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お知らせ
今月の納期

◆市・県民税第1期

つるバス・つるワゴンの乗り継ぎ

つるバス・つるワゴンでは、目的
地までの間に乗り継ぎがある場合、
接続する次の便への乗車に限り「乗
継券」を発行しています。この「乗
継券」を利用することで、無料で
乗り継ぎができます。
乗り継ぎ方法
◆乗り継ぐ前の便で運賃を支払う
際、運転手へ、目的地と他の便に
乗り継ぐことを伝えてください（つ
るバスは「降車時」、つるワゴンは
「乗車時」）。
◆運転手から「乗継券」を受け取
ります。
◆乗り継いだ先の便で「乗継券」
を運転手へ渡してください。
※　複数の路線が停車する停留所	
(乗継指定停留所)以外での乗り継
ぎはできませんのでご注意ください
問　都市計画課交通政策担当

Infor-
mation

生活支援員

対　看護師、社会福祉士、介護支
援専門員など
内　高齢者宅を訪問して、安否確
認や生活の相談を受けます。
期　9月1日(水)～令和4年3月31
日(木)　
報　時給1377円
他　通勤手当は出勤日数と通勤距
離に応じて支給(上限あり)、社会
保険、雇用保険の加入あり
申	問　市の登録用紙（写真貼付）に
資格証の写しを添付し、6月30日
（水）までに健康長寿課高齢者福祉
担当へ

鶴ヶ島市国際交流協会会員

市民レベルでの国際交流を目的
に、外国人の皆さんを支援する活
動を行っています。
外国の方に日本語を教えたり、通
訳・翻訳ボランティア活動をした
り、日本文化の紹介やホームステ
イ受け入れなどを通じて外国の方
と交流してみませんか。
国際交流を支援する賛助会員も募
集しています。
年会費　個人会員2000円(家族・
学生・外国籍会員は1000円)、賛
助(法人・団体)会員1万円
申	問　市国際交流協会事務局(地
域活動推進課内)

募　　集
児童館夏期臨時職員

対　18歳以上(保育士・教諭の資
格を有する方、保育士・教諭の単
位取得中の方を優先)
期　7月20日(火)～8月28日(土)　
①9時30分～17時30分(週3日勤務)
②9時30分～17時30分(週5日勤務)
場　脚折児童館
定　2人
報　時給994円
他　通勤手当は出勤日数と通勤距
離に応じて支給(上限あり)
申	問　6月12日(土)までに市の登
録用紙(写真貼付)に在学中の方は
学生証、保育士・教諭資格のある
方は資格証の写しを添付し、脚折
児童館へ☎287･0270

保育所夏季保育補助員

対　保育士の資格を有する方また
は保育士養成学校に在学中の方
期　7月中旬～9月中旬（勤務開始
日応相談）8時30分～17時（平日・
週5日勤務）
場　鶴ヶ島保育所、富士見保育所
定　各2人
報　時給1003円
他　通勤手当は出勤日数と通勤距
離に応じて支給（上限あり）
申	問　6月18日（金）までに、市の
登録用紙（写真貼付）、在学中の方
は学生証、保育士資格のある方は
資格証の写しを持参し、こども支
援課保育担当へ

広告
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令和3年度税務職員募集

税務署や国税局において、税のス
ペシャリストとして勤務する税務
職員（国家公務員）を募集します。
※　詳しくは国税庁ホームページ
をご覧ください
受験資格　令和3年4月1日におい
て高等学校または中等教育学校を
卒業した日の翌日から起算して3
年を経過していない方および令和
4年3月までに高等学校または中等
教育学校卒業見込みの方
試験の程度　高等学校卒業程度
申込方法　原則インターネット申
込みにより、6月21日(月)9時～
30日(水)の受信有効
第一次試験日　9月5日(日)
問　関東信越国税局人事第二課
試験係☎048・600・
3111

案　　内
市役所朝市
（狭山茶新茶キャンペーン同時開催）

日　6月12日(土）9時～12時(小雨
決行)
場　市役所来庁者用駐車場
内　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。
持　エコバッグ
他　安心してご来場いただけるよ
う、感染症対策を実施します。なお、
来場者多数の場合、入場を制限さ
せていただく場合があります。
問　産業振興課農政担当

