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　　市制施行30周年記念
　　「心で繋ぐ鶴ヶ島ショートショートフィルムフェス」出展作品

対　年齢、プロ・アマ、居住地不問
募集作品　1分〜5分前後のショートムービー(テーマの「心」「絆」「鶴ヶ島」
から1つ以上を選択し、鶴ヶ島市に関する要素を盛り込むこと)
応募方法　6月1日(火)から9月26日(日)(必着)までに専用申込フォームから
応募してください。
結果発表・上映会　11月上旬予定
他　受賞者には表彰状と記念品を贈呈します。
※　詳しくは、図書館ホームページをご確認ください
問　中央図書館☎271・3001

今月の納期

◆固定資産税･都市計画税第1期
◆軽自動車税全期

コンビニ交付が利用できません

メンテナンスのため、次の期間、
証明書のコンビニ交付が利用でき
ません。
日　5月1日(土)6時30分〜5日(祝)
23時
問　市民課住民記録担当

つるバス・つるワゴンの
乗車マナーアップにご協力を！

コロナ禍の影響により、つるバス・
つるワゴンの利用者は減少してい
ましたが、現在は、徐々に回復し、
時間帯によっては混み合うことが
増えてきています。つるバス・つ
るワゴンは、皆さんの公共交通機
関です。ご乗車される方に、より
安全・快適にご利用いただけるよ
う、乗車マナーアップにご理解・
ご協力をお願いします。
問　都市計画課交通政策担当

お知らせ

Infor-
mation募　　集

男女共同参画推進委員会委員

男女共同参画の推進に関する重要
事項および女性センターの運営に
関する基本的事項の調査・審議な
どを行う男女共同参画推進委員会
の委員を募集します。
対　20歳以上の市内に住所を有
する方で、男女共同参画の推進に
理解と関心のある方(市議会議員、
市の各行政委員会委員、公務員は
除く)
期　8月上旬から2年間
募集人員　2人以内
申　5月28日(金)(必着)までに市
ホームページまたは女性センター
で配付する申込書に必要事項(男
女共同参画に関する意見などの記
述を含む)を記入の上、同センタ
ーへ直接または郵送(〒350-2213
脚折1922-7)
問　女性センター☎287・4755

漏水調査のお知らせ

水道企業団では、水道管を適正に
維持管理するため、漏水調査を次
の地区において実施します。ご協
力をお願いします。
漏水調査対象地区　
太田ヶ谷、上新田、上広谷、五味
ヶ谷、下新田、脚折、鶴ヶ丘、中
新田、町屋
なお、調査員(委託会社)は水道企
業団が発行する身分証明書を携帯
しています。
問　坂戸、鶴ヶ島水道企業団施設
課維持担当☎285・8178

水道メーターの交換にご協力を

水道水の適正な使用量を測定する
ため、計量法に基づき水道メータ
ーの交換を行います。該当者には、
はがきで通知しますので、メータ
ーボックス内やメーターが入って
いるパイプシャフト内を清掃し、作
業しやすいようにご協力ください。
実施予定期間 　5月〜12月
施工業者　第一環境(株)
問　坂戸、鶴ヶ島水道企業団給水
課業務担当☎283・1953

図書館HP
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聖火リレーのボランティア

東京オリンピック聖火リレーが鶴ヶ島市で実施されます。聖火ランナーの走
路確保や観覧者整理などを行う当日のボランティアスタッフを募集します。
対　高校生以上(未成年が応募する場合は保護者の同意が必要)
日　7月8日(木)8時30分～11時30分(予定)
場　東市民センター(集合場所)　　　　定　60人(申込順)
応募条件
・集合場所まで徒歩または自転車で来ることができる方
・集合場所から人員配置場所まで徒歩で移動可能な方
・いずれかの日程(6月25日(金)19時～20時、26日(土)10時～11時、27日(日)
10時～11時)で事前説明会に参加できる方
他　①聖火リレーの実施とボランティアの活動時間は、今後変更となる場合
があります。②交通費などの支給はありません。③聖火リレー公式ライセン
ス商品の帽子を支給、当日着用していただきます。
申　5月1日(土)から21日(金)までに鶴ヶ島市電子申請・届出サービスにて申
込み
問　政策推進課政策担当

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・パラリン
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」、「桜ピンク」と呼ばれる
美しい輝きを、ぜひご覧ください。
日　5月6日(木)9時～16時
場　市役所1階ロビー
問　政策推進課政策担当

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　5月8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

