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彩の国動物愛護推進員

動物愛護推進員は、犬、猫などの
動物の愛護や正しい飼い方につい
て県民の理解を深めるため、ボラ
ンティアとして積極的・自主的に
活動を行っていただくことを目的
として委嘱するものです。
定　30人
任期　令和4年4月1日～令和7年3
月31日まで（3年間）
募集期間　9月1日(水)～11月30
日(火)
他　応募資格や応募方法などの詳
細は、埼玉県ホームページをご覧
ください。
申 問　県生活衛生課総務・動物指
導担当☎048・830・3612（平日8
時30分～17時15分）

彩の国埼玉環境大賞候補者

環境保全の意識醸成および行動促
進を図るため、他の模範となる優
れた環境保全の取組を行う個人、
県民団体および事業者を埼玉県知
事が表彰します。
対　県内で活動する団体、事業者、
個人(自薦、他薦不問)
他　応募の詳細は、埼玉県ホーム
ページをご覧ください。
申 問　10月1日(金)までに郵送ま
たはメールで県環境政策課計画推
進・環境影響評価担当へ☎048･830
･3019

埼玉県HPはこちら

お知らせ
今月の納期

◆固定資産税・都市計画税第3期
◆国民健康保険税第3期
◆介護保険料第3期
◆後期高齢者医療保険料第3期

第72回鶴ヶ島市民体育祭
中止のお知らせ

10月10日(日)に予定していた「第
72回鶴ヶ島市民体育祭」は新型コ
ロナウイルスの感染拡大防止のた
め、中止させていただきます。
問　NPO法人鶴ヶ島市体育協会事
務局(鶴ヶ島海洋センター内)☎277
・5199

日本赤十字社会員増強運動
ご協力へのお礼

5月を中心にお願いしている日本
赤十字社会員増強運動では、市内
自治会をはじめ皆さんの温かいご
支援とご協力により、243万4805
円もの活動資金が寄せられていま
す。ご協力ありがとうございます。
この活動資金は、災害救護、安全
な血液製剤の安定供給のための事
業、看護師の養成、医療施設の整
備などに活用されます。
問　福祉政策課福祉政策・地域福
祉担当

Infor-
mation

台風時などのつるバス・
つるワゴンの運行

ご利用の皆さんには、日頃から新
型コロナウイルス感染症対策にご
協力いただき、ありがとうござい
ます。引き続き、マスクの着用や
会話を控えるなど、感染症予防の
ためのご協力をお願いします。
台風や大雨などの天候の影響によ
り、運行に遅れが生じたり、利用
者の安全確保が困難となった場合
には、運行を中止することがありま
す。大変ご迷惑をおかけいたしま
すが、あらかじめご了承ください。
問　都市計画課交通政策担当

募　　集
つなげるアート展出展作品

対　市内・近隣市町にお住まいの
障害のある方
場　中央図書館
募集作品　絵画、写真、貼り絵、
書道など壁に掛けることができる
作品（画材・サイズは不問）
他　作品は1人2点まで（応募多数
の場合は1点のみ展示）、作品は額
縁に入れてください。額縁がない
場合はそのまま展示します。
申　12月3日(金)までに作品出展申
込書にご記入の上、作品とともに
中央図書館に直接お持ちください。
※　作品出展申込書は中央図書
館、各分室で配布します。図書館
ホームページからも
ダウンロードできます
問　中央図書館
☎271・3001 図書館HPはこちら埼玉県HPはこちら
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イベント
栗ひろい体験

高倉の自然とふれあいながら、秋
の味覚を収穫してみませんか。
日　9月19日(日)、25日(土)9時～
※　雨天の場合は、20日(祝)、26
日(日)
場　農業交流センター周辺の栗畑
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　1000円(入 園 料200円、 栗 代
1kg分800円 ）、他 収 穫 分 は100g 
80円で購入可
持　帽子、長靴、厚手のゴム手袋
※　栗ひろいのできる服装
申 問　9月4日(土)9時から農業交
流センターへ☎279・3335

