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「逆木荘」の臨時休館

全館清掃のため、3月19日(金)は
臨時休館します。
問　老人福祉センター「逆木荘」
☎286・3301

図書館の臨時休館

図書館では、4月1日から新たなシ
ステムに移行します。
その準備として資料データの移行、
正常な稼働、機器の入れ替えなど
を行うため、下記の期間、全館休
館します。
休館期間
3月22日(月)～31日(水)
この期間での本の返却は返却ポス
トをご利用ください。
休館中は図書館ホームページが停
止します。本の検索や予約、利用
情報確認などが行えません。
問　中央図書館☎271・3001

三菱UFJ銀行の窓口納付

4月1日から、三菱UFJ銀行における
市税などの窓口納付ができなくなり
ます。
※　口座振替は引き続きご利用い
ただけます
問　会計課会計担当

お知らせ

Infor-
mation

宝くじ助成金で
自治会館に備品を整備！

今年度、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をいただ
き、富士見自治会で備品を購入し
ました。この備品整備によって、
より一層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】
エアコン2台、テント4張り、紅白
幕4枚、かき氷機1台、お好み焼き・
焼きそば焼機1台

スマートフォンなどで「わかば
大学塾講座案内」が見られます

わかば大学塾では、QRコードか
ら講座案内のパンフレットと講座
PR冊子がご覧いただけます。各講
座の内容はこちらをご覧ください。
受講を希望する方は、事務局にご
連絡ください。
問　わかば大学塾事務局☎298・
7484(平日10時～12時、13時～
15時)

「鶴ヶ島桜まつり」は中止します

運動公園にて、毎年3月下旬から4
月上旬にかけて開催している『鶴
ヶ島桜まつり』は、新型コロナウ
イルスの感染拡大を抑制するた
め、【中止】としました。
※　イベント・桜のライトアップ
も中止です
問　産業振興課商工労政担当

住民票などの
電話予約夜間受取終了

若葉駅前出張所での電話予約によ
る各種証明書(住民票・印鑑登録
証明書・住民税決定証明書・所得
証明書・非課税証明書)の夜間受
取サービスは、3月31日(水)まで
です。
4月1日(木)からは、マイナンバー
カードによる、コンビニエンスス
トアでの受け取りをご利用くださ
い。
問　若葉駅前出張所☎272・5611

マイナンバーカードの申請は
お早めに

3月末までにマイナンバーカード
の申請をした方を対象に、9月ま
でマイナポイントの申込みが延長
されます。
マイナンバーカードの申請方法
は、総務省のホームページをご覧
ください。
問　市民課住民記録担当

広告

総務省HP講座PR冊子
URL：http://urx3.nu/Qtbo

講座案内パンフレット
URL：http://urx3.nu/81gw

上：テント　左下：エアコン　右下：かき氷機
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運動公園周辺の道路が開通します

令和元年度から整備を進めていた運動公園周辺の道路の一部が開通します。
通行の際は十分に注意し、安全に走行してください。
開通日時　3月19日(金)10時
問　道路建設課道路建設担当

つるワゴン車両点検時などの運行

つるワゴンは、車両点検や整備な
どにより、代替車両(つるワゴン
と表示したタクシー車両など)で
運行することがあります。
ご利用の皆さんにはご不便をおか
けいたしますが、あらかじめご了
承いただくとともに、ご利用の際
はご注意ください。
問　都市計画課交通政策担当

募　　集
看護師(予防接種業務)

職種　看護師
業務内容　新型コロナウイルスワ
クチン予防接種業務（予防接種・接
種補助・薬液希釈および充填など）
勤務地　保健センター
勤務時間
	(木・日)8時30分～12時30分、
　　　　	13時～17時
	(土)13時～17時
謝金　半日（4時間）1万円
申込方法　履歴書に資格免許証の
写しを添付して保健センターへ
(後日面接を行います)
※　勤務時間・日数などの詳細は
要相談
問　保健センター☎271・2745

「つるがしま産農産物」のシールができました

市で生産される農産物の
認知度向上と販売促進を
図るため、「つるがしま
産農産物」のシールを作
成しました。
今後、地元で生産される、
新鮮で安心・安全な農産
物に貼付されます。
このシールが貼ってある
農産物を見かけたら積極
的に購入しましょう。
問　産業振興課農政担当

北

広告
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募　　集
介護保険運営審議会委員

介護保険運営審議会委員の任期満
了に伴い、被保険者を代表する委
員を公募します。
対　市内に住所を有し、4月1日現
在40歳以上の方で、高齢者福祉に
関し、知識・経験・関心がある方
(市議会議員、市の各行政委員会
委員、公務員は除く)
任期　5月1日～令和6年4月30日
(3年間)
審議内容　介護保険運営上の重要
事項など
募集人員　2人以内
申	問　3月1日(月)から26日(金)
(必着)までに、市ホームページま
たは介護保険課で配布する申込書
に必要事項(「高齢者福祉や介護
保険に関する意見論文」を含む)
を記入の上、直接または郵送(〒
350-2292住所不要)で介護保険課
介護保険担当へ

