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5月連休中は手話通訳者の受付をお休みします

5月連休（5月1日～5日）の期間中、
手話通訳者の利用受付をお休みし
ます（緊急の場合を除く）。この期
間に通訳の依頼を希望する方は、
4月23日（金）までに下記の担当へ
申し込みください。
申	問　社会福祉協議会☎271・62
78、5271・6277

つるバス・つるワゴン感染症予防にご協力を

春は、進学や就職など新しい生活
が始まる季節です。新生活を機に、
新たに公共交通機関の利用を始め
る方も多いのではないでしょうか。
つるバス・つるワゴンでは、感染症
対策として、車内換気や消毒、運転
席と後部座席の間に仕切りを設置
するなどを実施しています。
ご利用の皆さんには、マスクを着
用する、車内での会話は控えるな
ど、引き続き、感染症予防のため
のご協力をお願いします。
問　都市計画課交通政策担当

「逆木荘」の臨時休館

工事による停電のため、4月24日
（土）は臨時休館となります。
問　老人福祉センター「逆木荘」
☎286・3301

お知らせ

Infor-
mation

児童館の閉館時間が
変わります

4月から9月の児童館の閉館時間
は、17時30分になります。
問　脚折児童館☎287・0270、上
広谷児童館☎287・1732、大橋児
童館☎286・0007、西児童館☎
285・7048

西つどいの広場の開催日時が
変わります

4月から次のとおりです。利用の
際はご注意ください。
開催日　毎週月・水・金曜日
開催時間　9時～14時
問　こども支援課子育て支援担当

学校給食センター運営委員会委員

対　市内在住で満20歳以上の学校
給食に関する知識、経験、関心の
ある方（市議会議員、市の行政委
員会委員、公務員は除く）
内　学校給食センターの運営に関
する重要事項を審議することなど
期　令和3年7月1日から2年間（予定）
定　1人　報　7200円程度
選考方法　書類選考、面接
申　4月16日（金）までに市ホーム
ページまたは学校給食センターで
配布する申込書に必要事項を記入
し、本人が直接学校給食センター
に提出してください。
問　同センター
☎285･6596

募　　集

HPはこちら

聖火リレーサポートランナー

川越都市圏まちづくり協議会では、
聖火ランナーの後方を走行し、聖
火リレーを盛り上げる「サポートラ
ンナー」を募集します。
対　次の全てに該当する方
①4月1日時点で市内在住の小学4
～6年生
②聖火リレー当日、7時までに集合
場所（川越城本丸御殿前付近）へ、
保護者などの送迎により集合でき
る方（9時解散予定）
日　7月8日（木）
定　1人（応募者多数の場合抽選）
他　サポートランナーは、川越市
内の川越城本丸御殿前から初雁公
園駐車場内の約170mを聖火ラン
ナーと走行します（聖火リレートー
チを持つことはできません）。募集
の詳細は市ホームページをご確認
ください。
申　4月15日（木）までに川越市ホ
ームページから電子申請
問　川越都市圏まちづくり協議会
事務局川越市政策企画課☎224・
5503、5225・2895

市HPはこちら
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埼玉県食品表示調査員

対　県内在住の20歳以上の方　　期　令和3年6月～令和4年3月
内　日頃の買い物を通して食品販売店で食品の表示を確認し、定期的に県に
報告します(年間20店舗程度)。
報　謝金5000円(年間の活動の上限額)
※　研修や調査に対する交通費などの支給はありません
定　100人(選考)
他　6月の研修会(半日程度)に参加をお願いします。
申　3月29日(月)から4月19日(月)(必着)までに、①氏名(フリガナ)、②住所、
③電話番号、④年齢、⑤職業、⑥応募理由(100字程度)を明記の上、県農産
物安全課あてに郵送(〒330-9301さいたま市浦和区高砂3-15-1)、ファクシ
ミリ(5048・830・4832)または県ホームページから申し込みく
ださい。選考結果は5月末までにお知らせします。
問　県農産物安全課☎048・830・4110