市役所朝市は中止します

9月11日(土)の市役所朝市は、新型
コロナウイルス感染症の感染拡大
を防止するため中止することにな
りました。10月以降も、毎月第2土
曜日に開催予定です。市内でとれ
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
ますので、ぜひ、お越しください。
10月以降の開催の有無は、市ホー
ムページまたは直接、産業振興課
農政担当に確認してください。
問　産業振興課農政担当

広告

第33回図書館まつり

日　10月2日(土)・3日(日)
場　中央図書館
問　図書館まつり実行委員会事務局（中央図書館内）☎271・3001

【催し物】
本のリサイクル市
日　2日(土)9時～17時、3日(日)9時～15時
内　本を1冊50円で販売
朗読会／朗読サークルおひさま
日　2日(土)10時30分～12時
内　新日本紀行 元ナレーター草

くさやなぎ

柳隆
りゅうぞう

三さんのお話
つるがしま郷土かるた体験／鶴ヶ島市子ども会育成会連絡協議会
日　2日(土)14時～15時
CDコンサート
日　2日(土)14時～16時　※　要申込
おはなし会／サークルこぐま
日　3日(日)10時～11時
上映会「アニメもったいないばあさん」
日　3日(日)13時30分～14時10分　※　要申込
ろんちゃんおはなし会
日　3日(日)15時～16時　※　要申込

【ロビー展示、販売】　※　開催日時は各ブースで異なります
・ティーンズ図書の展示(スター☆ガール)
・活動報告展示＆野菜当てクイズ(つるがしま緑のカーテン市民実行委員会)
・イラストレーターフルタハナコのぬりえコーナー
・手作りパンの販売(パン工房カウベル)
・赤飯などの販売(たのしみ料理クラブ)
・布小物の販売(布絵本サークルロンロン)
・手作りおもちゃの販売(サークルこぐま)
・電子図書館を使ってみましょう！(鶴ヶ島市立図書館)
※　状況により、内容を変更することがあります。
　　詳しくは、図書館ホームページをご確認ください

図書館HPは
こちら

広告
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案　　内
大人が楽しむ秋の語りの会 
四人語りの会

日　10月6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、池
い け だ

田富
ふ じ こ

士子さ
ん、中

なかやま

山明
あ き こ

子さん、若
わかばやし

林孝
た か こ

子さん
内　語り手たちの会の4人が語る
大人向けの語り
定　各回16人(申込順)
料　無料
申 問　9月14日(火)から中央図書
館へ☎271・3001

読み聞かせ入門講座
絵本と過ごす豊かな時間

対　読み聞かせに興味のある方
日　10月10日(日)14時～15時30分
場　中央図書館
講　上

じょうこう

甲知
と も こ

子さん(「絵本でほっ
こりの会」代表)
内　忙しくても大丈夫！子育てに
読み聞かせを取り入れるコツや方
法を教えます。
定　20人(申込順・子ども同伴可)
料　無料
持　筆記具(必要な方)
申 問　9月8日(水)から中央図書館
へ☎271・3001

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。

日本語ボランティア学習会

対　事前説明会と学習会の全4回
に参加後、市国際交流協会に入会
して活動ができる18歳以上の方
日　事前説明会／10月17日(日)
13時30分～14時30分　
学習会／10月31日(日)、11月7日
(日)・14日(日)14時～16時
場　事前説明会／南市民センター
学習会／富士見市民センター
講　松

ま つ お

尾恭
きょうこ

子さん（(公社)国際日
本語普及協会）
内　市内在住などの外国人の日本
語学習支援を通じ、相互理解を深
める活動の学習会
定　7人程度
料　1100円
申 問　10月1日(金)までに市国際
交流協会事務局（地域活動推進課
地域活動推進担当）へ

音訳講習会（入門）

対　音訳活動に興味、関心のある
方
日　9月18日(土)10時～15時30分、
25日(土)10時～15時、10月2日(土)
10時～12時
場　市役所6階会議室
内　視覚に障害のある方に音声で
情報をお届けする音訳活動の基礎
を学びます。
定　10人(申込順)
料　無料
持　筆記具
申 問　9月10日(金）までに社会福
祉協議会へ☎271・1414

