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お知らせ
今月の納期

◆市・県民税第2期
◆国民健康保険税第2期
◆介護保険料第2期
◆後期高齢者医療保険料第2期

交通事故被害者のご家族への
援護金について

対　令和2年4月1日以降、交通遺
児など(※)となった県内在住の18
歳以下の方
※　18歳以下で、保護者(一方ま
たは双方)が交通事故(陸海空すべ
ての交通事故が対象)により、死亡
または重い障害を負った方
給付額　子ども1人につき10万円
(1回のみ)
給付時期　11月または令和4年5月
申　市役所や学校などで配布す
る申請書に記入の上、期限までに
みずほ信託銀行浦和支店(〒330-
0063さいたま市浦和区高砂2-6-18　
☎048・822・0191)まで郵送また
は持参
申請期限　11月給付分は8月31日
(火)まで、令和4年5月給付分は令
和4年2月28日(月)まで
問　埼玉県交通安全対策協議会☎
048・825・2011、県防犯・交通
安全課☎048・830・2955

Infor-
mation

ベンチを寄贈していただきました

鶴ヶ島ロータリークラブから、つ
るワゴン停留所に、ベンチ1基を
寄贈していただきました。東西線
(青)「商工会」停留所(鶴ヶ島駅
西口方面)に設置していますので、
つるワゴンをお待ちの際は、ぜひ
ご利用ください。
問　都市計画課交通政策担当

都市計画に関する説明会

都市計画道路の変更に関する説明
会を実施します。
日　8月29日(日)10時～
場　西市民センター
内　川越鶴ヶ島線、鶴ヶ島毛呂山
線、新熊谷入間線の変更
問　都市計画課都市計画担当

鶴ヶ島市長選挙
立候補予定者説明会

立候補予定者および候補者を推薦
しようとする方は、出席してくだ
さい。なお、出席者は会場の都合
により、1候補者2人以内でお願い
します。
日　9月4日(土)9時30分～
場　市役所1階会議室
問　選挙管理委員会

子ども・子育て応援団体など
に助成します

社会福祉協議会では、市民の皆さ
んからの寄附などを活用して、子
ども・子育て世代を応援する活動
に助成をします。
対象事業　新型コロナウイルス感
染拡大に配慮したフードパントリ
ーや子ども食堂など
対象団体　市内に拠点を有する団
体・事業所
申請期限　指定の申請書に必要事
項を記入して、8月25日(水)まで
に市役所6階社会福祉協議会へ
問　同協議会☎271・6011

市民センター臨時休館のお知らせ

各市民センターは施設の設備点検のため、次の日程で臨時休館となります。
部屋の利用および受付、証明書発行業務は休止します。

施設名 日にち 時間 問合先
東市民センター 8月  5日(木) 9時～17時 ☎286・3357
南市民センター 8月  5日(木) 9時～18時 ☎287・0235
北市民センター 8月18日(水) 9時～13時 ☎287・0251
富士見市民センター 8月25日(水) 12時～18時 ☎287・1661
大橋市民センター 8月27日(金) 12時～18時 ☎286・0005

西市民センター 9月14日(火)
      15日(水) 9時～18時 ☎286・7899
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募　　集
投票立会人

多くの皆さんに政治や選挙に関心
を持っていただき、選挙をもっと
身近なものに感じてもらえるよう、
投票立会人の登録者を募集してい
ます。投票立会人とは、有権者の
代表として、投票が公正・適正に
行われているかを見守る方です。
対　選挙権を有している方(18歳
以上の選挙権がある方であれば、
高校生などの学生も応募可)
申　「投票立会人登録申込書」に必
要事項を記入の上、選挙管理委員
会へ持参
※　登録申込書は、市役所3階選
挙管理委員会で配布するほか、市
ホームページからもダウンロード
できます
問　選挙管理委員会