「恋たま」会員

埼玉県の公的な結婚支援センター「SAITAMA出会いサポートセンター」で
は、結婚を誠実に希望する独身者に出会いの機会を提供しています。会員
は随時募集しています。詳しくはホームページをご覧ください。
対　次の条件に当てはまる方
・結婚を希望し、自ら婚活する意思のある20歳以上の独身男女
・埼玉県内に在住在勤、または近い将来、埼玉県へ移住をお考えの方
・電話回線のあるスマートフォンをお持ちの方
料　登録料1万1000円(税込・2年間有効、市内在住者特別料金)
申　公式ホームページから申込みください。
問　SAITAMA出会いサポートセンター☎048・789・7721

広告

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。

申込みはこちら

申込みはこちら

広告
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案　　内
ピアノを楽しむCDコンサート

日　5月16日(日)14時〜16時
場　中央図書館
内　ジャズピアニストの巨匠チッ
ク・コリアを偲び、様々なピアノ
楽曲を楽しみます。
定　18人(申込順)
料　無料
申　5月9日(日)から中央図書館窓
口で整理券を配布します。
問　中央図書館☎271・3001

つるがしま郷土散歩
～北コースを巡る～

日　5月27日(木)13時〜15時　
※　雨天予備日6月3日(木)
場　旧教育センター駐車場集合・
解散
講　市生涯学習スポーツ課文化財
担当職員
内　つるがしま文化財マップ北コ
ース(約4km)を講師の解説付きで
巡ります。
定　10人(申込順)　　　料　無料
持　筆記具、飲み物、スマートフォ
ンやタブレット端末(持っている方)
※　歩きやすい服装
他　市文化財整理室、旧教育セン
ター、中央図書館の駐車場が使用
できます。
申 問　5月6日(木)から中央図書
館へ☎271・3001

きれいなまちづくり運動春期一斉清掃

市では、市民や自治会などと協働して、身近な環境美化と保全を目的に一斉
清掃を実施します。コロナ禍により、自治会独自で清掃を実施する場合は、
ご相談ください。
日　5月16日(日)
場　地域の道路や公園など(清掃場所・開始時間などは、それぞれの自治会に
お問い合わせください)
他　雨天の場合は、23日(日)に延期、23日も雨天の場合は中止。延期や中止
のときは、7時30分頃防災行政無線で放送します。
※　秋期一斉清掃は、11月21日(日)に実施予定です
問　生活環境課環境推進担当

親子で挑戦プログラミング教室

タブレット一体型ロボット「こくり」を使用したプログラミング教室です。
自分の思いどおりに「こくり」を動かしてみましょう。
対　市内在住の小学1〜4年生と保護者の方
日　6月6日(日)①10時〜11時30分、②14時〜15時30分(各回15分前開場)
場　中央図書館
定　各回5組(1組2〜3人まで)(申込順)
料　無料
申 問　5月8日(土)から中央図書館へ☎271・3001

調べる学習教室

対　中央図書館(7月4日)／小学4〜6年生、
各分室(6月12日・13日、20日)／小学1〜3年生
内　中央図書館／テーマの決め方・調べ方、
各分室／辞書を使って調べる練習
定　各回10人(申込順)
料　無料　　持　筆記具
申 問　5月13日(木)から中央図書館☎271・3001または各分室へ

日にち 時間 場所

6月12日(土)
10時〜10時45分 東市民センター
14時〜14時45分 富士見市民センター

6月13日(日)
10時〜10時45分 大橋市民センター
14時〜14時45分 南市民センター

6月20日(日)
10時〜10時45分 西市民センター
14時〜14時45分 北市民センター

7月  4日(日) 10時〜10時45分 中央図書館

広告

広告

Information　鶴ヶ島市役所　☎ 271・1111
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5月1日から6月30日は
｢不正大麻・けし撲滅運動｣ 期間です

大麻の使用は有害で、不正栽培・
所持は犯罪です。また、「けし」に
は法律で栽培が禁止されている種
類があります。特に 大麻は「海外
では合法化されているから害がな
い」などの誤った情報が流れ、若
年層への乱用の拡大が懸念されて
います。正しい情報を知り、自分
の身を守りましょう。 大麻や栽培
してはいけない「けし」を発見し
たら、坂戸保健所へ。
栽培してはいけない「けし」の特徴

・全体に白っぽく茎はほとんど無毛
・葉の切れ込みは浅く、茎を抱くよ
うについている
・全体に丈が高く、1〜1.5ｍになる
・色あざやかで美しい大きな花を咲
かせる 
問　坂戸保健所☎283・7815

