
16

今月の納期

◆固定資産税・都市計画税第4期
◆国民健康保険税第5期
◆介護保険料第5期
◆後期高齢者医療保険料第5期

女性センターの一般開放拡大

新型コロナウイルスの感染拡大防
止に伴い、女性センターの第一講
習室および第二講習室は、市職員
の分散勤務場所として使用するた
め、当面の間使用停止としていまし
たが、11月1日から一般開放するこ
とといたしました。ご協力ありがと
うございました。
問　女性センター☎︎287・4755

マイナンバーカードは
若葉駅前出張所で！

11月からマイナンバーカードの交
付、電子証明書の更新手続きなど
が若葉駅前出張所でできます。受
付は、平日の9時から17時までです。
来所希望日の3日前までに若葉駅前
出張所に電話し、予約をしてくださ
い。
問　若葉駅前出張所☎︎272・5611

お知らせ

Infor-
mation

詳細はこちら

令和3年鶴ヶ島市成人式

市では、新成人の皆さんをお祝いし成人式を行います。
対　平成12年4月2日から平成13年4月1日に生まれた方
日　令和3年1月10日(日)(「成人の日」の前日)14時～

※　例年と会場を変更しましたので、ご注意ください
※　案内はがきは12月上旬に発送予定です
※　マスクの着用をお願いします。また、上履きおよび上履き入れを持参し
てください(鶴ヶ島中学校区の方を除く)
※　式典後の成人者のつどいおよび集合写真の撮影は行いません
※　保護者などの見学者席はありません
問　東市民センター☎︎286・3357

埼玉県最低賃金改正

10月1日から県最低賃金は時間額928円(引上げ額2円)となりました。また、12
月1日からは5業種の特定(産業別)最低賃金が、非鉄金属製造業は944円、電子
部品等製造業は951円、輸送用機械器具製造業は961円、光学機械器具等製造
業は959円、自動車小売業は957円となります。
年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業場で
働く全ての労働者に適用されます。使用者も労働者も1時間当たりの賃金額が最
低賃金以上かどうか、必ず確認してください。
問　埼玉労働局労働基準部賃金室☎︎048・600・6205

坂戸浄水場受電設備法定点検の実施

坂戸浄水場受電設備法定点検を次の日程で実施します。
停電作業中および作業終了後、水道水が濁る場合がありますので水のくみ置き
をお願いします。
日　11月6日(金)23時～7日(土)4時
問　坂戸、鶴ヶ島水道企業団浄水課浄水担当☎︎285・8138

会場 対象

女性センターホール 鶴ヶ島中学校区の方

新町小学校体育館 西中学校区の方

南小学校体育館 南中学校区の方

鶴ヶ島第二小学校体育館 藤中学校区の方

栄小学校体育館 富士見中学校区の方

広告

新型コロナウイルス感染症に伴うイベントなどの運営について
各イベントなどは新型コロナウイルス感染症対策を行いながら、開催しています。イベントなどに参加
される場合は、当日検温していただき、体調不良の際は参加をご遠慮いただきますようお願いします。
また状況により、イベントを中止または延期とさせていただく場合があります。予めご了承ください。Information　鶴ヶ島市役所　☎ 271・1111
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大雨や台風時のつるバス・
つるワゴンの運行について

ご利用の皆さんには、マスクの着
用や座席を空けて座るなど、新型
コロナウイルス感染症対策にご理
解・ご協力をいただきありがとうご
ざいます。
つるバス・つるワゴンは、日頃から、
安全運転を心がけ、定時運行に努
めているところです。台風や大雨・
大雪などの気象状況の影響により、
運行に遅れが生じたり、安全に運
行を続けられない場合は、運行を
見合わせたりすることがあります。
ご利用の皆さんには、大変ご迷惑
をおかけいたしますが、あらかじめ
ご了承ください。
問　都市計画課交通政策担当