　　　【市制施行30周年記念】未来の〇〇発掘事業第1弾
　　　JAXA宇宙飛行士　若

わ か た

田光
こうい ち

一さん講演会
　　　「目指せ宇宙を！～今だからできることを考えよう～」

未来の〇〇発掘事業は、子どもたちが将来
の夢を思い描く機会を創出して、応援する
事業です。
対　市内在住の小・中学生(原則は小学4年
生以上)とその保護者、在住在学在勤者(ラ
イブ配信の視聴のみ可)
日　6月27日(日)14時～15時30分
場　鶴ヶ島第一小学校体育館
定　200人(抽選)小・中学生優先。定員に
満たない場合は保護者も可。定員外の方は
ライブ配信を視聴できます。録音・録画は
禁止です。

料　無料
持　マスク、タオル、飲み物、上履き、下足入れ(レジ袋など)
他　宇宙飛行士の緊急の業務等、やむを得ない事由により講演のキャンセル
の可能性もありますのでご了承ください。駐輪場、駐車場は会場での参加が
決定した方にご案内します。講師との個別の写真撮影、講演会の撮影や録音、
録画はできません。ライブ配信を視聴する方には後日ＵＲＬをお知らせしま
す(生涯学習スポーツ課メールアドレス10800050＠city.tsurugashima.lg.jp
の受信設定をしてください)。
申　6月1日(火)から6月14日(月)までに、感染症拡大防止のため、市ホーム
ページのメールフォームから申し込んでください。メールフォームから申込
ができない場合には、生涯学習スポーツ課、中央図書館、各市民センター、
市民活動推進センターにある申込書に必要事項を記入して生涯学習スポーツ
課窓口(平日9時～17時)に直接またはファクシミリ(271-4280)で申し込んで
ください。
問　生涯学習スポーツ課社会教育担当

こいのぼりの提供を！

毎年、高倉ふるさとづくりの会では、会員と市民の皆さんよりご提供してい
ただいた「こいのぼり」を菜の花畑に揚げてますが、強風により飛ばされたり、
傷つけられたりして不足しています。使用予定のない小さめ（1m～3m程度）
の「こいのぼり」がありましたら、直接お持ちいただきご提供ください。
問　農業交流センター☎279・3335

国税庁HP

広告

申込はこちら

　　　若田光一さん　	©JAXA
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申込はこちら

　　　若田光一さん　	©JAXA
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案　　内
中央図書館「環境月間イベント」

6月は環境月間です。講座や展示
を通じて、環境について考えてみ
ましょう。
問合先　中央図書館☎271・3001
①環境教育講座「暮らしにみどり
を活かすアドバイス」
対　大人
日　6月19日(土)14時～15時
場　中央図書館
講　埼玉県花と緑の振興センター	
内　地域の緑化を図るための花植
木の新たな利用方法と栽培管理に
ついて学びます。
定　16人(申込順)
料　無料
他　参加者に植物の苗のプレゼン
トあり
申　6月4日(金)から中央図書館へ
直接または☎271・3001
②展示「武州ガスの環境への取り
組み」「鶴ヶ島市立中央図書館の
緑のカーテンの作り方」
期　6月1日(火)～30日(水)
③緑のカーテンにおすすめ！つる
性植物の種と苗の無料配布 
日　6月19日(土)9時～無くなり次
第終了
場　中央図書館1階ロビー

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。

手話通訳者を目指す人のため
の学習会

対　手話通訳者を目指し手話通訳
者全国統一試験または手話通訳技
能認定試験を受験する市内在住の
手話学習者
日　6月27日、7月4日、8月8日、
9月19日、10月24日、11月21日、
11月28日、1月16日、2月20日、
3月13日(全て日曜日・全10回)9
時～12時
場　市役所6階会議室
内　手話表現や読取り、模擬試験
定　10人　　料　無料
申	問　6月1日(火)から10日(木)
までに社会福祉協議会へ☎271・
6278

じゃがいも掘り体験

日　6月26日(土)9時～　
※　雨天の場合27日(日)
場　農業交流センター体験農園
内　農業交流センターで育てたじ
ゃがいも(キタアカリ2株、メーク
イン2株の計4株)を掘ってお持ち
帰りいただきます。
定　10組(申込順・1組5人まで)　
※　小学生以下は保護者同伴
料　1000円（1組4株）
持　長靴、ゴム手袋、大きめの袋
など　※　作業のできる服装
申	問　6月4日(金)9時から農業交
流センターへ☎279・3335

