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今月の納期

◆国民健康保険税第7期
◆介護保険料第7期
◆後期高齢者医療保険料第7期

坂戸・鶴ヶ島消防組合からの
お知らせ

2月4日（金）0時から1時頃までの
2～3分間、NTT交換機の工事に
伴い、119番通報の電話がつなが
りづらい時間が発生します。	
問　坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本
部指揮指令課
☎281・3495

飲んだら乗るな。
乗るならつるバス・つるワゴン！

新成人の皆さん、おめでとうござ
います。20歳を迎えると、お酒を
楽しむことができますね。同時に
大人としての飲酒マナーも求めら
れてきます。特にお酒を飲んだら
車と自転車の運転はできません。
そんなときは、つるバス・つるワ
ゴンなどの公共交通機関を利用し
ましょう。つるバスは、若葉駅西
口発20時50分まで運行しています。
ぜひ、ご利用ください。
問　都市計画課交通政策担当

お知らせ

Infor-
mation

市民センターの証明書交付業務が終了します

市民センターでの証明書の交付業務（住民票の写し、課税（非課税・所得）証
明書など）は、3月31日（木）をもって終了します。
コンビニ交付
マイナンバーカードを使って6時30分から23時まで、全国のコンビニエンス
ストアなどの多機能端末機で住民票の写しなどが取得できます。取得できる
証明は、住民票の写し、印鑑登録証明書、住民票記載事項証明書、課税（非課税・
所得）証明書、納税証明書（市県民税）です。手数料はすべて200円となります。
この機会にマイナンバーカードを作ってみませんか。
問　市民課住民記録担当、税務課市民税担当、収納課納税管理担当

募　　集
献立表に掲載する有料広告

学校給食センターが毎月発行する「学校給食予定献立表」に掲載する広告を募集
しています。献立表は、市内の小中学校に通学する児童生徒の世帯に配布されます。
掲載基準　｢鶴ヶ島市有料広告掲載等取扱要綱｣ および ｢学校給食予定献立
表有料広告掲載基準｣ に基づきます。
掲載単位　1か月単位で受付（8月を除く）
発行部数　毎月4860部（令和3年度実績。来年度の児童生徒数により変動）
募集枠　3枠（同じ月に4枠以上の応募がある場合は抽選）
掲載スペース　A3判（縦）の下部、縦5.6㎝×横9.4㎝
掲載料金　5000円/月　決定方法　内容審査後、決定通知を送付します。
申　2月18日（金）までに直接、ファクシミリ（5271・4295）、郵送（〒350-
2214太田ヶ谷79-2）またはメール（ 10800040@city.tsurugashima.lg.jp）
で学校給食センターへ。
問　同センター☎285・6596

育児支援サポーター

育児支援サポーターは、心身の不調などにより、育児に大きな負担を感じて
いる保護者の方などを援助するため、家庭に訪問して育児・家事のお手伝い
を行います。赤ちゃん、乳幼児のお世話や、子育て家庭のお手伝いをしてみ
たいという方のご応募をお待ちしています。
活動条件　保育士、幼稚園教諭などの資格をお持ちの方
活動日時　要相談（おおむね週1～3回、1回1時間30分～2時間程度）
活動内容　育児援助、家事援助　報　時給1121円
問　こども支援課子育て支援担当
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令和4年鶴ヶ島市成人式

対		平成13年4月2日から平成14年4月1日までに生まれた方
日　1月9日(日)受付13時30分～、式典14時～

※　対象学校区の会場にお越しください。例年と会場が異なりますので、ご
注意ください。また、保護者などの見学者席はありません
※　案内はがき(12月上旬発送)が届かなかった方はご連絡ください。なお、
はがきをお持ちでなくても成人式には参加できます
※　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
持　上履き、下足入れ
他　手話通訳者を各会場に配置します。会
場内は換気を行いますので、各自で防寒対
策をお願いします。会場での検温および手
指消毒にご協力ください。また、案内はが
きは受付にお出しください。
問　東市民センター☎286・3357

　　　市制施行30周年記念「未来の○○発掘事業」＜第6弾＞
　　　世界に誇る鉄道模型！(株)関水金属工場見学

(株)関水金属は、日本を代表する鉄道模型の製造企業です。今回は、特別に
工場内部をご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　2月23日(祝)10時～12時
場　(株)関水金属埼玉工場(富士見6-2-30)
定　30人
※　応募者多数の場合は抽選
料　無料
申　1月16日(日)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

