以降の
場合には、決定日から有効となり
ます
申請方法　申請書に必要事項を記
入し、定期的に活動している施設
(登録している施設)に必要書類を
添えて提出してください。
他　申請受付時間、申請書および
必要書類については各施設へお問
い合わせください。
問　使用する市内各公共施設へ

お知らせ
今月の納期

Infor-
mation

坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員

職種　土木職
受験資格
①大学を卒業または令和2年3月
までに卒業見込みで、平成元年4
月2日以降に生まれた方
②短期大学(専修学校を含む)を卒
業または令和2年3月までに卒業
見込みで、平成3年4月2日以降に
生まれた方
③高校を卒業または令和2年3月
までに卒業見込みで、平成5年4
月2日以降に生まれた方
④前記①から③に該当し、土木の
課程を専攻した方
採用予定人数　若干名
第1次試験日　2月2日(日)
受付期間　1月6日(月)〜17日(金)
8時30分〜17時15分（平日のみ）
受付場所　坂戸、鶴ヶ島下水道組
合総務課
※　申込方法など、詳細は組合ホ
ームページまたは組合総務課で配
布する募集案内をご覧ください
申 問　坂戸、鶴ヶ島下水道組合
総務課総務担当
☎283・2051

労働保険料の納期限

労働保険料(労災保険・雇用保険)
の第3期分の納期限は1月31日(金)
です。
申込手続きについては、厚生労働
省または埼玉労働局のホームペー
ジをご覧ください。
問　埼玉労働局労働保険徴収課
☎048・600・6203

募　　集
鶴ヶ島市立図書館の指定管理者

指定期間　令和3年4月1日〜令和8
年3月31日(5年間)
募集要項配布期間　1月27日(月)
〜2月14日(金)まで
募集要項配布場所　生涯学習スポ
ーツ課
選定方法　公募とし、市指定管理
者選定委員会で候補者を選定後、
議会の議決を経て指定管理者を決
定します。
問　生涯学習スポーツ課社会教育
担当

令和2年度公立小中学校臨時的任用教職員など

令和2年度の公立小中学校における教職員の欠員補充
や育児休業、病気などにより勤務することができない
教職員の代替などとして、臨時的任用教職員および非
常勤講師を募集します。
応募資格　①教員は教員普通免許状、学校栄養職員は栄養士免許状を所有し
ている方または取得見込みの方
②地方公務員法第16条および学校教育法第9条の欠格事項に該当しない方
※　応募の際は「希望調書」の提出が必要になります。詳細は、埼玉県教育
委員会のホームページをご覧になるか、下記にお問い合わせください。
問　学校教育課指導担当、県西部教育事務所人事・学事担当☎242・1805

広告

詳細はこちら
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手作り味噌講習会

対　全日程参加できる方
日　1月22日(水)12時30分〜、23日
(木)13時〜、24日(金)9時〜(全3回)
場　農業交流センター
講　長

は せ が わ

谷川幸
さ ち こ

子さん(ふるさとの
味伝承士)
内　お米を使って、こうじから作
る手作り味噌を学びます。
定　15人(申込順)
料　1700円
持　米1㎏、エプロン、三角巾、
ゴム手袋、筆記具
申 問　1月7日(火)9時から農業交
流センターへ☎279・3335

家族介護教室

対　市内在住の方
日　1月20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

にしざわ

澤和
かずやす

康さん(みどりの風鶴
ヶ島介護支援専門員)
内　「認知症について〜認知症の
方が安心して生活することが出来
るために〜」
定　15人(申込順）
料　無料
持　室内履き、筆記具
申 問　1月6日(月)から特別養護
老人ホームみどりの風鶴ヶ島へ☎
299・6056

中央図書館休館日

1月1日(祝)〜3日(金)、6日、20
日、27日の各月曜日
問　中央図書館☎271・3001 

令和元年度人権問題講演会

児童虐待やDVが、深刻な社会問題となっています。児童虐待やDVをなくし、
安心・安全な地域社会を守るため、何ができるのか考えます。
日　2月1日(土)14時〜16時　場　中央図書館
講　杉

すぎやま

山春
はる

さん(ルポライター)
内　「正しい子育てってなんですか?  DV・児童虐待が子どもに及ぼす影響とは」
定　70人(申込順)　料　無料
他　保育あり(1歳以上の未就学児・1月15日(水)までに要予約)
申 問　1月17日(金)までに、こども支援課子育て支援担当へ電話または