シニアパソコンカレッジ
「エクセル入門」

対　次のすべてに該当する方
①60歳以上で全日程出席できる方
②エクセルがインストール済みの
Windows10(Windows7は 不 可)
をお持ちの方
日　7月6日(火)、8日(木)、13日(
火)、15日(木)14時～16時(全4回)
場　市役所6階会議室
講　鶴ヶ島パソコンサポートボラ
ンティア
定　6人(抽選)
料　3000円(テキスト代、保険料
など)
持　Windows10のパソコン(全日程)
申	問　6月10日(木)までに健康長
寿課高齢者福祉担当へ

図書館座シネマ

日　6月26日(土)14時～16時45分　
(13時30分開場)
場　中央図書館
内　「あゝ野麦峠」(明治後期の女
工たちの青春と悲劇を描いた往年
の名作映画、主演／大竹しのぶ)
定　19人
料　無料
申	問　6月19日(土)から中央図書
館へ直接または☎271・3001

広告

Information　鶴ヶ島市役所　☎ 271・1111
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若者対象就職面接会

対　高校、専門学校、高専、短大、
大学（院）などを卒業後おおむね3
年以内の方および34歳以下の方
日　6月9日（水）13時15分～16時
（12時45分受付開始）
場　大宮ソニックシティ地下展示場
内　企業担当者による面接、企業
説明
持　履歴書複数枚、ハローワーク
受付票（お持ちの方）
※　履歴書なしでも参加可能
参加企業　約50社（埼玉労働局ホ
ームページ「イベント欄」に掲載）
問　ハローワーク川越☎242･0197

財務省関東財務局の相談窓口
です！

関東財務局では、金融取引や多重
債務に関するトラブルについて、
地域の皆さんからの相談を無料で
受け付けています。ひとりで悩ま
ずに、まずはご相談ください。
○詐欺的な投資勧誘に関する相談
☎048・613・3952
○電子マネー詐欺相談☎048・
600・1152
○借金の返済でお悩みはありませ
んか？☎048・600・1113
○新型コロナに関する金融相談ダ
イヤル☎048・615・1779

救命講習会について

新型コロナウイルス感染症の影
響により見合わせている救命講習
は、感染状況を考慮した上で開催
する予定です。詳しくは、坂戸・
鶴ヶ島消防組合のホームページに
掲載します。なお、緊急事態宣言
などが発令された際は、再度中止
する場合もあります。
問　坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本
部警防課救急担当
☎281・3116

埼玉県委託
「介護職チャレンジ！」説明会

県では、資格取得のための学校受
講から県内介護施設での実務研
修、直接雇用まで、幅広く支援を
しています。
対　介護の仕事に興味のある方。
参加条件は予約時に要確認
日　6月18日(金)13時30分～　
場　市役所1階102会議室
持　履歴書、職務経歴書、健康保
険証(当日面接を希望される方)
申　前日までに電話またはホーム
ページよりお申し込みください。
問　(株)シグマスタッフ大宮支店
(受託事業者)☎048・
782・5173

ひとり親のためのパソコン教室

ひとり親家庭の自立促進に向け、
就業に必要な技能と知識を習得
し、就職活動を充実させるための
パソコン教室です。
対　ひとり親家庭の親または寡婦
日　7月9日(金)・10日(土)(全2日
間)10時30分～15時30分
場　彩の国すこやかプラザ(さい
たま市浦和区針ヶ谷4-2-65)
内　仕事に役立つワード講座(基
礎・応用編)、就業セミナー
定　15人（応募多数の場合抽選）
料　無料(教材費実費800円)
申　①「パソコン教室(第2回)」②
郵便番号・住所③氏名④年齢⑤電
話番号を明記の上、6月24日(木)
(必着)までに往復はがきかメール
( info@saiboren.or.jp)で、(公
財)埼玉県母子寡婦福祉連合会(〒
330-0074	さいたま市浦和区北浦
和5-6-5埼玉県浦和合同庁舎内)へ
問　(公財)埼玉県母子寡婦福祉連
合会☎048・822・1951