遺跡発掘調査の作業員登録者

市遺跡調査会で、遺跡の発掘調査
に従事する作業員の登録者を募集
します。発掘調査の規模などに応
じて登録者に連絡し、作業に従事
していただきます。
場　市内の発掘調査現場
時間　9時～15時(12時～13時を
除く)
期間　1か所の現場で、およそ1～
2か月程度
時給　988円
問　市遺跡調査会☎285・8262

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。

人権啓発パネル展

日　3月18日(木)～29日(月)
場　市役所1階ロビー
問　総務人権推進課人権推進担当

シルバー人材センター
手作り作品展示即売会

手作り小物・手作りバッグ・手作
りマスクなど会員の心のこもった
作品をご覧ください。
販売もします。
日　3月29日(月)～4月2日(金)
　　10時～16時
場　シルバー人材センター
問　同センター☎285・8172

第8回逆木荘
グラウンドゴルフ初心者教室

対　グラウンドゴルフを始めよう
としている市内在住の60歳以上で
全日程に参加できる方
日　4月6日・13日・20日・27日、
5月11日・18日の各火曜日(全6回)
13時30分～16時
場　老人福祉センター「逆木荘」
講　日本グラウンドゴルフ協会3
級シルバー普及指導員
定　12人(多数の場合は抽選)　
料　無料
他　運動ができる服装。クラブな
どの道具は逆木荘で用意します。
申	問　3月1日(月)から5日(金)ま
でに同センター「逆木荘」へ☎286・
3301(9時～16時)

案　　内
じゃがいも栽培体験

日　3月13日(土)10時集合
　　(雨天の場合は14日(日))
場　農業交流センター
内　種じゃがいもの植え付けから
収穫(6月)までの体験(10株)
定　10組(申込順)
料　2000円　持　手袋、長靴
申	問　3月4日(木)10時から農業
交流センターへ☎279・3335

郷土資料デジタル化

郷土資料をパソコンやスマートフ
ォンで見ることができる、「鶴ヶ島
市デジタル郷土資料」では、新た
に歴史散策ルートや文化財の詳細
が調べられる「鶴ヶ島市の文化財」
を公開しました。
内・つるがしま文化財マップ
　・市の文化財の解説　・市年表
問　中央図書館
☎271・3001

図書館座シネマ

日　3月14日(日)14時～16時45分
　　(13時30分開場)
場　中央図書館
内　「あゝ 野麦峠」(女工たちの青春と
悲劇を描いた往年の名作映画150分
主演：大

おおたけ

竹しのぶ)
定　18人　料　無料
申　3月9日(火)から中央図書館で
整理券を配布
問　中央図書館☎271・3001

デジタル郷土資料
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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、何か
特別なことをするのではなく、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　3月17日(水)14時～15時30分
場　市役所5階会議室
内　認知症についての講話
定　15人(多数の場合は抽選)
料　無料　持　筆記具
申	問　3月3日(水)から健康長寿
課地域包括ケア推進担当へ

家族介護教室

対　市内在住の方
日　3月22日(月)13時30分～15時
30分
場　市役所3階会議室
講　西

にしざわ

澤和
かずやす

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　3月8日(月)から特別養護
老人ホームみどりの風鶴ヶ島へ
☎299・6056

スポーツ安全保険の案内

対　スポーツ活動や文化活動などを行う4人
以上の団体
対象となる事故の範囲　団体管理下での活動
中(国内)の事故など
掛金　800円～1万1000円(活動内容により
異なります)
保険期間　4月1日～令和4年3月31日(4月1日
以降の申込みは加入依頼書を郵送した消印日
と払込日のいずれか遅い日の翌日から有効)
補償内容　傷害保険・賠償責任保険・突然死葬祭費用保険(加入区分により補
償金額は異なります)
申　郵便局窓口で払込後、払込受付証明書を貼付した加入依頼書を埼玉県支
部へ郵送してください。
他　必ず「スポーツ安全保険のしおり」と「あらまし」で内容をご確認ください。
「スポ安ねっと」をご利用の場合は、スポーツ安全協会のホームページをご覧
ください。
加入依頼書配布場所　生涯学習スポーツ課、女性センター、市民活動推進セ
ンター、各市民センター、海洋センター
問　(公財)スポーツ安全協会埼玉県支部☎048・779・9580

自衛官等採用試験の案内

毎月1回、説明会を開催しています。ぜひご参加ください。
お問い合わせ・各種資料のご請求は、自衛隊埼玉地方協力本部ホームページま
たは自衛隊入間地域事務所へご連絡ください。
問　防衛省自衛隊埼玉地方協力本部入間地域事務所☎04・2923・4691

詳細はこちら

募集種目 受付期間 試験日 備考

幹部
候補生

一般 A◯3月1日(月)
　～4月28日(水)
B◯3月1日(月)
　～6月18日(金)

A◯5月8日(土)・9日(日)
B◯6月26日(土)

応募資格など
の詳細は、自
衛隊入間地域
事務所へお問
い合わせくだ
さい

歯科
薬剤科

A◯5月8日(土)
B◯6月26日(土)

一般曹候補生 3月1日(月)
～5月11日(火)

5月21日(金)～30日(日)
のいずれか1日

自衛官候補生 年間を通じて
行っています 受付時にお知らせします

広告

広告
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