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Infor-
mation

まちづくりポイントの期限にご注意ください

平成30年4月1日から平成31年3月31日に発行されたまちづくりポイントは、
令和3年3月31日に失効しますので、お早めに交換をお願いします。
ポイントの確認、交換は、地域活動推進課、各市民センター、市民活動推進
センターで行えます。
まちづくりポイントとは
市民活動を進めるために、市主催の事業などに参加した場合に発行されるポ
イントです。
ポイントを貯めると
つるバス・つるワゴンの運賃や施設使用料などに使用できる「まちづくり
ポイントクーポン券」や、市内の地域支え合い協議会とその協力店で使用で
きる「ありがとう券」、つるゴンタオルなどの商品と交換ができます。また、
応援したい団体への寄附もできます。
ポイントを貯めるには
広報つるがしまをご覧いただき、まちづくり
ポイントマークのついている事業の中から興
味のある事業を見つけてご参加ください。
問　地域活動推進課地域活動推進担当

今月の納期

◆国民健康保険税第8期
◆介護保険料第8期
◆後期高齢者医療保険料第8期

水質検査結果ガイドをご覧ください

水道企業団では、水道を安心して
ご利用いただくため、水質検査を実
施しています。
検査結果は、水質検査計画ととも
に「2019年度版水道水水質検査結
果ガイド」として、2月下旬以降に
中央図書館・各分室でご覧いただ
けます。
問　坂戸、鶴ヶ島水道企業団浄水
課☎285・8138

図書館西分室の開館日を
変更します

図書館西分室の利用実態、図書館
運営の現状などを検討した結果、
利用実態に即した開館日にするこ
とが妥当であると判断し、4月1日
(木)から次のとおり変更します。
ご理解・ご協力をお願いします。
開館日　水・木・土・日曜日
開館時間　9時～17時(変更なし)
問　生涯学習スポーツ課社会教育
担当、中央図書館☎271・3001

お知らせ

募　　集
わかば大学塾塾生

令和3年度前期講座の塾生を募集
します。受講を希望する方は、下
記施設で「わかば大学塾講座案内」
を入手してください。パンフレッ
トの戸別配布は行いません。
配布期間
2月10日(水)～3月10日(水)
配布場所
市役所(1階ロビー、生涯学習スポ
ーツ課)、各市民センター、女性
センター、農業交流センター、市
民活動推進センター、中央図書館
問　わかば大学塾事務局☎298・
7484(平日10時～12時、13時～
15時)

マイ時刻表を作成します

つるバス・つるワゴンの時刻や乗
り継ぎなどに不安がある方にマイ
時刻表を作成します。
マイ時刻表は、乗車する停留所か
ら行き先の停留所までの発車時
刻、乗り継ぎ場所、到着時刻など
を分かりやすくまとめた、あなた
専用の時刻表です。
申	問　住所、氏名、連絡先、乗車
停留所、降車停留所を直接または
電話、ファクシミリ、メール(
10600010@city.tsurugashima.
lg.jp)で都市計画課交通政策担当
へ

まちづくりポイント発行対象事業には
このようなマークが表示されています

広告
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募　　集
公園等サポーター

市では「公園等サポート制度」を
設けています。市民の皆さんがサ
ポータ―となり、市が管理する公
園や広場などを市と協働で管理し
ていただく制度です。制度に基づ
き、公園の緑化や清掃活動にご協
力いただける「サポーター」を募
集しています。
活動内容
■公園などの清掃・除草活動
■公園などの緑化・花植え活動な
ど
市の支援内容
■清掃道具(ほうき・軍手・ごみ
袋)の配布または貸し出し
■花苗・移植ごてなどの支給また
は貸し出しなど
問　都市計画課公園緑地担当

案　　内
鶴ヶ島の水から環境を考える
パネル展

「水」は生命を育みます。
「水」とうまく付き合っていくため
に私たちと一緒に考えてみません
か。
日　２月１日（月）～５日（金）
場　市役所１階ロビー
内　市内の環境団体が作成した啓
発パネルおよびテーマに合わせた
短歌・アート作品の展示
問　生活環境課環境保全担当

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。

第26回東洋大学連携スポーツ講習会

日頃から行っているランニング。走り方や
ペース、運動強度を気にしていますか？
自分に合った走り方とランニングスピード
を学ぶ実践編です。もう一段階レベルアッ
プしたい方へ、心肺機能を向上させるため
の効果的なトレーニング方法を提案しま
す。
対　市内在住在勤の方
日　3月13日(土)9時～11時
場　運動公園サブグラウンド
講　平

