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つるの里奨励賞候補者を推薦してください

鶴ヶ島市表彰式において、スポーツ、文化、その他の分野で全国的に活躍し、
優れた成績を収めた方々を表彰しています。皆さんの身近で候補者となる方
がいらっしゃいましたら推薦してください。
対　令和2年11月1日から令和3年10月31日までに実施された全国レベルの大
会などで活躍、または優れた成績を収めた市内在住在学の個人や市内で活動
する団体など
提出方法　11月5日(金)までに推薦書に推薦者の住所、氏名、電話番号、候
補者およびその功績などを記入し、審査上参考となる資料を添えて直接お持
ちください。推薦書(様式)は、秘書広報課秘書担当で配布、または市ホーム
ページからもダウンロードできます。
問　秘書広報課秘書担当

サツマイモを栽培している皆さんへ

サツマイモに大きな被害を与えるサツマイモ基
もとぐされびょう

腐病が県内で初めて確認され
ました。この病気は、糸状菌(カビ)の一種が種いもや苗に感染し、それらが
畑に植えられることで発病します。発病した株で作られた菌の胞子が、雨水
などで移動することにより周囲に拡散します。疫病の感染を広げないために
病気の早期発見、適切な処分が必要です。農業者また家庭菜園でサツマイモ
を栽培している方は、病気の発生にご注意ください。万一、次のような症状
を見つけた場合は適切な対処をお願いします。
【症状】
・地面に近い部位の茎が黒変～黒褐色に変色
・茎葉は黄色や紫色に変色し、症状が進むと壊死
【発病した場合の処分方法】
・株を抜き取り、付着した土壌が落ちないようにビニール袋などに入れ、畑外
に持ち出し、ゴミとして処分してください。
・畑は、すみやかに土壌消毒を実施してください。
※　本病が発生した場合の注意事項など、詳しくは市ホームページでご確認
ください。本病に係る相談については、下記いずれかにご連絡ください
問　県農産物安全課☎048・830・4053、県病害虫防除所☎048・539・0661

赤い羽根共同募金運動が始まります

10月1日から全国一斉に始まります。
テーマは「つながりをたやさない社会づくり」です。
期　赤い羽根募金／10月1日(金)～3月31日(木)、
地域歳末たすけあい募金／12月1日(水)～31日(金)
他　詳細は、折り込みチラシをご覧ください。
問　社会福祉協議会☎271・6011

お知らせ
今月の納期

◆市・県民税第3期
◆国民健康保険税第4期
◆介護保険料第4期
◆後期高齢者医療保険料第4期

高倉獅子舞は中止となりました

高倉獅子舞保存会は、新型コロナ
ウイルス感染症の拡大状況と緊急
事態宣言の発令を受け、令和3年
の獅子舞奉納を中止することとし
ました。
問　生涯学習スポーツ課文化財担
当☎285・2194

特別整理休館のお知らせ

中央図書館・各分室・若葉駅前カ
ウンターは、蔵書点検のため、下
記期間は全館休館となります。
期　10月25日(月)～30日(土)
※　この期間に資料を返却する場
合は、中央図書館・各分室・市役
所のブックポストをご利用くださ
い。若葉駅前カウンターでは返却
できませんので
ご注意ください
問　中央図書館
☎271・3001

Infor-
mation

広告
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児童館の閉館時間が変わります

10月～3月の児童館の閉館時間は、
16時30分になります。
問　脚折児童館☎287・0270、上
広谷児童館☎287・1732、大橋児
童館☎286・0007、西児童館☎
285・7048

都市計画に関する説明会を
開催します

8月29日に中止となった都市計画
道路の変更に関する説明会を改め
て開催します。
日　10月14日（木）19時～
場　西市民センター
内　川越鶴ヶ島線および鶴ヶ島毛
呂山線並びに新熊谷入間線の変更
問　都市計画課都市計画担当

埼玉県最低賃金が改正されます

10月１日から埼玉県最低賃金は時
間額956円(引上げ額28円)となり
ます。
年齢や雇用形態に関係なく、パー
トや学生アルバイトを含め、県内
の事業場で働くすべての労働者に
適用されます。
使用者も労働者も、1時間当たりの
賃金額が最低賃金以上かどうか必
ず確認してください(一部の業種に
は特定(産業別)最低賃金も適用さ
れます)。
問　埼玉労働局労働基準部賃金室
☎048・600・6205

