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お知らせ
今月の納期

◆市・県民税第4期
◆国民健康保険税第6期
◆介護保険料第6期
◆後期高齢者医療保険料第6期

第39回鶴ヶ島駅伝競走大会
中止のお知らせ

令和4年2月6日(日)に予定していま
した「第39回鶴ヶ島駅伝競走大会」
は、新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、中止とさせていただ
きます。
問　NPO法人鶴ヶ島市スポーツ協
会事務局(鶴ヶ島海洋センター内)
☎277・5199

手話通訳者派遣事業

年末年始(12月29日～１月3日)の期
間中、手話通訳者派遣事業の受付
が休みになります(緊急の場合を除
く)。この間、通訳の依頼を希望す
る方は、12月17日(金)までにお申
込みください。
問　社会福祉協議会☎271・6278、
5271・6277

Infor-
mation

つるバス・つるワゴン車内での
マナーアップにご協力を！

つるバス・つるワゴンの車内が混
み合うことが多くなっています。
皆さんが気持ちよく利用できるよ
う、車内でのマナーアップにご協
力をお願いします。
〇車内での飲食は、座席や他の利
用者の衣服を汚してしまうなど、
迷惑となる場合もありますので、
控えましょう。
〇座席に荷物を置くと他の利用者
が座れなくなるため、荷物は膝の
上に置きましょう。
〇携帯電話はマナーモードにし、
通話は他の利用者の迷惑となるの
でやめましょう。
問　都市計画課交通政策担当

特定(産業別)最低賃金改正の
お知らせ

令和3年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)となりました。
埼玉県最低賃金は、埼玉県内の事
業場で働くすべての労働者に適用
されます。
さらに、12月1日から5業種の特定
(産業別)最低賃金の時間額がそれ
ぞれ、非鉄金属製造業は974円、
電子部品等製造業は981円、輸送
用機械器具製造業は990円、光学
機械器具等製造業は990円、自動
車小売業は988円となりました。
問　埼玉労働局労働基準部賃金室
☎048・600・6205

国税庁HP
はこちら

国税庁動画チャンネル
はこちら

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。

川越税務署からのお知らせ

確定申告には、ご自宅からスマートフォンでご利用いただけるe-Tax(スマホ
申告)が便利です。
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、多くの方
が訪れる確定申告会場に出向かなくても、マイナンバーカードと対応スマー
トフォンを利用して、スマホ申告することができます。
便利なスマホ申告では、年末調整済で医療費控除やふるさと納税などの寄付
金控除の申告をする方のほか、年末調整が済んでいない方、2か所以上の給与
所得がある方、年金収入や副業などの雑所得がある方など、多くの方が「ス
マホ専用画面」をご利用いただけます。
スマホ専用画面は、スマートフォンやタブレットでも画面が見やすく、操作
しやすくなっていますので、次の確定申告では、感染防止の観点からも、ぜ
ひご自宅からスマホ申告をご利用ください。	
また、事前に税務署でID・パスワードを取得していれば、マイナンバーカー
ドをお持ちでない方でも、e-Taxを利用できます。ただし、ID・パスワードは
暫定的な措置のため、マイナンバーカードの取得をお願いします。	
問　川越税務署☎235・9411
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お知らせ
「鶴ヶ島市高齢者応援クーポン券」
の利用期限が迫っています

65歳以上(※)の市民の方に7月下
旬に郵送で配布した、市内飲食店
などで利用できるクーポン券の利
用期限が迫っています。まだお手
元にある方は、お早めにお使いく
ださい(ご家族の方でも利用可)。
※　令和3年7月1日時点で住民登
録があり、令和3年度中に65歳以
上になる方(昭和32年4月1日以前
生まれ)が対象
利用期限　12月31日(金)
・お店の営業日にご注意ください。
・利用期限を過ぎたクーポン券は
使用できません。
※　利用可能店舗は市ホームペー
ジをご覧ください(随
時更新)
問　健康長寿課高齢
者福祉担当

水質事故防止にご協力を

河川や水路に油や薬品などが流れ
ると、魚が死んだり、水道水や農
業用水の取水に影響が出ます。
年末の大掃除などの際は、不要な
塗料や油、農薬などの取り扱いに
は十分にご注意いただき、決して
河川や水路、側溝に流さないよう
お願いします。事故対応の費用は、
事故原因者の負担となります。
もし、異常水質事故を見つけた場
合には、速やかにご連絡ください。
問　県東松山環境管理事務所☎
0493・23・4050、生活環境課環
境保全担当

