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今月の納期

◆国民健康保険税第7期
◆介護保険料第7期
◆後期高齢者医療保険料第7期

つるバス・つるワゴンからの
お知らせ

◆感染症予防対策にご協力を
日頃より感染症対策にご協力いた
だきありがとうございます。つる
バス・つるワゴンは、現在、車内
の換気や消毒、運転席と後部座席
の間への間仕切りの設置など、感
染症対策を実施し、運行していま
す。引き続き、マスクを着用する、
車内での会話は控えめにする、間
隔を離して座るなど、感染症対策
にご協力をお願いします。
◆冬季期間の運行にご注意を
つるバス・つるワゴンは、日頃か
ら安全な運行サービスを提供する
よう努めています。冬季期間は、
大雪の影響により、運行の遅れや、
やむを得ず運行を見合わせること
があります。また、運行していて
も、安全確保のため、途中で運行
を中止する場合もあります。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

お知らせ

Infor-
mation

広告

広告

令和3年度施設使用料の減額・免除団体の登録申請を受け付けます

使用料の減額または免除(以下「減免」)の要件を満たす団体が公共施設を使
用する場合、申請に基づき、その使用料が減免されます。減免の対象となる
要件は、市内各公共施設にお問い合わせいただくか、市ホームページでご確
認ください。
なお、現在減免の登録をしている団体も、申請が必要です。
申請期限　1月30日(土)まで
※　上記期限後は毎月末日を申請の締切日とし、翌月末頃に通知します
減免登録の有効期間　令和3年4月1日～令和4年3月31日
※　登録の決定が4月1日以降の場合には、決定日から有効となります
申請方法　申請書に必要事項を記入し、定期的に活動している施設(登録し
ている施設)に必要書類を添えて提出してください。
その他　申請受付時間、申請書および必要書類については、各施設へお問い
合わせください。
問　使用する市内各公共施設

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります

令和3年3月(予定)より、カードリーダーが設置されている医療機関・薬局で
は、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになります。
国民健康保険の被保険者証は世帯で同じ番号を使用しているため、個人を識
別する2桁番号が追加されます。令和3年3月から新規国保加入者に対し2桁
の枝番を印字した被保険者証を交付する予定です。現在使用している被保険
者証は引き続き利用できますので、再交付などの手続きは不要です。詳しく
は、厚生労働省のホームページをご覧ください。
※　マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合は
事前にマイナポータルでの登録が必要です
問　保険年金課国民健康保険担当

特定(産業別)最低賃金改正のお知らせ

令和2年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。
埼玉県最低賃金は、埼玉県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。
さらに、同年12月1日から5業種の特定(産業別)最低賃金の時間額がそれぞ
れ、鉄金属製造業は948円、電子部品等製造業は954円、輸送用機械器具製
造業は966円、光学機械器具等製造業は963円、自動車小売業は962円とな
りました。
詳しくは、埼玉県労働局労働基準部賃金室または最寄りの労働基準監督署へ
お尋ねください。
問　埼玉労働局労働基準部賃金室☎048・600・6205

詳細はこちら
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新生児給付金の申請期限は
1月29日です

「新生児子育て応援特別給付金」
の申請期限は、1月29日(金)です。
保護者の方は、こども支援課の窓
口で、子どもに関する手続きとあ
わせて申請をお願いします。
対　令和2年4月28日から12月31
日までに出生し、申請日時点にお
いて、市に住民登録がある新生児
問　新型コロナウイ
ルス対策支援室

募　　集
「広報紙等配達員」登録者

内　「広報つるがしま」などの配
布
申 問　「広報紙等配達員申込書」
を記入し、秘書広報課広報広聴担
当へ。申込書は担当窓口で配布す
るほか、市ホームページからもダ
ウンロードできます。
※　登録後は、配達員に空きが出
た場合に、ご連絡します