広告

広告

エンディングノートを配布します

エンディングノートは、人生を振り返り、ご
自身やご家族のこと、財産のこと、もしもの
ときのことなど、要望や希望を分かりやすく
書き留めておくものです。
市では、高齢者の皆さんが住み慣れた地域で
自分らしく暮らしていただくために、「マイエ
ンディングノート」を作成しました。
なお、このノートは、市と協定を締結した事
業者が広告主を募り、その広告費を財源に無
料で作成しました。
配布日　9月１日(水)～
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　
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地域密着型サービス事業所
合同作品展

日　9月13日(月)～17日(金)8時
30分～17時
場　市役所１階ロビー
内　グループホーム(認知症対応
型共同生活介護)、小規模多機能型
居宅介護および看護小規模多機能
型居宅介護を利用している皆さん
が制作した作品の展示会。
第9回となる今年のテーマは「丑

うし

」
です。
問　介護保険課介護保険担当

第9回逆木荘グラウンドゴルフ
初心者教室

対　次のすべてに該当する方
①グラウンドゴルフを始めようと
している方
②市内在住の60歳以上で全日程に
参加できる方
日　10月5日、12日、19日、26日、
11月2日、9日の各火曜日(全6回)
13時30分～16時
場　老人福祉センター「逆木荘」
講　日本グラウンドゴルフ協会3
級シルバー普及指導員
定　12人
※　応募者多数の場合は抽選
料　無料
持　運動靴　
※　運動ができる服装
他　クラブなどの道具は用意します。
申 問　9月1日(水)から6日(月)(9
時～16時）までに老人福祉センタ
ー「逆木荘」へ☎286・3301

■第42回みふじ会和紙ちぎり絵展

日　9月28日(火)～10月1日(金)9
時30分～16時30分(28日は12時か
ら、1日は15時30分まで)
場　市役所１階ロビー
問　和紙ちぎり絵みふじ会・是

これえだ

枝
☎286・4625

■囲碁大会

対　市内在住在勤在学の方
日　11月7日(日)9時～18時
場　北市民センター
内　リーグ戦を行った後、決勝トーナ
メント実施。入賞者(4位まで)を表彰
料　1000円(当日納入、昼食付、参
加賞あり)
問　鶴ヶ島囲碁同好会・廣

ひ ろ た

田☎285
・9495

■第1回吟行会

対　高校生以上の方
日　9月26日(日)10時～12時(雨天
中止)
場　鶴ヶ島グリーンパーク太田ヶ谷の森
内　4月にオープンした自然豊かな
公園の散策とその森を守る団体との
交流。後日、短歌を1首提出してい
ただきます。
料　200円(当日集金)
申 問　9月19日(日)までに鶴ヶ島
短歌クラブ・杉

すぎやま

山へ☎080・6639・
8358

■2021第40回鶴ヶ島市お琴同好会
筝コンサート

日　11月7日(日)13時～14時20分
場　東市民センター
内　会員による箏・三絃の演奏
曲目　愛

いと

し子
ご

に贈
おく

る子守歌ほか
問　鶴ヶ島市お琴同好会・安

あ ん ぜ

瀬☎
285・7957

■第47回鶴美展

日　11月14日(日)～21日(日)9時
30分～17時(15日は休み、21日は
14時まで)
場　中央図書館
内　美術協会会員による作品の展示
(新型コロナウイルス感染症の感染
防止のため、一般公募はしません)
種目　絵画､ 書､ 写真､ 工芸
他　随時(当日)入会・展示可、年
会費2000円、出品料1点500円
問　鶴ヶ島美術協会・吉

よしかわ

川☎285・
0644

埼玉150周年記念･鶴ヶ島市市制施行30周年記念
第42回鶴ヶ島市文化祭

広告
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ら、1日は15時30分まで)
場　市役所１階ロビー
問　和紙ちぎり絵みふじ会・是

これえだ

枝
☎286・4625

■囲碁大会

対　市内在住在勤在学の方
日　11月7日(日)9時～18時
場　北市民センター
内　リーグ戦を行った後、決勝トーナ
メント実施。入賞者(4位まで)を表彰
料　1000円(当日納入、昼食付、参
加賞あり)
問　鶴ヶ島囲碁同好会・廣