詳細はこちら

案　　内
グラウンド利用の年間調整会議
(大会使用)

自治会、子ども会、各種スポーツ
団体などが体育施設を利用して
行う大会の年間調整会議を行いま
す。使用予定のある団体は、代表
の方1人のみでお越しください。
日　1月17日(月)19時～
場　市役所5階502～504会議室
対象施設　鶴ヶ島市運動公園(多
目的Bを除く)、近隣公園(脚折、南、
富士見中央)、西少年サッカー場、
グリーンパーク多目的1・多目的2
対象期間　令和4年4月～令和5年
3月分
問　生涯学習スポーツ課市民スポ
ーツ担当

これから創業を考えている方へ！
つるがしま創業塾

対　創業・起業に関心のある方、
創業を予定している方、創業して
間もない方
日　1月22日(土)、1月29日(土)、
2月12日(土)、2月19日(土)(全4
回)10時～12時
場　鶴ヶ島市商工会館
講　山

やまうちまさあき

内正明さん(ステップアッ
プコンサルティング代表)
定　20人
料　無料
申	問　1月14日(金)までに、名前・
住所・年齢・電話番号を鶴ヶ島市
商工会へ電話(☎287・1255)また
はファクシミリ(5287・7799)で

募　　集
レインボー協議会交流事業
eスポーツ「R

レ イ ン ボ ー カ ッ プ

ainbow-Cup」

埼玉県川越都市圏まちづくり協議
会(レインボー協議会)では、6市
町(川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、川
島町、毛呂山町、越生町)の交流事
業として、初のオンラインイベン
トeスポーツ「Rainbow-Cup」を
開催。鶴ヶ島市の代表者として戦
ってくれる出場者を募集します！
対　市内在住在勤在学で15歳以上
の方
日　1月23日(日)11時～17時
場　オンライン
内　①eFootball(ウイニングイレ
ブン)②鉄拳7
※　プラットフォームはプレイス
テーション4。機器の貸出はあり
ません。
定　①eFootball1人、②鉄拳7
(3on3)3人(個人またはチームで
応募可能。3人1組で応募する場合
は、全員が15歳以上で、1人以上
が市内在住在勤在学であること)
※　応募多数の場合は抽選(抽選
結果は後日メール連絡)
料　無料
他　優勝賞品あり。プロeスポーツ
選手への「挑戦企画」もあります。
当日オンラインで募集しますので、
ぜひご参加ください。
申　12月22日(水)までに専用サイ
トから
問　政策推進課政策
担当

広告

申込はこちら

Information　鶴ヶ島市役所　☎ 271・1111
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広告

市役所朝市

市内で採れた新鮮な農産物(冬野
菜・茶・花など)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。
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　12月11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

「コロナ禍の認知症予防」＆
もの忘れ相談

自粛生活で外出や交流が減り、最
近もの忘れなどが気になる方。不
安はそのままにせず、話を聞いて
みませんか？
対　市内在住在勤の方
日　12月23日(木)①13時30分 ～
14時40分②14時50分～
※　②は①の講話の後、希望者の
み(1人20分程度)
場　南市民センター
内　①講話「コロナ禍の認知症予
防」　②「もの忘れ相談」　　
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)
定　12人(申込順)　
料　無料
申	問　12月3日(金)から健康長寿
課地域包括ケア推進担当へ

展示「ハーモニーふれあい
ウィーク」

市が毎年開催している男女共同参
画について考えるイベント「ハー
モニーふれあいウィーク」は、新
型コロナウイルス感染症拡大防止
のため、今年度は展示形式で開催
します。
日　12月22日(水)～1月14日(金)
場　市役所1階ロビー
内　「男女共同参画の視点で考える
わたしの防災対策」ほか
問　女性センター☎287・4755

MOA美術館
坂戸・鶴ヶ島児童作品展

子どもたちが自然・環境、社会、
他者とのかかわりを通して、興味や
関心を持ったことを、感性を働かせ
ながら絵画などによって表現するこ
とで、情緒を養い豊かな心を育て
ることを目的とした展示会です。
日　11月29日(月)～12月17日(金)
9時30分～16時30分(日曜休館)
場　城西大学水田美術館
料　無料
申	問　来館前日15時までに城西大
学水田美術館事務室へ☎271・7327、
ファクシミリ5271・7342またはホー
ムページ予約フォームから