お知らせ
ハーモニー写真展作品

対　市内在住在学在勤の方
募集テーマ
男性(女性)が多いとされている職業や部活動などで、女性(男性)が活躍して
いる写真や、男性が育児、家事、介護をしている写真　※　1人2点まで
応募上の注意
・応募者本人が撮影したものであること
・応募に要する費用は自己負担であること
・未発表のものであること
・画像加工(色味の変更、画像の合成など)をしていないものであること
・人物などの被写体などに関する肖像権については、あらかじめ応募者の責
任において撮影・公開の了承を得ること
・応募作品の著作権は応募者に帰属し、使用権は市に帰属すること
・応募作品は市の男女共同参画推進のため、広報紙およびホームページなど
への掲載や展示など、市の事業に使用する場合があること
・応募作品は原則として返却しないこと
・写真展の趣旨に合わない作品は展示しない場合があること
応募方法
1月5日(火)から2月27日(土)までに女性センターへ郵送(〒350-2213脚折
1922-7)または 10200020@city.tsurugashima.lg.jp
【郵送】写真(2Lサイズ)および応募用紙を女性センターへ
【メール】写真(容量1.5MB以下)を添付し、氏名(ふりがな)、住所、電話番号、
作品のタイトル、作品のコンセプト(簡単な説明)をメール本文に記入
問　女性センター☎287・4755

献立表に掲載する有料広告

毎月発行する「学校給食予定献立表」に掲載する広告を募集しています。献
立表は市内小中学校に通学する児童生徒の世帯に配布されます。
掲載基準　｢鶴ヶ島市有料広告掲載等取扱要綱｣ および ｢学校給食予定献立
表有料広告掲載基準｣
掲載単位　1か月単位で受付(8月を除く)
発行部数　毎月4970部(令和2年度実績)　※　来年度の児童生徒数により変
動します
募集枠　3枠　※　同じ月に4枠以上の応募がある場合は抽選
掲載スペース　A3判(縦)の下部、縦5.6㎝×横9.4㎝
掲載料金　5000円/月
決定方法　内容審査後、決定通知を送付します。
申　2月19日(金)までに学校給食センターへ直接または5271・4295、郵送
(〒350-2214太田ヶ谷79-2)、 10800040@city.tsurugashima.lg.jp
問　学校給食センター☎285・6596

広告

詳細はこちら

HPはこちら

案　　内
聖火リレーのトーチを展示します

東京2020オ
リンピック
聖火リレー
のトーチが
鶴ヶ島市に
やってきま
す。実物を
間近で見ら
れる貴重な
機 会です。
桜ゴールド

と呼ばれる美しい輝きを、ぜひご
覧ください。
日　1月18日(月)8時30分～16時30
分
場　市役所1階ロビー
問　オリンピック・パラリンピック
プロジェクトチーム

ミャンマーホストタウン
交流写真展

市は、東京オリンピックに向けて、
ミャンマーのホストタウンとなっ
ています。今回、ミャンマーを知
る一つのきっかけとなるよう、市
出身でカメラマンとして活躍して
いる金

かねこ

子優
ゆういち

一さんがミャンマーで
撮影した写真を展示します。また、
これまでのホストタウン交流の様
子も展示します。
日　1月13日(水)～22日(金)
※　最終日は15時まで
場　市役所1階ロビー
問　オリンピック・パラリンピック
プロジェクトチーム

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。

令和3年鶴ヶ島市成人式

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　1月10日(日)受付13時30分～、式典14時～

※　対象学校区の会場にお越しください。例年と会場が異なりますので、ご
注意ください。また、保護者などの見学者席はありません
※　案内はがき(12月上旬発送)が届かなかった方はご連絡ください。なお、
はがきをお持ちでなくても成人式には参加できます
※　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
持　上履き、上履き入れ、下足入れ　※　女性センター会場を除く
他　手話通訳者を各会場に配置します。会場内は座席の間隔を空け、換気を
行いますので、各自で防寒対策をお願いします。
問　東市民センター☎286・3357

