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令和4年鶴ヶ島市成人式

市では、新成人の皆さんをお祝いし成人式を行います。
対　平成13年4月2日から平成14年4月1日に生まれた方
日　令和4年1月9日(日)受付13時30分～、式典14時～14時20分

※　密を避けるため、例年と会場を変更しましたので、ご注意ください
※　案内はがきは12月上旬に発送の予定です
※　上履き、下足入れを持参してください
※　式典後の成人者のつどいおよび集合写真の撮影は行いません
※　保護者などの見学者席はございません
問　東市民センター☎286・3357

会　　場 対　　象

長久保小学校体育館 鶴ヶ島中学校区の方

新町小学校体育館 西中学校区の方

南小学校体育館 南中学校区の方

鶴ヶ島第二小学校体育館 藤中学校区の方

栄小学校体育館 富士見中学校区の方

体育協会の名称が変わりました

NPO法人鶴ヶ島市体育協会は、「NPO法人鶴ヶ島市スポーツ協会」に名称が
変わりました。市民の皆さんが気軽にスポーツを楽しみ、親しみを持っても
らえる団体を目指して、鶴ヶ島市の更なる発展に尽力します。
問　同協会☎277・5199

お知らせ
今月の納期

◆固定資産税・都市計画税第4期
◆国民健康保険税第5期
◆介護保険料第5期
◆後期高齢者医療保険料第5期

「滞納整理強化期間」実施中！

税負担の公平性および税収入を確
保するため、本市をはじめ、県内
市町村と埼玉県では、10月から12
月までを滞納整理強化期間と定め、
徴収対策を進めます。
期間中は、市税の未納者を対象に
文書催告や財産調査、差押などの
滞納処分と納税相談を重点的に行
い滞納の解消に向けた取組を行い
ます。
納期限内納付、早期納付にご協力
をお願いします。
相談窓口　平日8時30分～17時15
分、土曜日8時30分～12時（祝日を
除く）
問　収納課収納担当

Infor-
mation

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。

広告

坂戸浄水場受電設備法定点検を
実施します

坂戸浄水場受電設備法定点検を下
記の日程で実施します。
停電作業中および作業終了後、水
道水が濁る場合がありますので水
のくみ置きをお願いします。
日　11月19日（金）23時～20日（土）
4時
問　坂戸、鶴ヶ島水道企業団浄水
課浄水担当☎285・8138

つるバス・つるワゴン停留所での
マナーアップにご協力を！

皆さんがつるバス・つるワゴンを安
全、快適に利用できるよう、停留所
でのマナーアップにご協力をお願い
します。
○停留所での禁煙にご協力くださ
い。また、タバコやゴミのポイ捨て
はやめましょう。
○停留所周辺での大声や騒音は、
近隣住民の方への迷惑となりますの
で控えましょう。
問　都市計画課交通政策担当

Information　鶴ヶ島市役所　☎ 271・1111

17 Tsurugashima　2021.11

～恋のかけはし～ レインボー婚活オンラインセミナー

コロナ禍における婚活にも対応できる婚活スキルを学びます。
対　埼玉県川越都市圏まちづくり協議会圏域（川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、川
島町、毛呂山町、越生町）在住の20歳以上の独身男女で、インターネットに接
続できる端末（パソコン、タブレットなど）をお持ちの方
日　12月11日（土）男性13時～14時、女性15時～16時
内　婚活で重要となる男女の考え方の違いやコミュニケーション能力、自己PＲ
などのスキルを学ぶ、質疑応答
定　男性49人・女性49人（申込順）　　　　料　無料
他　Web会議ツール「Zoom」を使用したオンライン開催。当日の参加方法
などは、参加者へ別途連絡します。端末の貸出はありません。通信料は、参
加者側の負担となります。
申　11月8日（月）から12月3日（金）までに専用サイトから申込み
問　坂戸市政策企画課☎283・2673 申込はこちら