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

申込はこちら

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。

案　　内
新春　市役所朝市の開催

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　1月8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

有機農業を学ぼう

有機農業が盛んな小川町で働く農
家さんを講師として招き有機農業
研修会を開催します。有機農業に
ついて学びたい方、ご興味がある
方は、ぜひご参加ください。
対　市内在住在勤の方
日　1月30日（日）13時30分～16時
場　農業交流センター
講　金

か ね こ

子宗
む ね お

郎さん（小川町有機農
業生産グループ代表）、藤

ふ じ た

田芳
よしひろ

宏
さん（小川町有機農業生産グルー
プ副代表）
内　①里山の循環に学ぶ有機の土
づくり
②有機農業半世紀-有機農業JASか
らOrganicへ
③野菜品目ごとの栽培技術や販路
について
定　30人　料　無料
申	問　1月5日（水）から21日（金）ま
でに直接または電話で産業振興課
農政担当へ

Information　鶴ヶ島市役所　☎ 271・1111

17	 Tsurugashima　2022.1

交通遺児等援護金給付について

埼玉県交通安全対策協議会では、埼玉県内在住の交通遺児等（※）を対象に援
護金を給付しています。
※　交通事故（陸海空すべての交通機関の運行により生じた事故）により死亡
または重い障害を負った保護者に養育されている平成15年4月2日以降に生ま
れた乳幼児並びに児童・生徒
給付対象となる同居世帯の総所得額

給付額　子ども1人につき10万円
給付時期　令和4年5月上旬（4月末までに「給付決定通知書」を送付）
申　市役所および学校などで配布する申請書に記入の上、1月31日（月）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）に郵送または持参
問　県交通安全対策協議会☎048・825・2011

DV・虐待防止を考える講演会

昨今、児童虐待のニュースが後を絶たず、深刻な社会問題となっています。
また、児童虐待が起こっている家庭の背景には、同時にDV（ドメスティック
バイオレンス）の問題も起こっていることが少なくありません。子どもの面前
での夫婦喧嘩や子どもへの暴言は子どもの心に大きなダメージを与え心身に
大きな影響を残します。児童虐待やDVをなくし、安心・安全な地域社会を守
るため、何ができるのか考えていきます。
日　1月31日（月）14時～15時30分
場　市役所5階504会議室
講　遠

えんどう

藤良
よ し こ

子さん（くにたち夢ファーム　Jikka代表）
内　DV・児童虐待が子どもに及ぼす影響は…、地域でできることは何か
定　60人（申込順）
料　無料
他　保育あり（市内在住の1歳以上の未就学児）
申	問　保育申込は1月14日（金）まで、講演会参加申込は1月18日（火）までに、
電話またはメール（ 10500040＠city.tsurugashima.lg.jp）でこども支援課
子育て支援担当へ

給付対象の子どもの人数 同居世帯の総所得額

1人 274万円以下

2人 312万円以下

3人 350万円以下

4人 388万円以下

5人以上 426万円以下

シルバー人材センター入会説明会

入会説明会を以下の日程で行いま
す。1月から3月の入会者は、年会
費無料となります。詳しくはお問
い合わせください。
対　市内在住で原則60歳以上の方
日　1月11日・18日、2月1日・8日・
15日、3月1日・8日・15日・22日
（全て火曜日）9時～11時
場　シルバー人材センター
他　文化財整理室（シルバー人材
センター向かいの建物）には駐車
しないようご注意ください。
申	問　説明会前日までに同センタ
ーへ☎285・8172

就職支援ミニセミナー

対　県内在住の求職者
日　2月17日（木）13時45分～15時
45分
場　市役所5階504会議室
内　就職活動の進め方、就職に役
立つ応募書類の作成
定　25人（申込順）　料　無料
申	問　1月17日（月）から鶴ヶ島市ふ
るさとハローワークへ☎272・4001

サークル活動地域還元講座
「新春囲碁大会」

日ごろの練習の成果を試してみま
せんか？
対　市内在住在勤の方
日　1月30日（日）9時～17時
場　北市民センター
内　予選リーグを行い、通過者に
よる決勝トーナメント方式
料　1000円（昼食代、当日集金）
申　不要。直接お越しください。
問　北市民センター☎287・0251

