鶴ヶ島プレミアムクーポン券
利用参加店

建築物のアスベスト対策に関す
る補助金制度

地域経済および子育て世代や学生
を応援する事業として、総額4000
万円分のプレミアムクーポン券を交
付します。
クーポン券は、鶴ヶ島市に住民登
録のある令和2年4月1日時点で満17
歳以下の子ども1人につき3000円分
を無償配布し、大学・短大・専門学
校・大学院生などには5000円分を
ワンコイン(500円)で販売します(詳
細は広報つるがしま8月号でお知ら
せします)。
このクーポン券を取り扱っていただ
ける事業者を募集します。
応募要件 売場面積500㎡未満の
事業者（鶴ヶ島市商工会員でない場
合は、市内に売り場がある事業者に
限ります）
募集期間 10月31日(土)まで
※ 7月10日(金)までに登録いただ
いた事業者は、
「参加店舗案内」に
掲載して配布します。以後の登録事
業者は、市および鶴ヶ島市商工会
ホームページで公開します
クーポン使用期間
8月1日(土)〜12月31日(木)
登録料・換金手数料 無料
問 鶴ヶ島市商工会☎287・1255

県では、民間建築物のアスベスト
対策として、アスベスト含有のおそ
れのある吹付け材の含有調査およ
び吹付けアスベストの除去などの
工事に対する費用の補助をしてい
ます。
問 県建築安全課☎048・830・5525

使って 応援！

建築物の耐震診断・改修に関
する補助金制度
県では多数の人が利用する建物(診
療所や店舗、福祉施設など)で一定
規模以上の建築物に対して、耐震
診断、耐震補強設計、耐震改修の
費用の一部を補助しています。
対 昭和56年5月31日以前に建築
確認を受けて建築された建築物
問 県建築安全課☎048・830・5527

募

集

鶴っ子土曜塾学習支援員
市内小中学校が、3月から5月まで
臨時休業となったため、児童生徒
の学習意欲を取り戻し、基礎基本
の定着をする場として鶴っ子土曜
塾を開催します。児童生徒の疑問
点へのアドバイスや指導をしてい
ただく学習支援員(大学生)を募集
します。
料 時給1300円(交通費含む)
申 問 7月10日(金)までに市販の
履歴書に必要事項を記入の上、学
校教育課指導担当へ

就労移行支援事業所
障がいのある方へ、一から就労へ向け、サポートいたします。
川越市には3つのOfficeがございます。障がいや就労経験に合わせ、ご希望のOfficeをご紹介。
発達障がい専門

就労経験者・ブランクのある方

川越Office

川越市脇田本町16-20

川越第2Office
場所

049-257-4213

川越市菅原町20-25
シンザン2階

森田ビル5階
TEL

お知らせ
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

7月25日(土)は市民課業務を
一部停止します
7月25日(土)は個人番号カード管理
システムのメンテナンス作業のた
め、マイナンバーカードの交付およ
び電子証明書の更新手続きなどが
できません。詳細は、お問い合わ
せください。
問 市民課住民記録担当

犯罪や非行からの立ち直りを
支える地域の力
「社会を明るくする運動｣ は、すべ
ての国民が、犯罪や非行の防止と
罪を犯した人たちの更生について
理解を深め、それぞれの立場にお
いて力を合わせ、犯罪や非行のな
い明るい社会を築こうとする全国
的な運動で、本年で70回目です。
7月は、その強調月間となっていま
す。
問 福祉政策課福祉政策・地域福
祉担当

公共交通機関を利用し通所される方

（ココルポート）

場所

Information

TEL

049-298-5623

交通費応援制度
Cocorportへ通所される方

ランチ応援制度
一から就職の準備をしたい方

川越第3Office
場所

川越市脇田本町16-20
森田ビル2階

TEL

049-265-3648

広告
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第8回鶴ヶ島映像フェスティバル作品

児童福祉審議会委員

応募作品は10月１日からYouTubeで公開する予定です。
募集期間 7月1日(水)〜8月31日(月)
募集作品
・1人2作品まで応募可。1作品は3分以内
・Windows8.1以上の環境で放映できる作品
応募方法
次のいずれかの方法で応募してください。
①NPO法人鶴ヶ島動画ファンクラブのFacebookページへ投稿 ②市民活動推進
センターか地域活動推進課へ直接持参
※ 優秀作品には賞品あり
※ 公開に適さない作品は不可
※ 著作権・肖像権に抵触しない作品に限ります
※ 応募多数の場合は上映できない作品もあります
※ 映像提供者に確認の上、二次利用させていただくことがあります
主催 NPO法人鶴ヶ島動画ファンクラブ
動画ファンクラブ
問 地域活動推進課地域活動推進担当
Facebook

