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お知らせ
今月の納期

◆固定資産税・都市計画税第2期
◆国民健康保険税第1期
◆介護保険料第1期
◆後期高齢者医療保険料第1期

サマーカーニバルin鶴ヶ島の
開催を延期します

7月に開催予定だった「第26回サマ
ーカーニバルin鶴ヶ島」は、新型コ
ロナウイルス感染症拡大防止のた
め一時延期とさせていただきます。
今後、開催のめどがつきましたら
再度お知らせします。
問　サマーカーニバル実行委員会
(鶴ヶ島市商工会)☎287・1255

歯の冊子を
寄附していただきました

坂戸鶴ヶ島歯科医師会から、大切
な歯と口の健康について関心を持
ってもらえるよう、市内の小学校1
年生に1人1冊ずつ「わたしの歯っ
ぴーファイル」を寄附していただき
ました。ありがとうございました。
問　学校教育課学務担当

Infor-
mation募　　集

市制施行30周年記念
つるがしま未来の森づくり事業

苗木の提供をお願いします

市制施行30周年を記念して、鶴ヶ
島グリーンパーク内の太田ヶ谷の
森で植樹祭を実施します。
昔から地域に自生しているクヌ
ギ、コナラ、ハンノキなどの苗木
を提供いただける方は、ご連絡く
ださい。
受付期間　8月31日(火)まで
問　都市計画課公園緑地担当

正社員就職への
支援説明会参加者

1か月の研修セミナーと最長6か月
の個別カウンセリングで一人ひと
りに合った企業を紹介します。
対　35歳以上55歳未満の正社員
就職を希望する方(その他応募要
件でご確認ください)
日　7月7日(水)、21日(水)13時
30分～14時30分
場　ウェスタ川越
申　電話またはキャリアバンク(株)
ホームページから申込み
問　キャリアバンク
(株)☎048・711・22
09

つるバス・つるワゴン
便利でお得な企画券を販売します！

つるバス・つるワゴン全路線で乗
り降り自由となる「こども夏休みフ
リー乗車券」を販売します。
便利でお得な企画券をぜひご活用
ください。
対　小学生
期　7月20日(火)～8月31日(火)
料　500円
購入方法　つるバス・つるワゴン
の車内および運行事業者の営業所
他　1年を通して、1日中(土・日曜
日、祝日に限る)、全路線で乗り降
り自由となる「1日フリー乗車券」
(大人500円、小学生200円)も販売
中です。
問　都市計画課交通政策担当

農薬は適正に使用しましょう

農薬を使用する際は、使用方法に
十分注意し、事故防止に努めまし
ょう。
・ラベルや袋に表示された注意事
項を厳守し、周囲への飛散に十分
注意しましょう
・散布量は必要最低限にし、農薬
以外の防除方法を検討しましょう
・事前に周辺住民や施設利用者な
どに周知を行うとともに、風向き
に注意しましょう
・農薬廃棄は専門処理業者に委託
するなど、責任をもって処分しま
しょう
問　産業振興課農政担当

詳細はこちら申込はこちら
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募　　集
地域経済活性化
ポイント還元事業参加店

対象店舗　
市内の中小事業者(大手スーパー
マーケットやコンビニエンススト
アなどのチェーン店、病院、調剤
薬局などを除く)　
決済手数料　無料(9月30日(木)まで）
申込方法　地域経済活性化ポイント
還元事業に参加するには、PayPay
に加盟する必要があります。PayPay
への加盟店登録を希望される店舗
は、PayPayホームページから登録
手続きをするか、PayPay(株)営業統
括本部営業本部関東第1ブロックシ
ョップコンサルタント・宮田さん(☎
090・9857・1642)、もしくは平日
10時～18時に電話(☎0120・936・
220)までお問い合わせください。
キャンペーン適用開始予定日
7月7日(水)までに申込みされた店
舗は、8月1日(日)から、7月26日
(月)までに申込みされた店舗は、8
月16日(月)から参加できます。
※　加盟店審査状況によっては所
定の期日にキャンペーン適用になら
ない場合があります。また、上記日
程は変更になる場合があります
他　すでにPayPay加盟店となってい
る店舗は、申込不要で対象となりま
す。また、PayPay新規加盟を希望し、
インターネットによる申込み手続き
が不明の場合は、鶴ヶ島市商工会
(☎287・1255)でサポートします。
※　消費者の方向けの案内は折り
込みチラシをご覧ください
問　産業振興課商工労政担当