案　　内
第18回入間郡市人権フェスティバル

人権が尊重され、
誰もが自分らしく
いきいきと暮らせ
る社会の実現を目
指し、人権問題へ
の理解・関心を深
めるため、人権フ
ェスティバルを開催します。
日　11月16日(火)12時30分～15
時30分（12時開場）
場　西市民センター
講　スマイリーキクチさん(お笑
い芸人)
内　オープニングセレモニー／鶴
ヶ島市お琴同好会」による演奏、
講演／テーマ「インターネットと
人とのかかわり合い～突然、僕は
殺人犯にされた～」、集会所作品
展示、物品販売など
定　108人　　料　無料
他　手話通訳あり、保育(1歳から
就学前)希望の方は11月2日(火)ま
でに要予約
申	問　電話またはファクシミリで
総務人権推進課庶務人権担当へ

ハーモニー写真展

市民の皆さんから応募があった、
男性が育児や家事をしている様子
を写した写真を展示します。
この機会にワーク・ライフ・バラ
ンスについて考えてみませんか。
日　10月18日(月)～29日(金)
場　市役所1階ロビー
問　女性センター☎287・4755

募　　集
鶴ヶ島産業まつりオンライン出展者

12月開催予定の産業まつりオンライ
ンに向け、事前に3Dカメラで出展
内容の撮影を行います。撮影した内
容は後日、特設ホームページで公開
し、オンライン上で展示・PRします。
※　オンライン開催につき、通常
の出展とは異なります
※　展示・販売内容などにより、
出展を制限する場合があります
対　市内事業者、市内活動団体
日　10月29日(金)8時 ～12時(展
示)、13時～18時(撮影)、18時～
21時(撤収)
場　アルカーサル迎賓館川越(川
越市鯨井新田4-11)
出展料　6000円
受付団体数　約20団体(申込順)
受付期間　10月1日(金)～15日(金)
申	問　専用フォームから申込み、
または、市ホームペー
ジから申込書をダウン
ロードし、産業振興課
へ郵送か持参

埼玉県地球温暖化防止活動推進員

埼玉県では、地域における地球温
暖化防止普及活動の担い手である
「埼玉県地球温暖化防止活動推進
員」として、令和4年4月から2年間、
活動していただける方を募集しま
す。詳細は県温暖化対策課のホー
ムページで確認してください。
申込期間　11月30日(火)まで　
問　県温暖化対策課☎048・830・
3033

申込はこちら
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案　　内
市役所朝市

市内の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。来場者多数の場合、入
場制限させていただく場合があり
ます。
日　10月9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　10月12日(火)、11月16日(火)、
12月7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

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。

広告

　　　市制施行30周年記念「未来の○○発掘事業」＜第3弾＞
 　　  (株)埼玉村田製作所×鶴ヶ島市　 
　　　球乗り型ロボット「村田製作所チアリーディング部」がやってくる！

対　小学生(保護者同伴必須。保護者1人
につき小学生2人まで)
日　11月3日(祝)午前の部／9時30分～
12時、午後の部／13時30分～16時
場　市役所ロビーおよび5階会議室
内　村田製作所チアリーディング部パフ
ォーマンス、つるゴンとクイズに挑戦、
電気工作教室「オルゴールを作ろう」
定　42組(午前・午後各21組)　
※　応募者多数の場合は抽選
料　無料
申　10月1日(金)から15日(金)までに、市ホームページの
専用フォームから
問　政策推進課政策担当

　　　市制施行30周年記念「未来の〇〇発掘事業」＜第4弾＞
　　　トップアスリートが教えるランニング教室

全国や世界を舞台に活躍するHonda陸上競技部の現役選手が楽しく、速く、
かっこよく走るコツを伝授します。正しいランニングフォームを身につけ、ラ
ンニングを通してスポーツをもっと楽しみましょう！
対　市内在住の小中学生(小学5年生以上)
日　11月7日(日)10時～12時10分
※　雨天決行
場　鶴ヶ島中学校校庭(雨天時は体育館)
講　Honda陸上競技部
定　50人　※　応募者多数の場合は抽選
料　無料
持　タオル、飲み物、チェックシート、
(雨天時)体育館履き、下足入れ
※　運動のできる服装
他　チェックシートは参加決定者に別途送付します。駐車場は台数に限りが
ありますので、車での来場はできるだけご遠慮ください。
申　10月4日(月)から14日(木)までに市ホームページの専用フォームから。専
用フォームが利用できない場合は、参加申込書に必要事項を記入
して持参またはファクシミリ(5271・4280)で生涯学習スポーツ
課(平日9時～17時)へ
問　生涯学習スポーツ課市民スポーツ担当

