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スポーツ推進委員

教育委員会では、スポーツ基本法
に基づき、スポーツ推進委員を委
嘱しています。スポーツ推進委員は、
非常勤の地方公務員です。
スポーツ推進委員は、市が行うス
ポーツ事業において企画・運営に携
わるとともに、各種団体や学校、市
民センターなどが行う行事への協
力、市民の健康増進を目的としたニ
ュースポーツの普及などスポーツに
関する指導、助言を行います。
市では、次のとおりスポーツ推進
委員を募集します。
対　次の全ての要件に該当する方
(1)市内在住で20歳以上の方(令和
4年4月1日時点)
(2)スポーツに対して深い関心と理
解を有する方
(3)スポーツについて企画・指導・
助言ができ、熱意と能力を有する方
募集人数　若干名
任期　4月1日～令和6年3月31日
報　条例の規定により支給
他　申込書は、市ホームページか
らダウンロードするか生涯学習ス
ポーツ課でお受け取りください。
申	問　2月18日(金)までに申込書を
郵送(〒350-2292住所不要)、メール
( 10800050@city.tsurugashima.
lg.jp)または直接、生涯学習スポー
ツ課市民スポーツ担当
へ

全国一斉情報伝達訓練を行います

市では、全国瞬時警報システム(J
アラート)を設置しています。こ
れは、国から送られてくる緊急地
震速報や武力攻撃などの緊急情報
を、人工衛星などを通じて受信し、
市の防災行政無線で瞬時にお伝え
するシステムです。今回、国の主
導によりJアラート・全国一斉情報
伝達訓練を行います。
放送日時　2月16日(水)11時頃
放送内容　「(チャイム音)これは、
Jアラートのテストです。(繰り返
し3回)こちらは、防災つるがしま
です。(チャイム音)」
※　災害時などは訓練を中止する
場合があります
問　安心安全推進課防災担当

募　　集
公園等サポーター

市では「公園等サポート制度」を設
けています。市民の皆さんがサポー
タ―となり、市が管理する公園や広
場などを、市と協働で管理していた
だく制度です。制度に基づき、公園
の緑化や清掃活動にご協力いただけ
る「サポーター」を募集しています。
活動内容
■公園などの清掃・除草活動
■公園などの緑化・花植え活動　
など
市の支援内容
■清掃道具(ほうき・軍手・ごみ
袋)の支給または貸し出し
■花苗・移植ごてなどの支給また
は貸し出し　など
問　都市計画課公園緑地担当

申込はこちら

お知らせ
今月の納期

◆国民健康保険税第8期
◆介護保険料第8期
◆後期高齢者医療保険料第8期

つるバス・つるワゴンからのお知らせ

冬季期間中、雪の影響により運行
に遅れが生じることや、運行を見
合わせることなどがあります。皆
さんにはご迷惑をおかけしますが、
あらかじめご了承ください。
問　都市計画課交通政策担当

水質検査結果ガイドをご覧ください

水道企業団では、水道を安心して
ご利用いただくため、水質検査を
実施しています。検査結果は、水
質検査計画とともに「2020年度版
水道水水質検査結果ガイド」とし
て、2月下旬以降に中央図書館・分
室でご覧いただけます。
問　坂戸、鶴ヶ島水道企業団浄水
課☎285・8138

埼玉りそな銀行ATMの入替作業

市役所に設置されている埼玉りそ
な銀行ATMは、機器の入替作業に
伴い、2月4日(金)8時30分から15
時頃まで利用できなくなります。
問　会計課会計担当

Infor-
mation
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募　　集
令和4年度(前期)埼玉未来大学
ライフデザイン科　受講生

人生100年時代を生きるシニアの
ための大学「埼玉未来大学」を開
講します。セカンドステージの新
たな活躍の場を見つけるお手伝い
をします。元気で自立したシニア
ライフに必要な知識を学び健康習
慣を身につけませんか。
対　県内在住で満50歳以上の方
(令和4年4月1日時点）
日　4月～9月全18日(木曜開催)
場　ウェスタ川越
定　130人(予定)　料　2万8000円
※　詳細は、いきいき埼玉ホーム
ページをご覧ください
申　健康長寿課で配布する募集案
内に沿って、所定の申込書を郵送
（3月25日(金)必着）、またはいき
いき埼玉ホームページから申込み
問　(公財)いきいき埼玉未来大学
担当☎048・728・2299

