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今月の納期

◆市・県民税第4期
◆国民健康保険税第6期
◆介護保険料第6期
◆後期高齢者医療保険料第6期

窓口業務委託を始めます

12月1日から、市民サービスの向上
と業務の改善を図るため、市民課の
住民異動業務および市民課、税務
課、収納課の証明書発行などの窓
口業務の民間委託を始めます。
業務の受託者は、AGSプロサービ
ス株式会社です。
問　市民課、税務課、収納課

手話通訳者派遣事業

年末年始(12月29日～1月3日)の期
間中、手話通訳者派遣事業の受付
が休みになります(緊急の場合を除
く)。この間、通訳の依頼を希望す
る方は、12月18日(金)までにお申し
込みください。
問　社会福祉協議会☎271・6278、
5271・6277

お知らせ

Infor-
mation

いつでもどこでもスマホで申告

確定申告には、自宅からスマートフォンで利
用できるe-Tax(電子申告)が便利です。国税
庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」
を利用すれば、多くの方が訪れる確定申告会
場に出向かなくても、マイナンバーカードと
対応スマートフォンを利用して申告すること
ができます。
また、事前に税務署でID・パスワードを取得
していれば、マイナンバーカードを持ってい
なくても、e-Taxを利用することができます。
スマートフォンによる電子申告では、年末調
整済みで医療費控除やふるさと納税などの寄
附金控除の申告をする方のほか、年末調整が

済んでいない方、2か所以上の給与所得がある方、年金収入や副業などの雑
所得がある方など、多くの方が「スマートフォン専用画面」を利用できます。
スマートフォン専用画面はスマートフォンやタブレットでも画面が見やす
く、操作しやすくなっていますので、次の確定申告では、感染防止の観点か
らも、ぜひ自宅で電子申告をご利用ください。
一人ひとりができる感染拡大防止対策にご協力をお願いします。
問　川越税務署☎235・9411
※　自動音声案内です。国税に関するご相談・ご質問は「1」を選択してく
ださい

広告

水質事故防止にご協力を

河川や水路に油や薬品などが流れ
ると、魚が死んだり、水道水や農
業用水の取水に影響が出ます。年
末の大掃除の際など、不要な塗料
や油、農薬などの取り扱いには十
分にご注意いただき、決して河川
や水路、側溝に流さないようお願
いします。事故対応の費用は、事
故原因者の負担となります。も
し、異常水質事故を見つけた場合
には、速やかにご連絡ください。
問　県東松山環境管理事務所☎04
93・23・4050、生活環境課環境
保全担当

つるバス・つるワゴン
新型コロナウイルス感染症
などの予防対策にご協力を

日に日に寒くなり、朝夕冷たい風
が身に染みる季節となりました。
これからの季節は、新型コロナウ
イルス感染症とインフルエンザの
同時流行に備える必要がありま
す。
ご利用の皆さんには、マスクの着
用や乗車前後の手洗いのほか、で
きる範囲で間隔を離して座るな
ど、引き続き、感染予防のための
ご協力をお願いします。
問　都市計画課交通政策担当

広告

Information　鶴ヶ島市役所　☎ 271・1111
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宝くじ助成金で自治会館に
備品を整備！

宝くじの社会貢献広報事業として、
宝くじの受託事業収入を財源とし
て実施しているコミュニティ助成
事業の助成金により、五味ヶ谷自
治会で備品を購入しました。この
備品整備によって、よりいっそう
充実した自治会活動ができるよう
になりました。
【整備備品】
音響設備一式(ワイヤレスアンプ、
マイクなど)、会議用テーブル30
台、折りたたみ椅子70脚、エア
コン3台、発電機2台、ガスファ
ンヒーター1台、ヘッジトリマ1
台
問　地域活動推進課地域活動推進
担当

クーポン券の使用期限は
12月末までです

「地元ハッケン！
クーポン(3000
円分)」および「ワ
ンコイン！10倍
クーポン」の使

用期限は12月末までです。お早
めにご利用ください。
問　新型コロナウイ
ルス対策支援室

案　　内
グラウンド利用の年間調整会議
(大会使用)