　　  市制施行30周年記念
　　  「つるがしま未来の森
づくり事業記念植樹」参加者

鶴ヶ島グリーンパーク内の「太田
ヶ谷の森」に植樹を行います。
対　どなたでも可(小学生までは
保護者同伴)
日　9月26日(日)10時(記念式典)
募集期間　8月2日(月)～9月10日
(金)
※　定員に達した時
点で締切
定　100人
申 問　都市計画課
公園緑地担当

案　　内
埼玉県介護職員雇用推進事業等
参加者募集

介護の仕事は、人を支え社会を支
える、やりがいのある仕事です。
埼玉県では、介護の仕事に興味が
ある方に対し、経験の有無などに
応じて、研修の受講から県内介護
施設などへの就職までを幅広く支
援しています。
事業内容
①介護職員雇用推進事業
県内介護施設などでの就職を希望し
ている方に対し、介護職員初任者研
修の受講から就職までを支援します。

②介護助手の養成・確保
60歳未満で、主に短時間での働き
方を希望している方に対し、県内
介護施設などで介護助手として働
くための研修の受講から就職まで
を支援します。

③高齢者等介護職員就労支援事業
60歳以上の方を対象に、県内介護施
設などで介護助手として働くための研
修の受講から就職までを支援します。

申　直接、電話またはホームペー
ジから
問　(株)シグマスタッフ大宮支店
☎048・782・5173(①②の事業)
(株)ソラスト☎0120・997・963(③
の事業)

わかば大学塾塾生

令和3年度後期講座(10月開講)の
塾生を募集します。受講を希望す
る方は、次の施設で「わかば大学
塾講座案内」を入手してください。
※　戸別配布は行いません
配布期間　8月3日(火)～9月10日(金)
配布場所　市役所(1階ロビー、生
涯学習スポーツ課)、各市民セン
ター、女性センター、農業交流セ
ンター、市民活動推進センター、
中央図書館
問　わかば大学塾事務局☎298・
7484(平 日10時 ～12時、13時 ～
15時)

文化団体連合会加盟団体会員
および団体

市文化団体連合会は、市内7つの
文化団体で構成され、相互の交流
と文化の発展を目的に、文化祭、
研修会などの活動をしています。
各団体の連絡先
・鶴ヶ島美術協会
　吉

よしかわ

川☎285・0644
・和紙ちぎり絵みふじ会
　是

これえだ

枝☎286・4625
・鶴ヶ島吟詠連盟
　福

ふくしま

島☎286・5820
・鶴ヶ島短歌クラブ
　杉

すぎやま

山☎286・0246
・鶴ヶ島市お琴同好会
　安

あ ん ぜ

瀬☎285・7957
・鶴ヶ島市茶華道連盟
　田

た な か

中☎285・2354
・鶴ヶ島囲碁同好会
　廣

ひ ろ た

田☎285・9495
※　新規加盟団体も随時募集
問　鶴ヶ島市文化団体連合会事務
局(生涯学習スポーツ課内)

詳細はこちら

①②の申込みは
こちら

③の申込みは
こちら
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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、
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　8月14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

優良運転者を表彰します

西入間警察署および西入間交通安
全協会では、令和3年度優良運転
者の表彰を行います。
対　西入間交通安全協会員であ
り、過去5年以上無事故・無違反で、
他の運転者の模範となる方
申　8月2日(月)から9月15日(水)まで
に、運転免許証、印鑑、無事故・無
違反証明書代670円を、西入間交通
安全協会(西入間警察署内1階)へ持参
問　同協会☎289・0202

就職支援ミニセミナー

対　県内在住の求職者
日　9月15日(水)13時45分～15時
45分　　場　東市民センター
内　就職活動の進め方、就職に役
立つ応募書類の作成
定　50人(申込順)　　料　無料
申 問　8月17日(火)から鶴ヶ島ふ
るさとハローワークへ☎272・4001