住まいに関する困りごとは
住まい相談プラザへ

県では、埼玉県住宅供給公社に委
託し、住まいに関する困りごとに
対応するため、住宅相談を実施し
ています。リフォームやマンショ
ン管理、法律相談など住宅に関す
る様々な相談を行っておりますの
で、お気軽にご利用ください。
日　毎日10時～18時30分(年末年
始除く)
場　住まい相談プラザ(JR大宮駅
構内)
問　住まい相談プラザ☎048・65
8・3017

坂戸・鶴ヶ島
消防組合HP

説明会申込HP

広告
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若者対象就職面接会

対　高校、専門学校、高専、短大、
大学（院）などを卒業後おおむね3
年以内の方および34歳以下の方
日　6月9日（水）13時15分～16時
（12時45分受付開始）
場　大宮ソニックシティ地下展示場
内　企業担当者による面接、企業
説明
持　履歴書複数枚、ハローワーク
受付票（お持ちの方）
※　履歴書なしでも参加可能
参加企業　約50社（埼玉労働局ホ
ームページ「イベント欄」に掲載）
問　ハローワーク川越☎242･0197

財務省関東財務局の相談窓口
です！

関東財務局では、金融取引や多重
債務に関するトラブルについて、
地域の皆さんからの相談を無料で
受け付けています。ひとりで悩ま
ずに、まずはご相談ください。
○詐欺的な投資勧誘に関する相談
☎048・613・3952
○電子マネー詐欺相談☎048・
600・1152
○借金の返済でお悩みはありませ
んか？☎048・600・1113
○新型コロナに関する金融相談ダ
イヤル☎048・615・1779

救命講習会について

新型コロナウイルス感染症の影
響により見合わせている救命講習
は、感染状況を考慮した上で開催
する予定です。詳しくは、坂戸・
鶴ヶ島消防組合のホームページに
掲載します。なお、緊急事態宣言
などが発令された際は、再度中止
する場合もあります。
問　坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本
部警防課救急担当
☎281・3116

埼玉県委託
「介護職チャレンジ！」説明会

県では、資格取得のための学校受
講から県内介護施設での実務研
修、直接雇用まで、幅広く支援を
しています。
対　介護の仕事に興味のある方。
参加条件は予約時に要確認
日　6月18日(金)13時30分～　
場　市役所1階102会議室
持　履歴書、職務経歴書、健康保
険証(当日面接を希望される方)
申　前日までに電話またはホーム
ページよりお申し込みください。
問　(株)シグマスタッフ大宮支店
(受託事業者)☎048・
782・5173

ひとり親のためのパソコン教室

ひとり親家庭の自立促進に向け、
就業に必要な技能と知識を習得
し、就職活動を充実させるための
パソコン教室です。
対　ひとり親家庭の親または寡婦
日　7月9日(金)・10日(土)(全2日
間)10時30分～15時30分
場　彩の国すこやかプラザ(さい
たま市浦和区針ヶ谷4-2-65)
内　仕事に役立つワード講座(基
礎・応用編)、就業セミナー
定　15人（応募多数の場合抽選）
料　無料(教材費実費800円)
申　①「パソコン教室(第2回)」②
郵便番号・住所③氏名④年齢⑤電
話番号を明記の上、6月24日(木)
(必着)までに往復はがきかメール
( info@saiboren.or.jp)で、(公
財)埼玉県母子寡婦福祉連合会(〒
330-0074	さいたま市浦和区北浦
和5-6-5埼玉県浦和合同庁舎内)へ
問　(公財)埼玉県母子寡婦福祉連
合会☎048・822・1951

住まいに関する困りごとは
住まい相談プラザへ

県では、埼玉県住宅供給公社に委
託し、住まいに関する困りごとに
対応するため、住宅相談を実施し
ています。リフォームやマンショ
ン管理、法律相談など住宅に関す
る様々な相談を行っておりますの
で、お気軽にご利用ください。
日　毎日10時～18時30分(年末年
始除く)
場　住まい相談プラザ(JR大宮駅
構内)
問　住まい相談プラザ☎048・65
8・3017

坂戸・鶴ヶ島
消防組合HP

説明会申込HP

広告