募　　集
育児支援サポーター

育児支援サポーターは、心身の不調
などにより、育児に大きな負担を感
じている保護者の方などを援助する
ため、家庭に訪問して育児・家事の
お手伝いを行います。
「赤ちゃん・乳幼児のお世話や、子育
て家庭のお手伝いをしてみたい」と
いう方のご応募をお待ちしています。
対　保育士、幼稚園教諭などの資
格をお持ちの方
勤務日時　要相談(1回1時間半～2
時間)
内　育児援助、家事援助
報　時給988円
申	問　こども支援課子育て支援担
当

つるがしまてくてく歩き 
行くぜ！脚

す ね お り あ ま ご い

折雨乞

対　小学3～6年生およびその保護
者
日　12月6日(日)13時～15時
(雨天予備日13日(日))
場　集合：白

しらひげ

鬚神社入り口　
解散：雷

かんだちがいけ

電池
講　生涯学習スポーツ課文化財担
当職員
内　脚折雨乞で龍

りゅうだ

蛇が通るルート
を実際に体験しながら鶴ヶ島の伝
統行事を学びます。
定　10組(申込順)		　料　無料
持　筆記具、飲み物、カメラ(必要
な方)　※　歩きやすい服装
他　駐車場は文化財整理室と旧教
育センターを使用してください。
申	問　中央図書館☎271・3001

パパといっしょに
チャレンジクッキング 

対　市内の小学生とその父または
祖父
日　11月21日(土)、22日(日)10時
～13時(どちらか1日を選択)
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　飾り巻きずしを作ろう！ミニま
な板をプレゼント
定　各5組　料　1組1000円
持　エプロン、三角巾、手ふきタ
オル、足のサイズが23cm以下のお
子さんは上履き
申	問　11月4日(水)から14日(土)
までに女性センターへ☎287・
47555271・5297
10200020@city.tsurugashima.

lg.jp

川越税務署非常勤職員

期　令和3年1月上旬～3月末
勤務時間　9時～17時までの間の3
～7時間
勤務地　川越税務署
内　確定申告事務補助
報　時給950円～1000円、交通費
相当額(上限あり)
定　130人程度
※　申込方法などの詳細は、関東
信越国税局ホームページをご覧く
ださい
問　川越税務署
☎235・9441

案　　内
クリスマスおはなし会

対　児童
日　12月6日(日)10時30分～
(10時15分開場)
場　中央図書館
内　クリスマスのおはなし会です。
今年は工作を行いません。
定　15人(申込順)
料　無料
他　小さなプレゼント付きです。
申	問　11月10日(火)から中央図書
館へ☎271・3001

「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

広告

広告

関東信越国税局HP
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親子で楽しむ星空ひろば

対　小学生以上で、親子で参加で
きる方
日　11月15日(日)16時～18時
(雨天予備日21日（土）)
場　中央図書館
内　東屋で星のお話を聞いて、望
遠鏡で星空をのぞいてみよう！
定　10組（申込順）
料　無料
持　レジャーシート、双眼鏡など
(必要な方)
申	問　11月3日(祝)から中央図書
館へ☎︎271・3001

里いも掘り体験

日　11月28日(土)10時～
(雨天中止)
場　農業交流センター
定　10組(1組5人まで、小学生以下
は保護者同伴）
料　里いも代(時価)
持　長靴・ゴム手袋・大きめの袋
他　里いも掘りのできる服装、マ
スク着用でお越しください。
申	問　11月5日(木)10時から農業
交流センターへ☎︎279・3335

案　　内
彩の国家庭の省エネ推進
キャンペーン開催！

県では、LED照明への交換や、窓
などの断熱の推進など県事業に賛
同した家電量販店、ホームセンタ
ーなどと連携し、省エネを応援し
ています。この冬をエコで温かく
過ごしましょう。
期　11月14日(土)～令和3年2月28
日（日）
問　県温暖化対策課☎︎048・830・
3033

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)

