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お知らせ
つるワゴン降車フリー時の
安全運行にご協力を！

つるワゴンは、ルート上であれば、
停留所でなくても指定した場所で
降りることができます。ただし、交
差点など道路交通法上停車できな
い場所や、交通量が多いなど危険
な場所では降車することはできま
せん。つるワゴン降車時における
利用者の安全確保のため、皆さん
のご理解、ご協力をお願いします。
問　都市計画課交通政策担当

危険なバス停について
情報提供のお願い

埼玉県では、路線バスなどのバス
停での人身事故を防止するため、
「バスが止まると信号が見えない」
などの危険なバス停に関する情報
を募集しています。情報をお持ち
の方は市ホームページ掲載の「情
報提供票」で道路建設課まで情報
提供をお願いします。
問　道路建設課道路管理担当

Infor-
mation

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、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　4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

春のおはなし会

対　小学生以下
日　4月10日(日)11時～(10時45分
開場)
場　中央図書館
講　おはなしの森
内　春をテーマにしたおはなし会。
かわいいプレゼントがもらえるよ♪
定　30人(申込順)
料　無料
申 問　4月6日(水)から中央図書館
へ☎271・3001(図書館ホームページ
からも申込可）

手話通訳者派遣の受付を
お休みします

5月連休(5月3日～5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、4月22 日(金)までにお申し込
みください。
問　社会福祉協議会☎271・6278、
5271・6277

案　　内
大人が楽しむ春の語りの会

日　4月13日(水)10時30分 ～12時
(10時15分開場)
場　中央図書館
講　井

いのうえ

上雅
ま さ み

美さん、池
いけがみ

上富
ふ じ こ

士子さ
ん、若

わかばやし

林孝
た か こ

子さん
内　語り手たちの会の3人が昔ばな
しなどを語ります。
定　30人(申込順)
料　無料
申 問　4月5日(火)から中央図書館
へ☎271・3001

市HPはこちら

図書館HPはこちら

第8回結桜まつり～来て、見て、広げよう、地域の輪！～

市民センターや地域で活動する皆さんが日ごろの活動の成果を発表します。
日　4月9日(土)10時～15時30分（昼食休憩12時～13時）
場　東市民センター
内　発表（キッズダンス、空手、太極拳、新体操、ウクレレなど）、展示（洋裁、
ちぎり絵、織物、陶芸など）、入門体験（卓球、自彊術など）、模擬店（手芸作品、
花、ジュースなど）、子どもイベント（スーパーボールすくい、竹細工など）
他　駐車スペースが限られています。車での来場はなるべくご遠慮ください。
問　東市民センター☎286・3357

「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21 Tsurugashima　2022.4

フレイルチェック測定会

「歩く速度が遅くなった…」、もし
かしたら「フレイル（虚弱）」の状
態かもしれません。早めの気づき
と適切な対処方法を学び、健康長
寿を目指しましょう！
対　市内在住の65歳以上の方
日 場　①4月14日(木)・21日(木)10
時～12時（全2回）／西市民センター
②5月10日(火)・17日(火)10時 ～
12時（全2回）／市役所
内　1日目／フレイルチェック測定
会(質問紙を用いたフレイルの兆候
の確認、測定機器を使用した筋肉
量などの測定）　
2日目／フレイル予防ミニ講座(歯
科衛生士、管理栄養士、保健師に
よるフレイル予防についての講話)
定　15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　4月4日(月)から健康長寿課
健康増進担当へ

入門からステップアップ
「手話講習会基礎」

対　16才(高校生)以上で市内在住
在勤の手話講習会入門を修了した
方。または、同程度の技術を有す
る方
日　5月11日から12月21日までの
毎週水曜日19時～21時（全30回）
場　市役所6階会議室
定　10人(定員を超えた場合は抽選)
料　3300円（入門で使用したテキ
ストをお持ちではない方）
申 問　4月15日(金)までに社会福
祉協議会へ☎271・6278

