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今月の納期

◆市・県民税第１期

川越税務署からのお知らせ

新型コロナウイルス感染症などの
影響により収入が大幅に減少し、
国税を一時に納付することができ
ない場合、税務署に申請すれば、
最大で1年間、国税の納付が猶予さ
れます。
詳しくは、国税庁ホームページを
ご覧ください。
猶予制度に関する一般的な相談は、
国税局猶予相談センター（☎️048・
615・3007）をご利用ください。
問　川越税務署徴収部
門 ☎️235・9411（ 自動
音声案内）

サマーカーニバル中止のお知らせ

例年7月第3週目の土曜日に、鶴ヶ
島駅西口商店会通りにて開催して
いる「サマーカーニバルin鶴ヶ島」
は、新型コロナウイルスの感染拡
大を防止するため、中止とさせて
いただきます。
問　鶴ヶ島サマーカーニバル実行
委員会
☎️287・1255（鶴ヶ島市商工会）

お知らせ

HPはこちら

Infor-
mation

鶴ヶ島市健康づくり推進協議
会委員

会委員

市では、健康づくりや食育を総合
的に推進するための、「鶴ヶ島市健
康づくり推進協議会」を設置して
おり、協議会委員を公募します。
協議会では、市の今後の健康づく
りの推進や「第2次鶴ヶ島市健康づ
くり計画・食育推進計画（令和3年
度からの後期計画）」の検討などを
行います。
対　市内在住で18歳以上の方（鶴ヶ
島市議会議員、鶴ヶ島市の各行政
委員会の委員、公務員を除く）
任期　2年（7月〜令和4年6月）
定　若干名
報　「健康づくり推進協議会条例」
に基づき支給
申　一般応募申込書（市ホームペー
ジからダウンロードまたは健康長
寿課窓口で配布）を作成し、6月15
日（月）（必着）までに健康長寿課へ
持参、郵送（〒350-2292住所不要）、
またはメール（10500150＠city.tsu 
rugashima.lg.jp）で提出
選考方法　書類選考し、必要に応
じて面接を行います。
選考結果　応募者全員に文書で通
知します。なお、応募
書類は返却しません。
問　健康長寿課健康増
進担当

脚折雨乞開催見送りのお知らせ

脚折雨乞行事保存会では、新型コ
ロナウイルスの感染拡大防止のた
め、実施に向けた麦刈りなどの農
作業や多人数による会合などにお
いて、密閉・密集・密接を避けら
れず、準備期間の確保が困難とな
ったことなどを勘案し、9月13日（日）
に予定していた「脚折雨乞」の開
催を見送ることとしました。　
次の開催については、今後決定次
第お知らせします。
問　生涯学習スポーツ課文化財担当
☎️285・2194

鶴ヶ島市国際交流協会会員

市民レベルでの国際交流を目的に、
外国人の皆さんを支援する活動を
行っています。外国の方に日本語
を教えたり、通訳・翻訳ボランティ
ア活動をしたり、日本文化交流や
ホームステイ受入などを通じて外
国の人と交流してみませんか。
国際交流を支援する賛助会員（法
人・団体）も募集しています。
年会費　個人会員2000円（家族・
学生・外国籍会員は1000円）、賛
助会員1万円
申 問　市国際交流協会事務局（地
域活動推進課地域活動推進担当）

募　　集

広告
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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（勤務開始日
応相談）8時30分〜17時（平日週3〜
5日勤務）
場　鶴ヶ島保育所、富士見保育所
定　各2人　　報　時給1003円
他　通勤手当は出勤日数と通勤距
離に応じて支給（上限あり）
申 問　6月19日（金）までに、市の
登録用紙、在学中の方は学生証、
保育士有資格者は資格証の写しを
持参し、こども支援課保育担当へ

児童館夏期臨時職員

対　18歳以上（保育士・教諭の有資
格者、保育士・教諭の単位取得中
の方を優先）
期　7月16日（ 木 ）〜8月28日（ 金 ） 
9時30分〜17時30分①週のうち3日
勤務②週のうち5日勤務
場　脚折児童館　　　
定　2人　　報　時給994円
他　通勤手当は出勤日数と通勤距
離に応じて支給（上限あり）
申 問　6月6日（土）までに、市指定
の履歴書、学生証、保育士・教諭
有資格者は資格証の写しを持参し、
脚折児童館へ☎287・0270

埼玉県環境アドバイザー

地域での環境保全活動や環境学習
などに対して指導などを行う人材
を募集します。詳しくは、県ホーム
ページをご覧ください。
申 問　6月30日（火）ま
でに県環境政策課へ
☎048･830･3019 HPはこちら

シニアパソコンカレッジ
「ワード入門」

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
②ワードがインストール済みの
Windows10（Windows7は不可）を
お持ちの方
日　7月6日（月）・9日（木）・13日（月） 
・16日（木）14時〜16時30分（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（全日
程持参）
申 問　6月15日（月）までに健康長
寿課高齢者福祉担当へ

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・0777 
5279・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)

通訳・翻訳ボランティア

対　市内・近隣市町に在住する15
歳以上（ただし、18歳未満は保護者
の承諾が必要）の外国語によるコミ
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
からの依頼があった場合に通訳・
翻訳をするボランティア
期　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
他　活動に対する謝礼あり
申　所定の書式（市ホームページか
らダウンロードまたは地域活動推
進課窓口で配布）に署名後、地域活
動推進課へ持参
問　市国際交流協会事
務局（地域活動推進課
地域活動推進担当）

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　県内在住で、里親制度に関心
のある方
日　7月11日（土）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　電話で川越児童相談所里親
推進担当へ☎223･4152

HPはこちら

案　　内

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

イベントなどの中止・延期について
広報紙に掲載されたイベントなどについては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
状況により中止または延期とさせていただく場合がありますので、予めご了承ください。
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