緑のカーテンの作品

緑のカーテンは、つる性の植物を
窓の外にはわせた植物のカーテン
です。
夏の強い日差しを和らげ、葉の蒸
散作用により周囲の温度を下げて
くれるので、カーテンから涼しい
風が流れ込み室温の上昇を抑えて
くれます。また、冷房の使用抑制
による省エネルギー効果、建物に
熱を蓄積させないことによる、ヒートアイランド緩和の効果が期待できます。
市内でも、すでに多くの家庭、事業所で緑のカーテンに取り組んでいます。
より多くの市民の皆さんに関心を持っていただき、広く普及することを目的
として、昨年に引き続き「第6回緑のカーテン展覧会」を開催します。
この夏、植物の力で涼しい夏を過ごしましょう。
募集作品　緑のカーテンに関する写真、絵、簡単な工作物(ひょうたんに絵を
描く)など
申　9月6日(月)から11月5日(金)までに応募用紙に必要事項を記入し、作品
を生活環境課または市民活動推進センター、各市民センターへ提出
※　応募用紙は受付各所に置いてあります
展覧会・情報交換会　12月(市役所)
問　みどりかぜ事務局・前

まえだ

田☎080・5489・3010、生活環境課環境保全担当

第9回鶴ヶ島映像フェスティバル作品～動画で知ろう！鶴ヶ島のいいところ～

募集期間　7月1日(木)～8月31日(火)
募集作品
・1人2作品まで応募可。1作品は3分以内
・Windows8.1以上の環境で放映できる作品
応募方法
次のいずれかの方法により応募してください。
①NPO法人鶴ヶ島動画ファンクラブのFacebookページへ投稿
②電子記録媒体にデータを保存し、市民活動推進センターか地域活動推進課
へ直接持参
※　9月1日(水)からYouTubeで一般公開予定。優秀作品には賞品あり
※　公開に適さない作品は不可。著作権・肖像権に抵触しない作品に限ります
※　応募多数の場合は上映できない作品もあります
※　ご応募いただいた電子記録媒体は返却できません
※　映像提供者に確認のうえ、二次利用させていただくことがあります
主催　NPO法人鶴ヶ島動画ファンクラブ
問　地域活動推進課地域活動推進担当

広告

広告
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令和3年度看護学生

坂戸鶴ヶ島医師会立看護専門学校
は、修業年限3年で看護師国家試
験受験資格が取得できる全日制の
専門学校です。看護師を目指した
い方、一度社会に出た後、改めて
看護師を目標に学びたい方、看護
師に関心のある方は、ぜひご応募
ください。
修学資金制度　各種あり
募集形態　早期特別選抜・自己推
薦選抜(高校生枠・社会人枠)・一
般選抜
学校説明会　6月～12月に開催(計
7回)
募集要項・入学願書の請求方法
窓口での受領もしくは、郵送(角
型2号の返信用封筒に310円分の
切手を貼付したものを同封)によ
り申込みください。
申	問　坂戸鶴ヶ島医師会立看護専
門学校(〒350-0212坂戸市大字石
井2326-16)☎289・
6262

案　　内
7月は虐待ゼロ推進月間です！

虐待を発見した、虐待を受けてい
る、虐待をしてしまったなどの場
合は、「埼玉県虐待通報ダイヤル
♯7171」に電話してください。
詳細は、埼玉県ホームページをご
覧ください。
問　県福祉政策課☎
048・830・3391