令和4年度前期わかば大学塾塾生

「わかば大学塾講座案内」は戸別
配布しません。受講を希望する方
は、下記施設で入手してください。
配布期間　2月10日(木)～3月10日
(木)
配布場所　市役所(1階ロビー、生涯
学習スポーツ課)、各市民センター、
女性センター、農業交流センター、
市民活動推進センター、中央図書館
問　わかば大学塾事務局☎298・
7484（平日10時～12時、13時～
15時）

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。

内職相談

内職相談室では、内職についての
相談や事業所の紹介を行っていま
す。相談は無料なので、お気軽に
ご利用ください(事前予約は不要
ですが、順次ご案内するため、お
待ちいただく場合があります)。
また、事業所の方も内職に適した
仕事がありましたら、ご相談くだ
さい。
日　毎週火・木曜日10時～12時、
13時～16時(年末年始・祝日を除
く)
場　市役所2階内職相談室
求人状況　電機部品・シャープペ
ンなどの組み立て、紙加工(封入・
シール貼など)、縫製(婦人服・座
椅子カバーなど)
問　産業振興課商工労政担当

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・センターで、
子育てを援助する提供会員になる
ための講習会を行います。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？
※　緊急サポートの提供会員にな
るためには追加講習が必要です
対　育児を応援したい市内または
近隣市町に在住する20歳以上の方
日　2月21日(月)、22日(火)(全2
日間)10時～15時
場　市役所5階502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☎299・5790

未来へのメッセージ
～20年後の〇〇へ～

市制施行30周年記念事業として、
現在、「未来へのメッセージ～20
年後の○○へ～」を募集していま
す。20年後の大切なあの人へ、メ
ッセージを残しませんか？
お預かりしたみなさんの「想い」
は、市制施行50周年のときに、市
役所に展示します。
対　市民および鶴ヶ島市にゆかり
のある方
期　2月28日(月)まで
募集方法　備えつけの用紙にメッ
セージを記入し、市役所1階ロビ
ーに設置の「未来BOX」へ投函し
てください。
問　政策推進課政策担当

案　　内
事業者支援金の申請期間を
延長します

新型コロナウイルス感染症の感染
拡大により、売上が減少している
市内中小企業・個人事業主に対し、
今後の事業継続を支援するため
支給している「新型コロナウイル
ス感染症対策事業者支援金（10万
円）」の申請期間を延長します。支
給要件や提出書類など詳しくは、
市ホームページをご覧ください。

問　産業振興課商工
労政担当

広告

広告

　申請期間の延長
　1月31日(月)⇒2月28日(月)

詳細はこちら
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子育て世代の防災講座

日々の育児に追われ、なかなか防災に手を付けられない、何から実行していい
かわからないという子育て世代を対象に、災害から暮らしや小さな命を守るた
めに、日常からの心がけや備え、モノ選びについて楽しみながら学びます。
対　小学生までの子どもがいる市内在住の方
日　3月17日(木)13時30分～15時30分
場　富士見市民センター
講　あんどうりすさん(アウトドア防災ガイド)
内　アウトドアの知識を生かした防災への備えを学びます。
定　20人(申込順)
料　無料
持　筆記具
他　保育あり(1歳～未就学児10人(要申込))、1歳未満は同室可
申	問　2月5日(土)9時から直接、電話(☎287・1661)またはメール( 10400060
@city.tsurugashima.lg.jp)で富士見市民センターへ

自衛官等採用試験

他　お問い合わせ・各種資料のご請求は、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

障がい者交流フェスティバル

日　2月5日（土）13時～16時	　場　オンライン（Zoom）　定　100人　料　無料
内　講演「北欧の障害者のくらしに学ぶ幸せのものさし」と障害者団体紹介
講　薗

そのべひ で お

部英夫さん（全国障害者問題研究会副委員長）
申	問　直接、電話(☎	271・6011)またはメール( info@tsurusha.or.jp)で
社会福祉協議会へ