募　　集
令和4年度保健センター専門職

職種　保健師・助産師・看護師
職務内容　保健師・助産師／乳幼
児健診や乳幼児相談時の保健指導　
看護師／乳幼児健診や乳幼児相談
時の診察介助、身体計測や成人検
診の問診など
勤務地　保健センター
申　履歴書に資格免許証の写しを
添付して、保健センターへ（後日面
接を行います）
※　職務内容や出勤回数について
は、要相談
問　保健センター☎271・2745

案　　内
令和3年度メンタルヘルス講演会

対　坂戸保健所管内に在住在勤の方
日　12月4日（土）13時30分～15時
30分
場　女性センター
講　成

な る せ

瀬暢
の ぶ や

也さん（埼玉県立精神
医療センター副病院長）
内　「依存症に対する正しい理解
と必要とされる支援について」～
コロナ禍におけるメンタルヘルス
を考える～
※　後日動画配信予定
定　50人（申込順）
料　無料
申 問　11月8日（月）から26日（金）ま
でに障害者福祉課障害者支援担当
または坂戸保健所☎283・7815へ

第27回東洋大学連携スポーツ
講習会

タイムや心拍数を測定しながら、コ
ロナ禍でのランニングを楽しく、安
全に行うために、感染対策などの注
意点について学びます。
対　市内在住在勤の方
日　12月4日（土）9時～11時
場　運動公園
講　小

お ご う

河繫
しげひこ

彦さん（東洋大学理工学
部生体医工学科教授）
定　20人（申込順）
※　1時間ごとの2部制、各部10人
持　飲み物、タオル、健康チェック
シート
他　スポーツのできる服装
※　詳細は市ホームページなどで
ご確認ください
申 問　11月10日（水）から生涯学習
スポーツ課市民スポーツ担当へ

市役所朝市

市内で採れた新鮮な農産物を農家
が直接販売します。安心して来場い
ただけるよう感染症対策を実施しま
す。ミニ・サフランフェスタを同時
開催します。
日　11月13日（土）9時～11時（小雨
決行）
場　市役所来庁者用駐車場
持　エコバック
問　産業振興課農政担当

里いも掘り体験

日　11月21日（日）9時～
※　雨天の場合は23日（祝）
定　20組（1組5人まで）
※　小学生以下は保護者同伴
料　里いも代（1kg300円）
他　里いも掘りのできる支度でお越
しください（長靴・ゴム手袋・大き
めの袋など）。
申 問　11月6日（土）9時から農業交
流センターへ☎279･3335

広告

広告



Information　鶴ヶ島市役所　☎ 271・1111

17 Tsurugashima　2021.11

～恋のかけはし～ レインボー婚活オンラインセミナー

コロナ禍における婚活にも対応できる婚活スキルを学びます。
対　埼玉県川越都市圏まちづくり協議会圏域（川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、川
島町、毛呂山町、越生町）在住の20歳以上の独身男女で、インターネットに接
続できる端末（パソコン、タブレットなど）をお持ちの方
日　12月11日（土）男性13時～14時、女性15時～16時
内　婚活で重要となる男女の考え方の違いやコミュニケーション能力、自己PＲ
などのスキルを学ぶ、質疑応答
定　男性49人・女性49人（申込順）　　　　料　無料
他　Web会議ツール「Zoom」を使用したオンライン開催。当日の参加方法
などは、参加者へ別途連絡します。端末の貸出はありません。通信料は、参
加者側の負担となります。
申　11月8日（月）から12月3日（金）までに専用サイトから申込み
問　坂戸市政策企画課☎283・2673 申込はこちら

募　　集
令和4年度保健センター専門職

職種　保健師・助産師・看護師
職務内容　保健師・助産師／乳幼
児健診や乳幼児相談時の保健指導　
看護師／乳幼児健診や乳幼児相談
時の診察介助、身体計測や成人検
診の問診など
勤務地　保健センター
申　履歴書に資格免許証の写しを
添付して、保健センターへ（後日面
接を行います）
※　職務内容や出勤回数について
は、要相談
問　保健センター☎271・2745