ひもかわうどん作り講習会

秋野菜たっぷりの昔ながらのひも
かわうどんを作ります。
日　12月19日(日)9時30分～13時
場　農業交流センター
定　12人(申込順)　　料　700円
持　エプロン、三角巾
申	問　12月4日(土)9時から農業交
流センターへ☎279・3335

入間東部障害者就職面接会

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　1月28日(金)13時～16時
場　ふじみ野市総合センター「フ
クトピア」市民交流プラザ(ふじみ
野市福岡1-2-5)
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(原本または写し)、
履歴書、職務経歴書などの応募書
類、面接希望票(事前予約時交付)、
ハローワーク受付票
他　完全予約制
申	問　1月6日(木)から26日(水)
までに、ハローワーク川越へ☎242
・0197(部門コード46#)

みんなでいっしょに自然の
電気キャンペーン

埼玉県では、自然にやさしい再生
可能エネルギー由来の電力をお得
な電気代でご利用いただく「みん
なでいっしょに自然の電気」キャ
ンペーンを実施中です。
対　家庭、商店、小規模オフィス
他　応募の詳細は、埼玉県ホーム
ページをご覧ください。
申　1月31日(月)までにホームペ
ージより参加登録してください。
問　「みんなでいっしょに自然の電
気」キャンペーン事務局☎0120・
267・100

申込はこちら
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案　　内
新春のつるがしまを歩こう

新春の自然を見ながらつるがしま
を歩いて気持ちのいい1年を始め
ませんか？
日　1月4日(火)9時受付開始(雨天
決行)
場　新町小学校
内　スタンプを集めながら4kmを
歩きスタンプの得点で順位を決め
ます。
定　40組(1～4人のチーム)150人
まで　※　申込不要
料　無料
他　過去2週間の健康状態を管理
していただき、当日の受付時には
参加者全ての方にチェックシート
への記入を実施し、体温が37.5度
以上の方、または体調のすぐれな
い方の参加はお断りさせていただ
きます。当日は、運動のできる服
装で直接会場へお越しください。
問　生涯学習スポーツ課市民スポ
ーツ担当または鶴ヶ島市レクリエ
ーション協会田

たぐち

口
☎285・9107

朗読鑑賞会

日　12月11日(土)13時～15時
場　中央図書館
内　おひさま会員朗読／草

くさなぎ

柳隆
りゅうぞう

三
さん(元NHKアナウンサー)・朗読
発表とお話
定　40人(申込順)
料　無料
申	問　12月4日(土)から中央図書
館へ☎271・3001

かるたで発見！鶴ヶ島

「未来を拓く　つるがしま郷土かるた」は、鶴ヶ島に残る自然や文化遺産など
を題材に、遊びながら郷土の歴史や文化を学べるかるたです。市役所5階生涯
学習スポーツ課で販売しています(1セット税込1000円)。同課および図書館
で貸出しも行っています。
こんな遊び方もあります！タイムトライアル「26秒の壁」
あなたは26秒の壁を打ち破れるか！県の小学生かるた大会
優勝者のタイムが26秒！まずは1分を目標に家族や友達と
チャレンジしてみませんか？
【遊び方】
①かるたをよく切る
②かるたを並べる(横8枚×縦6枚)
③あいうえお順にとっていく(両手を使ってOK)
※　「#26秒の壁」をつけて、ぜひツイートしてください
問　鶴ヶ島市子ども会育成会連絡協議会、生涯学習スポーツ課社会教育担当

つながるアート展2021

日　12月8日(水)～19日(日)9時～19時　※　最終日は17時まで
場　中央図書館　料　無料
内　障がいを持つ方のオリジナリティ溢れる感性により作られた作品を展示
問　中央図書館☎271・3001、5271・0121、 lib.tsurugashima02@
tsurugashima-lib.jp
■バリアフリー映画会「東野圭吾ドラマシリーズ“笑”」
日　12月12日(日)14時～(13時45分開場)
内　視覚や聴覚に障がいのある方も一緒に楽しめるように、音声ガイドや
字幕が同時に流れる作品を上映します。
定　40人(申込順)
申　12月4日(土)から中央図書館へ☎271・3001、ファクシミリ5271・
0121またはメール lib.tsurugashima02@tsurugashima-lib.jp
■特別講座「うちの子、もしかして…読み書きが苦手でも読書を楽しむ方法」
日　12月18日(土)14時～15時30分　YouTube公開12月21日（火）～26日（日）
内　10人に1人いるといわれているディスレクシア（文字の読み書きに困難
さがある疾患）の特徴やサポートの仕方を学びます。
講　藤

