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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

訓練・祭事中止のお知らせ

下記の訓練・祭事は、新型コロナ
ウイルス感染拡大防止のため、中
止します。
第34回鶴ヶ島市総合防災訓練
問　安心安全推進課防災担当
高倉獅子舞
問　生涯学習スポーツ課文化財担
当

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
は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16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

お知らせ

Infor-
mation

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　令和元年11月1日から令和2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6日(金)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、秘
書広報課秘書担当へ。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。
問　秘書広報課秘書担当

「地元ハッケン！クーポン(3000円分)」の引換期限が迫っています

17歳以下の子育て世帯向けに配布している同クーポン券の引換期限は10月
31日(土)です。引換券をお持ちで、まだ交換していない方はお早めに。
対象者には7月下旬に引換券を郵送しています(市内小中学校に通う方は学校
経由で配布）。　
引換場所　各市民センター、市民活動推進センター、新型コロナウイルス対
策支援室
※　学生向け「ワンコイン10倍!クーポン」は完売となりました
問　新型コロナウイルス対策支援室

つるバス・つるワゴンの新型
コロナウイルス感染予防対策

つるバス・つるワゴンでは、換気や
消毒、運転席と後部座席の間に間仕
切りを設置するなど、新型コロナウ
イルスの感染予防のための取組みを
実施しています。ご利用の皆さんも
マスクを着用する、できる範囲で座
席の間隔をあけて乗車する、車内で
の会話は控えめにするなど、引き続
き、ご理解・ご協力をお願いします。
問　都市計画課交通政策担当

詳細はこちら

詳細はこちら

広告

使えるお店は
随時更新中！
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赤い羽根共同募金運動が
始まります

10月1日から全国一斉に始まりま
す。テーマは「つながりをたやさな
い社会づくり」です。
期　赤い羽根募金／10月1日～令
和3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

ミャンマーへ贈る文具の募集
を中止します

鶴ヶ島市国際交流協会では、例年
皆さんから寄附された文具をミャン
マーの子どもたちへ贈る活動を行っ
ていますが、今年度は新型コロナウ
イルス感染拡大防止のため、文具
の募集は中止します。皆さまのご理
解をお願いします。
問　地域活動推進課地域活動推進
担当

お知らせ案　　内
第25回東洋大学連携
スポーツ講習会

自分の適切なランニングスピードを
計ろう。
対　市内在住在勤の方
日　11月7日(土)9時～11時
※　予備日11月14日(土)
場　運動公園サブグラウンド
講　小

お ご う

河繁
しげひこ

彦さん（東洋大学理工学
部生体医工学科教授）
内　タイムや心拍数を測定し、皆
さんにあったランニングを提案しま
す。
定　20人(申込順)
※　スポーツのできる服装
他　詳細は市ホームページなどで
ご確認ください。
申 問　10月12日(月)から生涯学習
スポーツ課市民スポーツ担当へ

ハロウィンおはなし会
日本語と英語で遊ぼう

対　幼児～小学生の親子(子どもだ
けでも可)
日　10月25日(日)11時～(10時45
分開場)
場　中央図書館
内　ハロウィンのおはなしや絵本を
読んだり英語のうたや手遊びをして
楽しもう！
定　17人(申込順)
料　無料
申 問　10月6日(火)から中央図書館
へ☎271・3001

募　　集
管理栄養士

対　資格保有者で、パソコン操作
(ワード、エクセル)ができる方
期　令和3年3月31日まで
場　健康長寿課
内　高齢者の栄養指導、資料作成など
定　1人
勤務日数・時間　週3日・9時～16時
報　時給1437円
他　勤務日や業務内容などの詳細は、
下記担当へお問い合わせください。
申 問　履歴書に資格免許証の写し
を添えて、健康長寿課健康増進担
当へ(後日面接あり)

県立塙
はなわ

保
ほ き い ち

己一学園高等部
専攻科入学者

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27日(金)
第2次募集選考日　
令和3年2月12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
他　相談・見学は随時受け付けま
す。詳細はお問い合わせください。
申 問　同校(〒350-1175川越市笠
幡85-1)☎231・2121

Information　鶴ヶ島市役所　☎ 271・1111

21 Tsurugashima　2020.10

元気にラジオ体操教室

日　10月18日(日)10時～11時
場　東市民センター
講　岡

おかもと

本美
み か

佳さん、戸
と つ か

塚寛
ひ ろ こ

子さん
内　ラジオ体操第1・第2の正しい
動きやポイントをわかりやすく指導
定　40人(申込順)
料　無料
持　飲み物、タオル、マスク、筆
記具
他　当日、体調不良などの場合に
は、参加をお控えください。駐車
場に限りがあるため、なるべく徒歩
や自転車でお越しください。
申 問　10月1日(木)から健康長寿
課健康増進担当へ