女性人権擁護委員による特設人権相談所

川越人権擁護委員協議会では、女性の基本
的人権の擁護などを目的に、「女性人権擁
護委員による特設人権相談所」を開設しま
す。
家庭内のもめごと、結婚、離婚、相続、夫・
恋人からの暴力、ストーカー、女性特有の
人権問題、相隣関係等でお困りの方は、お
気軽にご相談ください。
場　ウェスタ川越3階相談室
日　9月17日(金)10時 ～12時15分、13時
15分～15時30分　　料　無料
申 問　川越人権擁護委員協議会事務局☎247・4022(火・金曜日9時～16時)、
さいたま地方法務局川越支局☎243・3824(月～金曜日9時～16時)
※当日申し込みの相談にも応じます

成年後見なんでも電話相談

9月は、九都県市合同の成年後見制度普及促進月間です。成年後見制度につい
て知りたい方、利用をお考えの方の疑問に、後見実務に詳しい弁護士、司法
書士、社会福祉士がお答えします。
日　9月4日(土)10時～16時
相談電話番号　☎048・710・5040　※　当日のみつながります
問　県地域包括ケア課☎048・830・3251

手話奉仕員養成講習会(入門)

対　16歳以上で市内在住在勤の初心者
※　受講歴のある方は、お断りする場合があります
日　9月1日～令和4年3月2日毎水曜日19時～21時(全23回)
場　市役所6階会議室
内　「手話を始めてみたい！」という初心者の方を対象にした講習会
定　10人(申込順)　　料　3300円(教材費)
申 問　8月12日(木)までに社会福祉協議会へ☎271・6278☎271・6011
※　受付時間9時～17時(土・日曜日、祝日を除く)

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。
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　　  市制施行30周年記念「未来の○○発掘事業」＜第2弾＞
　　  一般初公開！(株)IHI鶴ヶ島工場見学＆サイエンス教室

令和3年4月、(株)IHIが鶴ヶ島市にや
ってきました。「どんな会社?」「鶴ヶ
島工場ではどんなことをしているの?」　
今回は、特別に工場内部を案内してい
ただきます。
対　市内在住の方(小学生以下は保護
者同伴)
日　9月23日(祝)9時30分 ～12時(午
前の部)、13時30分～16時(午後の部)

場　(株)IHI鶴ヶ島工場(太田ヶ谷1200)　※　敷地内に駐車場あり
内　工場見学、サイエンス教室「ジェットエンジンのひみつを探ろう」(小学
生向け)
定　60人(午前・午後各30人)　※　応募者多数の場合は抽選
料　無料
持　本人確認書類(運転免許証、学生証など(小学生以下は不要))、室内履き
申　8月1日(日)から20日(金)までに市ホームページ
専用フォームから
問　政策推進課政策担当

自衛官等採用試験

※　問い合わせ・各種資料の請求は、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

下水道排水設備工事責任技術者
資格認定共通試験

日　11月28日(日)
場　聖学院大学(上尾市戸崎1-1)
申　9月30日(木)必着で郵送 
※　郵送先など詳細は、坂戸、鶴
ヶ島下水道組合業務課で8月23日
(月)から配布する受験案内または同
組合ホームページをご覧ください
※　新型コロナウイルス感染症の
影響により、試験会場を変更もし
くは試験を中止する場合がありま
す。その際は、受験者に別途ご連
絡します
問　坂戸、鶴ヶ島下水道組合業務
課☎288・3361

ポリスワークセミナー
(体験付き職場説明会)

対　令和3年4月1日現在で、16歳
以上34歳以下の方
日　8月5日(木)9時30分～11時30
分
場　西入間警察署
定　10人程度(申込順)
申　同署へ☎284・0110

埼玉県警察官採用試験
受付期間　8月5日(木)9時～24日
(火)17時
第1次試験日　9月19日(日)
他　受験資格や申込方法について
は、お問い合わせください。
問　西入間警察署☎284・0110

申込はこちら

募集種目 受付期間 試験日 応募資格

一般曹
候補生

9月9日(木)
まで

1次
9月16日(木)～19日(日)
2次
10月9日(土)～14日(木)
※　いずれか1日を指定

18歳以上33歳未満
詳細は自衛隊入間地
域事務所へお問合せ
ください。

航空学生 9月9日(木)
まで

1次
9月20日(祝)
2次
10月16日(土)～21日(木)
3次
(海)11月19日(金)～12月15日(水)、
(空)11月13日(土)～12月16日(木)