5月は自動車税(種別割)の納期です。スマホでも納税できます！

自 動 車 税(種 別 割)の 納 期 限 は5月31日(月)
です。スマートフォン決済アプリ(PayPay、
LINEPay、PayB）による納付を開始しました。
また、Webサイト「Yahoo！公金支払い」を
利用したクレジットカード納付やインターネッ
トバンキングなどを利用したペイジー納付、金
融機関やコンビニでも納付できます。
納税通知書は、5月6日（木）以降、お手元に届
く予定です。
埼玉県では、自動車税(種別割)を納期限までに納税し領収書などを協賛店で
提示すると、割引などのサービスが受けられる自動車税「納めてプラス！」
キャンペーンを実施しています。
詳しくは「埼玉県　納めてプラス」で検索してください。
※　自動車税(種別割)全般に関すること、住所変更・納付書紛失などの連絡、
納税状況の確認などについては、自動車税コールセンターへ。
また、自動車税(種別割)収入額の一部は、「彩の国みどりの基金」に積み立て、
県内のみどりの保全や創出などに活用させていただいています。彩の国みど
りの基金に関するお問い合わせは、県みどり自然課へ
問　自動車税コールセンター☎0570・012・229、県みどり自然課☎048・
830・3140

納期内納税にご協力ください！

第5回ART48展（水彩画展示会）
日　5月18日（火）〜23日（日）10時
〜17時（初日は13時開場、最終日は
15時終了）
場　中央図書館
料　無料　　　申　不要
問　畑

はたこし

越☎271・5007

出かけてみませんか仲間になりませんか
クレイン英会話クラブ
日　毎週火曜日(月3回)15時10分〜
16時40分
場　南市民センター
問　石

いしかわ

川☎080・9979・8568

オリタヒチ(タヒチアンダンス)
対　4歳以上の女性
日　毎月第1・3土曜日13時〜16時
(子ども13時〜、大人14時10分〜)
場　南市民センター
問　伊

い は ら く み

原組☎286・0041

鶴ヶ島ノルディック・ウォークで歩く会
日　毎月第1・3火曜日、第1・3土
曜日9時30分〜11時
場　火曜日／海洋センター、土曜日
／運動公園
問　中

なかがわ

川☎080・6613・2815

掲示板

箏、三絃の会（生田流箏)
日　毎月第1・3木曜日10時〜12時
場　大橋市民センター
問　山

や ま だ

田☎287・1120

こどもシュタイナー水彩の会
(ぬらし絵、フォルメンなど)
対　幼児親子、小学生
日　 毎 月 第4月 曜 日(幼 児15時 〜、
低学年16時〜、高学年17時〜)
場　大橋市民センター
問　上

う え だ

田☎080・6307・2438

7月号の原稿締切は､ 5月21日(金)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。

広告

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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また、Webサイト「Yahoo！公金支払い」を
利用したクレジットカード納付やインターネッ
トバンキングなどを利用したペイジー納付、金
融機関やコンビニでも納付できます。
納税通知書は、5月6日（木）以降、お手元に届
く予定です。
埼玉県では、自動車税(種別割)を納期限までに納税し領収書などを協賛店で
提示すると、割引などのサービスが受けられる自動車税「納めてプラス！」
キャンペーンを実施しています。
詳しくは「埼玉県　納めてプラス」で検索してください。
※　自動車税(種別割)全般に関すること、住所変更・納付書紛失などの連絡、
納税状況の確認などについては、自動車税コールセンターへ。
また、自動車税(種別割)収入額の一部は、「彩の国みどりの基金」に積み立て、
県内のみどりの保全や創出などに活用させていただいています。彩の国みど
りの基金に関するお問い合わせは、県みどり自然課へ
問　自動車税コールセンター☎0570・012・229、県みどり自然課☎048・
830・3140

納期内納税にご協力ください！

第5回ART48展（水彩画展示会）
日　5月18日（火）〜23日（日）10時
〜17時（初日は13時開場、最終日は
15時終了）
場　中央図書館
料　無料　　　申　不要
問　畑

はたこし

越☎271・5007

出かけてみませんか仲間になりませんか
クレイン英会話クラブ
日　毎週火曜日(月3回)15時10分〜
16時40分
場　南市民センター
問　石

いしかわ

川☎080・9979・8568

オリタヒチ(タヒチアンダンス)
対　4歳以上の女性
日　毎月第1・3土曜日13時〜16時
(子ども13時〜、大人14時10分〜)
場　南市民センター
問　伊

い は ら く み

原組☎286・0041

鶴ヶ島ノルディック・ウォークで歩く会
日　毎月第1・3火曜日、第1・3土
曜日9時30分〜11時
場　火曜日／海洋センター、土曜日
／運動公園
問　中

なかがわ

川☎080・6613・2815

掲示板

箏、三絃の会（生田流箏)
日　毎月第1・3木曜日10時〜12時
場　大橋市民センター
問　山

や ま だ

田☎287・1120

こどもシュタイナー水彩の会
(ぬらし絵、フォルメンなど)
対　幼児親子、小学生
日　 毎 月 第4月 曜 日(幼 児15時 〜、
低学年16時〜、高学年17時〜)
場　大橋市民センター
問　上

う え だ

田☎080・6307・2438

7月号の原稿締切は､ 5月21日(金)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。
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