対 市内在住で、現在子育て中の
方または少子化対策や子育て支援
などに関心のある方
期 令和2年8月から2年間
内 児童福祉や子ども・子育て支
援に関する施策の審議、計画の進
行管理など
定 2人
申問 7月17日(金)までに、こども
支援課で配布している応募用紙ま
たは任意の用紙に住所、氏名、生年
月日、電話番号、応募動機を明記の
上、
直接または郵送(〒350-2292
（住
所不要）)、メール（ 10500040@
city.tsurugashima.lg.jp）で こど も
支援課子育て支援担当へ

介護の仕事
研修から就職までをサポート

緑のカーテンの作品
令和3年度看護学生

県では、介護の仕事に興味がある
方に対し、就職までを幅広く支援
しています。
(1)介護職員雇用推進事業
県内介護施設などへの就職を希望
している方に、介護職員初任者研
修の受講から就職までを支援
(2)介護助手の養成・確保
60歳未満で、主に短時間での働き
方を希望している方に対し、県内介
護施設などで介護助手として働くた
めの研修の受講から就職までを支援
※ 新型コロナウイルスの影響に
より開催方法などが変更になる場
合があります
申問 (株)シグマスタッフ大宮支店

坂戸鶴ヶ島医師会立看護専門学校
は、修業年限3年で看護師国家試験
受験資格が取得できる全日制の専
門学校です。
修学資金制度 各種あり
募集形態 早期特別入試・自己推
薦募集（高校生枠・社会人枠）
・一
般募集
学校説明会 6月〜12月に開催（計
7回）
募集要項・入学願書の請求方法
窓口での受領もしくは、郵送(角型
2号の返信用封筒に310円分の切手
を貼付したものを同封)により申込
みしてください。
申 問 坂戸鶴ヶ島医師会立看護専

へ ☎048・782・5173
または同ホームページ
から

門学校(〒350-0212
坂戸市石井2326-16)
☎289・6262
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詳細はこちら

詳細はこちら

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、涼しい風が流れ
込み室温の上昇を抑えてくれます。
多くの皆さんに関心を持っていた
だくため、
「第5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20日(月)〜11月6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(発表会) 12月
まえ だ
問 みどりかぜ事務局・前田
☎080・5489・3010、生活環境課
環境保全担当

介護者のつどい
家族などを介護している方が集い、
介護経験を聞いたり情報交換をし
ます。
対 介護をしている方、介護に関
心のある方
日 7月18日(土)13時30分〜15時
場 市役所6階会議室
内 ①介護経験者による講演
②介護者の会の紹介
定 5人
（申込順）
※ オンラインでの参加も可能（定
員なし）
。ただし、環境や回線状況
により接続できない場合あり
他 手話通訳あり（7月13日（月）ま
でに要申込）
申 問 7月6日(月)から16日(木)まで
に社会福祉協議会へ直接、
☎271・6011、5287・0557、
info@tsurusha.or.jp

農薬は適正に使用しましょう
農薬を使用する際は、使用方法に十
分注意し事故防止に努めましょう。
・ラベルや袋に表示された注意事項
を厳守し、周囲への飛散に十分注
意しましょう
・散布量は必要最低限にし、農薬以
外の防除方法を検討しましょう
・事前に周辺住民や施設利用者など
に周知を行うとともに、風向きに注
意しましょう
・農薬廃棄は専門処理業者に委託
するなど、責任をもっ
て処分しましょう
問 産業振興課農政担
当
詳細はこちら

お得で便利なフリーパスを
販売します

案

内

定例健康ウォーク

つるバス・つるワゴンでは、全路
線で乗り降り自由となる「こども
夏季フリー乗車券」を販売します。
便利でお得な企画券をご活用くだ
さい。
対 小学生
期 7月20日(月)〜8月31日(月)
料 500円 ※ つるバス・つるワ
ゴンの車内および運行事業者の営
業所で購入可
他 1年を通して、1日中（土・日曜
日、祝日に限る）
、全路線で乗り降
り自由な「1日フリー乗車券」
（大人
500円、小学生200円）
も販売中。
問 都市計画課交通政策担当