申込はこちら

申込はこちら
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定例健康ウォーク

講師付きなので、初心者も安心！
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　①11月12日(金)、②11月19日
(金)9時30分～12時
※　1回だけの参加も可能
場　①東市民センター、②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　各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　10月4日(月)から電話または
ファクシミリで健康長寿課健康増
進担当へ

家族介護教室
～ラジオ体操でリフレッシュ！～

介護者自身のリフレッシュや健康
維持のために、一緒にラジオ体操
を行いましょう。
対　市内在住で家族などの介護を
している方、介護に興味・関心の
ある方
日　10月29日(金)13時30分～15
時30分　　場　松ヶ丘広場
講　鈴

す ず き

木大
だいすけ

輔さん(NHKテレビ・
ラジオ体操指導者)
定　20人程度(申込順)　　
料　無料　　
持　飲み物、タオル
他　身体を動かしやすい服装
申	問　10月5日(火)から地域包括
支援センターいきいきへ☎227・
6171

きれいなまちづくり運動秋期一斉清掃

令和3年度鶴ヶ島市きれいなまちづくり運動「秋期一斉清掃」は、新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止のため、中止します。なお、自治会などで独自に清
掃活動を実施する場合は、事前に清掃計画書を生活環境課窓口へご提出くだ
さい。窓口で必要枚数分のごみ袋をお渡しします。
清掃活動は自主的な活動であり、強制的な参加を求めるものではありません。
各自治会の実情に応じて実施の有無を判断してください。また、清掃活動を
実施する際は、『彩の国「新しい生活様式」における地域清掃活動10のポイン
ト』を参考に、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策をとってください。

問　生活環境課環境推進担当

ファミリー・サポート・センター提供会員講習会

ファミリー・サポート・センターは、子育ての援助を依頼したい方(依頼会員)と、
子育ての援助を提供したい方(提供会員)が、双方の合意のもと子育てのお手
伝いを行う会員組織です。
ファミリー・サポート・センターの提供会員になるための講習会を行います
(緊急サポートの提供会員になるためには、追加の講習が必要です)。
子育て・孫育ての経験を生かして、地域で子育てサポートしませんか？
対　育児を応援したい市内または隣接する市町に在住する20歳以上の方
日　①11月1日(月)、②11月5日(金)10時～15時（全2日間）
場　①市役所102会議室、②市役所101会議室
内　①ガイダンス、保育講習、②安全講習、救急講習
申	問　ファミリー・サポート・センター運営事務局へ☎299・5790

『彩の国「新しい生活様式」における地域清掃活動10のポイント』

1　清掃日時や場所を分散させ、密集を避ける。
2　一緒に活動するメンバーと十分な距離(2m以上)を確保する。
3　活動前の体温計測による体調不良者の参加制限やメンバーの連絡先の
　		把握を徹底する。
4　手袋・マスクなどを装着し、長袖・長ズボンを着る。
5　活動の開始・終了時や休憩時における密集を防止するとともに、対面
　		での飲食や会話を控える。
6　なるべくトングを使用し、ごみに直接触れない。
7　手袋やトングなどの物品を共有せず、使用後の消毒を徹底する。
8　ごみ袋の空気を抜き、しっかりしばって封をする。
9　活動終了後はうがい・手洗いや手指の消毒を徹底する。
10		家に帰ったら、できるだけすぐ着替える、シャワーを浴びる。
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定例健康ウォーク

講師付きなので、初心者も安心！
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　①11月12日(金)、②11月19日
(金)9時30分～12時
※　1回だけの参加も可能
場　①東市民センター、②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　各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　10月4日(月)から電話または
ファクシミリで健康長寿課健康増
進担当へ

家族介護教室
～ラジオ体操でリフレッシュ！～

介護者自身のリフレッシュや健康
維持のために、一緒にラジオ体操
を行いましょう。
対　市内在住で家族などの介護を
している方、介護に興味・関心の
ある方
日　10月29日(金)13時30分～15
時30分　　場　松ヶ丘広場
講　鈴

す ず き

木大
だいすけ

輔さん(NHKテレビ・
ラジオ体操指導者)
定　20人程度(申込順)　　
料　無料　　
持　飲み物、タオル
他　身体を動かしやすい服装
申	問　10月5日(火)から地域包括
支援センターいきいきへ☎227・
6171

