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市内公共施設を休館します

新型コロナウイルス感染防止対策
のため、市内公共施設を5月11日
(月)まで休館します。
対象施設　各市民センター、図書
館、各児童館、女性センター、市
民活動推進センター、
海洋センター、老人福
祉センター、農業交流
センター
問　各公共施設へ

一本松駅に多機能トイレを設置
しました

東武鉄道㈱では、一本松駅バリア
フリー化の一環として、上りホーム
に多機能トイレを設置しました。こ
れに対し、市は補助をしています。
また、今年度は、段差解消のため、
エレベーターなどの設置工事が、
引き続き行われる予定です。
工事期間中は、ご不便をおかけし
ますが、皆さんのご理解とご協力
をお願いします。
問　都市計画課交通政策担当

お知らせ

Infor-
mation

オリンピック聖火リレー延期

東京2020オリンピックの開催延
期により、7月9日に予定してい
た当市における聖火リレーも延期
となりました。新たな日程が決ま
り次第、広報紙などでお知らせし
ます。
問　オリンピック・パラリンピッ
クプロジェクトチーム

募　　集
統計調査員

統計調査は、日本の未来をつくる
ために必要な、大切な調査です。
調査業務に理解と誠意を持って携
わっていただける方を、広く募集
します。
対　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、6月5日(金)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

漏水調査にご協力を

水道管を適正に維持管理するた
め、漏水調査を実施します。ご協
力をお願いします。
対象地区　上新田、鶴ヶ丘、脚折、
太田ヶ谷、下新田、上広谷、五味
ヶ谷、中新田
※　調査員（委託会社）は、水道企
業団が発行する身分証明書を携帯
しています
問　坂戸、鶴ヶ島水道企業団維持
担当☎285・8178

水道メーターの交換にご協力を

水道水の適正な使用量を測定する
ため、計量法に基づき水道メータ
ーの交換を行います。該当者には、
はがきで通知しますので、メーター
ボックス内やメーターが入っている
パイプシャフト内を清掃し、作業し
やすいようご協力ください。
実施予定期間　5月〜12月
施工業者　第一環境(株)
問　坂戸、鶴ヶ島水道企業団業務
担当☎283・1953

大橋市民センター修繕工事に
伴う臨時休館などのお知らせ

大橋市民センター・大橋児童館・
図書館大橋分室では、7月31日ま
での間に、空調更新工事および排
水設備復旧工事を行います。
期間中は、工事を行う部屋の利用
を制限し、また断水して工事を行
う際は臨時休館とさせていただき
ます。対象の部屋が利用できない
日や臨時休館の日程は、詳細が決
定次第、お知らせします。
問　大橋市民センター☎286・0005

詳細はこちら

HPはこちら

Information　鶴ヶ島市役所　☎ 271・1111
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対　市内在住の20歳以上で、市
の環境づくりに関し、知識、経験、
関心のある方(公務員を除く)。ま
た、平日の会議に出席できる方
任期　令和2年7月1日から2年間
定　3人程度
応募方法　応募用紙（生活環境課
で配布、または市ホームページか
らダウンロードできます）と、「鶴ヶ
島らしい環境への取組」に関する
あなたの意見をまとめた論文（A4用
紙で2〜3枚程度。住所・氏名・電
話番号を記入）を郵送もしくは直接
生活環境課まで提出してください。
選考方法　書類選考（応募者全員
に結果を通知）
申	問　5月25日(月)までに生活環
境課環境保全担当へ

埼玉県環境アドバイザー

県内の環境学習などを促進するた
め、豊富な知識や経験を有し、地
域での環境保全活動や環境学習な
どに対して、指導や助言を行う人
材を募集します。
対　申込日現在18歳以上であり、
県内または近隣都県に在住在勤
※　その他、資格経歴要件など
任期　登録日から令和3年3月31
日まで
申	問　5月1日(金)から29日(金)ま
でに、県環境政策課(〒330-9301	
さいたま市浦和区高砂3-15-1埼玉
県環境政策課計画推進・環境影響
評価担当☎048・830・3019
a3010-06@pref.

saitama.lg.jp)へ
持参、郵送またはメ
ール

第3回定例健康ウォーク

日　6月12日(金)9時30分〜12時
場　東市民センター集合（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　健康長寿課健康増進担当

認知症予防脳トレ教室

対　市内在住で65歳以上の方（要介
護・要支援認定者、介護予防・日
常生活支援総合事業対象者を除く）
日　6月3日から毎週水曜日10時
30分から12時（全8回）
場　東市民センター　
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
定　30人
料　100円（初回のみ）
持　筆記具、飲み物
他　応募者多数の場合は抽選（新
規の方を優先）。結果は、全ての
方に5月下旬以降に郵送します。
申	問　5月15日（金）までに健康長
寿課地域包括ケア推進担当へ