シニアのための
お金とかしこく付き合うコツ

日　2月12日(土)14時～15時30分
※　講座終了後15分程度質疑応答
あり
※　録画配信あり（期間限定、要
申込）
場　中央図書館
講　増

ますだ

田比
ひ ろ む

呂武さん(2級ファイナ
ンシャルプランニング技能士)
内　年金や貯蓄、投資、医療費、
相続など「貯める・守る・増やす」
コツを学びます。
定　20人(申込順)　料　無料
申　2月4日(金)から直接、電話ま
たは中央図書館ホームページ内申
込フォームから
問　中央図書館☎271・3001

遺言・相続無料電話相談会

日　2月26日(土)10時～16時
内　遺言・相続の疑問にお答えし
ます。
相談例
〇相続を原因とする不動産の名義
の書き換えについて相談したい
〇疎遠になっている相続人の居場
所が分からないため、遺産分割の
話ができなくて困っている
〇財産よりも借金が多いようなの
で相続放棄を検討している、相続
放棄の手続きについて知りたい
電話相談
☎048・872・8055(当日のみ)
料　無料(通話料は相談者負担）
申　不要
問　埼玉司法書士会事務局
☎048・863・7861

募集種目 受付期間 試験日 備考

医科
歯科
幹部

2月1日(火)
～6月10日(金) 6月24日(金) 医師・歯科医師

免許取得者

予備
自衛官補

一般

4月8日(金)まで 4月11日(月)
		～17日(日)

18歳以上34歳未満の方

技能
18歳以上で国家免許資格な
どを有する方
(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

申込はこちら
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案　　内
自然農法の野菜作り講座

対　市内在住在勤の方
日　3月16日から12月7日までの
毎月第1・3水曜日(天候などによ
り変動あり)9時30分～11時30分
(7～9月は9時～11時)
場　大橋市民センター(集合後、徒
歩で畑へ向かいます)
講　大

お お の ひ と し

野仁史さん(有機野菜を作
る会)
内　EM菌を使用した有機農法で
農作物を栽培し、収穫する。
3月・4月の予定
①3月16日(水)実習「ジャガイモ
種植え、活性液づくり」
②4月6日(水)実習「ボカシ作り、
大根の種まき」
定　30人(申込順)　料　1500円
他　畑で作業できる服装。野菜は
収穫ごとに持ち帰りできます。
申	問　2月1日(火)から直接または
電話(☎286・0005)で大橋市民セ
ンターへ(火～土曜日9時～17時)

市役所朝市

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　2月12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

スマホ教室に参加しませんか(安心！安全にスマホを使おう)

高齢者を対象としたスマホ教室(2回連続講座)を開催します。スマートフォン
に買い替えたけれど操作に不安を感じている人やこれから買い替えたいと考
えている人にお勧めの講座です。au、docomo、SoftBank各社の講師がスマ
ートフォンの操作方法をわかりやすく説明します。お使いの携帯電話会社と
異なる会社の教室でも参加可能です。また、スマートフォンを持っていなく
ても「貸出機」を使って講習を行いますので安心して参加してください。
対　市内在住で65歳以上の方　定　各会場10人(申込順)　料　無料

内　スマホの基礎からアプリの活用まで。①④は、LINEの講習も含みます。
他　同一会場2回連続で参加してください(１回だけの参加はできません)。
申	問　2月7日(月)から10日(木)までに、電話で健康長寿課高齢者福祉担当へ

第28回東洋大学連携スポーツ講習会
「バランスボールを使ったエクササイズ」

バランスボールは直径50～60ｃｍの大きなゴム状のボールです。「球」とい
う特性を活かして、転がす、弾ませる、投げる、乗るなど様々な使い方がで
きます。柔軟性や筋力、バランス能力を高める使い方を学んでみませんか。
対　市内在住在勤の方
日　2月19日(土)9時～11時
場　東洋大学川越キャンパス　体育館
講　平