きれいなまちづくり運動秋期一斉清掃

令和3年度鶴ヶ島市きれいなまちづくり運動「秋期一斉清掃」は、新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止のため、中止します。なお、自治会などで独自に清
掃活動を実施する場合は、事前に清掃計画書を生活環境課窓口へご提出くだ
さい。窓口で必要枚数分のごみ袋をお渡しします。
清掃活動は自主的な活動であり、強制的な参加を求めるものではありません。
各自治会の実情に応じて実施の有無を判断してください。また、清掃活動を
実施する際は、『彩の国「新しい生活様式」における地域清掃活動10のポイン
ト』を参考に、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策をとってください。

問　生活環境課環境推進担当

ファミリー・サポート・センター提供会員講習会

ファミリー・サポート・センターは、子育ての援助を依頼したい方(依頼会員)と、
子育ての援助を提供したい方(提供会員)が、双方の合意のもと子育てのお手
伝いを行う会員組織です。
ファミリー・サポート・センターの提供会員になるための講習会を行います
(緊急サポートの提供会員になるためには、追加の講習が必要です)。
子育て・孫育ての経験を生かして、地域で子育てサポートしませんか？
対　育児を応援したい市内または隣接する市町に在住する20歳以上の方
日　①11月1日(月)、②11月5日(金)10時～15時（全2日間）
場　①市役所102会議室、②市役所101会議室
内　①ガイダンス、保育講習、②安全講習、救急講習
申	問　ファミリー・サポート・センター運営事務局へ☎299・5790

『彩の国「新しい生活様式」における地域清掃活動10のポイント』

1　清掃日時や場所を分散させ、密集を避ける。
2　一緒に活動するメンバーと十分な距離(2m以上)を確保する。
3　活動前の体温計測による体調不良者の参加制限やメンバーの連絡先の
　		把握を徹底する。
4　手袋・マスクなどを装着し、長袖・長ズボンを着る。
5　活動の開始・終了時や休憩時における密集を防止するとともに、対面
　		での飲食や会話を控える。
6　なるべくトングを使用し、ごみに直接触れない。
7　手袋やトングなどの物品を共有せず、使用後の消毒を徹底する。
8　ごみ袋の空気を抜き、しっかりしばって封をする。
9　活動終了後はうがい・手洗いや手指の消毒を徹底する。
10		家に帰ったら、できるだけすぐ着替える、シャワーを浴びる。
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案　　内
令和4年度前期(4月開講)
わかば大学塾市民教授説明会

新規市民教授を希望する方を対象
に説明会を開催します。
対　18歳以上(団体・サークルで
の応募可)
日　10月12日(火)14時～
場　富士見市民センター（市民セ
ンター休館時は、富士見自治会館
となりの富士見交流会館に変更）
問　わかば大学塾事務局☎298・
7484(平日10時～15時(12時～13
時を除く))、山本☎090・8108・
6372

フレイルチェック測定会

「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)」の状態かもしれません。
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　11月4日(木)14時～16時
場　東市民センター
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　10月6日(水)から健康長寿
課健康増進担当へ

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、パソコン教室を開催します。また、未就学
児を対象に保育を行います(保育料無料)。
対　ひとり親家庭の親または寡婦
日　11月3日(祝)・4日(木)10時30分～15時30分(全2日間)
場　WithYouさいたま(埼玉県男女共同参画推進センター・さいたま市中央区
新都心2-2）
内　仕事に役立つワード講座　基礎・応用編
定　20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5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(〒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(公財)埼玉県母子寡婦福祉連合会)かメール( info@saiboren.
or.jp)で申込み(10月19日(火)必着)
※　保育を希望する場合は、「保育希望」と記入の上、「子の年齢」を明記
問　(公財)埼玉県母子寡婦福祉連合会☎048・822・1951

介護アシスタントで働こう！

県内の介護施設で働きたい方へ「介護アシスタント(介護助手)」としての就
職をサポートする、県主催の就職支援事業です。「介護の入門的研修(3時間)」
を無料で受講(予約制)することができます。研修を修了した方には埼玉県よ
り「修了証」が発行され、介護施設への就労支援が受けられます。なお当事
業は参加条件がありますので、詳しくは予約時にご確認ください。
対　次のいずれの条件も満たす方　①60歳未満の方、②令和3年4月1日時点
で介護職の就業がない方または介護事業所などを退職し3か月経過している
方、③介護福祉士資格を持たない方、④研修終了後、介護施設での就職を希
望する方
日　10月27日(水)12時30分～　　　場　市役所4階会議室
持　当日「就労相談」を希望する方は、履歴書、身分証明書
申　前日までに電話またはホームページから申込み
問　(株)シグマスタッフ大宮支店(受託事業者)☎048・782・5173