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。

県HPはこちら

詳細はこちら

夏の収穫体験

日　7月31日(土)9時～
※　雨天時は8月1日(日)に延期
※　生育状況により日程変更あり
場　農業交流センター
内　とうもろこしと枝豆の収穫体験
定　20組(1組5人まで、申込順)
※　小学生以下は保護者同伴
料　1組500円(とうもろこし2本・
枝豆3本付)　※　これ以外の収穫
分(時価)購入可
持　持ち帰り用袋(大)、軍手
他　作業のできる服装
申	問　7月4日(日)9時から農業交
流センターへ☎279・3335

始めよう！手話を学ぶ第一歩

手話であいさつや自己紹介をして
みませんか？初めての方を対象
に、簡単な手話や聴覚障害につい
て学ぶ全3回の講座です。お気軽
にご参加ください。
対　市内在住在勤の16歳以上の方
日　①7月14日(水)、②21日(水)、
③29日(木)19時～21時
場　①②市役所6階会議室、③東
市民センター
内　①聴覚障害について②手話の
学習③手話通訳問題研究会「折鶴
会」の見学
定　10人(受講歴のある方はお断
りする場合があります)
申	問　7月7日(水)までに社会福
祉協議会へ☎271・6278

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、
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。
日　7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

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　7月13日(火)、8月17日(火)、
9月14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

オンライン(LINE)でつながる講座

対　スマートフォンやタブレット
でLINEができるようになりたい高
齢の方など
日　7月29日(木)14時30分～16時
場　市役所6階食堂
内　中・高・大学生からLINEの使
い方を教わり、その後、通話体験
をします。
定　10人(申込順)
料　無料
持　スマートフォンまたはタブレ
ット、飲み物
申	 問　7月5日(月)から21日(水)ま
でに社会福祉協議会へ☎271・6011
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28

案　　内
第4回おはなしたんぽぽ語りの会

対　大人
日　7月14日(水)10時～12時
場　中央図書館
内　語りのサークル ｢おはなした
んぽぽ｣ が日本や外国の昔話など
を語ります。
定　16人(申込順)
料　無料
申	問　7月6日(火)から中央図書
館へ☎271・3001

建築物のアスベスト対策に
関する補助金制度

埼玉県では、民間建築物のアスベ
スト対策として、アスベスト含有
のおそれのある吹付け材の含有調
査および吹付けアスベストの除去
など工事に対する費用の補助をし
ています。
問　県建築安全課☎048・830・
5525

建築物の耐震診断・改修に
関する補助金制度

埼玉県では、病院や店舗、ホテル
などの多数の人が利用する一定規
模以上の建築物に対して、耐震診
断・耐震補強設計および耐震改修
工事の費用の一部を補助していま
す。
対　昭和56年5月31日以前に建築
確認を受けて建築された建築物	
問　県建築安全課☎048・830・
5527

多子世帯の中古住宅取得に
補助を行っています

埼玉県では、18歳未満の子が3人
以上または2人(条件付き)の世帯
で中古住宅を取得する世帯を対象
に補助を行っています(最大40万
円)。
補助対象住宅
・戸建住宅　床面積100㎡以上
・マンション　床面積80㎡以上ま
たは5室以上
補助予定件数　140件
受付期間　令和4年3月15日(火)ま
で(申込順)
他　補助金の対象となる中古住宅
の取得に併せて、親世帯と同居ま
たは近居する場合や埼玉県内のリ
フォーム業者が1件20万円(税込)
以上のリフォームをする場合に
は、公社の助成金が最大10万円受
けられます(予定件数90件、申込
順)。
問　県住宅課総務・民間住宅担当
☎048・830・5563

不要になった携帯電話を
回収しています

小型家電リサイクルをさらに発
展・促進するため、不要になった
携帯電話(スマートフォンも可)を
回収する「アフターメダルプロジ
ェクト」を実施しています。不要
になった携帯電話は、個人情報を
消去し、電源を切ったうえで、市
役所1階ロビーに設置している回
収ボックスに入れてください。
なお、回収された携帯電話は、市
が保管し、小型家電リサイクル法
認定事業者に引き渡します。
問　生活環境課環境推進担当