自治会、子ども会、各種スポーツ
団体などが体育施設を利用して行
う大会の年間調整会議を行います。
使用予定のある団体は、代表の方
1名のみでお越しください。
日　1月15日(金)19時～
場　市役所5階会議室
対象施設	 	運動公園（多目的Bを除
く）、近隣公園(脚折、南、富士見
中央)、西少年サッカー場
対象期間　令和3年4月～令和4年
3月分
問　生涯学習スポーツ課市民スポ
ーツ担当

創業・起業を応援します！

対　創業・起業に関心のある方、
創業を予定している方、創業して
間もない方
日　全4回(1月23日（土）、1月30
日（土）、2月13日（土）、2月20日
（土）)10時～12時
場　鶴ヶ島市商工会館
講　山

やまうち

内正
まさあき

明さん(ステップアッ
プコンサルティング代表)
定　20人
料　無料
申	問　1月15日
（金）までに、名前・
住所・年齢・電話
番号を、鶴ヶ島市
商工会へ☎287・
1255または528
7・7799で

募　　集
令和3年度公立小中学校
臨時的任用教職員・非常勤講師

令和3年度の公立小中学校におけ
る教職員の欠員補充や、育児休業、
病気などにより勤務することがで
きない教職員の代替などとして、
臨時的任用教職員および非常勤講
師を募集します。
対　①教員については教員普通免
許状、学校栄養職員については栄
養士免許状を所有している方また
は取得見込みの方、②地方公務員
法第16条および学校教育法第9条
の欠格事項に該当しない方
他　応募の際は「臨時的任用教職
員等申込書」の提出が必要になり
ます。詳しくは県教育委員会のホ
ームページをご覧になるか、下記
にお問い合わせください。
問　学校教育課指
導担当、県教育局
西部教育事務所人
事・学事担当☎24
2・1805

逆木荘フレイル予防教室

日　1月から毎月第2・第4木曜日
(1月は14日、28日)10時30分 ～
12時
場　老人福祉センター「逆木荘」
定　10人
内　ためになるお話と、健康器具
を使った軽い筋トレ
申	問　老人福祉センター「逆木
荘」へ☎286・3301 詳細はこちら

広告

県HPはこちら
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県HPはこちら
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市役所朝市

市内で採れた新鮮な農産物を、農
家の皆さんが軽トラックに積み込
んで直接販売します。
安心してご来場いただけるよう、
感染拡大防止のための「新しい生
活様式」に配慮し、出店者はマス
クと手袋を着用し、一定期間の健
康観察を実施します。会場入口で
は、体温測定・手指消毒を実施し
ます。
日　12月19日(土)9時 ～10時30
分(小雨決行)
場　市役所来庁者用駐車場
持　エコバッグ
問　産業振興課農政担当

明るい選挙啓発ポスター展

有権者に明るく正しい選挙の実現
を呼びかけるとともに、将来の有
権者である児童・生徒の選挙への
関心を高めるため、市内の各小中
学校および鶴ヶ島清風高等学校か
ら募集した「明るい選挙啓発ポス
ター」の展示を行います。
中央図書館　12月2日(水)～8日
(火)
市役所1階ロビー　12月9日(水)
～16日(水)
問　選挙管理委員会

案　　内

イベント実施に伴う新型コロナウイルス感染症対策について
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、マスクの着用をお願いします。体調不良の際は、
参加をご遠慮ください。当日の体温やご体調によっては、参加をお断りさせていただくことがあります。
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可能性もありますので、予めご了承ください。

認知症予防脳トレ教室

「あれ」「それ」という言葉が増えた、ということはありませんか。ゲームや
簡単な問題を解きながら楽しく脳トレを行う、認知症予防のための教室です。
対　市内在住で65歳以上の方(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)

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
料　100円(初回のみ)
持　筆記具、飲み物
他　応募多数の場合は抽選（前回参加していない方を優先）。抽選結果はすべ
ての方に、初回の1週間前までに郵送します。
申	問　12月10日(木)までに健康長寿課地域包括ケア推進担当へ