文学講座「日本の古典を
楽しむ-日本古典の王道
『古今和歌集』の謎に迫る」

日　11月29日(日)14時～15時30分
場　中央図書館
講　河

かわ ぢ

地修
おさむ

さん(東洋大学名誉教
授)
内　令和になり注目されている和
歌の深みと魅力を学びます。
定　18人(申込順)　
料　無料　持　筆記具
申	問　11月3日(祝)から中央図書
館へ☎︎271・3001

図書館座シネマ

日　11月22日(日)14時～
(13時30分開場)
場　中央図書館
内　『古代埼玉のあけぼの』
(ドキュメンタリー映画45分)
定　18人(先着順)
料　無料
他　当日に整理券を配布
申	問　中央図書館へ☎︎271・3001

生活支援者のための講座

対　生活支援活動をする意志のあ
る方
日　11月26日(木)13時15分～14時
45分
場　市役所5階会議室
講　小

おがわ

川政
まさひろ

博さん(アンガーマネジ
メントアドバイザー)
内　自分の気持ちを上手に抑える
方法を学びます。
定　30人(申込順)
料　無料　持　筆記具
申	問　11月5日(木)から社会福祉協
議会へ☎︎286・57395286・0557

北海道清
きよさと

里町

地元民にも愛される「じゃがいも
焼酎	」。清里町特産品のじゃがいも
を原料に、日本で初めて製造され
たじゃがいも焼酎は、芳醇なコクと
甘みが特徴で飲みやすいと評判の
逸品です。	
販売商品

・じゃがいも焼酎北海道清里
1250円

・じゃがいも焼酎北海道清里(樽)	
	1380円

・じゃがいも焼酎北海道清里(原酒)	
3200円

・じゃがいも焼酎北海道清里(原酒5年)
5000円

※　税抜き表示、別途送料が発生
しますが、市民に限り、11月中に
商品を5000円以上(税抜き)購入し
た場合、送料が無料
販売期間　通年
購入方法　清里じゃがいも焼酎オ
ンラインショップから購入
問　清里焼酎醸造所☎︎0152・25・
2227	 	kyshochu@town.
kiyosato.hokkaido.jp

オンラインショップ

国内交流市町の地場産品を紹介します！
毎年産業まつりで出店している、以下の三市町の地場産品の一部をご紹介します。今年の産業まつりは新型コロナウイルスの
影響により中止となってしまったため、市内での直接販売はありません。この機会にぜひお買い求めください。

長野県飯
いいづな

綱町

毎年鶴ヶ島産業まつりでは、多くの
市民の皆さんに飯綱町りんごをご
購入いただき、ありがとうございま
す。今年は下記のとおり通信販売
を行います。飯綱町の産直りんご
をお楽しみください。
販売商品　

・飯綱りんご5kg(サンふじ・シナノ
スイート)　　　　　　　		3000円
※　送料・税込み、サンふじは11
月中旬以降の発送になります
販売期間　11月1日～12月25日
購入方法
①Faxで申込
郵便番号・住所・氏名・電話番号・
購入数・商品種・宅急便時間指定
を記入の上、送付
②ECサイト「みつどんマルシェ」
から購入
申	問　①注文販売について
㈲飯綱町ふるさと振興公社
☎︎026・253・51535026・253・
5154	 	mureson@valley.ne.jp
②ECサイト販売について
㈱カンマッセいいづな
☎︎026・219・1210　	
	info@canmasse.co.jp

青森県十
と わ だ

和田市

奥
お い ら せ

入瀬ロマンパーク内の地ビール
の醸造施設・乳製品加工施設で作
られたビール・のむヨーグルトや
大自然の息遣いをたっぷり含んだ
源流水を、下記のとおり代金引換
にて発送しています。
販売商品