ひらさわ

澤愛
あい

さん(杏林大学保健学部学内講
師)、カウンセリング／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　自分の体力レベルに合わせた体力向上
を目指します。
定　20人(申込順)
持　スポーツのできる服装
他　詳細は市ホームページでご確認ください。
申	問　2月10日(水)から直接または電話で
生涯学習スポーツ課市民スポーツ担当へ

自然農法の野菜作り講座

対　市内在住在勤の方
日　3月17日(水)～12月5日(日)、原則として毎月第1・3水曜日(天候など
により変動あり)9時30分～11時30分(7～9月は9時～11時)
場　大橋市民センター前の畑
講　上

うえの

野和
かず や

弥さん、内
うちの

野元
もといち

一さん(有機野菜を作る会)
内　EM菌を使用した有機農法で農作物を栽培し、収穫する。
定　30人(申込順)
料　1500円
持　畑で作業できる服装
他　野菜は収穫ごとに持ち帰り可
申	問　2月2日(火)から大橋市民センターへ☎286・0005(平日9時～17時)
【3月・4月の予定】
3月17日(水)／実習「ジャガイモ種植え、活性液づくり」
4月7日(水)／実習「ボカシ作り、ニンジン・大根の種まき」

市HPはこちら
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町史で読む鶴ヶ島今昔物語

日　3月6日(土)14時～15時
場　中央図書館
講　生涯学習スポーツ課文化財担
当職員
内　市デジタル郷土資料を使用
し、「鶴ヶ島町史(通史編)」を座
学形式で学ぶ
定　14人(申込順)
持　筆記具
申	問　2月2日(火)から中央図書
館へ☎271・3001

新規学卒者・若者等就職面接会

対　①令和3年3月高等学校卒業
予定の生徒および既卒3年以内の
方(高等学校卒業予定の生徒につ
いては第2部のみ)、②正社員での
就職を希望するおおむね44歳ま
での方
日　2月24日(水)第1部／11時～
12時30分(受付10時30分～12時)　
第2部／14時30分～16時(受付14
時～15時30分)
※　参加企業数(25社予定)など
の状況により、1部制となる可能
性あり
場　ウェスタ川越
料　無料(要事前予約)
持　履歴書、求職受付表(ハロー
ワークで求職登録している方)
申	問　ハローワーク川越に直接
または☎242・0197(高等学校卒
業予定者は学校経由)

言葉でつながる×文字でつたえる―ラノベクエストⅥ―

ティーン向けに様々な催しを行うイベント。図書館をもっと楽しもう！
対　中学生・高校生
日　2月28日(日)
場　中央図書館
問　中央図書館☎271・3001、
lib.tsurugashima02@lib.tsurugashima.saitama.jp

【催しの内容】
アナログツルッター
アナログツルッターとは、市立図書館を利用している皆さんからメッセ
ージを募集してシェアするイベントです。テーマは「図書館」。「こんな
ことがしたい！」「こうだったらいいな！」など、図書館について考えて
いることをみんなでシェアしませんか？
持　筆記具
申　メッセージは事前に申込フォームに投稿するか、当日、用紙に記入
してください。

ビブリオバトル
時間　10時30分～11時30分
内　バトラーがおすすめの本の魅力を語り、いちばん読みたい本を決め
る本のコミュニケーションゲーム
定　バトラー(中学生・高校生)5人、観戦者12人
持　おすすめ本(バトラーのみ)、筆記具
申　中央図書館へ電話、メールまたは申込フォームから

即興！超短編小説リレー
時間　14時～15時
内　くじでタイトルを決めてリレー形式で小説を書くワークショップ！
ちぐはぐな短編小説を楽しもう！
定　12人(申込順)
持　筆記具
申　中央図書館へ電話、メールまたは申込フォームから

梅や福寿草、マンサクなどが見頃に～国営武蔵丘陵森林公園～

2月の公園は、日本有数の約120品種・500本の梅が主役となります。梅の
心地よい香りに包まれる公園を散策しませんか。
開園時間　9時30分～16時　　場　国営武蔵丘陵森林公園
料　大人(高校生以上)450円、65歳以上210円、中学生以下無料
問　国営武蔵丘陵森林公園管理センター☎0493・57・2111

申込フォームはこちら
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