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。

はつらつ元気体操クラブ

気軽に楽しくできる体操やストレッチを紹介します。元気に暮らせる毎日のた
めに、一緒に体を動かしてみませんか？
対　市内在住で65歳以上の方(要介護・要支援認定者および介護予防・日常生
活支援総合事業対象者を除く)で医師から運動制限を受けていない方
料　100円(初回のみ)
他　時間を指定しての申し込みはできません。応募者多数の場合は抽選ですが、
前回参加していない方を優先します。抽選結果はすべての方に4月下旬以降に
郵送します。
申 問　4月8日(金)までに健康長寿課地域包括ケア推進担当へ

ストレッチ教室

最近、足腰が弱くなった、つまずきやすくなった、運動を始めてみたい、仲間
と楽しく体を動かしたい・・そんな方にぴったりのストレッチ教室です。
ストレッチは身体機能を向上させ、心のリフレッシュや認知症を予防する効果
も期待できます。
対　市内在住で65歳以上の方(要介護・要支援認定者および介護予防・日常生
活支援総合事業対象者を除く)で医師から運動制限を受けていない方
日　5月10日から毎週火曜日14時～15時30分（全6回）
場　鶴ヶ島フットサルリゾート　※　屋外で実施します
内　ストレッチなど気軽に楽しく実践できる運動の紹介
定　30人(応募者多数の場合は抽選。ただし、前回参加していない方を優先）
料　100円(初回のみ)
持　飲み物、運動靴、ヨガマットまたはバスタオル
他　運動のできる服装
申 問　4月15日(金)までに健康長寿課地域包括ケア推進担当へ

広告

場所 実施日(祝日除く)
(5月～9月) 開始日 時間 定員

大橋市民センター 第1・3月曜日 5月  2日 13時20分～14時10分・
14時40分～15時30分 各20人

南市民センター 第2・4月曜日 5月  9日

東市民センター 第1・3火曜日 5月31日

10時～10時50分・
11時20分～12時10分

各15人

北市民センター 第2・4火曜日 5月10日 各20人

鶴ヶ島市役所 第1・3木曜日 5月19日 各15人

富士見市民センター 第2・4木曜日 5月26日
各20人

西市民センター　 第1・3金曜日 5月20日

老人福祉センター
「逆木荘」 第2・4金曜日 5月27日 13時20分～14時10分・

14時40分～15時30分 各10人
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案　　内
竹の子掘り体験

日　4月16日(土)、23日(土)9時～
（雨天の場合は、4月17日(日)、24
(日)）
※　生育状況により日程変更あり
場　地元農家の竹林(農業交流セン
ター集合)
定　各日15組(申込順・1組5人まで)
※　小学生以下は保護者同伴
料　1組500円、保険代1人100円、
竹の子代別途(時価)
持　軍手、持ち帰り用の大きめの袋
※　長靴履き、作業のできる服装
申 問　4月5日（火）9時から農業交
流センターへ☎279･3335

令和4年度後期(10月開講)わかば
大学塾新規市民教授説明会

新規に市民教授を希望する方を対
象に説明会を開催します。また、
継続して開講する市民教授も募集
しますので、希望する方は下記ま
でご連絡ください。
対　18歳以上(団体・サークルで
の応募可)
日　4月19日(火)13時～15時
場　富士見市民センター
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）)

つるバス・つるワゴン特別乗車証を交付します

対　高齢者／市内在住で70歳以上の方　
障害者／身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお
持ちの方、難病の方
持　氏名、住所、生年月日が確認できるもの（免許証、保険証など）、障害者手
帳など
問　健康長寿課高齢者福祉担当、障害者福祉課障害者福祉担当

※　木曜日のみ9時から21時まで受け付けています

第12回鶴ヶ島市民陸上競技記録会

対　市内在住在勤在学の小学生以上（小学1～3年生は60ｍのみ）
日　6月11日(土)(雨天決行)
場　川越運動公園陸上競技場
種目　①60m②100m③200m④400m⑤800m⑥1500m⑦3000m⑧走幅跳び
※　日本陸上競技連盟の公認記録会ではないため、公認記録とはなりません
料　１種目200円（保険代含む）　　※　1人3種目まで出場可
他　会場までの送迎バスあり（詳細は要問合せ）
申　4月11日(月)から5月20日(金)までに申込書に必要事項を記入し、NPO法
人鶴ヶ島市スポーツ協会事務局（海洋センター内）または生涯学習スポーツ課へ