ひ ろ た

田☎285
・9495

■第1回吟行会

対　高校生以上の方
日　9月26日(日)10時～12時(雨天
中止)
場　鶴ヶ島グリーンパーク太田ヶ谷の森
内　4月にオープンした自然豊かな
公園の散策とその森を守る団体との
交流。後日、短歌を1首提出してい
ただきます。
料　200円(当日集金)
申 問　9月19日(日)までに鶴ヶ島
短歌クラブ・杉

すぎやま

山へ☎080・6639・
8358

■2021第40回鶴ヶ島市お琴同好会
筝コンサート

日　11月7日(日)13時～14時20分
場　東市民センター
内　会員による箏・三絃の演奏
曲目　愛

いと

し子
ご

に贈
おく

る子守歌ほか
問　鶴ヶ島市お琴同好会・安

あ ん ぜ

瀬☎
285・7957

■第47回鶴美展

日　11月14日(日)～21日(日)9時
30分～17時(15日は休み、21日は
14時まで)
場　中央図書館
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よしかわ

川☎285・
0644

埼玉150周年記念･鶴ヶ島市市制施行30周年記念
第42回鶴ヶ島市文化祭

広告
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案　　内
インターネットで「わかば大学塾
講座案内」が見られます

わかば大学塾では、インターネッ
ト上で講座案内パンフレットと講
座PR冊子が取り出せるQRコード
を開設しました。各講座の内容は
こちらをご覧ください。受講を希
望する方は、事務局にご連絡くだ
さい。
問　わかば大学塾事務局☎298・74
84(平日10時～12時、13時～15時)

埼玉県委託
「介護職チャレンジ！」説明会

埼玉県では、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
日　9月21日(火)13時30分～
場　市役所4階401会議室
持　履歴書、職務経歴書、健康保
険証(当日面接を希望する方)
申 問　前日までに(株)シグマスタ
ッフ大宮支店（受託事業者）へ
☎048・782・5173またはホーム
ページから

高齢者の介護などに関する相談は
お近くの地域包括支援センターへ

■かんえつ
脚折145-1関越病院南館1階
☎285・78775285・7866
■いちばんぼし
藤 金871-3つ る が し ま 中 央 交 流
センター内☎279・07775279・
0778
■ぺんぎん
上広谷5-1プラザイン上広谷1階
☎271・51235271・5125
■いきいき
三ツ木16-1市役所1階
☎227・61715227・6172
受付時間　
平日・土曜日8時30分～17時15分
(ぺんぎんのみ17時30分)

認知症予防脳トレ教室

ゲームや簡単な問題を解きながら
楽しく脳トレを行う、認知症予防
のための教室です。
対　市内在住で65歳以上の方(要
介護・要支援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)
日　10月6日(水)から毎週水曜日　
14時～15時30分(全8回)
場　富士見市民センター
内　認知症についてのミニ講話や
ゲームなどを取り入れた脳トレ
定　20人
料　100円(初回のみ)
持　飲み物、筆記具
他　応募者多数の場合は抽選(新
規の方を優先）。結果については、
初回の1週間前までに郵送します。
申 問　9月17日(金)までに健康長
寿課地域包括ケア推進担当へ

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(雨天
の場合は、室内で運動を行います)。
対　市内在住の方
日　10月8日（金）9時30分～12時
場　北市民センター
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
他　両手のあく服装でご参加くだ
さい。車での来場はご遠慮くださ
い。
申 問　9月1日(水)から健康長寿課
健康増進担当へ

ハローワーク川越障害者
就職面接会

対　就職を希望する障害のある方
(事前にハローワークへの登録が
必要)
日　9月24日(金)13時～16時
場　坂戸市文化会館ふれあ(坂戸
市元町17-1)
内　企業との面接、就職相談
※　手話通訳・要約筆記あり
料　無料
持　障害者手帳（原本またはコピ
ー)、履歴書（複数枚)、ハローワ
ーク受付票
他　完全予約制
申 問　9月1日(水)から14日(火)ま
でにハローワーク川越へ☎242・
0197(部門コード46#)