定例健康ウォーク

ウォーキングは健康づくりにとても
有効な運動です。講師付きなので、
初心者でも安心して参加できます。
健康づくりのきっかけに、参加して
みませんか。
日　1月8日(金)9時30分～12時
場　大橋市民センター
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、筆記具、両手のあく服
装
他　車でのご来場はご遠慮くださ
い。
申	問　12月1日(火)から健康長寿課
健康増進担当へ

新春のつるがしまを歩こう

新春の自然を見ながらまちを歩い
て気持ちのいい1年を始めません
か。スタンプを集めながら4kmを
歩き、スタンプの得点で順位を決
めます。
日　1月4日(月)9時受付開始(雨天
決行)
場　新町小学校
定　30組(1～4人のチーム)100
人　※　申込不要
料　無料
持　運動のできる服装
他　当日の受付時には参加者全員
にチェックシートへの記入を実施
します。
問　生涯学習スポーツ課市民スポ
ーツ担当または鶴ヶ島市レクリエ
ーション協会田

たぐち

口☎285・9107

	場所 実施日（1月～3月）
※　祝日を除く 開始日 時間 定員

大橋市民センター 毎週月曜日 1月18日 14時～15時30分 22人

老人福祉センター
「逆木荘」 毎週木曜日 1月14日 14時～15時30分 8人
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認知症サポーター養成講座

「認知症サポーター」とは、認知
症という病気を正しく理解して、
その人と家族を見守る応援者で
す。認知症になっても安心して暮
らせるまちを目指し、認知症につ
いて学びませんか。
対　市内在住在勤の方
日　12月15日(火)14時～15時30
分
場　市役所3階庁議室
内　認知症についての講話
定　15人(応募多数の場合は抽選)
料　無料
持　筆記具
申	問　12月8日(火)までに健康長
寿課地域包括ケア推進担当へ

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
援をしています。また、介護助手
の養成を支援する「介護アシスタ
ント」の事業説明も併せて行いま
す。
対　介護の仕事に興味のある方
日　12月21日(月)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㈱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　

交通安全協会に加入して交通安全にご協力を

交通安全協会は、交通道徳の
普及・高揚と交通マナーの向
上を図ることにより、交通事
故のない安全で安心して暮ら
せる地域社会をつくることを
目的に設立された団体です。
交通安全運動のほか、新入学
児童へのランドセルカバー贈
呈、優良運転者などの表彰、
運転免許更新時の手続きや講
習など、様々な活動を行っています。
9月より、運転免許更新時などに交通安全協会に入会された方に贈呈してい
た免許証ケースのデザインを一新し、管内自治体(鶴ヶ島市、坂戸市、越生町、
毛呂山町、鳩山町)のイメージキャラクターのイラストが入った免許証ケー
スとしました。鶴ヶ島市は「つるゴン」のイラストが入ったもので、交通安
全への意識づけと啓発を願っています。
地域の交通安全活動は、会員の皆さんの会費によって支えられており、会費
は地区の交通安全のための経費として役立てられます。人も車も安全な暮ら
しを守るため、交通安全協会への加入にご協力をお願いします。
問　西入間交通安全協会☎289・0202

マルチメディアデイジー体験会

日　12月12日(土)15時～16時30分
場　中央図書館
内　読み書き障害など本を読むこ
とが難しい子どもたちが、見て聞
いて楽しめるデジタル図書体験会
（どなたでも体験可）
料　無料
※　当日整理券を配布
問　中央図書館☎271・3001

バリアフリー映画会
(字幕・音声ガイド付き)

日　12月13日(日)14時～15時30
分
場　中央図書館
内　「描きたい、が止まらない」
自閉症を抱える画家・古

こ く ぼ

久保憲
のりみつ

満
さんの2年半を追いかけたドキュ
メンタリー
定　18人
※　当日整理券を配布
料　無料
他　補助が必要な方は事前にご連
絡ください。
問　中央図書館☎271・3001、
lib.tsurugashima02@lib.