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。
問 県福祉政策課
☎048・830・3391

詳細はこちら

日 7月10日(金)9時30分〜12時
場 市民活動推進センター集合（雨
天中止）
講 鶴ヶ島ウオーキングクラブ
内 3〜5㎞のコースを歩きます。
定 20人(申込順)
料 無料
持 飲み物、タオル、帽子、ボー
ルペン、レジャーシート
※ 両手のあく服装
他 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

夏の収穫体験
日 8月1日(土)10時〜
※ 雨天時は2日(日)に延期
※ 生育状況により日程変更あり
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
学生以下は保護者同伴）
料 1組500円（とうもろこし2本・
枝豆5本付）
※ これ以外の収穫分も時価で購入可
持 持ち帰り用袋(大)、軍手、長靴
※ 作業のできる服装、マスク着用
申 問 7月6日(月)9時から農業交
流センターへ☎279・3335

サマージャンボ宝くじ7億円、サマージャンボミニ1000万円を同時発売！
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。ネット購入もできます。各1枚300円
期 7月14日(火)〜8月14日(金)
問 (公財)埼玉県市町村振興協会☎048・822・5004

広告
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川越年金事務所が移転します

県立日高特別支援学校学校体験

移転先所在地 川越市脇田本町8-1
U-PLACE5階（東武東上線川越駅西口から
徒歩2分）
移転日 7月27日
（月）
受付時間 8時30分〜17時15分(土・日曜
日、祝日、年末年始を除く)
川越年金事務所
（U-PLACE 5階）
※ 年金相談および年金請求などの手続
きは、混み合う場合がありますので、事前のご予約をお願いします
予約受付専用電話 ☎0570・05・4890
問 保険年金課国民年金担当

対 就学・転学を検討している新小
学1年生または学齢児童生徒(就学前
については、年長児のみ）
日 9月〜10月の間に実施10時〜12
時(受付9時50分〜）
※ 日程は個別に調整します
内 学校概要説明、体験授業、個別
相談
申 問 7月27日(月)までに通学区域
内の教育委員会または同校へ☎042・
985・4391
※ 8月末より学校見学を受け入れ
ます。ご希望のある方はお気軽にご
相談ください

「エンディングノート」を配布
します

救急情報カードを利用しましょう

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

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、もしものときのことなど、
要望や希望を分かりやすく書き留め
ておくものです。
市では、高齢者の皆さんが住み慣れ
た地域で自分らしく暮らしていただ
くために、｢マイエンディングノート
｣ を作成しました。なお、このノー
トは、市と協定を締結した事業者が
広告主を募り、その広告費を財源に
無料で作成しました。
配布日 7月1日(木)〜
配布場所 健康長寿課、介護保険課、
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、中央図書館、社会福祉協議会
料 無料
問 健康長寿課高齢者福祉担当

救急情報カードは、119番通報を受
けた救急隊員が、急病人宅に駆け付
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します。
自分の体調に不安を感じている方な
どは、｢救急情報カード｣ の裏面に
｢緊急連絡先、かかりつけ医療機関｣
などの必要事項を記入し、冷蔵庫の
扉の表側に磁石やテープなどで貼っ
ておいてください。
配布場所

健康長寿課、介護保険

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、中央図書館、社会福
祉協議会
料 無料
問 健康長寿課高齢者福祉担当
広告

家族葬

説明会

申込会

7月28日(火)

7月30日(木)

8月25日(火)

8月27日(木)

9月15日(火)

9月17日(木)

時間

9時〜12時

場 シルバー人材センター
申問 説明会前日までにシルバー
人材センターへ☎285・8172

住まいの困りごとは住まい相
談プラザへ
県では、埼玉県住宅供給公社に委
託し、住まいの困りごとに対する住
宅相談を実施しています。
日 毎日10時〜18時30分（年末年始
除く）
場 住まい相談プラザ(JR大宮駅構内）
問 住まい相談プラザ☎048・658・
3017
広告

補聴器 補聴器

広告

補聴器
補聴器
健康寿命
健康寿命
延ばす！
延ばす！
で

で

を

を

家族の絆を大切にする 費用を抑えた新しい形。

下さい !

終活のご相談なら

家族葬の さいれい
お電話で 24時間365日受付
フリーダイヤル

鶴ヶ島市脚折町 5-26-3 株式会社 彩礼
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0120-689-111

補聴器 イチカワ
補聴器 イチカワ
で検索 で検索