（当日受付なし）。申込書は、同協会事務局、生涯学習スポーツ課、
各市民センター、若葉駅前出張所で配布、または同協会ホームペ
ージからダウンロードできます。
問　同協会事務局☎277・5199

学校体育施設を開放します

学校の校庭と体育館を学校教育に支障のない範囲で開放します。
学校を利用して、大会やイベントを開催する予定の団体(自治会、子ども会、ス
ポーツ団体など)を対象に6月から翌年3月分の年間調整会議を行います。
日　4月14日(木)19時～　　　場　市役所5階会議室　　　定　各団体1人
問　生涯学習スポーツ課市民スポーツ担当

スポーツ協会HPはこちら

広告

受付場所 受付時間 月曜日 火～
金曜日 土曜日 日曜日・

祝日

障害者福祉課(市役所1階)
健康長寿課(市役所2階)

8時30分～
　 17時15分 ○ ○ ╳ ╳

若葉駅前出張所
9時～
 　17時30分 ○ ○（※） ╳ ╳

各市民センター
9時～
　 17時15分 ╳ ○ ○ ╳

広告

Information　鶴ヶ島市役所　☎ 271・1111
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成年年齢が
18歳に引き下げられました

民法改正により、令和4年4月1日か
ら成年年齢が18歳になりました。
成人になると、親などの法定代理
人の同意がなくても、自分の意志
で契約ができ、18歳になればロー
ンを組めるようになりますが、代
わりに「未成年者取消権」による
取消ができなくなります。若者を
ターゲットにした悪質な商法にも
注意しましょう。消費者トラブル
にあったら消費生活センターへ。
問　消費生活センター☎271・1111

シルバー人材センター入会
説明会

対　市内在住で原則60歳以上の方
日　4月12日(火)、5月17日(火)、
6月7日(火)9時～11時
場　シルバー人材センター
他　文化財整理室駐車場（シルバー
人材センター向かいの建物）には駐
車しないでください。
申 問　説明会前日までに同センタ
ーへ☎285・8172

川越税務署からのお知らせ

【インボイス制度説明会】
5月から各月2回程度、川越税務署
で令和5年10月から開始する消費
税のインボイス制度についての事
業者向けの説明会（事前予約制）を
実施します。詳しい開催情報は、
国税庁ホームページをご覧くださ
い。
問　川越税務署法人課税第一部門
☎235・9447（ダイヤルイン）

【所得税などの確定申告について】
令和3年分確定申告について、新型
コロナウイルス感染症の影響によ
り申告などが困難な方は、4月15日
(金)までの間、簡易な方法により
申告・納付期限の延長を申請する
ことができます。
期限延長手続の具体的な方法につ
いては、国税庁ホームページをご
覧ください。
問　川越税務署☎235・9411（音
声自動案内）

生活に困っている方への相談窓口

◆生活困窮者に対する自立相談支援
市内にお住まいの、生活上の困難に直面している方が、自立した生活を営める
ように一人ひとりの状況に応じた自立相談支援を行っています。
相談・問合先　生活サポートセンター（市役所6階社会福祉協議会内）☎277・
4116　
◆生活保護制度とは
病気や事故、その他の理由で、収入がなかったり少なかったとき、最低限度の
生活ができるように、国の基準に基づいて生活費や医療費などを援助する制度
です。さらに、それらの人々が一日も早く自分の力で自立して生活できるよう
支援するのが目的です。
相談・問合先　福祉政策課保護担当

詳細はこちら

防犯ポスターを募集します

埼玉県警察と埼玉県防犯協会連合
会では、地域安全活動を広く県民
に呼びかけ、地域住民による地域
安全活動の自主性の促進を図るた
め、防犯ポスターを募集します。
対　市内在住在学の小学生以上の
方
作品のテーマ