交通遺児等援護金給付について

埼玉県交通安全対策協議会では、埼玉県内在住の交通遺児等(※)を対象に援
護金を給付しています。
※　交通事故(陸海空すべての交通機関の運行により生じた事故)により死亡
または重い障害を負った保護者に養育されている平成14年4月2日以降に生
まれた乳幼児並びに児童・生徒
給付対象となる同居世帯の総所得額

給付額　子ども1人につき10万円
給付時期　令和3年5月上旬(4月末までに「給付決定通知書」を送付)
申　市役所および学校などで配布する申請書に記入の上、1月29日(金)まで
に、みずほ信託銀行浦和支店(〒330-0063さいたま市浦和区高砂2-6-18☎
048・822・0191)に郵送または持参
問　県防犯・交通安全課☎048・830・2958

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

給付対象の子どもの人数 同居世帯の総所得額
1人 274万円以下
2人 312万円以下
3人 350万円以下
4人 388万円以下

5人以上 426万円以下

広告
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会場での検温および手
指消毒にご協力くださ
い。また、案内はがきは
受付にお出しください。
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内職相談

内職相談室では、内職についての
相談や事業所の紹介を行っていま
す。相談は無料なので、お気軽に
ご利用ください(事前予約は不要
ですが、順次ご案内するため、お
待ちいただく場合があります)。
また、事業所の方も、内職に適し
た仕事がありましたら、ご相談く
ださい。
日　毎週火・木曜日10時～12時、
13時～16時(年末年始、祭日を除
く)
場　市役所2階内職相談室
求人状況　電機部品・シャープペ
ンなどの組み立て、紙加工(封入・
シール貼りなど)、縫製(婦人服・
座椅子カバーなど)
問　産業振興課商工労政担当

就職支援セミナー(埼玉県共催)

対　40歳以上の就職を希望する
女性
日　1月28日(木)10時～12時
場　女性センター
講　キャリアカウンセラー
内　経験を生かして再就職を乗り
切ろう！受講証明書を発行します

（雇用保険受給者対象）。
定　20人(申込順)
持　筆記具
申 問　1月5日(火)から女性センタ
ーへ☎287・4755、5271・5297、
または 10200020@city.tsuruga
shima.lg.jp

案　　内
金婚式を迎えるご夫婦を
お祝いします

結婚50年を迎えたご夫婦に慶祝
状と記念品を贈りお祝いします。
※　今年度の祝賀式典は、新型コ
ロナウイルス感染症の感染拡大防
止の観点から、開催を見送ります
対　昭和45年4月1日から昭和46
年3月31日までに婚姻されたご夫
婦および過去に表彰を受けていな
いご夫婦
申　1月8日(金)までに婚姻日の
わかるもの(戸籍謄本など)を社会
福祉協議会へ持参
問　社会福祉協議会☎271・6011

音訳講習会(入門)

対　音訳活動に興味、関心のある
方
日　2月13日(土)10時～15時30分、
20日(土)10時～15時、27日(土)
10時～12時
場　市役所6階会議室
内　視覚に障害のある方に音声で
情報をお届けする音訳活動の基礎
を学びます。
定　10人(申込順)
持　筆記具
申 問　1月18日(月)から2月10日
(水)までに社会福祉協議会へ☎277
・3317

就職支援ミニセミナー

対　県内在住の求職者
日　2月16日(火)13時45分 ～15時
45分
場　市役所5階会議室
内　就職活動の進め方、就職に役
立つ応募書類の作成
定　25人(申込順)
申 問　1月18日(月)から鶴ヶ島ふ
るさとハローワークへ☎272・4001

シルバー人材センター
入会説明会

対　市内在住で60歳以上の方
日　1月12日(火)、2月2日(火)、
3月9日(火)9時～12時
場　シルバー人材センター
申 問　説明会前日までに同セン
ターへ☎285・8172