案　　内
令和3年度メンタルヘルス講演会

対　坂戸保健所管内に在住在勤の方
日　12月4日（土）13時30分～15時
30分
場　女性センター
講　成

な る せ

瀬暢
の ぶ や

也さん（埼玉県立精神
医療センター副病院長）
内　「依存症に対する正しい理解
と必要とされる支援について」～
コロナ禍におけるメンタルヘルス
を考える～
※　後日動画配信予定
定　50人（申込順）
料　無料
申 問　11月8日（月）から26日（金）ま
でに障害者福祉課障害者支援担当
または坂戸保健所☎283・7815へ

第27回東洋大学連携スポーツ
講習会

タイムや心拍数を測定しながら、コ
ロナ禍でのランニングを楽しく、安
全に行うために、感染対策などの注
意点について学びます。
対　市内在住在勤の方
日　12月4日（土）9時～11時
場　運動公園
講　小

お ご う

河繫
しげひこ

彦さん（東洋大学理工学
部生体医工学科教授）
定　20人（申込順）
※　1時間ごとの2部制、各部10人
持　飲み物、タオル、健康チェック
シート
他　スポーツのできる服装
※　詳細は市ホームページなどで
ご確認ください
申 問　11月10日（水）から生涯学習
スポーツ課市民スポーツ担当へ

市役所朝市

市内で採れた新鮮な農産物を農家
が直接販売します。安心して来場い
ただけるよう感染症対策を実施しま
す。ミニ・サフランフェスタを同時
開催します。
日　11月13日（土）9時～11時（小雨
決行）
場　市役所来庁者用駐車場
持　エコバック
問　産業振興課農政担当

里いも掘り体験

日　11月21日（日）9時～
※　雨天の場合は23日（祝）
定　20組（1組5人まで）
※　小学生以下は保護者同伴
料　里いも代（1kg300円）
他　里いも掘りのできる支度でお越
しください（長靴・ゴム手袋・大き
めの袋など）。
申 問　11月6日（土）9時から農業交
流センターへ☎279･3335

広告

広告



18

案　　内
ウォーキング教室

日頃の運動不足解消に、気軽にご
参加ください。講師およびスタッ
フが帯同しますので初心者でも安
心です。
対　市内在住在勤の方（20歳以上
80歳くらいまでの医師などから運
動の制限のない方）
日　12月18日（ 土 ）9時30分 ～11
時30分（受付開始9時）
※　小雨決行。荒天の場合は当日
朝までに判断します
場　運動公園（管理棟前集合）
講　清

し み ず

水伸
 の ぶ お

雄さん（鶴ヶ島ウオー
キングクラブ会長）
内　約6㎞のコースを歩きます。
定　50人（申込順）
料　無料
持　タオル、雨具（傘以外）、飲
み物（ペットボトル飲料1本配布）、
健康管理シート
他　リュックやポーチなど、両手
があき、運動のできる服装でお越
しください。
申　11月8日（月）から18日（木）ま
でに市ホームページ専用フォーム
から申し込んでください。専用フ
ォームが利用できない場合は、生
涯学習スポーツ課へ直接または電
話（平日9時～17時）で申込み
問　生涯学習スポーツ課市民スポ
ーツ担当

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　12月10日（金）9時30分～12時
場　大橋市民センター
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　両手のあく服装でお越しくだ
さい。車での来場はご遠慮ください。
申 問　11月1日（月）から健康長寿
課健康増進担当へ

介護就職デイ
福祉の仕事就職面接会

対　福祉（介護・看護・保育）の仕
事を希望している方、ハローワー
クに求職登録している方
日　11月19日（金）13時～16時（受
付12時～15時30分）
場　ウェスタ川越多目的ホール
内　参加企業40社（予定）
料　無料
持　履歴書（複数）、参加受付表
申　ハローワーク川越に電話また
は来所にて申込み（予約制）
問　ハローワーク川越人材確保・
就職支援コーナー
☎242・0197