【一般テーマ】小学生・中学生・
高校生・一般
・安全・安心なまちづくり全般
・住宅を対象とした侵入犯罪防止
・子どもと女性の犯罪被害防止
・振り込め詐欺被害防止
・少年の非行防止
【特別テーマ】中学生・高校生・
一般
・自転車盗難被害防止
作品の規格
・用紙サイズは四ツ切から八ツ切
の範囲内
・自作のスローガンは絶対に入れ
ないこと(入れた場合は審査対象
外)
応募締切
6月9日(木)必着
他　・作品は未発表のものに限る
・応募者全員に参加賞あり
・優秀作品には、埼玉県または西
入間地区防犯協会より表彰状と副
賞を授与
申　応募者の住所、氏名（読み）、
職業(学校名・学年)、年齢、電話
番号、作品の説明を裏面に明記の
上、〒350-0215坂 戸 市 関 間2-4-
17西入間警察署内2F　西入間地
区防犯協会まで郵送か持参
問　西入間地区防犯協会☎281・
8484
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23 Tsurugashima　2022.4

成年年齢が
18歳に引き下げられました

民法改正により、令和4年4月1日か
ら成年年齢が18歳になりました。
成人になると、親などの法定代理
人の同意がなくても、自分の意志
で契約ができ、18歳になればロー
ンを組めるようになりますが、代
わりに「未成年者取消権」による
取消ができなくなります。若者を
ターゲットにした悪質な商法にも
注意しましょう。消費者トラブル
にあったら消費生活センターへ。
問　消費生活センター☎271・1111

シルバー人材センター入会
説明会

対　市内在住で原則60歳以上の方
日　4月12日(火)、5月17日(火)、
6月7日(火)9時～11時
場　シルバー人材センター
他　文化財整理室駐車場（シルバー
人材センター向かいの建物）には駐
車しないでください。
申 問　説明会前日までに同センタ
ーへ☎285・8172

川越税務署からのお知らせ

【インボイス制度説明会】
5月から各月2回程度、川越税務署
で令和5年10月から開始する消費
税のインボイス制度についての事
業者向けの説明会（事前予約制）を
実施します。詳しい開催情報は、
国税庁ホームページをご覧くださ
い。
問　川越税務署法人課税第一部門
☎235・9447（ダイヤルイン）

【所得税などの確定申告について】
令和3年分確定申告について、新型
コロナウイルス感染症の影響によ
り申告などが困難な方は、4月15日
(金)までの間、簡易な方法により
申告・納付期限の延長を申請する
ことができます。
期限延長手続の具体的な方法につ
いては、国税庁ホームページをご
覧ください。
問　川越税務署☎235・9411（音
声自動案内）

生活に困っている方への相談窓口

◆生活困窮者に対する自立相談支援
市内にお住まいの、生活上の困難に直面している方が、自立した生活を営める
ように一人ひとりの状況に応じた自立相談支援を行っています。
相談・問合先　生活サポートセンター（市役所6階社会福祉協議会内）☎277・
4116　
◆生活保護制度とは
病気や事故、その他の理由で、収入がなかったり少なかったとき、最低限度の
生活ができるように、国の基準に基づいて生活費や医療費などを援助する制度
です。さらに、それらの人々が一日も早く自分の力で自立して生活できるよう
支援するのが目的です。
相談・問合先　福祉政策課保護担当

詳細はこちら

防犯ポスターを募集します

埼玉県警察と埼玉県防犯協会連合
会では、地域安全活動を広く県民
に呼びかけ、地域住民による地域
安全活動の自主性の促進を図るた
め、防犯ポスターを募集します。
対　市内在住在学の小学生以上の
方
作品のテーマ

【一般テーマ】小学生・中学生・
高校生・一般
・安全・安心なまちづくり全般
・住宅を対象とした侵入犯罪防止
・子どもと女性の犯罪被害防止
・振り込め詐欺被害防止
・少年の非行防止
【特別テーマ】中学生・高校生・
一般
・自転車盗難被害防止
作品の規格
・用紙サイズは四ツ切から八ツ切
の範囲内
・自作のスローガンは絶対に入れ
ないこと(入れた場合は審査対象
外)
応募締切
6月9日(木)必着
他　・作品は未発表のものに限る
・応募者全員に参加賞あり
・優秀作品には、埼玉県または西
入間地区防犯協会より表彰状と副
賞を授与
申　応募者の住所、氏名（読み）、
職業(学校名・学年)、年齢、電話
番号、作品の説明を裏面に明記の
上、〒350-0215坂 戸 市 関 間2-4-
17西入間警察署内2F　西入間地
区防犯協会まで郵送か持参
問　西入間地区防犯協会☎281・
8484