・奥入瀬ビール330ml4本セット　		
3939円

・奥入瀬のむヨーグルト750ml3本セット	
3286円

・奥入瀬源流水500ml1箱(24本入り)
4757円

※　消費税・送料・代引手数料込み
販売期間　通年
購入方法　ホームページから希望
の商品を選択のうえ購入
問　(一財)十和田湖ふるさと活性
化公社☎︎0176・72・3201
	bussankan@oirase.or.jp

ヨーグルト、源流水

公式HP

ビールみつどんマルシェ

「広報つるがしま」に掲載する
有料広告を募集しています

「広報つるがしま」は、毎月1回(3万3000部程度)発行
し、市内の全世帯、事務所などに配布しています。ぜひ、
「広報つるがしま」で、皆さんの会社やお店のPRをし
てみませんか。
問合先　秘書広報課広報広聴担当

詳細はこちら 広告
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逸品です。	
販売商品

・じゃがいも焼酎北海道清里
1250円

・じゃがいも焼酎北海道清里(樽)	
	1380円

・じゃがいも焼酎北海道清里(原酒)	
3200円

・じゃがいも焼酎北海道清里(原酒5年)
5000円

※　税抜き表示、別途送料が発生
しますが、市民に限り、11月中に
商品を5000円以上(税抜き)購入し
た場合、送料が無料
販売期間　通年
購入方法　清里じゃがいも焼酎オ
ンラインショップから購入
問　清里焼酎醸造所☎︎0152・25・
2227	 	kyshochu@town.
kiyosato.hokkaido.jp

オンラインショップ

国内交流市町の地場産品を紹介します！
毎年産業まつりで出店している、以下の三市町の地場産品の一部をご紹介します。今年の産業まつりは新型コロナウイルスの
影響により中止となってしまったため、市内での直接販売はありません。この機会にぜひお買い求めください。

長野県飯
いいづな

綱町

毎年鶴ヶ島産業まつりでは、多くの
市民の皆さんに飯綱町りんごをご
購入いただき、ありがとうございま
す。今年は下記のとおり通信販売
を行います。飯綱町の産直りんご
をお楽しみください。
販売商品　

・飯綱りんご5kg(サンふじ・シナノ
スイート)　　　　　　　		3000円
※　送料・税込み、サンふじは11
月中旬以降の発送になります
販売期間　11月1日～12月25日
購入方法
①Faxで申込
郵便番号・住所・氏名・電話番号・
購入数・商品種・宅急便時間指定
を記入の上、送付
②ECサイト「みつどんマルシェ」
から購入
申	問　①注文販売について
㈲飯綱町ふるさと振興公社
☎︎026・253・51535026・253・
5154	 	mureson@valley.ne.jp
②ECサイト販売について
㈱カンマッセいいづな
☎︎026・219・1210　	
	info@canmasse.co.jp

青森県十
と わ だ

和田市

奥
お い ら せ

入瀬ロマンパーク内の地ビール
の醸造施設・乳製品加工施設で作
られたビール・のむヨーグルトや
大自然の息遣いをたっぷり含んだ
源流水を、下記のとおり代金引換
にて発送しています。
販売商品

・奥入瀬ビール330ml4本セット　		
3939円

・奥入瀬のむヨーグルト750ml3本セット	
3286円

・奥入瀬源流水500ml1箱(24本入り)
4757円

※　消費税・送料・代引手数料込み
販売期間　通年
購入方法　ホームページから希望
の商品を選択のうえ購入
問　(一財)十和田湖ふるさと活性
化公社☎︎0176・72・3201
	bussankan@oirase.or.jp

ヨーグルト、源流水

公式HP

ビールみつどんマルシェ

「広報つるがしま」に掲載する
有料広告を募集しています

「広報つるがしま」は、毎月1回(3万3000部程度)発行
し、市内の全世帯、事務所などに配布しています。ぜひ、
「広報つるがしま」で、皆さんの会社やお店のPRをし
てみませんか。
問合先　秘書広報課広報広聴担当

詳細はこちら 広告
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