防犯ポスター

埼玉県警察と埼玉県防犯協会連合会では、地域の安全活動を広く県民に呼び
かけ、地域住民による地域安全活動の自主性の促進を図るため、防犯ポスタ
ーを募集します。
作品のテーマ
【一般テーマ】
対　市内在住在学の小学生以上の方
・安全・安心なまちづくり全般　
・住宅を対象とした侵入犯罪防止
・子どもと女性の犯罪被害防止
・振り込め詐欺被害防止
・少年の非行防止
【特別テーマ】
対　市内在住在学の中学生以上の方
・自転車盗難被害防止
作品の規格
・用紙サイズは四ツ切から八ツ切の範囲内
申　6月10日(木)(必着)までに、応募者の住所、氏名、職業(学校名・学年)、
年齢、電話番号、作品の説明を裏面に明記の上、郵送(〒350-0215坂戸市関
間2-4-17西入間警察署内2階西入間地区防犯協会)または持参
※　作品は未発表のものに限ります
※　自作のスローガンは絶対に入れないでください(入れた場合審査対象外)
※　優秀作品には、埼玉県または西入間地区防犯協会より表彰状と副賞を授
与します(応募者全員に参加賞あり)
問　西入間地区防犯協会☎281・8484

令和3年度後期（10月開講）
わかば大学塾市民教授説明会

新規市民教授を希望する方を対象
に説明会を開催します。
対　18歳以上（団体・サークルで
の応募可）
日　4月10日（土）12時30分～14時
30分
場　富士見市民センター
問　わかば大学塾事務局☎298・
7484（平日10時～15時（12時～13
時を除く））

学校体育施設を開放します

学校の校庭と体育館を利用した大会
やイベントを開催する予定の団体
（自治会、子供会、スポーツ団体など）
を対象に、令和3年6月から令和4年
3月分の年間調整会議を行います。
日　4月16日（金）19時～
場　市役所5階会議室
定　参加者は各団体1人まで
問　生涯学習スポーツ課市民スポ
ーツ担当

「自宅でできる簡単体操」
DVDを配布します

内　テレビを見ながら、歯磨きを
しながらなど、生活の中で取り入
れられる体操を紹介しています。
配布場所　
健康長寿課、各市民センター
配布期間　
4月6日（火）～（無くなり次第終了）
問　健康長寿課地域包括ケア推進担当

案　　内

広告職人が作る世界に一枚のオーダー布団

4月30日まで

広告

県HPはこちら
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広告職人が作る世界に一枚のオーダー布団

4月30日まで

広告

県HPはこちら
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第11回鶴ヶ島市民
陸上競技記録会

対　市内在住在勤在学の小学生以
上の方(小学1～3年生は60mのみ)
日　6月12日(土)　
※　雨天決行
場　川越運動公園陸上競技場
(送迎バス要問合せ)
内　①60m②100m③200m
④400m⑤800m⑥1500m
⑦3000m⑧走幅跳び
料　1人1種目200円(保険代含む)
※　1人3種目まで
他　日本陸上競技連盟の公認記録
会ではないため、公認記録とはな
りません。
申　4月12日(月)から5月10日(月)
までに、申込書(NPO法人鶴ヶ島
市体育協会事務局(海洋センター
内)、生涯学習スポーツ課、各市民
センター、若葉駅前出張所で配布、
または同協会ホームページからダ
ウンロード可)に必要事項を記入
し、同協会事務局または生涯学習
スポーツ課へ(当日受付なし)
問　同協会事務局☎277・5199

はじめての栽培体験農園

苗や道具も全てそろえて、栽培か
ら収穫までを指導します。
日　①4月24日(土)9時30分～(雨
天の場合は25日(日))、②5月8日
(土)10時～(雨天の場合は9日(日))
その後は生育状況により8月末まで
随時
場　農業交流センター
内　①畑作り②きゅうり、トマト、
なす、ピ－マンの苗の植え付け
定　8組　料　5000円
持　長靴、手袋
※　畑作業のできる服装
申 問　4月6日(火)10時から農業
交流センターへ☎279・3335