救急情報カードを利用しましょう

「救急情報カード」は、119番通報
を受けた救急隊員が、急病人宅に
駆けつけた際に、急病人の情報を
迅速かつ正確に把握するために利
用します。
自分の体調に不安を感じている方
などは、「救急情報カード」の裏面
に「緊急連絡先、かかりつけ医療
機関などの必要事項」を記入し、
冷蔵庫の扉の表側に磁石やテープ
などで貼っておいてください。
配布場所　健康長寿課、若葉駅前
出張所、各地域包括支援センター、
老人福祉センター、各市民センタ
ー、女性センター、社会福祉協議
会
料　無料
問　健康長寿課高齢者福祉担当

サマージャンボ宝くじ7億円、
サマージャンボミニ5000万円
を同時発売！

これらの宝くじの収益金は、市町
村の明るく住みよいまちづくりに
使われます。お求めは県内の売り
場でどうぞ。ネットでも購入でき
ます(各1枚300円)。
発売期間 	
7月13日(火)～8月13日(金)
問　(公財)埼玉県市町村振興協会
☎048・822・5004

祝 鶴ヶ島市市制施行30周年
職人が作る世界に一枚のオーダー布団

7月31日まで
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がんワンストップ電話相談

働くがん患者さんの治療と仕事の両立を支援するため、
看護師・医療ソーシャルワーカー・両立支援促進員な
ど複数の専門職による相談会を開催します。新型コロ
ナウイルス感染症の影響を踏まえて、当面の間、電話
による相談として実施しています。
対　県内在住在勤の就労中のがん患者の方(休職中の方
も含む)
日　7月8日(木)・21日(水)、8月6日(金)・25日(水)、
9月9日(木)・22日(水)、10月8日(金)・19日(火)、11
月8日(月)・24日(水)、12月7日(火)・23日(木)、1月
7日(金)・21日(金)、2月8日(火)・21日(月)、3月9日
(水)・22日(火)
相談時間　18時15分～20時30分(最終受付20時)
※　事前予約制
料　無料
申　電話、メール( a3590-06@pref.saitama.lg.jp)
または県ホームページから申込み
問　県疾病対策課☎048・830・3651

心身の健康度をチェックしましょう

75歳以上の要支援・要介護認定を受けていない方に「は
つらつ健康アンケート」を送付します。回答・返信に
ご協力をお願いします。
自分では気づきにくい心身や生活機能の状態を把握し
て、介護予防などの健康づくりに生かすために調査を
行います。
回答をいただいた方には、その結果をもとに個人アド
バイス表を送付いたしますので、生活習慣や心身機能
の維持、見直しの機会としてお役立てください。
また、この調査結果をもとに、生活支援員や地域包括
支援センターの職員が訪問します。
問　健康長寿課地域包括ケア推進担当

地域で介護予防！「つるフィット」の募集

地域の高齢者の方へ運動の大切さや楽しさを伝える介
護予防ボランティア「つるフィット」の仲間になりま
せんか。高齢者が元気にイキイキ暮らす地域を目指し
一緒に活動しましょう。
まずは「介護予防ボランティア養成講座」を受講！
●	高齢者向けの運動の指導に必要な基礎知識をしっかり
身につけます(講義・実技)
●	つるゴン元気体操(重りの体操)などを通じて、介護予
防に適した体操の指導方法を学びます
●	理学療法士が講師となって、養成講座終了後も活動を
適宜サポートします
対　介護予防に関心があり、講座終了後に地域で運動
指導を中心に介護予防のボランティア活動ができる方
日　7月27日(火)から毎週火曜日13時30分～15時30分
(全7回)
場　市役所会議室
定　15人(応募多数の場合は抽選)
料　無料
申	問　7月16日(金)までに健康長寿課地域包括ケア推
進担当へ

フレイルチェック測定会

対　市内在住の65歳以上の方
日　8月20日(金)10時～12時
場　富士見市民センター
内　質問紙によるフレイルチェック、筋肉量などの測
定、フレイル予防アドバイス
定　10人(申込順)
料　無料
持　筆記具、飲み物
他　測定しやすい服装(裾をひざ下まで上げられるズボ
ンなど)
申	問　7月5日(月)から健康長寿課健康増進担当へ

申込はこちら