第7回環境おしゃべりカフェ

日　1月24日(日)10時～11時30分
場　大橋市民センター
講　勝

かつうら

浦信
のぶゆき

幸さん(城西大学経済
学部客員教授)
内　自分ごととして考えるSDGs～
鶴ヶ島の未来の環境を考える～
定　30人(申込順)
他　ひざ掛けや暖かい服装でお越
しください。
申 問　1月20日(水)までに生活環
境課環境保全担当または高

たかやなぎ

柳☎
090・9106・0957へ
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23 Tsurugashima　2021.1

家族介護教室

日　2月3日(水)13時30分～15時
30分
場　市役所5階会議室
講　西

にしざわかずやす

澤和康さん(みどりの風鶴
ヶ島介護支援専門員)
内　認知症について知ろう。～発
症から最期の時まで自分らしく～
定　15人(申込順）
持　筆記具
申 問　1月4日(月)から特別養護
老人ホームみどりの風鶴ヶ島へ☎
299・6056

読み聞かせ入門講座
絵本と過ごす豊かな時間

対　読み聞かせに興味のある方
日　2月21日(日)14時～15時30分
場　中央図書館
講　上

じょうこう

甲知
と も こ

子さん(絵本でほっこ
りの会代表)
内　忙しくても大丈夫！子育てに
読み聞かせを取り入れるコツや方
法を教えます。
定　15人(申込順・子連れ可)
持　筆記具
申 問　1月11日(祝)から中央図書
館へ☎271・3001

海の生き物展
～みんな繋がって生きている～

日　2月6日(土)9時 ～19時、7日
(日)9時～17時
場　中央図書館
内　クイズや豆知識など目で見て
楽しく生物について学びません
か？
問　中央図書館☎271・3001

放送大学入学生募集のお知らせ

放送大学では、令和3年4月入学
生を募集しています。10代から
90代の幅広い世代、約9万人の学
生が、大学を卒業したい、学びを
楽しみたいなど、様々な目的で学
んでいます。
・テレビによる授業だけでなく、
インターネットで好きなときに受
講可能
・約300の幅広い授業科目があり、
1科目から受講可能
・全国に学習センターやサテライ
トスペースを設置。サークル活動
などの学生交流も！
出願期間
第1回　受付中～2月28日(日)
第2回　3月1日(月)～16日(火)
※　資料請求(無料)は放送大学埼
玉学習センターまで
問　同センター☎048・650・26
11

全国一斉生活保護相談会
(無料電話相談)

フリーダイヤルにて全国の司法書
士が相談に応じる大規模な相談会
です。電話により法的助言を行う
だけでなく、希望に応じて相談者
の地元にいる司法書士を紹介し、
継続的支援につなげていきます。
日　1月24日(日)10時～16時
相談電話番号
☎0120・052・088(通話料無料)
相談内容
生活保護に関すること(相談料無
料、秘密厳守)
問　埼玉青年司法書士協議会☎29
3・3183

自分史の書き方講座

対　全回参加できる方(男性も歓
迎)
日　1月21日(木)、2月4日(木)、
18日(木)10時～12時
場　女性センター
講　小

お ざ わ

澤ゆかりさん(元わかば大
学塾自分史講師)
内　人生の足跡を文章にしてみよ
う
定　20人(申込順)
持　筆記具
申 問　1月5日(火)から女性センタ
ーへ☎287・4755、5271・5297、
または 10200020@city.tsuruga
shima.lg.jp

埼玉県保養施設のご案内

高齢者でも障害のある人でも利用
しやすい保養施設「埼玉県伊豆潮
風館」が、静岡県伊東市にありま
す。海の幸と山の幸に恵まれた大
室高原で、伊豆の四季を楽しむこ
とができます。
詳細はホームページをご覧くださ
い。
場　静岡県伊東市富戸字先原1317-
89
申　同施設へ☎0557・51・1504、
50557・51・3436
問　県障害者福祉推進課☎048・
830・3303

HPはこちら

広告謹賀新年　モウイーコロナ退散

2月10日
（ふとんの日）
まで

広告

上新田・若葉駅西口線

「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
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