とうどう

堂栄
えいこ

子(認定NPO法人EDGE)
定　40人(申込順)　託児あり（事前申込）
申　12月4日(土)から18日（土）までに中央図書館へ☎271・3001
■マルチメディアデイジー体験会
日　12月18日(土)15時30分～17時　申　不要
内　読むことに困難がある子どもたちに向けた見て聞いて楽しむデジタル
図書を体験します（鶴ヶ島市電子図書館の使い方体験会ではありません）。

広告
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問合先　健康長寿課健康増進担当

睡眠・禁煙・適正飲酒のすすめ
健康について考える機会が多くなった昨今。日頃の生活の積み重ねが
これからの健康にもつながっていきます。
いつまでも元気に過ごせるよう、生活習慣を見直してみましょう。

良い睡眠で、
からだもこころも健康に

睡眠には、心身の疲労を回復する働きがあります。
睡眠時間が不足している人や不眠がある人は、生
活習慣病になる危険性が高くなるため注意が必要
です。また、不眠がこころの病気につながることや、
睡眠不足や睡眠障害による日中の眠気が人為的ミ
スに基づく事故につながることも明らかになって
います。
起床後は、太陽の光を浴びることや朝食をしっか
り食べることで目覚めを促し、睡眠と覚醒のリズ
ムにメリハリがつきます。また、就寝前の激しい
運動や喫煙、アルコールの過飲は、睡眠の質を低
下させるので避けましょう。
睡眠状態に疑問を感じたら放置せず、生活習慣を
見直したり、かかりつけ医もしくは睡眠専門医に
相談してみましょう。

適切な飲酒量を
こころがけましょう

お酒は「百薬の長」といわれ、適量の飲酒はスト
レスを緩和したり、食欲を増進したりする効果が
あります。しかし、過度の飲酒は、肝臓病や膵臓病、
脂質異常症や2型糖尿病などの要因になります。ま
た、大量の飲酒は認知症の危険性も高めます。
節度ある適度な飲酒量は、1日平均純アルコールで
20g（日本酒1合）程度です。また女性や高齢者、飲
酒後にフラッシング反応(少量の飲酒で起きる、顔
面の紅潮・吐き気・動悸・眠気・頭痛などの反応)
を起こす人は、これより飲酒量を少なくすべきで
あると推奨されています。これらに該当しない人
でも、週に2日は休肝日をもうけ、身体をアルコー
ルから開放しましょう。休肝日をつくることで依
存も予防できます。	

たばこはやめましょう
喫煙はがんをはじめ、脳卒中や虚血性心疾患などの循環器疾患、慢性閉塞性肺疾患(COPD)や結核などの呼吸
器疾患、2型糖尿病、歯周病など、多くの病気の原因となります。
たばこには紙巻たばこや加熱式たばこなど、さまざまな種類がありますが、ニコチンおよび発がん性物質にさ
らされるという点で、健康への悪影響が懸念されます。
たばこに含まれるニコチンは、依存性を高める化学物質です。禁煙したくても、
一人では難しい場合は、禁煙外来などに相談しましょう。

お口の健康講座　～お口のケアでフレイル予防！～

最近「食べるときにむせる」、「かたいものが食べづらい」、「口の中が乾く」などお口のことで困っていませんか。もしか
したら、お口の衰えのサインかもしれません。
かむことや飲み込むことなどの機能は、おいしく食べて健康に過ごす上でとても大切です。早めの気づきと適切な対応
方法を知り、お口の衰えを予防しましょう。
対　市内在住の65歳以上の方
場　大橋市民センター　　定　20人(申込順)　　料　無料　　持　筆記具

申　12月6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

県HP「県内の禁煙治療に
保険が使える医療機関」

はこちら

日時 内容

1日目 12月22日(水)
13時30分～15時

・歯科医師講話「オーラルフレイル予防」　講　鬼
おにまるおとひこ

丸乙彦さん（おにまる歯科医院院長）
・歯科衛生士によるお口の機能チェックとケア方法

2日目 令和4年3月24日(木)
13時30分～15時

・歯科衛生士によるお口の機能チェックとお口の体操
・管理栄養士による講話「高齢者の気を付けたい食事のポイントとお口の機能を高める
			食事の工夫」