竹の子掘り体験

日　4月17日(土)、25日(日)10時～
※　生育状況により日程変更あり
場　地元農家の竹林(農業交流セ
ンター集合)
定　各日15組(申込順・1組5人まで)
※　小学生以下は保護者同伴
料　参加費1組500円、保険代1人
100円、竹の子代別途(時価)
持　軍手、持ち帰り用の大きめの
袋、長靴
※　作業のできる服装
申 問　4月4日(日)10時から農業
交流センターへ☎279・3335

詳細はこちら

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。

案　　内
市役所朝市

市内で採れた新鮮な農産物を、農
家が自分の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、出
店者はマスクと手袋を着用します。
日　4月10日(土)9時～11時
(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

芝生広場でバーベキュー

皆さんに楽しんでいただけるよう、
バーベキュー広場の貸出しを始め
ます。
日　5月1日 ～11月30日 の 土・ 日
曜日および祝日の10時～16時　
※　イベントなどで貸出しができ
ない日もあります
場　農業交流センター
定　10区画(申込順)
※　1区画 8人まで
料　1区画 (5m×5m)2000円
持　道具類は各自でご用意くださ
い(貸出しは耐火シ－トのみ)。
申 問　利用日の1か月前から、農
業交流センター(☎279・3335)へ
電話確認後、窓口にて申込書提出
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パソコンミニ講習会

対　シニアの方で、スマホやパソコン操作を学び、楽しみたい方　

講　鶴ヶ島パソコンサポートボランティア
内　Windows10、ワード、iPhoneを使いこなすための講座です(各回とも同じ内容)。
持　パソコンまたはiPhone
他　各コース終了後に次回のコースを受け付けます。
申 問　講座開催日の7日前までに市民活動推進センターへ☎272・5600

認知症を学び地域で支えよう

認知症サポーター養成講座を受講された方を対象に実施していた認知症サポ
ーターステップアップ講座ですが、令和2年度は新型コロナウイルス感染症
拡大防止の観点から開催を見送りました。会場での開催は困難な状況ですが、
市ホームページで復習ができるように情報をまとめ、掲載しましたので、ぜ
ひご覧ください(講座を受講していない方でもご覧いだだけます)。

認知症の人への対応の心得
“3つの「ない」”
1　驚かせない
2　急がせない

3　自尊心を傷つけない
出典：認知症サポーター養成講座標準教材
問　健康長寿課地域包括
ケア推進担当

春のおはなし会

対　小学生まで
日　4月25日(日)11時～
※　10時45分開場
場　中央図書館
定　16人(申込順)
料　無料
他　小さなプレゼント付きです。
申 問　4月10日(土)から中央図書
館へ☎271・3001

大人が楽しむ春の語り

日　4月21日(水)①10時30分～12
時、②13時30分～15時(各回15分
前開場)
場　中央図書館
講　井

いのうえ

上雅
ま さ み

美さん、清
し み ず

水加
か ず よ

寿代さ
ん
定　各回16人(申込順)
料　無料
申 問　4月6日(火)から中央図書
館へ☎271・3001

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　4月13日(火)、5月11日(火)、
6月8日(火)9時～11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

講座名 日程 時間 場所 定員 料金

ワード入門

①   5月10日(月)、11日(火) 

13時30分
～

15時30分

市民活動
推進

センター
各回3人 1コース

1000円

②   6月21日(月)、22日(火)
③   8月  2日(月)、    3日(火)
④11月  1日(月)、    2日(火)
⑤12月  6日(月)、    8日(水)
⑥   2月  7日(月)、    9日(水)
⑦   3月  7日(月)、    8日(火)

Windows10
入門

①   5月24日(月)、25日(火) 
②   7月20日(火)、21日(水)
③11月15日(月)、16日(火)
④   2月14日(月)、15日(火)
⑤   3月21日(祝)、22日(火)

iPhone
入門と応用

①   6月  7日(月)、    8日(火)
②   7月26日(月)、27日(火)
③10月25日(月)、26日(火)
④11月29日(月)、30日(火)
⑤   2月21日(月)、22日(火)