(海)18歳以上23歳
未満
(空)18歳以上21歳
未満
詳細は自衛隊入間地
域事務所へお問合せ
ください。

自衛官
候補生 通年 受付時にお知らせします。

詳細は自衛隊入間地
域事務所へお問合せ
ください。

HPはこちら

広告
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　　  市制施行30周年記念「未来の○○発掘事業」＜第2弾＞
　　  一般初公開！(株)IHI鶴ヶ島工場見学＆サイエンス教室

令和3年4月、(株)IHIが鶴ヶ島市にや
ってきました。「どんな会社?」「鶴ヶ
島工場ではどんなことをしているの?」　
今回は、特別に工場内部を案内してい
ただきます。
対　市内在住の方(小学生以下は保護
者同伴)
日　9月23日(祝)9時30分 ～12時(午
前の部)、13時30分～16時(午後の部)

場　(株)IHI鶴ヶ島工場(太田ヶ谷1200)　※　敷地内に駐車場あり
内　工場見学、サイエンス教室「ジェットエンジンのひみつを探ろう」(小学
生向け)
定　60人(午前・午後各30人)　※　応募者多数の場合は抽選
料　無料
持　本人確認書類(運転免許証、学生証など(小学生以下は不要))、室内履き
申　8月1日(日)から20日(金)までに市ホームページ
専用フォームから
問　政策推進課政策担当

自衛官等採用試験

※　問い合わせ・各種資料の請求は、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

下水道排水設備工事責任技術者
資格認定共通試験

日　11月28日(日)
場　聖学院大学(上尾市戸崎1-1)
申　9月30日(木)必着で郵送 
※　郵送先など詳細は、坂戸、鶴
ヶ島下水道組合業務課で8月23日
(月)から配布する受験案内または同
組合ホームページをご覧ください
※　新型コロナウイルス感染症の
影響により、試験会場を変更もし
くは試験を中止する場合がありま
す。その際は、受験者に別途ご連
絡します
問　坂戸、鶴ヶ島下水道組合業務
課☎288・3361

ポリスワークセミナー
(体験付き職場説明会)

対　令和3年4月1日現在で、16歳
以上34歳以下の方
日　8月5日(木)9時30分～11時30
分
場　西入間警察署
定　10人程度(申込順)
申　同署へ☎284・0110

埼玉県警察官採用試験
受付期間　8月5日(木)9時～24日
(火)17時
第1次試験日　9月19日(日)
他　受験資格や申込方法について
は、お問い合わせください。
問　西入間警察署☎284・0110

申込はこちら

募集種目 受付期間 試験日 応募資格

一般曹
候補生

9月9日(木)
まで

1次
9月16日(木)～19日(日)
2次
10月9日(土)～14日(木)
※　いずれか1日を指定

18歳以上33歳未満
詳細は自衛隊入間地
域事務所へお問合せ
ください。

航空学生 9月9日(木)
まで

1次
9月20日(祝)
2次
10月16日(土)～21日(木)
3次
(海)11月19日(金)～12月15日(水)、
(空)11月13日(土)～12月16日(木)

(海)18歳以上23歳
未満
(空)18歳以上21歳
未満
詳細は自衛隊入間地
域事務所へお問合せ
ください。

自衛官
候補生 通年 受付時にお知らせします。

詳細は自衛隊入間地
域事務所へお問合せ
ください。

HPはこちら

広告
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案　　内
シニアパソコンカレッジ

「iPhoneを楽しもう」

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
②iPhone(アップル社製スマート
フォン)をお持ちの方
日　9月7日(火)、9日(木)、14日
(火)、16日(木)、21日(火)、24
日(金)14時～16時(全6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　4000円(テキスト代、保険料
など)
持　iPhone(全日程持参)
申 問　8月10日(火)までに健康長
寿課高齢者福祉担当へ