（部門コード43#）

広告

ナラ枯れ被害にご注意ください

ナラ枯れ被害とは、カシノナガキ
クイムシが運ぶ「ナラ菌」が木の
中で繁殖し、水を吸えなくなるこ
とでナラ類やシイ・カシ類が枯れ
てしまう被害をいいます。
被害にあうと8月頃から葉がしお
れて赤茶色に変色し、木が枯れま
す。根元に大量の木くずが発生す
るのも特徴です。
本市ではまだ被害の報告はありま
せんが、被害拡大防止のため、疑
われる木を発見した場合は下記へ
ご連絡ください。
問　 産業振興課農
政担当、川越農林振
興センター林業部☎
042・973・5730

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　11月15日（月）13時30分～
場　市役所4階会議室
持　履歴書、健康保険証（当日面接
を希望する方）
他　この事業には参加条件があり
ますので、詳しくは予約時にご確
認ください。
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。

申込はこちらHPはこちら
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ストップ！望まない受動喫煙

たばこを吸う本人以外の人が、たばこの煙を吸わされてしまうことを「受動喫煙」と呼びます。喫煙者が吸っている煙だけで
はなく、たばこから立ち昇る煙や喫煙者が吐き出す煙（副流煙）にも、ニコチンやタールはもちろん、多くの有害物質が含まれて
います。
肺がん、虚血性心疾患、脳卒中、乳幼児突然死症候群（SIDS）の4疾患は、受動喫煙との関連が「確実」と判定され、わが国で
は年間約1万5000人が、受動喫煙を受けなければこれらの疾患で死亡せずに済んだと推計されています。
喫煙する人は、周囲に気をつけているつもりでも、昨年実施した『健康づくり計画策定のための市民アンケート調査』では、非
喫煙者の77.3％が「受動喫煙が気になる」と回答しています。
ベランダ越しや換気扇の下などであっても、煙や有害物質は部屋の中や近隣に広がりますので、配慮が必要です。また、駅のロー
タリーやバス停などの人が多く利用する場所では、喫煙は控えるようにしましょう。
受動喫煙をなくすためには、一人ひとりの意識が大切です。そして、自分自身のためにも、周囲の大切な人のためにも、ぜひこ
の機会に禁煙に取り組みましょう。 
問　健康長寿課健康増進担当

新たに国民健康保険に加入された方へ

加入する健康保険を変更した場合、継続して特定健診・
特定保健指導が実施できるよう現保険者の必要に応じて、
過去の健診データを、オンライン資格確認等システムを
活用した場合に限り加入者への説明・同意の取得なしに
旧保険者に求めることができるとされる省令の改正・施
行が行われました。ただし、旧保険者の特定健診などの
データの提供を希望しない方は、現保険者にその旨を申
し出ることが可能です。以前加入されていた保険者に特
定健診などの情報照会をすることに同意しない場合はお
申し出ください。
特定健診などのデータの保険者間の情報共有について、
ご理解・ご協力をお願いします。
対　鶴ヶ島市国民健康保険被保険者
問　保健センター☎271・2745

高齢者インフルエンザ実施医療機関の変更

広報つるがしま10月号に掲載した「高齢者インフルエン
ザ予防接種実施医療機関」に一部変更があります。
坂戸市の坂戸訪問診療所、明海大学歯学部付属明海大学
病院では実施しません。
問　保健センター☎271・2745
 

11月・12月の歯周病検診のご案内

歯周病は30歳代以上の約8割
が罹

り か ん

患しているともいわれる
とても身近な病気です。親が
歯周病やむし歯だと子どもに
うつることもあるので、小さ
なお子さんのいる家庭では注
意が必要です。市では、子育
て世代の方にも受診していた
だけるように30歳から75歳
の方を対象に歯周病検診を実
施しています。歯科衛生士が育児に忙しいママやパパ
に必要なオーラルケアを提案します。
子ども連れでも受診できるよう、お手伝いしますので気
軽に申し込みください（12月14日（火）は保育付き）。
対　30歳から75歳まで
日　11月9日（火）・10日（水）受付13時15分～14時、12
月14日（火）受付9時～9時45分
場　保健センター
内　歯科診察、歯周ポケットの測定、唾液のPh検査、オー
ラルケアアドバイス（歯みがき指導）
定　各日30人（申込順）
料　500円
申 問　保健センターへ☎271・2745