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(保育士、保育補助など)
日　11月24日(火)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
内　事業所人事担当者と参加者の
個別面接会、ハローワーク職員に
よる就職相談
持　履歴書、自己PR書などを複数
枚、ハローワークに登録済の方は
ハローワーク受付票(ハローワーク
カード)
参加事業所　40か所(予定)
※　10月中旬頃に埼玉労働局ホー
ムページに掲載
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

全国秋のウォークラリー・
第10回スタンプラリーつるがしま大会

日　10月25日(日)8時45分～
場　新町小学校
コース　約4㎞、約5㎞
チーム　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
持　飲み物、タオル、マスク、筆
記具
他　1位～5位表彰、参加賞あり
申　10月16日(金)までに生涯学習
スポーツ課市民スポーツ担当、
田
た ぐ ち

口☎285・9107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
ーツ担当または田口

定例健康ウォーク

講師付きなので、初心者でも安心
して参加できます。
日　11月13日(金)9時30分～12時
場　東市民センター
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、レジ
ャーシート、マスク、筆記具
他　当日は、体温を測定し、発熱
や風邪症状がある場合には参加を
お控えください。両手のあく服装
でお越しください。車でのご来場
はご遠慮ください。
申 問　10月1日(木)から健康長寿
課健康増進担当へ ＨＰはこちら

はつらつ元気体操クラブ

対　市内在住の65歳以上の方(原則、要介護・要支援認定者および介護予防・
日常生活支援総合事業対象者を除く)で医師から運動制限を受けていない方
内　ストレッチ、有酸素運動、リズム体操など気軽に楽しく実践できる体操
料　100円(初回のみ)
持　飲み物、運動靴など　※　運動のできる服装
他　応募者多数の場合は抽選(前回参加していない方を優先)。抽選結果はすべ
ての方に10月下旬以降に郵送します。
申 問　10月12日(月)までに健康長寿課地域包括ケア推進担当へ

※　北市民センターの募集はありません

場所 実施日(祝日を除く)
(11月～3月) 開始日 時間 定員

大橋市民センター 第1・3月曜日 11月 2 日 13時20分～15時10分 30人

南市民センター 第2・4月曜日 12月14日 13時20分～15時10分 30人

東市民センター 第1・3火曜日 11月10日 10時～11時50分 20人

富士見市民センター 第2・4木曜日 12月10日 10時～11時50分 30人

西市民センター 第1・3金曜日 11月 6 日 10時～11時50分 20人

老人福祉センター
「逆木荘」 第2・4金曜日 11月13日 13時20分～15時10分 20人

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。

広告広告
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広告広告
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ハロウィンジャンボ宝くじ5億円、
ハロウィンジャンボミニ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どう
ぞ。ネットでも購入できます(各1
枚300円)。
発売期間　10月20日(火)まで
問　(公財)埼玉県市町村振興協会
☎048・822・5004

わかば大学塾塾生追加募集＆
令和3年度前期市民教授説明会

【塾生追加募集】
現在、定員に余裕のある講座の塾
生を募集しています。希望する方は、
事務局までご連絡ください。また、
インターネット上で講座案内パンフ
レットと講座PR冊子が閲覧可能で
す。詳しくは下記QRコードから。

【令和3年度前期市民教授説明会】
新規市民教授を希望する方への説
明会を開催します。
対　18歳以上の方(団体・サークル
での応募可)
日　10月6日(火)12時～
場　富士見市民センター
問　わかば大学塾事務局☎298・
7484(平日10時～12時、13時～15
時)

案　　内
市民後見人養成講座(基礎編)
～住み慣れた地域で、自分らしい生活の実現をめざして～

市民後見人は、家庭裁判所から成年後見人などとして選任された一般市民によ
るボランティア・市民活動のひとつで、判断能力が十分でない方々の生活を身
近な立場で支援し後見活動を行います。専門組織による養成と活動支援を受け
ながら、市民としての特性を生かした後見活動を地域における第三者後見人の
立場で展開する権利擁護の担い手です。
対　市内在住の方
日　11月7日(土)～12月13日(日)内の5日間(土曜日か日曜日)
場　市役所5階会議室
講　弁護士、司法書士、社会福祉士および学識経験者
内　制度の仕組みや手続き
定　20人　料　無料(別途テキスト代)
他　詳しくは、社会福祉協議会、各市民センター、中央図書館などで配布して
いる募集要項をご覧ください。
申 問　往復はがきで社会福祉協議会権利擁護担当(〒350-2217鶴ヶ島市大字三
ツ木16-1)へ☎277･3317