広告謹賀新年　「お陰様で 50 年!! 」 

2月10日
（ふとんの日）
まで

広告

7,800
22,000

「まちづくりポイント発行対象事業」には　　マークが表示されています。
問合先　地域活動推進課地域活動推進担当
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案　　内
本のリサイクル市

日　2月4日(金)・5日(土)・6日(日)
①9時30分 ～12時 ②14時30分 ～
17時
場　中央図書館
内　一般書・児童書・雑誌などを
1冊50円で販売します。
他　入場制限をする場合がありま
す。
問　中央図書館☎271・3001

大人のためのおはなし会

日　1月26日(水)10時～12時
場　中央図書館
講　おはなしぴっころ(語り手)
内　世界各国の昔話やおはなしを
語ります。物語の世界に浸ってみ
ませんか。
定　30人(申込順)
料　無料
申 問　1月5日(水)から中央図書館
へ☎271・3001

文化団体連合会合同展示企画

文化団体連合会所属の団体が、合
同で様々な作品を展示します(絵
画、書、写真、工芸、ちぎり絵、短歌、
華道、筝)。ぜひご覧ください。
日　1月11日(火)～21日(金)8時30
分～17時15分(11日(火)は10時～、
15日(土)は12時まで、16日(日)は
休み、21日(金)は15時まで)
場　市役所1階ロビー
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)

金婚式を迎えるご夫婦をお祝いします

結婚50年を迎えたご夫婦に慶祝状と記念品を贈りお祝いします。
お祝いの詳細については、新型コロナウイルス感染症の拡大状況を考慮しな
がら決定し、決まり次第申込者にご連絡します。
対　昭和46年4月1日から昭和47年3月31日までに婚姻されたご夫婦および過
去に表彰を受けていないご夫婦
申　1月11日(火)までに婚姻日の分かるもの(戸籍謄本など)を社会福祉協議会へ持参
問　同協議会☎271・6011

全日本ろうあ連盟制作映画「咲
え

む」上映会

全日本ろうあ連盟の創立70周年を記念した映画「咲む」上映会が開催されます。
一人の若きろうの女性を通して、喜びや葛藤の中で様々な障壁を越えていく
姿から「ろう者」とは「きこえない」とは何か、「手話言語」はすばらしい言
語であることを伝え、観る人すべてを笑顔にします。
対　埼玉県および隣接都県民
日　1月29日(土)第1回10時30分～12時30分、第2回14時～16時
場　坂戸市文化会館
料　大人・高校生以上1200円、小中学生500円、未就学児無料
申　QRコードから申込み
問　映画「咲む」坂戸・鶴ヶ島・東松山上映会実行委員会(担当　
小
こ い で

出)5050・3156・7063

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。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　1月30日(日)・31日(月)10時30分～15時30分
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　仕事に役立つエクセル関数講座(初級・中級編)
定　20人(応募多数の場合抽選)
料　無料(教材費実費800円)
申　1月17日(月)(必着)までに(公財)埼玉県母子寡婦福祉連合会へ、①「パ
ソコン教室(第6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)
かメール( info@saiboren.or.jp)で申込み
※　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　同連合会☎048・822・1951

広告

申込はこちら

広告
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手作り味噌講習会

対　全日程参加できる方
日　1月28日(金)12時30分 ～・29
日(土)13時～・30日(日)9時～
場　農業交流センター
講　長

は せ が わ

谷川幸
さ ち こ

子さん(ふるさとの味
伝承士)
内　お米を使って、こうじから作る
手作り味噌を学びます。
定　15人
料　2000円
持　エプロン、三角巾、ゴム手袋、
筆記具
申 問　1月8日(土)9時から農業交
流センターへ☎279・3335 

出会いの場「プリムラの集い」 

対　令和4年1月1日現在42歳から
56歳までの独身の方 
日　3月6日(日)14時～ 
場　ウェスタ川越
内　結婚したい男女の出会いの場
定　男女各12人(抽選)
料　1000円
申　2月2日(水)までに任意の用紙
に催し名・住所・氏名・ふりがな・
電話番号・生年月日・性別・職業・
川越市の結婚相談への登録の有無
を明記し、切手を貼った返信用封
筒を同封の上、川越市役所広聴課
市民相談担当宛て(〒350-8601住
所不要)に郵送
問　川越市広聴課☎224・5022、
5222・5454

坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員募集

職種・採用予定人数　土木職　若干名
第一次試験日
・教養、作文など試験日　1月30日(日)
・面接試験日　2月7日(月)・8日(火)のうちいずれかの指定する日
受付期間　1月4日(火)～13日(木)8時30分～17時15分
※　土・日曜日および祝日は除く
受付場所　坂戸、鶴ヶ島下水道組合総務課
※　申込方法などについては、組合ホームページまたは総務課で配布する募
集案内をご覧ください
受験資格
①大学を卒業または令和4年3月までに卒業見込みで、平成3年4月2日以降に
生まれた方②短期大学(専修学校を含む)を卒業または令和4年3月までに卒業
見込みで、平成5年4月2日以降に生まれた方③高校を卒業または令和4年3月
までに卒業見込みで、平成7年4月2日以降に生まれた方④社会人経験者で大
学または短期大学(専修学校含む)または高校を卒業した方で、直近5年間のう
ち民間企業などの同一の企業などで1年以上継続して就業し、土木工事の設計、
施工管理などの職務経験が3年以上の方で、平成3年4月2日から平成11年4月
1日までに生まれた方
※　①から③については、土木の課程を専攻した方
申 問　坂戸、鶴ヶ島下水道組合総務課総務係☎283・2051

自衛官等採用試験

※　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、川越募集案内所☎04・2953・4851

募集種目 受付期間 試験日 応募資格

高等工科学校生徒
一般試験

1月14日
(金)まで

【1次】
1月22日(土)・23日(日)

【2次】
2月3日(木)～6日(日)
※　いずれか1日指定
されます

男子で中卒(見込含)
17歳未満の方

自衛隊貸費学生
(技術)

1月14日
(金)まで 1月29日(土)

詳細は自衛隊入間地域
事務所へお問い合わせ
ください。

自衛官候補生 詳細は自衛隊入間地域事務所へお問い合わせください。

広告

広告
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定　15人
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筆記具
申 問　1月8日(土)9時から農業交
流センターへ☎279・3335 

出会いの場「プリムラの集い」 

対　令和4年1月1日現在42歳から
56歳までの独身の方 
日　3月6日(日)14時～ 
場　ウェスタ川越
内　結婚したい男女の出会いの場
定　男女各12人(抽選)
料　1000円
申　2月2日(水)までに任意の用紙
に催し名・住所・氏名・ふりがな・
電話番号・生年月日・性別・職業・
川越市の結婚相談への登録の有無
を明記し、切手を貼った返信用封
筒を同封の上、川越市役所広聴課
市民相談担当宛て(〒350-8601住
所不要)に郵送
問　川越市広聴課☎224・5022、
5222・5454

坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員募集

職種・採用予定人数　土木職　若干名
第一次試験日
・教養、作文など試験日　1月30日(日)
・面接試験日　2月7日(月)・8日(火)のうちいずれかの指定する日
受付期間　1月4日(火)～13日(木)8時30分～17時15分
※　土・日曜日および祝日は除く
受付場所　坂戸、鶴ヶ島下水道組合総務課
※　申込方法などについては、組合ホームページまたは総務課で配布する募
集案内をご覧ください
受験資格
①大学を卒業または令和4年3月までに卒業見込みで、平成3年4月2日以降に
生まれた方②短期大学(専修学校を含む)を卒業または令和4年3月までに卒業
見込みで、平成5年4月2日以降に生まれた方③高校を卒業または令和4年3月
までに卒業見込みで、平成7年4月2日以降に生まれた方④社会人経験者で大
学または短期大学(専修学校含む)または高校を卒業した方で、直近5年間のう
ち民間企業などの同一の企業などで1年以上継続して就業し、土木工事の設計、
施工管理などの職務経験が3年以上の方で、平成3年4月2日から平成11年4月
1日までに生まれた方
※　①から③については、土木の課程を専攻した方
申 問　坂戸、鶴ヶ島下水道組合総務課総務係☎283・2051

自衛官等採用試験

※　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、川越募集案内所☎04・2953・4851

募集種目 受付期間 試験日 応募資格

高等工科学校生徒
一般試験

1月14日
(金)まで

【1次】
1月22日(土)・23日(日)

【2次】
2月3日(木)～6日(日)
※　いずれか1日指定
されます

男子で中卒(見込含)
17歳未満の方

自衛隊貸費学生
(技術)

1月14日
(金)まで 1月29日(土)

詳細は自衛隊入間地域
事務所へお問い合わせ
ください。

自衛官候補生 詳細は自衛隊入間地域事務所へお問い合わせください。

広告

広告