第8回環境おしゃべりカフェ

対　市内在住の方
日　10月31日(日)10時～11時30分　　　場　北市民センター
講　西

にし

	綾
あや か

花さん(コープデリ生活協同組合連合会CSR推進部担当主任)
内　食品ロス専門家による講演会
定　40人(申込順)　　　料　無料
申	問　10月22日(金)までに、生活環境課環境推進担当へ

申込はこちら
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保育士合同就職面接会

対　保育分野での就職を希望する
求職者
対象職種　保育士、保育補助など
日　10月26日(火)13時～16時(12
時30分受付開始)
場　ソニックシティ地下第1～第3
展示場
内　事業所人事担当者と参加者の
個別面接会、ハローワーク職員に
よる就職相談
料　無料
持　履歴書、ハローワークに登録
がある方はハローワーク受付票(ハ
ローワークカード)
参加事業所　40か所(予定)
※　9月中旬頃に埼玉労働局ホー
ムページ(イベント情報)に掲載
申　不要
問　埼玉労働局職業安定課☎048
・600・6208、県少子政策課
☎048・830・3349

ハロウィンジャンボ宝くじ5億円、
ハロウィンジャンボミニ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。お求めは県内の宝く
じ売り場でどうぞ。ネットでも購
入できます(各1枚300円)。
発売期間　10月22日(金)まで
問　(公財)埼玉県市町村振興協会
☎048・822・5004

県下一斉行政書士相談会
(坂戸会場)

遺言・相談・離婚などの暮らしの
相談や、建設業・飲食店・会社設
立などの役所の手続の相談をお受
けします。
日　10月9日(土)10時～16時
場　坂戸市文化施設オルモ
料　無料　　　
申　不要
問　埼玉県行政書士会☎048・833
・0900

防火管理者を選任すべき防火対象物
選任すべき防火管理者

甲　種 甲種または乙種
老人短期入所施設、養護老人ホームなどで
収容人員が10人以上

延べ面積に
関係なく全て ―

飲食店、マーケット、保育園、幼稚園、
病院、老人デイサービスセンターなどで
収容人員が30人以上

延べ面積
300㎡以上

延べ面積
300㎡未満

共同住宅、学校、図書館、工場、倉庫、
事務所などで収容人員が50人以上

延べ面積
500㎡以上

延べ面積
500㎡未満

埼玉労働局HPはこちら

認知症や知的障害・精神障害などにより判断能力が不十分な方の財産管
理に関することや成年後見制度を利用したいがどうすればいいのかわから
ないなど、お気軽にご相談ください。

●成年後見制度とは
認知症、知的障害、精神障害などの理由で、判断能力が不十分な方が地
域で生活していくために、財産の管理（預貯金管理や不動産の契約行為）
や身上監護（本人の意向に沿った福祉サービスの利用や施設の入所手続
きなどの支援）を行い、本人を法律的に保護し支えるための制度です。
●主な業務
　①	相談窓口業務
　②	成年後見制度の広報・啓発
　③	市民後見人の養成　など
●権利擁護支援センター
【場所】市社会福祉協議会内（市役所6階）
【開所日時】月～金曜日（祝日、年末年始を除く）8時30分～17時15分
【電話】277・3317　【FAX】287・0557
※　相談は無料です
※　権利擁護支援センターは、あんしんサポートねっと（金銭管理支援）お
よび法人後見の窓口でもあります

権利擁護支援センターに
成年後見の相談窓口を開設します

講座「成年後見制度ってなに？」

対　市内在住の方　　			日　11月30日(火)14時～15時
場　市役所5階会議室　	講　林

はやし

	真
ま ゆ み

由美さん(坂戸法律事務所弁護士)
内　成年後見制度の制度説明
定　20人（申込順）　　		料　無料
申	問　権利擁護支援センターへ☎277・3317

防火管理者資格取得(新規)講習会

消防法施行令に基づく、防火管理資格(甲種)を取得する講習会を行います。　
多数の人が利用する事業所では、防火管理者の資格を有する人の中から防火
管理者を定め、消防本部に届出をする必要があります。資格者がいない事業
所は必ず受講し、防火管理者を選任してください。
対　鶴ヶ島市または坂戸市在住在勤で、各事業所において管理監督的な地位
にある方
日　10月21日(木)・22日(金)8時30分～16時30分
場　坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本部(坂戸市鎌倉町16-16)
※　駐車場の用意はありません
定　30人(申込順)　　　　料　3750円
申	問　10月7日(木)8時30分から16時までに消防本部予防課へ☎281・3117