ひとり親家庭相談会

児童扶養手当現況届出期間中に、
埼玉県西部福祉事務所の専門の相
談員による、ひとり親家庭相談会
を開催します。
就職や転職の相談
8月11日(水)10時～16時
生活全般や子どもの進学費用など
の相談
8月19日(木)10時～16時
場　市役所1階こども支援課
申 問　埼玉県西部福祉事務所地
域福祉担当☎283・6780
※　要事前予約(電話)

　　  市制施行30周年記念
　　  令和3年度文化財展

今回の展示では、市制施行30周年
を記念して、「写真で見る　つる
がしまの歩み」をテーマに、鶴ヶ
島の移り変わりを写真で紹介しま
す。ぜひお立ち寄りください。
日　8月25日(水)～9月10日(金)
場　中央図書館
問　生涯学習スポーツ課文化財担
当☎285・2194

作って飛ばそう！
ペットボトルロケット

対　小学4～6年生(市内外不問)
日　8月20日(金)14時～16時
場　中央図書館
内　水の勢いで飛ぶペットボトル
ロケットを、自分で作って飛ばし
てみよう！
定　12人(申込順)
料　無料
持　はさみ、レインコート、着替え
(濡れても良い服装・靴)、飲み物
※　熱中症対策のため、飲み物を
お持ちください
申 問　8月4日(水)から中央図書
館へ☎271・3001

エコ工作教室(竹細工作り)

対　小学生
日　8月21日(土)9時～12時
場　農業交流センター
内　竹箸、竹ぽっくり、水鉄砲を
作ります。
定　15組(申込順)
※　保護者1名同伴
料　1組500円、保険代として1人
100円
持　カッター
申 問　8月4日(水)9時から農業交
流センターへ☎279・3335

秋作栽培講習会

秋野菜(大根・白菜・ブロッコリー)
の種まきから収穫までの過程を学
びます
対　全日程参加できる方
日　8月28日、9月18日、10月2日・
16日、11月6日・20日、12月4日・
18日の各土曜日9時～12時(全8回)
場　農業交流センター
定　8人　※　未受講者優先
料　2000円(種苗代など)
他　天候や野菜の生育状況によ
り日程が変更になる場合がありま
す。
申 問　8月6日(金)9時から農業交
流センターへ☎279・3335

夏のろんちゃん工作クラブ

対　小学生(市内外不問)
日　8月15日(日)10時～10時45分
場　中央図書館
内　浮いたり沈んだり、不思議な
おもちゃ「浮

ふ ち ん し

沈子」を作ってみよう！
定　12人(申込順)
料　無料
他　汚れてもよい服装
申 問　8月4日(水)から13日(金)ま
でに中央図書館へ☎271・3001

こども図書館座シネマ
『アルプスの少女ハイジ』

日　8月14日(土)14時 ～16時(13
時30分開場)
場　中央図書館
内　親子で見たい！愛され続けて
いる宮

み や ざ き

崎駿
はやお

と高
たかはた

畑勲
いさお

による名作ア
ニメ
定　19人（申込順）
料　無料
申 問　7月31日(土)から中央図書
館へ☎271・3001

図書館座シネマ『ひろしま』

日　8月7日(土)14時～16時(13時
30分開場)
場　中央図書館
内　原爆投下後直後の広島の様子
がリアルに描かれた映画/監督：
関
せきかわ

川秀
ひ で お

雄
定　19人（申込順）
料　無料
申 問　7月28日(水)から中央図書
館へ☎271・3001

バイオリンを楽しむCDコンサート

日　8月22日(日)14時～16時
場　中央図書館
内　上質なサウンドでクラシック
からジャズまで幅広くバイオリン
を堪能します。
定　18人（申込順）
料　無料
申 問　8月8日(日)から中央図書
館へ☎271・3001
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フレイルチェック測定会