tsurugashima.saitama.jp HPはこちら

広告



21	 Tsurugashima　2020.12

認知症サポーター養成講座

「認知症サポーター」とは、認知
症という病気を正しく理解して、
その人と家族を見守る応援者で
す。認知症になっても安心して暮
らせるまちを目指し、認知症につ
いて学びませんか。
対　市内在住在勤の方
日　12月15日(火)14時～15時30
分
場　市役所3階庁議室
内　認知症についての講話
定　15人(応募多数の場合は抽選)
料　無料
持　筆記具
申	問　12月8日(火)までに健康長
寿課地域包括ケア推進担当へ

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
援をしています。また、介護助手
の養成を支援する「介護アシスタ
ント」の事業説明も併せて行いま
す。
対　介護の仕事に興味のある方
日　12月21日(月)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㈱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　

交通安全協会に加入して交通安全にご協力を

交通安全協会は、交通道徳の
普及・高揚と交通マナーの向
上を図ることにより、交通事
故のない安全で安心して暮ら
せる地域社会をつくることを
目的に設立された団体です。
交通安全運動のほか、新入学
児童へのランドセルカバー贈
呈、優良運転者などの表彰、
運転免許更新時の手続きや講
習など、様々な活動を行っています。
9月より、運転免許更新時などに交通安全協会に入会された方に贈呈してい
た免許証ケースのデザインを一新し、管内自治体(鶴ヶ島市、坂戸市、越生町、
毛呂山町、鳩山町)のイメージキャラクターのイラストが入った免許証ケー
スとしました。鶴ヶ島市は「つるゴン」のイラストが入ったもので、交通安
全への意識づけと啓発を願っています。
地域の交通安全活動は、会員の皆さんの会費によって支えられており、会費
は地区の交通安全のための経費として役立てられます。人も車も安全な暮ら
しを守るため、交通安全協会への加入にご協力をお願いします。
問　西入間交通安全協会☎289・0202

マルチメディアデイジー体験会

日　12月12日(土)15時～16時30分
場　中央図書館
内　読み書き障害など本を読むこ
とが難しい子どもたちが、見て聞
いて楽しめるデジタル図書体験会
（どなたでも体験可）
料　無料
※　当日整理券を配布
問　中央図書館☎271・3001

バリアフリー映画会
(字幕・音声ガイド付き)

日　12月13日(日)14時～15時30
分
場　中央図書館
内　「描きたい、が止まらない」
自閉症を抱える画家・古

こ く ぼ

久保憲
のりみつ

満
さんの2年半を追いかけたドキュ
メンタリー
定　18人
※　当日整理券を配布
料　無料
他　補助が必要な方は事前にご連
絡ください。
問　中央図書館☎271・3001、
lib.tsurugashima02@lib.

tsurugashima.saitama.jp HPはこちら

広告
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障がい者アート絵画展

日　12月9日(水)～20日(日)9時～
19時(最終日のみ9時～16時)
場　中央図書館
内　障害を持つ方のオリジナリティ
溢れる感性を生かして作られた作品
を展示
問　中央図書館☎271・3001

おりがみ教室
～エコバッグを折ろう！～

対　おりがみで【鶴】が折れる程
度の方(市内外不問)
日　1月17日(日)14時～16時
場　中央図書館
内　新聞紙とおりがみで、自分だ
けのオリジナルエコバッグを作ろ
う！
定　12人(申込順)
料　無料
申	問　12月9日(水)から中央図書
館へ☎271・3001

CDコンサート
【ベートーヴェン】

日　12月20日(日)13時～15時
場　中央図書館
内　生誕250周年を迎えた楽聖ベ
ートーヴェンの様々な楽曲をCD
で楽しみます。
定　18人
※　当日整理券を配布
料　無料
問　中央図書館☎271・3001

案　　内
求人企業合同面接会

対　令和3年3月に大学・短大・
専門学校を卒業予定の方、卒業後
おおむね3年以内の方
日　1月19日(火)13時～16時(受
付12時～15時30分)
場　大宮ソニックシティビル4F
市民ホール
持　履歴書複数枚(当日会場でコ
ピー可)
他　予約不要、入退場自由。求人
企業情報を来場者全員に配布しま
す。参加企業名は、1月初旬以降
にホームページをご覧ください。
問　埼玉県雇用対策協議会
☎048・647・4185