HPはこちら
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認知症を学び地域で支えよう

認知症サポーター養成講座を受講された方を対象に実施していた認知症サポ
ーターステップアップ講座ですが、令和2年度は新型コロナウイルス感染症
拡大防止の観点から開催を見送りました。会場での開催は困難な状況ですが、
市ホームページで復習ができるように情報をまとめ、掲載しましたので、ぜ
ひご覧ください(講座を受講していない方でもご覧いだだけます)。

認知症の人への対応の心得
“3つの「ない」”
1　驚かせない
2　急がせない

3　自尊心を傷つけない
出典：認知症サポーター養成講座標準教材
問　健康長寿課地域包括
ケア推進担当

春のおはなし会

対　小学生まで
日　4月25日(日)11時～
※　10時45分開場
場　中央図書館
定　16人(申込順)
料　無料
他　小さなプレゼント付きです。
申 問　4月10日(土)から中央図書
館へ☎271・3001

大人が楽しむ春の語り

日　4月21日(水)①10時30分～12
時、②13時30分～15時(各回15分
前開場)
場　中央図書館
講　井

いのうえ

上雅
ま さ み

美さん、清
し み ず

水加
か ず よ

寿代さ
ん
定　各回16人(申込順)
料　無料
申 問　4月6日(火)から中央図書
館へ☎271・3001

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　4月13日(火)、5月11日(火)、
6月8日(火)9時～11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

講座名 日程 時間 場所 定員 料金

ワード入門

①   5月10日(月)、11日(火) 

13時30分
～

15時30分

市民活動
推進

センター
各回3人 1コース

1000円

②   6月21日(月)、22日(火)
③   8月  2日(月)、    3日(火)
④11月  1日(月)、    2日(火)
⑤12月  6日(月)、    8日(水)
⑥   2月  7日(月)、    9日(水)
⑦   3月  7日(月)、    8日(火)

Windows10
入門

①   5月24日(月)、25日(火) 
②   7月20日(火)、21日(水)
③11月15日(月)、16日(火)
④   2月14日(月)、15日(火)
⑤   3月21日(祝)、22日(火)

iPhone
入門と応用

①   6月  7日(月)、    8日(火)
②   7月26日(月)、27日(火)
③10月25日(月)、26日(火)
④11月29日(月)、30日(火)
⑤   2月21日(月)、22日(火)

HPはこちら
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案　　内
求人企業合同説明会

対　令和4年3月に大学・短大・専
門学校を卒業予定の方、3年以内
の既卒の方
日　4月20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4階
持　履歴書複数枚(既卒の方のみ)
他　入退場自由。参加企業は4月
上旬頃ホームページで公開予定。
申　不要　
問　埼玉県雇用対策協議会☎048
・647・4185

生活に困っている方への相談窓口

◆生活困窮者に対する自立相談支援
市内在住で、生活上の困難に直面している方
が、自立した生活を営めるように一人ひとり
の状況に応じた自立相談支援を行っています。
問　生活サポートセンター(市役所6階社会福
祉協議会内)☎277・4116
◆生活保護制度
病気や事故、その他の理由で、収入がなかっ
たり少なかったとき、最低限度の生活ができるように、国の基準に基づいて
生活費や医療費などを援助する制度です。さらに、それらの人びとが一日も
早く自立して生活できるよう支援するのが目的です。
問　福祉政策課保護担当

ア・テール(ストレッチバレエ)
対　市内在住の女性
日　毎週火曜日10時～12時
場　大橋市民センター
問　岩

いわもと

本☎090・5334・2516

さくらんぼサークル
(体操、竹踊り)
対　3～6歳(年少～年長)
日　毎週水曜日16時30分～17時30
分
場　東市民センター
問　清

し み ず

水☎090・7007・7398

仲間になりませんか参加してみませんか
わんぱく相撲
西入間大会坂戸場所
対　小学3～6年生の男女
日　練習会：4月25日(日)、5月9日
(日)、16日(日)、23日(日)9時30
分～12時/本大会：5月30日(日)9時
～16時（定員80人）
場　練習会：坂戸市民総合運動公園
柔道場/本大会：坂戸市民総合運動
公園大・小体育館
料　無料　
申　西入間青年会議所
ホームページから
問　新