10月1日オープン
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保育士合同就職面接会

対　保育分野での就職を希望する
求職者
対象職種　保育士、保育補助など
日　10月26日(火)13時～16時(12
時30分受付開始)
場　ソニックシティ地下第1～第3
展示場
内　事業所人事担当者と参加者の
個別面接会、ハローワーク職員に
よる就職相談
料　無料
持　履歴書、ハローワークに登録
がある方はハローワーク受付票(ハ
ローワークカード)
参加事業所　40か所(予定)
※　9月中旬頃に埼玉労働局ホー
ムページ(イベント情報)に掲載
申　不要
問　埼玉労働局職業安定課☎048
・600・6208、県少子政策課
☎048・830・3349

ハロウィンジャンボ宝くじ5億円、
ハロウィンジャンボミニ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。お求めは県内の宝く
じ売り場でどうぞ。ネットでも購
入できます(各1枚300円)。
発売期間　10月22日(金)まで
問　(公財)埼玉県市町村振興協会
☎048・822・5004

県下一斉行政書士相談会
(坂戸会場)

遺言・相談・離婚などの暮らしの
相談や、建設業・飲食店・会社設
立などの役所の手続の相談をお受
けします。
日　10月9日(土)10時～16時
場　坂戸市文化施設オルモ
料　無料　　　
申　不要
問　埼玉県行政書士会☎048・833
・0900

防火管理者を選任すべき防火対象物
選任すべき防火管理者

甲　種 甲種または乙種
老人短期入所施設、養護老人ホームなどで
収容人員が10人以上

延べ面積に
関係なく全て ―

飲食店、マーケット、保育園、幼稚園、
病院、老人デイサービスセンターなどで
収容人員が30人以上

延べ面積
300㎡以上

延べ面積
300㎡未満

共同住宅、学校、図書館、工場、倉庫、
事務所などで収容人員が50人以上

延べ面積
500㎡以上

延べ面積
500㎡未満

埼玉労働局HPはこちら

認知症や知的障害・精神障害などにより判断能力が不十分な方の財産管
理に関することや成年後見制度を利用したいがどうすればいいのかわから
ないなど、お気軽にご相談ください。

●成年後見制度とは
認知症、知的障害、精神障害などの理由で、判断能力が不十分な方が地
域で生活していくために、財産の管理（預貯金管理や不動産の契約行為）
や身上監護（本人の意向に沿った福祉サービスの利用や施設の入所手続
きなどの支援）を行い、本人を法律的に保護し支えるための制度です。
●主な業務
　①	相談窓口業務
　②	成年後見制度の広報・啓発
　③	市民後見人の養成　など
●権利擁護支援センター
【場所】市社会福祉協議会内（市役所6階）
【開所日時】月～金曜日（祝日、年末年始を除く）8時30分～17時15分
【電話】277・3317　【FAX】287・0557
※　相談は無料です
※　権利擁護支援センターは、あんしんサポートねっと（金銭管理支援）お
よび法人後見の窓口でもあります

権利擁護支援センターに
成年後見の相談窓口を開設します

講座「成年後見制度ってなに？」

対　市内在住の方　　			日　11月30日(火)14時～15時
場　市役所5階会議室　	講　林

はやし

	真
ま ゆ み

由美さん(坂戸法律事務所弁護士)
内　成年後見制度の制度説明
定　20人（申込順）　　		料　無料
申	問　権利擁護支援センターへ☎277・3317

防火管理者資格取得(新規)講習会

消防法施行令に基づく、防火管理資格(甲種)を取得する講習会を行います。　
多数の人が利用する事業所では、防火管理者の資格を有する人の中から防火
管理者を定め、消防本部に届出をする必要があります。資格者がいない事業
所は必ず受講し、防火管理者を選任してください。
対　鶴ヶ島市または坂戸市在住在勤で、各事業所において管理監督的な地位
にある方
日　10月21日(木)・22日(金)8時30分～16時30分
場　坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本部(坂戸市鎌倉町16-16)
※　駐車場の用意はありません
定　30人(申込順)　　　　料　3750円
申	問　10月7日(木)8時30分から16時までに消防本部予防課へ☎281・3117

10月1日オープン