新型コロナウイルス感染症の影響で、家で過ごす時間が
増えたことにより、「上手に話ができなくなった」、「歩く
速度が遅くなった」、「物忘れが多くなった」と感じるこ
とはありませんか。もしかしたら、心身の活力が低下し
た「フレイル(虚弱)」の状態にあるかもしれません。
測定会では、簡単な質問紙や測定から自分のフレイル
度を知り、予防や改善方法について学びます。早めの
気づきで元気な体を取り戻しましょう。
対　市内在住の65歳以上の方
日　9月9日(木)14時～16時
場　南市民センター
内　簡単な質問紙を使ったフレイル度チェック、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　8月12日(木)から健康長寿課健康増進担当へ

逆木荘フレイル予防教室

日　9月から2月の第2・第4木曜日10時30分～12時
場　老人福祉センター「逆木荘」
内　軽い運動と健康器具を使った軽い筋トレ
定　10人(申込順)
申 問　老人福祉センター「逆木荘」へ☎286・3301

定例健康ウォーク

ウォーキングは、健康づくりにとても有効な運動です。
講師付きなので、初心者でも安心して参加できます。ご
自身の健康づくりのきっかけに、参加してみませんか。
対　市内在住の方
日　9月10日(金)9時30分～12時(雨天時は室内で運動）
場　富士見市民センター
講　鶴ヶ島ウオーキングクラブ
内　3～5㎞のコースを歩きます。
定　20人(申込順)　　　料　無料　　　
持　飲み物、タオル、帽子、レジャーシート、筆記具
申 問　8月2日(月)から健康長寿課健康増進担当へ

ストレッチ教室

最近、足腰が弱くなった、つまずきやすくなった、運動を始めてみたい…そんな方にぴったりの教室です。ストレッ
チは身体機能を向上させ、心のリフレッシュや認知症を予防する効果も期待できます(屋外で実施する教室です)。
対　市内在住の65歳以上の方(要支援・要介護認定者および介護予防・日常生活支援総合事業対象者を除く)で医師か
ら運動制限を受けていない方
日　9月13日(月)から隔週月曜日9時30分～11時(全6回)　※　気候により時間変更の場合あり
場　鶴ヶ島フットサルリゾート(太田ヶ谷)
内　ストレッチなど気軽に楽しく実践できる運動の紹介
定　30人(応募者多数の場合は抽選。ただし、前回不参加の方を優先)
料　100円(初回のみ)　　　
持　飲み物、運動靴、ヨガマット(バスタオル)など　※　運動できる服装
申 問　8月2日(月)から健康長寿課地域包括ケア推進担当へ

　夏バテ予防の食事は、まずは3食きちんと食べることです。夏は多くの汗をかき、体力を消耗するので
必要なエネルギーを食事からしっかり補給しましょう。夏の食事は、簡単で喉ごしが良い麺類などが増え
バランスが偏りがちです。バランスの悪い食事が続くと栄養が足りず疲れ、食欲も低下します。体を作る
たんぱく質が多く含まれる肉・魚・乳製品や豆類、疲労回復に必要なビタミン・ミネラルが豊富な緑黄色
野菜を意識して取り入れましょう。特にエネルギー代謝に必要なビタミンB1が多く含まれる豚肉、うなぎ、豆類、胚芽米やそば、
抗酸化作用の高いβ-カロテンやビタミンC・Eなどが豊富な旬のトマト、ナス、カボチャ、ピーマンなどは意識してとりたい
食材です。また、香辛料や香味野菜は食欲増進や消化促進の働きがあり、ショウガ、ネギ、シソ、ミョウガなどを薬味に使
ったり、味付けにニンニクやカレー粉を使うのもおすすめです。
　熱中症予防には、1日1.2ℓを目安に水や麦茶でこまめな水分補給を心がけましょう。大量に汗をかくと水分の他にナトリウ
ムやカリウムなどのミネラルも汗から排出されます。水分だけではなく塩分やミネラルの補給もポイントです。食材では、ウ
リ科のキュウリやメロン、スイカなどは水分とカリウムを多く含み体にこもった熱を冷ます働きがあります。しっかり食べ、
暑い夏を乗り切りましょう。　　　　　　　　  　　                   女子栄養大学栄養クリニック 管理栄養士　森
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熱中症・夏バテ予防の食事 健  康
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