講座案内パンフレット
URL：http://urx.red/Y7Zb 

講座PR冊子
URL：http://urx.red/HbvB

HPはこちら

広告

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

高齢者応援クーポン券
利用できます

広告
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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、心身の活力が低下した「フ
レイル(虚弱)」の状態になっては
いませんか。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　10月12日(火)10時～12時
場　西市民センター
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)で
ご参加ください。
申 問　9月6日(月)から健康長寿課
健康増進担当へ

認知症サポーター養成講座

「認知症サポーター」とは、何か
特別なことをするのではなく、認
知症という病気を正しく理解し
て、その人と家族を見守る応援者
です。認知症になっても安心して
暮らせるまちを目指し、認知症に
ついて学びませんか。
対　市内在住在勤の方
日　9月28日(火)10時～11時30分
場　市役所１階101・102会議室
内　認知症についての講話
定　15人(応募者多数の場合は抽
選)
料　無料
持　筆記具、飲み物
申 問　9月1日(水)から15日(水)
までに健康長寿課地域包括ケア推
進担当へ

フレイルサポーター養成講座

フレイルサポーターは、フレイル予防の普及啓発を行うボランティアです。
主な活動は、高齢者を対象とした「フレイルチェック測定会」の実施です。
測定会では、フレイルの兆候に早期に気づいてもらうために、簡単な質問紙
を使ったフレイル度チェックや筋肉量などの測定、フレイル予防のアドバイ
スを行います。
フレイルサポーターになって地域で楽しく活動してみませんか？
対　次の要件をすべて満たす方
①市内在住で、フレイル予防に関心があり、地域で積極的に普及啓発を行う
意欲がある
②養成講座のすべての日程に参加可能
③令和4年度以降に実施する市内公共施設でのフレイルチェック測定会に参加
可能(おおむね月1～2回程度) 

定　20人(申込順）　　　料　無料　　　持　筆記具
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）でご参加くだ
さい。
申 問　9月24日(金)までに健康長寿課健康増進担当へ

「これって認知症？」講話＆
もの忘れ相談

もの忘れが気になる方、不安はそ
のままにせず、話を聞いてみませ
んか？相談員が実際に出会った事
例を含めてお話します。
対　市内在住在勤の方
日　9月22日(水)13時～
場　市役所1階会議室
講　福

ふくしまゆうだい

島雄大さん(丸木記念福祉
メディカルセンター(認知症疾患
医療センター)医療福祉相談室
内　①講話「これって認知症？」
13時～14時10分
②もの忘れ相談　14時20分～
※　①の講話後、希望者のみ(1人
20分程度)
定　15人(申込順)
料　無料
申 問　9月3日(金)から健康長寿課
地域包括ケア推進担当へ

9月は「世界アルツハイマー
月間」です

アルツハイマーデー・月間は、「国
際アルツハイマー病協会(ADI)」
が世界保健機関(WHO)と共同で
制定し、認知症に関する様々な取
組を行っています。

認知症に関する情報の展示
日　9月13日(月)～27日(月)
場　市役所1階ロビー
鶴ヶ島市認知症地域支援推進員に
よる相談
ちょっと聞いてみたいこと…どう
ぞ気軽にお立ち寄りください。
日　9月15日(水)9時30分～12時、
13時30分～16時
場　市役所1階ロビー
申　不要
問　健康長寿課地域包括ケア推進
担当

日　時　 内　容 会　場

① 10月11日(月)
13時30分～15時30分

開講式、フレイルサポーターの
役割と活動内容の説明

市役所1階
101・102会議室

② 10月14日(木)
10時～12時 フレイル予防についての講義

③ 10月21日(木)
10時～12時 測定などの実技

④ 10月28日(木)
10時～12時 模擬フレイルチェックの実践

⑤ 11月5日(金)
10時～12時30分 模擬フレイルチェックの実践 市役所3階庁議室

⑥ 11月22日(月)
13時30分～15時30分

模擬フレイルチェックの振り返
り、修了式

市役所5階
503・504会議室
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「広報つるがしま」に広告を掲載しませんか