10500040＠city.tsurugashima.lg.jp

太極拳体験教室 

対　成人男女
日　2月7日・14日・28日の各金曜
日(全3回)13時30分〜15時30分
場　西市民センター
講　鶴西太極拳クラブ
内　全身の筋肉を伸ばし、転倒防
止にも最適です。
料　無料
持　運動靴、タオル、飲み物
※　動きやすい服装
申　不要。直接会場へ
問　西市民センター☎286・7899

サークル活動地域還元講座
社交ダンス教室 

対　市内在住在勤の方(初心者可、
両日とも参加できる方)
日　2月16日(日)・23日(祝)13時
〜15時
場　北市民センター
講　鶴ヶ島ダンスクラブ
定　20人(申込順)
料　無料
※　履きなれた運動靴、動きやす
い服装
申 問　1月14日(火)9時から北市
民センターへ☎287・0251

茶道体験教室 

日　2月3日・10日・17日の各月曜
日(全3回)12時〜16時
場　大橋市民センター
講　みなづき会
内　お茶とお菓子をいただきなが
ら、茶の湯の心を学びます。初心
者歓迎！
定　8人(申込順)
料　1回200円(お菓子、抹茶、懐
紙代など)　
申 問　1月6日(月）から大橋市民セ
ンターへ☎286・0005

食に関する講演会

日　2月5日(水)13時30分〜15時
場　西市民センター
講　毛

け づ か

塚智
ともゆき

之さん(パレスホテル大
宮総料理長)
内　「地産地消について」
定　20人
料　無料
主催　「美

み の り か い

野里会」(埼玉県知事に
認定された女性農業者団体)
申 問　1月31日(金)までに県川越
農林振興センター農業支援部へ☎
242・18045244・2399
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対　平成11年4月2日から平成12年4月1日までに生まれた方
日　1月12日(日)式典14時〜、成人者のつどい14時30分〜

※　案内はがきを12月上旬に発送しました。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くても成人式には参加できます
※　手話通訳者を各会場に配置します
※　成人者のつどいは、各会場の実行委員が企画し、実施するもので、歓談などを行う
予定です
問　東市民センター☎286・3357

飲んだら乗るな。乗るなら、つるバス・つるワゴン！

新成人の皆さん、おめでとうございます。20歳になる
と、ついにお酒が飲めますね。お酒を飲んだら、自動
車や自転車は運転できません。そんなときは、つるバス・
つるワゴンなどの公共交通機関を利用しましょう。つるバスは、若葉駅西口
発20時50分まで運行しています。飲酒運転は、絶対にしない、させない！
問　都市計画課交通政策担当

案　　内
金婚祝賀式

対　昭和44年4月1日から昭和45
年3月31日までに婚姻されたご夫
婦および過去に表彰を受けていな
いご夫婦
日　2月16日(日)10時〜12時
場　西市民センター
内　結婚50年を迎えたご夫婦に慶
祝状と記念品を贈りお祝いします。
申 問　1月10日(金)までに婚姻日の
分かるもの(戸籍謄本など)を持参
し、社会福祉協議会へ☎271・6011

文化団体連合会合同展示企画

文化団体連合会所属の団体が、合
同で様々な作品を展示します。
日　1月14日(火)〜24日(金)(14日
は10時から、24日は15時まで)
場　市役所ロビー
内　絵画、書、写真、工芸、ちぎり絵、
短歌、生花、琴
問　市文化団体連合会事務局(生
涯学習スポーツ課内)

ごみも資源“自然サイクルに学ぶ ”

日　1月26日(日)10時〜12時
場　市役所5階会議室
講　小

お の

野雄
ゆうさく

策さん(元日本工業大
学教授)
内　自然サイクルをいろいろな視
点から学びます。
料　無料
主催　エコ鶴市民の会
申 問　1月24日(金)までに生活環
境課環境保全担当へ（当日参加可）