防火管理者資格取得(新規)講習会

消防法施行令に基づく、防火管理資格(甲種)を取得する講習会を行います。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地位にある方
日　10月22日(木)・23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)
※　駐車場の用意はありません
定　20人程度(申込順)　　　
料　3750円(申込当日に集金)
申 問　10月8日(木)・9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

講座案内 講座PR冊子

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
日　10月13日(火)、11月10日(火)、
12月1日(火)9時～12時
場　シルバー人材センター
申 問　前日までに同センターへ☎
285・8172

県下一斉行政書士相談会
（坂戸会場）

日　10月10日(土)10時～16時
場　坂戸市文化施設オルモ
内　遺言・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
他　予約不要
問　埼玉県行政書士会☎048・833

・0900

埼玉県委託
「介護職チャレンジ！」説明会

埼玉県では、資格取得のための学
校受講から県内介護施設での実務
研修、直接雇用まで、幅広く支援
しています。また、介護助手の養
成を支援する「介護アシスタント」
の事業説明もあわせて行います。
対　介護の仕事に興味のある方
日　10月29日(木)12時30分～「介
護アシスタント」説明会、14時～「介
護職チャレンジ！」説明会
場　市役所1階会議室
持　履歴書、職務経歴書、健康保
険証
申 問　前日までに(株)シグマスタ
ッフ大宮支店（受託事業者）へ
☎048・782・5173またはホームペ
ージから

埼玉県高齢者等介護職員
就労支援事業説明会

介護の仕事は、人を支え社会を支
える、やりがいのある仕事です。
埼玉県では、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していま
す。事業内容などの詳細は、ホー
ムページをご覧ください。
対　介護の仕事をお探しの60歳以
上の方で、主に短時間の勤務を希
望する方(介護福祉士を除く)
日　10月15日(木)13時30分～
場　東上パールビルヂング(川越駅
西口徒歩1分)
定　40人(申込順)
料　無料
申 問　(株)ソラスト（受託事業者）
☎0120・997・963

ＨＰはこちらＨＰはこちら

若葉結市民踊レク・クラブ
日　月3～4回月曜日13時～15時
場　つるがしま中央交流センター
問　木

き み や

宮☎285・6007

仲間になりませんか
クレイン英会話クラブ
日　毎週火曜日15時10分～16時40分
場　南市民センター
問　石

いしかわ

川☎080・9979・8568

掲示板

12月号の原稿締切は､ 10月22日(木)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。

若葉剣友会
対　小学生、大人(男女不問)
日　毎週土曜日17時～19時、毎週
日曜日8時～10時
場　栄小学校体育館
問　田

た ぐ ち

口☎080・3025・5418

鶴ヶ島市お琴同好会 第39回 箏
こと

ミニコンサート
日　11月8日(日)13時～13時40分　　　場　東市民センター
内　編曲八

や ち よ

千代獅
じ し

子ほか　　　定　20人(申込順)　　　料　無料
申 問　10月5日(月)から10月31日(土)までに安

あ ん ぜ

瀬へ☎285・7957

出かけてみませんか

広告
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他　予約不要
問　埼玉県行政書士会☎048・833

・0900

埼玉県委託
「介護職チャレンジ！」説明会

埼玉県では、資格取得のための学
校受講から県内介護施設での実務
研修、直接雇用まで、幅広く支援
しています。また、介護助手の養
成を支援する「介護アシスタント」
の事業説明もあわせて行います。
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護職チャレンジ！」説明会
場　市役所1階会議室
持　履歴書、職務経歴書、健康保
険証
申 問　前日までに(株)シグマスタ
ッフ大宮支店（受託事業者）へ
☎048・782・5173またはホームペ
ージから

埼玉県高齢者等介護職員
就労支援事業説明会

介護の仕事は、人を支え社会を支
える、やりがいのある仕事です。
埼玉県では、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していま
す。事業内容などの詳細は、ホー
ムページをご覧ください。
対　介護の仕事をお探しの60歳以
上の方で、主に短時間の勤務を希
望する方(介護福祉士を除く)
日　10月15日(木)13時30分～
場　東上パールビルヂング(川越駅
西口徒歩1分)
定　40人(申込順)
料　無料
申 問　(株)ソラスト（受託事業者）
☎0120・997・963
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若葉結市民踊レク・クラブ
日　月3～4回月曜日13時～15時
場　つるがしま中央交流センター
問　木

き み や

宮☎285・6007

仲間になりませんか
クレイン英会話クラブ
日　毎週火曜日15時10分～16時40分
場　南市民センター
問　石

いしかわ

川☎080・9979・8568

掲示板

12月号の原稿締切は､ 10月22日(木)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。

若葉剣友会
対　小学生、大人(男女不問)
日　毎週土曜日17時～19時、毎週
日曜日8時～10時
場　栄小学校体育館
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千代獅
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