ひらさわ

澤愛
あい

さん(杏林大学保健学部学内講師)、【カウンセリング】小
おごう

河繁
しげひこ

彦さ
ん(東洋大学理工学部生体医工学科教授)
内　自宅でもできるエクササイズを中心に、様々なバランスボールの使い方
を紹介します。
定　20人(申込順)　※　1時間ごとの2部制(各10人)	
料　無料
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内のチラシなどでご確認
ください。
申	問　2月3日(木)から生涯学習スポーツ課市民スポーツ担当へ

広告

会場 1日目
(入門編)

2日目
(活用編) 時間 講師

①富士見市民センター 3月		4日(金) 3月11日(金) 13時30分～15時30分 au

②南市民センター 3月		8日(火) 3月15日(火) 10時～12時 docomo

③北市民センター 3月		9日(水) 3月16日(水) 10時～12時 docomo

④市役所 3月17日(木) 3月24日(木) 10時～12時 SoftBank
	※		iPhone使用
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電子図書館を活用しませんか？

図書館ではインターネットで電子
書籍を貸出しています。市内在住・
在勤・在学で図書館利用カード
(青色)をお持ちの方は、図書館ホ
ームページよりパスワードを発行
することで利用でき
ます。携帯端末があ
れば、いつでもどこ
でも読書を楽しむこ
とが出来ます！
電子図書館の使い方がわからない
方は、電話またはカウンターでお
気軽にお尋ねください。利用方法
の紹介動画もぜひご
覧ください。
問　中央図書館
☎271・3001

正社員就職への支援説明会

1か月の研修セミナーと最長6か月
の個別カウンセリングで一人ひとり
に合った企業を紹介します。
対　35歳以上55歳未満の正社員就
職を希望する方(その他応募要件が
ありますのでご確認ください)
日　2月8日(火)、21日(月)13時30
分～14時30分
場　ウェスタ川越
申	問　キャリアバンク(株)へ☎048
・711・2209またはホームページ
から

バイオリンを楽しむCDコンサート

日　2月27日(日)13時～15時
場　中央図書館
内　上質なサウンドでクラシック
からジャズまで幅広くバイオリン
を堪能しませんか。
定　20人(申込順)
料　無料
申　2月10日(木)から直接、電話
または中央図書館ホームページ内
申込フォームから
問　中央図書館☎271・3001

申込はこちら

ちびっこ体操クラブ
対　幼児と保護者(令和4年4月2日時
点で2歳以上)
日　毎週金曜日10時～11時
※　2月18日(金)11時～体験受付
場　東市民センター
問　松

まつい

井☎090・8059・3159

ひまわり体操クラブ
対　幼児と保護者(令和4年4月2日時
点で2歳以上)
日　毎週月曜日10時～11時
※　2月21日(月)11時～体験受付
場　東市民センター
問　木

きむら

村☎090・5320・5260

仲間になりませんか

掲示板

4月号の原稿締切は､ 2月21日(月)です
※「仲間になりませんか」のコーナー
は､ 同一サークルなどは年1回の掲載
です。それ以外の原稿は､ 同一サーク
ル年3回までで、同一号には1件まで
の掲載に限らせていただきます。

省略記号一覧
対	対象　日	日時・日にち	　
期	期間　場	場所　講	講師　
内	内容　定	定員　報	報酬
料	入場料・参加費　持	持ち物　
他	その他　申	申込　問	問合先　

サークルさつき絵画展
日　2月16日(水)～20日(日)10時～
17時(初日は12時から、最終日は15
時まで)
場　中央図書館
料　無料　申　不要
問　吉

よしだ
田☎285・8503

弁護士伊
いとう

藤真
まこと

さんの憲法を考える
講演会
日　2月20日(日)13時45分 ～15時
45分(開場13時30分)
場　南市民センター
定　50人(申込順)
料　500円(資料代など)
申	問　憲法9条を考える鶴ヶ島の会
田
た べ い

部井☎090・6508・3911

出かけてみませんか
初めての短歌教室
日　2月20日(日)10時～11時30分
場　富士見市民センター
料　無料
申　不要
問　押

おしだ
田☎251・5583

参加してみませんか

申込はこちら

電子図書館
はこちら

利用方法
動画はこちら
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