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

まちライブラリーwithみどりかぜ

つるがしまどこでもまちライブラ
リー＠鶴ヶ島市役所とみどりかぜ

（つるがしま緑のカーテン市民実行
委員会）とのコラボイベント。一緒
に地球環境について考えてみませ
んか？センス・オブ・ワンダーの
朗読会や植本祭も行います。
日　1月26日(日)14時〜17時
場　市役所ロビー　
料　無料　
持　紹介したい本(寄贈できるもの)
申　不要
問　生涯学習スポーツ課社会教育
担当

講演会“世界を覆うプラスチックごみ”

世界中で問題となっている海洋プ
ラスチックごみやマイクロプラス
チックについて学びます。埼玉県
で取組みを進めなければならない
理由を身近な河川を例として、県
職員が分かりやすく解説します。
日　1月13日(祝)10時〜11時30分
場　市役所5階会議室
講　鈴

す ず き

木健
け ん た

太さん(県水環境課水環
境担当主査)
定　20人程度
料　無料
主催　市民情報連絡会
問　同連絡会・柏

かしわぎ

木☎080・5439・
3073
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手作り味噌講習会

対　全日程参加できる方
日　1月22日(水)12時30分〜、23日
(木)13時〜、24日(金)9時〜(全3回)
場　農業交流センター
講　長

は せ が わ

谷川幸
さ ち こ

子さん(ふるさとの
味伝承士)
内　お米を使って、こうじから作
る手作り味噌を学びます。
定　15人(申込順)
料　1700円
持　米1㎏、エプロン、三角巾、
ゴム手袋、筆記具
申 問　1月7日(火)9時から農業交
流センターへ☎279・3335

家族介護教室

対　市内在住の方
日　1月20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

にしざわ

澤和
かずやす

康さん(みどりの風鶴
ヶ島介護支援専門員)
内　「認知症について〜認知症の
方が安心して生活することが出来
るために〜」
定　15人(申込順）
料　無料
持　室内履き、筆記具
申 問　1月6日(月)から特別養護
老人ホームみどりの風鶴ヶ島へ☎
299・6056

中央図書館休館日

1月1日(祝)〜3日(金)、6日、20
日、27日の各月曜日
問　中央図書館☎271・3001 

令和元年度人権問題講演会

児童虐待やDVが、深刻な社会問題となっています。児童虐待やDVをなくし、
安心・安全な地域社会を守るため、何ができるのか考えます。
日　2月1日(土)14時〜16時　場　中央図書館
講　杉
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山春
はる

さん(ルポライター)
内　「正しい子育てってなんですか?  DV・児童虐待が子どもに及ぼす影響とは」
定　70人(申込順)　料　無料
他　保育あり(1歳以上の未就学児・1月15日(水)までに要予約)
申 問　1月17日(金)までに、こども支援課子育て支援担当へ電話または

10500040＠city.tsurugashima.lg.jp

太極拳体験教室 

対　成人男女
日　2月7日・14日・28日の各金曜
日(全3回)13時30分〜15時30分
場　西市民センター
講　鶴西太極拳クラブ
内　全身の筋肉を伸ばし、転倒防
止にも最適です。
料　無料
持　運動靴、タオル、飲み物
※　動きやすい服装
申　不要。直接会場へ
問　西市民センター☎286・7899

サークル活動地域還元講座
社交ダンス教室 

対　市内在住在勤の方(初心者可、
両日とも参加できる方)
日　2月16日(日)・23日(祝)13時
〜15時
場　北市民センター
講　鶴ヶ島ダンスクラブ
定　20人(申込順)
料　無料
※　履きなれた運動靴、動きやす
い服装
申 問　1月14日(火)9時から北市
民センターへ☎287・0251

茶道体験教室 

日　2月3日・10日・17日の各月曜
日(全3回)12時〜16時
場　大橋市民センター
講　みなづき会
内　お茶とお菓子をいただきなが
ら、茶の湯の心を学びます。初心
者歓迎！
定　8人(申込順)
料　1回200円(お菓子、抹茶、懐
紙代など)　
申 問　1月6日(月）から大橋市民セ
ンターへ☎286・0005