あ ら い

井☎090・8330
・8233

掲示板

6月号の原稿締切は､ 4月21日(水)です。
※「仲間になりませんか」のコーナーは､ 同一サークルなどは年1回の掲載です。それ以外の原稿は､ 同一サークル年3回までで、同
一号には1件までの掲載に限らせていただきます。

初心者・初級者テニススクール
対　市内在住在勤在学のテニス初心
者・初級者
日　5月8日(土)、15日(土)、22日
(土)、29日(土)8時30分～10時30分
※　予備日6月5日(土)
場　南近隣公園　
料　2000円(4回分)
申　4月30日(金)までに往復はがき
往信用に氏名、住所、年齢、電話番
号、メールアドレス、返信用に氏
名、郵便番号、住所を記入の上、郵
送(〒350-2211脚折町1-30-11田

た な か

中
慎
しんいち

一あて)
問　田中☎090・4027・0073

省略記号一覧
対 対象　日 日時・日にち　期 期間　場 場所　講 講師　内 内容　定 定員
報 報酬　料 入場料・参加費　持 持ち物　他 その他　申 申込　問 問合先　
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人間ドックなどの受検費用を助成します
人間ドック・脳ドックは、詳しい検査を多項目にわたり行い、病気の早期発見に効果的です。国民健康保険および後期高齢者
医療では、受検費用の補助を行っています。
対象者

・国民健康保険に加入している満30歳以上の方で、申請時に国民健康保険税の未納がない方
・後期高齢者医療に加入している方で、申請時に後期高齢者医療保険料の未納がない方
令和3年度に75歳を迎えられる方へ
後期高齢者医療の健康診査、国民健康保険の特定健診および、国民健康保険の人間ドック・脳ドックの補助を受けた方は、令
和3年度中の後期高齢者医療人間ドックなどの補助の対象となりません。
補助回数　人間ドック・脳ドックのいずれかを年度内に1回
検査結果の提出
受検費用の補助を受ける場合は検査結果の提出が必要です(指定医療機関で受検する場合は、申込時に同意が必要)。
問　保険年金課国民健康保険担当、高齢者医療担当

高齢者肺炎球菌の予防接種を受けましょう
対象者　過去に高齢者肺炎球菌の予防接種をしたことがなく、令和3年度中に65、70、75、80、85、90、95、100歳になる
方(4月下旬に個別に案内通知を発送します)
※　60歳以上65歳未満で心臓、腎臓、呼吸器の機能または、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害のある方(身体障害
者手帳1級相当)も対象です
接種場所　
① 本市、坂戸市内の実施医療機関
② ①以外の県内の指定医療機関
※　案内通知に接種医療機関一覧表を同封します
個人負担金　3000円
※　ただし、次の①～③のいずれかに該当する場合は個人負担金が免除となります
①生活保護世帯の方
②中国残留邦人等支援給付制度適用者の方
③市民税非課税世帯(同じ世帯全員が非課税)の方
※　③の方は、個人負担金免除申請書を提出し、高齢者等予防接種個人負担金免除決定通知書の交付を受ける必要があります
ので、事前に保健センターまでご連絡ください
65歳以上の定期接種対象外の方へ
市では、65歳以上の定期接種対象外の方に、任意接種の費用助成を行っています。この助成は、1度限りです。過去に定期接
種を受けた方および任意接種で助成を受けた方は除きます。詳しくはお問い合わせください。
問　保健センター☎271・2745

指定医療機関 指定外医療機関

区分 人間ドック 人間ドック・脳ドック

検査料 3万8500円(税込) 医療機関によって異なります

補助金 2万円 消費税を除く検査料の1/2の額
限度額2万円

自己負担額 1万8500円(税込) 医療機関、検査内容によって異なります

検査結果 指定医療機関から市に直接提出 申請時に提出

申請方法 受検前に申請
※　電話申込可 受検後に申請

持ち物 保険証

保険証
印鑑
振込先の口座情報が確認できるもの
領収書(原本)
検査結果

その他 市からの質問票を記入（電話申込の場合は聞き取り）