案　　内
つるワゴンの円滑な乗降車に
ご協力ください

◆　つるワゴンに乗車したら、運
賃をお支払いいただき、降車場所
を運転手に伝えてください（つる
バスは、降車時の支払いです）
◆　なるべくおつりのないよう、
事前にご準備ください
◆　特別乗車証でご乗車される方
は、必ず運転手にご提示ください
◆　つるワゴンには、停留所到着
のアナウンスがありません。降車場
所が近づきましたら、できる範囲で、
再度、運転手にお声がけください
◆　降車場所に到着したら、車両
が完全に止まったことを確認した
のち、席をお立ちください
車内の安全確保や通過防止につな
がるため、ご理解、ご協力ください。
問　都市計画課交通政策担当

中央図書館休館日

5月11日まで臨時休館、18日、25
日の各月曜日
問　中央図書館☎271・3001

HPはこちら

Sa�ron
サフラン今は
【5月上旬頃】冬の間、土から養分を吸収し大
きく育った球根を掘り上げます。掘り上げた球
根は、直射日光を避け、風通しの良い場所で陰
干し・乾燥させた後、秋の萌芽に備えます。
問　産業振興課農政担当
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対　市内在住の20歳以上で、市
の環境づくりに関し、知識、経験、
関心のある方(公務員を除く)。ま
た、平日の会議に出席できる方
任期　令和2年7月1日から2年間
定　3人程度
応募方法　応募用紙（生活環境課
で配布、または市ホームページか
らダウンロードできます）と、「鶴ヶ
島らしい環境への取組」に関する
あなたの意見をまとめた論文（A4用
紙で2〜3枚程度。住所・氏名・電
話番号を記入）を郵送もしくは直接
生活環境課まで提出してください。
選考方法　書類選考（応募者全員
に結果を通知）
申	問　5月25日(月)までに生活環
境課環境保全担当へ

埼玉県環境アドバイザー

県内の環境学習などを促進するた
め、豊富な知識や経験を有し、地
域での環境保全活動や環境学習な
どに対して、指導や助言を行う人
材を募集します。
対　申込日現在18歳以上であり、
県内または近隣都県に在住在勤
※　その他、資格経歴要件など
任期　登録日から令和3年3月31
日まで
申	問　5月1日(金)から29日(金)ま
でに、県環境政策課(〒330-9301	
さいたま市浦和区高砂3-15-1埼玉
県環境政策課計画推進・環境影響
評価担当☎048・830・3019
a3010-06@pref.

saitama.lg.jp)へ
持参、郵送またはメ
ール

第3回定例健康ウォーク

日　6月12日(金)9時30分〜12時
場　東市民センター集合（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　健康長寿課健康増進担当

認知症予防脳トレ教室

対　市内在住で65歳以上の方（要介
護・要支援認定者、介護予防・日
常生活支援総合事業対象者を除く）
日　6月3日から毎週水曜日10時
30分から12時（全8回）
場　東市民センター　
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
定　30人
料　100円（初回のみ）
持　筆記具、飲み物
他　応募者多数の場合は抽選（新
規の方を優先）。結果は、全ての
方に5月下旬以降に郵送します。
申	問　5月15日（金）までに健康長
寿課地域包括ケア推進担当へ

案　　内
つるワゴンの円滑な乗降車に
ご協力ください

◆　つるワゴンに乗車したら、運
賃をお支払いいただき、降車場所
を運転手に伝えてください（つる
バスは、降車時の支払いです）
◆　なるべくおつりのないよう、
事前にご準備ください
◆　特別乗車証でご乗車される方
は、必ず運転手にご提示ください
◆　つるワゴンには、停留所到着
のアナウンスがありません。降車場
所が近づきましたら、できる範囲で、
再度、運転手にお声がけください
◆　降車場所に到着したら、車両
が完全に止まったことを確認した
のち、席をお立ちください
車内の安全確保や通過防止につな
がるため、ご理解、ご協力ください。
問　都市計画課交通政策担当

中央図書館休館日

5月11日まで臨時休館、18日、25
日の各月曜日
問　中央図書館☎271・3001

HPはこちら

Sa�ron
サフラン今は
【5月上旬頃】冬の間、土から養分を吸収し大
きく育った球根を掘り上げます。掘り上げた球
根は、直射日光を避け、風通しの良い場所で陰
干し・乾燥させた後、秋の萌芽に備えます。
問　産業振興課農政担当