「広報つるがしま」は、毎月1回(3万4000部程度)を発行し、
市内の全世帯、事業所などに配布しています。「広報つる
がしま」で、皆さんの会社やお店のPRをしませんか？

問　秘書広報課広報広聴担当

広報つるがしま（令和3年8月号）の掲載内容の訂正について

掲載内容に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。
【訂正箇所】　23ページ「鶴ヶ島へ、希望の道がつながりました！」の記事
【誤】磯

いそ

 貴
たかひろ

博さん（藤小学校6年）　　　【正】磯 貴博さん（栄小学校5年）
問　秘書広報課広報広聴担当

案　　内
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、
パソコン教室を開催します。
対　ひとり親家庭の親または寡婦
日　10月6日(水)・7日(木)(全2日
間)10時30分～15時30分
場　坂戸市文化施設オルモ
内　選べるワード・エクセル講座
就業支援セミナー
定　15人(応募多数の場合抽選)
料　無料(教材費実費800円)
申 問　9月21日(火)(必着)までに、
①「パソコン教室(第4回)」②郵
便番号・住所③氏名④年齢⑤電話
番号を明記の上、往復はがきかメ
ールで(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☎048・822・1951  
info@saiboren.or.jp

県立塙
はなわ

保
ほ き い ち

己一学園高等部
専攻科入学者募集

高等部専攻科(3年課程)では、視
覚障害(全盲または弱視)の10代か
ら60代の方が、あん摩・マッサー
ジ・指圧、はり、きゅうの技能を
習得しています。卒業時には国家
試験の受験資格が得られ、免許取
得後は病院や介護施設などへの就
職、治療院開業、進学などの道が
ひらけます。
第1次募集選考日　11月26日(金)
第2次募集選考日　令和4年2月14
日(月)
※　第1次募集で募集人員に達し
た場合、第2次募集は行いません
他　相談・見学は随時受け付けま
す。詳細については、お問い合わ
せください。
申 問　同校(〒350-1175川越市笠
幡85-1)☎231・2121

埼玉県県政サポーター募集

埼玉県の現在や将来について考
え、県政に参加してみませんか。
対　16歳以上でホームページの閲
覧やメールの利用が日本語ででき
る方(議員、首長、常勤の埼玉県
職員は除く)
他　アンケートにご協力いただく
とポイントがたまり、一定ポイン
トに達した方の中から抽選で県産
農産物や図書カードを進呈します。
申　埼玉県ホームページから申し
込んでください。
問　県県民広聴課☎048・830・28
50

全国一斉　子どものための
養育費相談会

埼玉青年司法書士協議会と全国青
年司法書士協議会では、養育費に
関する電話相談会を開催します。
日　9月25日(土)10時～16時
電話番号　☎0120・567・301(フリー
ダイヤル)　※　当日のみの専用
番号
料　無料
他　秘密は厳守します。
申　不要
問　埼玉青年司法書士協議会司法
書士・関

せ き ね

根☎0493・71・3031

埼玉県議会フォトコンテスト作品募集

応募資格　どなたでも応募可
部門・規格　①一般写真部門／A4または四つ切り（ワイド可）　
②モバイル写真部門／2～5メガ程度の画像データ(JPEG）
テーマ　①一般写真部門／A「埼玉の四季」、B「自由(フリーテーマ)」　②モ
バイル写真部門／A「埼玉の四季」、B「埼玉の感動」
応募条件　平成31年1月1日以降に埼玉県内で撮影された未発表もの
応募締切　11月10日(水)17時必着
応募方法　①一般写真部門／必要事項を記入した指定応募用紙を作品の裏に
貼り、埼玉県議会事務局政策調査課広報担当へ郵送か持参　②モバイル写真
部門／必要事項を入力し、作品を  s-gikai@bz04.plala.or.jpに送信　
その他　応募要領は県議会ホームページからダウンロード可。
問　県議会事務局政策調査課広報担当☎048・830・6257

規　格 掲載料(1回あたり）

1枠(縦48mm×横178mm)　 3万円

1枠の2分の1相当(縦48mm×横88mm)　 1万5000円

埼玉県HPはこちら

詳細はこちら

埼玉県議会HP
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問合先　保健センター☎271・2745
【対象】
40～74歳の鶴ヶ島市国民健康保険被保険者
【特定健診】