食に関する講演会

日　2月5日(水)13時30分〜15時
場　西市民センター
講　毛

け づ か

塚智
ともゆき

之さん(パレスホテル大
宮総料理長)
内　「地産地消について」
定　20人
料　無料
主催　「美

み の り か い

野里会」(埼玉県知事に
認定された女性農業者団体)
申 問　1月31日(金)までに県川越
農林振興センター農業支援部へ☎
242・18045244・2399

16

令和2年鶴ヶ島市成人式　

対　平成11年4月2日から平成12年4月1日までに生まれた方
日　1月12日(日)式典14時〜、成人者のつどい14時30分〜

※　案内はがきを12月上旬に発送しました。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くても成人式には参加できます
※　手話通訳者を各会場に配置します
※　成人者のつどいは、各会場の実行委員が企画し、実施するもので、歓談などを行う
予定です
問　東市民センター☎286・3357

飲んだら乗るな。乗るなら、つるバス・つるワゴン！

新成人の皆さん、おめでとうございます。20歳になる
と、ついにお酒が飲めますね。お酒を飲んだら、自動
車や自転車は運転できません。そんなときは、つるバス・
つるワゴンなどの公共交通機関を利用しましょう。つるバスは、若葉駅西口
発20時50分まで運行しています。飲酒運転は、絶対にしない、させない！
問　都市計画課交通政策担当

案　　内
金婚祝賀式

対　昭和44年4月1日から昭和45
年3月31日までに婚姻されたご夫
婦および過去に表彰を受けていな
いご夫婦
日　2月16日(日)10時〜12時
場　西市民センター
内　結婚50年を迎えたご夫婦に慶
祝状と記念品を贈りお祝いします。
申 問　1月10日(金)までに婚姻日の
分かるもの(戸籍謄本など)を持参
し、社会福祉協議会へ☎271・6011

文化団体連合会合同展示企画

文化団体連合会所属の団体が、合
同で様々な作品を展示します。
日　1月14日(火)〜24日(金)(14日
は10時から、24日は15時まで)
場　市役所ロビー
内　絵画、書、写真、工芸、ちぎり絵、
短歌、生花、琴
問　市文化団体連合会事務局(生
涯学習スポーツ課内)

ごみも資源“自然サイクルに学ぶ ”

日　1月26日(日)10時〜12時
場　市役所5階会議室
講　小

お の

野雄
ゆうさく

策さん(元日本工業大
学教授)
内　自然サイクルをいろいろな視
点から学びます。
料　無料
主催　エコ鶴市民の会
申 問　1月24日(金)までに生活環
境課環境保全担当へ（当日参加可）

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

まちライブラリーwithみどりかぜ

つるがしまどこでもまちライブラ
リー＠鶴ヶ島市役所とみどりかぜ

（つるがしま緑のカーテン市民実行
委員会）とのコラボイベント。一緒
に地球環境について考えてみませ
んか？センス・オブ・ワンダーの
朗読会や植本祭も行います。
日　1月26日(日)14時〜17時
場　市役所ロビー　
料　無料　
持　紹介したい本(寄贈できるもの)
申　不要
問　生涯学習スポーツ課社会教育
担当

講演会“世界を覆うプラスチックごみ”

世界中で問題となっている海洋プ
ラスチックごみやマイクロプラス
チックについて学びます。埼玉県
で取組みを進めなければならない
理由を身近な河川を例として、県
職員が分かりやすく解説します。
日　1月13日(祝)10時〜11時30分
場　市役所5階会議室
講　鈴

す ず き

木健
け ん た

太さん(県水環境課水環
境担当主査)
定　20人程度
料　無料
主催　市民情報連絡会
問　同連絡会・柏

かしわぎ

木☎080・5439・
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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。

〒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（12月1日現在）
人　口　6万9938人 （前月比-4）
世帯数　3万1403世帯（30）
　男　　3万4710人　（-2）
　女　　3万5228人　（-2）

1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！

横浜海上防災基地へ取材に伺った
時の写真です。この日は、佐藤さ
んの発案により、新たな環境下の
救難現場を想定した潜水訓練を行
っていました。常に改善に取り組
み、人命救助に活かそうと努力さ
れている姿を目にすることができ
ました。(関連P2-5)

今月の表紙

いずみ眼科　
診察日時　1月26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

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

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

救急指定病院（全日24時間対応）

◆女性のための法律相談(要予約)
8日(水)10時〜13時※2月の受付は
9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)　
24日(金)13時〜17時(6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