月例ハイキング大会実施中

日ごとに寒くなってまいりまし
た。澄み切った空気の中、ハイキ
ングで自然を肌で感じ、帰りには
越生町の温泉で癒されましょう。
日　毎月第2土曜日8時30分～10
時受付
料　無料
他　当日受付(事前申込不要)
問　越生町産業観光課☎292・31
21

障がい者無料電話法律相談

埼玉弁護士会では、障害者の方の
法律相談を、電話とファックス
で行います。本人に限らず、家族
や関係者からの相談も対応可能で
す。
日　12月9日(水)10時～16時
料　無料　※　電話代は相談者負
担
相談専用電話番号
☎048・866・1255
相談専用ファックス番号
5048・866・1257
問　埼玉弁護士会法律相談センタ
ー☎048・710・5666

高齢者・障がい者のための
成年後見無料電話相談会

日　12月12日(土)10時～16時
料　無料　※　電話代は相談者負
担
相談専用電話番号
☎048・872・8055
問　埼玉司法書士会事務局
☎048・863・7861

おはなし会にサンタさんが
来るよ！

対　幼児・児童
日　12月20日(日)11時～12時
場　中央図書館
内　おはなし会の後、サンタさん
が選んでくれたクリスマス絵本を
借りられます。
定　15人(申込順)
料　無料
申	問　12月4日(金)から中央図書
館へ☎271・3001

広告

睡眠・禁煙・適正飲酒の
すすめ
　新型コロナウイルス感染症の影響で、生活スタイルが変わった方も多いことでしょう。日頃の生活の積み重ねが今後の健康
にもつながっていきます。いつまでも元気に過ごせるよう、生活習慣を見直してみましょう。

問合先　健康長寿課健康増進担当

ぐっすり眠り、ストレスを
ためないようにしましょう
　ストレスの増加や睡眠不足は、免
疫力を低下させます。自分にあった方法でスト
レスを解消し、十分な睡眠をとりましょう。
　睡眠には、心身の疲労を回復させる働きがあ
ります。睡眠不足になると、イライラしたり、
疲れやすくなったりするばかりか、高血圧や糖
尿病などの生活習慣病のリスクにもつながりま
す。
　日々の睡眠の質を高めるために、生活リズム
を整えましょう。

過度の飲酒は避けましょう
　お酒は適量であれば、血行を促進し、
ストレスの発散、動脈硬化を予防する
HDLコレステロールの増加など、健康に良いと言
われています。
　しかし、過度の飲酒は、肝障害、脂質異常症、
高血圧症などの生活習慣病の要因となります。
　節度ある適度な飲酒量は、壮年男性の場合、純
アルコール量20ｇです。週に2日は休肝日を設け
るなど、胃や肝臓を休める日をつくりながら、適
度な飲酒を心がけましょう。

ストレスは早めに
対処しましょう
　ストレス状態が長く続くと、うつ
病などのこころの病や身体疾患を発病したりし
ます。
　疲れやすくなる、食欲がなくなるなどの体の
変化や、イライラする、落ち込みやすくなるな
どのこころの変化を感じたときには、いつもよ
り多めに睡眠をとる、誰かに相談するなど早め
に対処しましょう。

たばこはやめましょう
　たばこの煙には、発がん性物質を
含む様々な化学物質が含まれていま
す。そのため、がんや慢性閉塞性肺疾患(COPD)、
虚血性心疾患や脳卒中などの原因となります。
　また、副流煙には、有害物質が主流煙の数倍
も含まれるため、喫煙者本人だけではなく、周
囲の人にも健康への悪影響がおよびます。喫煙
者は、望まない受動喫煙をさせないようマナー
を守りましょう。
　たばこに含まれるニコチンは、依存性を高め
る化学物質です。禁煙したくても、一人では難
しい場合は、禁煙外来などに相談しましょう。

【純アルコール量20ｇに相当するお酒】

ビール1本(500ml) 日本酒1合(180ml) ウィスキーダブル
1杯(60ml)

焼酎(25度)
グラス1/2杯(100ml)

ワイン
グラス2杯弱(200ml)

チューハイ(7％)
缶1本(350ml)
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