鶴ヶ島市国民健康保険の特定健診実施期間は、１0月31日(日)までです。
対象の方には、5月下旬に受診券を送付しています。
受診券がお手元にない場合はお問い合わせください（ホームページから
受診券の再発行や新規の申込みができます）。
【特定保健指導】
特定保健指導は、「動機づけ支援」または「積極的支援」に該当した方を対象に、生活習慣の目標を立て、実行していただくお
おむね3か月間の支援プログラムです。
対象の方には、市の特定健診受診の2～3か月後に「特定保健指導利用券」を送付します。
特定保健指導対象の方は、そのまま放置しておくと心臓病や脳卒中などを引き起こす可能性がありますが、生活習慣の改善で
これらの重大な病気の発症を未然に防ぐことができます。
医師、保健師、管理栄養士などが無料で、日常生活の中で無理なく実施できる生活習慣改善のアドバイスを行います。
この機会に特定保健指導を利用して、生活習慣の改善を始めましょう。

1年に1回の受診で健康チェック！
特定健診・特定保健指導を受けましょう
〜10月31日（日）まで〜

献血にご協力をお願いします

日　9月24日(金)10時 ～11時45分、13時
～16時
場　市役所1階ロビー
内　400・200ml献血
持　本人確認書類

（運転免許証など）

保健事業休止医療機関のお知らせ

現在休診中のため、定期予防接種・健康診
査などの申込はできません。
一本松診療所
住所　下新田17-4

骨粗しょう症検診を受けましょう

「骨粗しょう症」とは、骨がスカスカになり、骨折を起こしやすく
する病気です。女性は、閉経により女性ホルモンが減少し、骨密度
が急速に低下するため、骨粗しょう症になりやすくなってきます。
骨粗しょう症は痛みなどの自覚症状がないことが多く、定期的な
チェックが必要です。 
保健センターでは骨粗しょう症検診を行っていますので、健康管理
にお役立てください。受診を希望する方は、ぜひお申込みください。
すでに受診券をお持ちの方は、忘れずに受診してください。
対　今年度40・45・50・55・60・65・70歳になる女性
日　9月3日(金)、10月22日(金)
場　保健センター
内　レントゲンによる骨密度測定
定　90人
料　500円（個人負担金が免除になる場合あり）
申　事前に保健センターへ電話☎271・2745、直接また
は市ホームページ専用フォームからお申込みください。

　寝たきりなどの要介護状態の原因は、認知症が最も多く、次いで脳血管疾患、骨折、転倒など*となっ
ています。骨折や転倒の原因は骨粗しょう症も背景にあるため、要介護の状態にならないためには、骨の
健康を保つことが大切です。
　骨の健康を保つためには、まずはバランスの取れた食事が基本です。これは、骨にとって適切な体重を
維持するためです。朝昼夕の3食を規則正しく、主食、主菜、副菜のそろった食事を意識してみましょう。骨を丈夫にするには、
カルシウムに加えて、たんぱく質、ビタミンD、ビタミンKなどの栄養素が必要です。カルシウムの豊富な牛乳、乳製品や小
魚、大豆製品、たんぱく質を含む肉や魚、ビタミンDを含むきのこ、ビタミンKを含む緑黄色野菜を組み合わせて食べましょ
う。焼き魚に青菜の和え物を添えたり、しらすや桜エビをおにぎりや卵焼きに加えるなどいつもの食事にプラスするとよいで
す。一方、控えた方がよいのは、スナック菓子やインスタント食品、アルコール、カフェインのとりすぎ、喫煙です。これら
は骨へのカルシウムの吸収を妨げるなどのリスクがあります。いつもの食事を少し見直して、しっかり食べ、しっかり動いて
骨粗しょう症を予防しましょう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　  　　　　　　　　　　
＊2019年　厚生労働省　国民生活基礎調査より　　　　                     女子栄養大学栄養クリニック 管理栄養士　由
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骨粗しょう症予防の食事 健  康
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申込みはこちら

受診券再発行はこちら