休日急患診療（内科・小児科）

1月の眼科在宅当番医 大人・小児の救急電話相談

埼玉県AI 救急相談

◆弁護士による法律相談(要予約)
　（金銭・離婚・家族など）
7日(火)(受付中)、24日(金)(10日
から受付)、2月4日(火)(21日から
受付)13時〜16時／市役所5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）
9日(木)(受付中)、2月13日(木)(30
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）　
9日(木)・23日(木)13時 〜16時 ／
市役所3階▷地域活動推進課
◆行政相談
24日(金)13時〜16時／市役所5階
▷地域活動推進課
◆人権相談
17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)　
7日(火)(受付中)、2月4日(火)(21日
から受付)13時〜16時／市役所5階
▷地域活動推進課
◆こころの健康相談(要予約)
28日(火)9時30分〜／市役所1階
▷障害者福祉課

埼玉県HP
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新春講演会「これまでのマラソン
人生、常識を打ち破れ!」〜経営に
活かす!川

かわうち

内優
ゆ う き

輝のマラソン人生〜

日　1月15日（水）13時30分〜15時
場　鶴ヶ島市商工会館
講　川内優輝さん（プロランナー・
マラソン選手）　
定　150人（申込順）
料　無料　
申 問　市商工会へ☎287・1255

創業・起業を応援します！

対　創業・起業に関心のある方、
創業を予定している方、創業して
間もない方
日　2月8日（土）、3月14日（土）10時
〜12時、13時〜15時（1日2回開催・
全4回）　
場　鶴ヶ島市商工会館
講　山

やまうち

内正
まさあき

明さん（ステップアッ
プコンサルティング代表）
定　20人（申込順）
料　無料　
申 問　2月3日（月）
までに氏名、住所、
年齢、電話番号を
市商工会へ☎287・
12555287・7799

第11回地域相互協力図書館
合同主催公開講座

日　1月26日（日）13時30分〜15時
（開場13時）
場　毛呂山町立図書館
講　石

いしかわ

川満
みつる

さん（城西大学理学部
化学科教授）
内　「生活習慣病と地域の特性見聞
録：埼玉県民は大丈夫か?」
定　80人（申込順）
料　無料
他　地域相互協力図書館（鶴ヶ島
市・坂戸市・日高市・飯能市・毛
呂山町・越生町・城西大学水田記
念図書館）が主催する講座
申 問　1月8日（水）から毛呂山町立
図書館へ☎295・1015

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）

城西健康市民大学 ｢一日体験入学｣

対　城西大学近隣市町村在住在勤
の方
日　2月8日（土）9時30分〜12時
場　城西大学坂戸キャンパス総合
グラウンドおよび総合体育館
講　平

ひらつか

塚潤
じゅん

さん（城西大学経営学
部准教授）
内　ウォーキング（基本種目の復
習）
定　20人（申込順）
料　無料
申 問　1月10日（金）から17日（金）

（土・日・月曜日を除く。9時〜11
時30分、12時30分 〜17時 ）ま で
に 城 西 健 康 市 民 大 学 へ ☎271・
77135271・8098

内職相談

内職相談室では、内職についての
相談や事業所の紹介を行っていま
す。相談は無料、事前予約は不要
です。順次ご案内しますのでお気
軽にご相談ください。また、事業
所の方も内職に適した仕事があり
ましたら、ご相談ください。
求人状況　電機部品・シャープペ
ンなどの組み立て、紙加工（封入・
シール貼など）、縫製（婦人服・座
いすカバーなど）
日　毎週火・木曜日10時〜12時、
13時〜16時（年末年始・祝日を除く）
場　市役所2階内職相談室　
問　産業振興課商工労政担当

案　　内

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　説明会前日までに同セン
ターへ
問　同センター☎285・8172

説明会 申込会 時間

1月21日(火) 1月23日(木)

9時〜12時2月18日(火) 2月20日(木)

3月24日(火) 3月26日(木)

広告
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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。

〒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（12月1日現在）
人　口　6万9938人 （前月比-4）
世帯数　3万1403世帯（30）
　男　　3万4710人　（-2）
　女　　3万5228人　（-2）

1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！

横浜海上防災基地へ取材に伺った
時の写真です。この日は、佐藤さ
んの発案により、新たな環境下の
救難現場を想定した潜水訓練を行
っていました。常に改善に取り組
み、人命救助に活かそうと努力さ
れている姿を目にすることができ
ました。(関連P2-5)

今月の表紙
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