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お知らせ
今月の納期

◆固定資産税・都市計画税第1期
◆軽自動車税全期

庁舎6階食堂は営業終了しました

市民の皆さんにご利用いただいた
市役所庁舎6階の食堂は、事業者
の都合により、3月25日をもって終
了しました。
問　人事課人事担当

つるワゴン代替車両での
運行時はご注意を

つるワゴンは、車両点検や整備な
どにより、代替車両(つるワゴンと
表示したタクシー車両など)で運行
することがあります。代替車両で
運行する際は、市ホームページや
停留所への掲示などで事前にお知
らせします。ご利用の皆さんには、
車両が分かりづらいなどご不便を
おかけしますが、あらかじめご了
承いただくとともに、注意してご
利用されるようお願いします。
問　都市計画課交通政策担当

Infor-
mation

漏水調査のお知らせ

水道企業団では、水道管を適正に
維持管理するため、漏水調査を実
施します。ご協力をお願いします。
漏水調査対象地区
太田ヶ谷、上新田、上広谷、五味
ヶ谷、下新田、脚折、脚折町、鶴ヶ丘、
藤金、富士見
※　調査員(委託会社)は水道企業
団が発行する身分証明書を携帯し
ています
問　坂戸、鶴ヶ島水道企業団施設
課維持担当☎285・8178

水道メーターの交換

水道水の適正な使用量を測定する
ため、計量法に基づき水道メータ
ーの交換を行います。
該当する方には、はがきで通知し
ますので、メーターボックス内や
メーターが入っているパイプシャ
フト内を清掃し、作業しやすいよ
うにご協力をお願いします。
実施予定期間
5月～令和5年1月
施工業者　第一環境(株)
問　坂戸、鶴ヶ島水道企業団給水
課業務担当☎283・1953

詳細はこちら

地域のラジオ体操会立ち上げを支援します

朝のラジオ体操会に参加したいが、会場が近くにない方や時間が合わなくて参
加できない方、新しいラジオ体操会を立ち上げてみませんか。
会場探しの相談、体操講師の派遣、CDラジオデッキの貸出など、ラジオ体操
会の立ち上げを支援します。
※　市では、20年以上にわたりラジオ体操の普及を進めています。ラジオ体操
会場は現在27か所です
対　市内在住の方
問　健康長寿課健康増進担当

農薬は適正に使用しましょう

農薬を使用する際は、使用方法に十分注意し、事故防止に努めましょう。
①ラベルや袋に表示された注意事項を厳守し、周囲への飛散に十分注意しまし
ょう
②散布量は必要最低限にし、農薬以外の防除方法も検討しましょう
③事前に周辺住民や施設利用者などに周知を行うとともに、風向きに注意しま
しょう
④農薬廃棄は専門処理業者に委託するなど、責任をもって処分しましょう
問　産業振興課農政担当

広告

会場一覧
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募　　集
健康づくり推進協議会委員

対　市内在住で18歳以上の方(公
務員は除く)
任期　令和4年7月から2年間
内　市民の健康増進および食育の
推進に関する施策の調査・審議、
第2次鶴ヶ島市健康づくり計画・食
育推進計画(後期計画)の進行管理
など
定　若干名
選考方法　書類選考し、必要に応
じて面接を行います。
選考結果　応募者全員に文書で通
知します。なお、応募書類は返却
しません。
申	問　市ホームページまたは健康
長寿課で配布する申込書に記入し、
5月20日(金)までに健康長寿課健
康増進担当へ直接、郵送またはメ
ー ル( 10500150＠city.tsuruga
shima.lg.jp)

献血にご協力をお願いします

日　5月30日(月)10時～11時45分、
13時～16時
場　市役所
内　400・200ml献血
持　本人確認書類(運転免許証な
ど)
問　保健センター☎271・2745

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。

「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

詳細はこちら

環境審議会委員

対　市内在住の18歳以上で、市の
環境づくりに関し、知識、経験、
関心のある方(公務員を除く)。ま
た、平日の会議に出席できる方
任期　令和4年7月から2年間
定　3人程度
選考方法　書類選考(応募者全員
に結果を通知)
申	問　市ホームページまたは生活
環境課で配布する応募用紙（必要事
項を記入）と、「鶴ヶ島市に合った地
球温暖化・気候変動対策」に関す
るあなたの意見をまとめた論文(A4
用紙で2～3枚程度。住所・氏名・
電話番号を記入)を、5月25日(水)
までに生活環境課環境保全担当へ
直接または郵送

案　　内
日本の伝統民踊を広めたい

日　5月13日(金)・20日(金)・27
日(金)、6月3日(金)13時30分～15
時30分
場　富士見市民センター
内　鶴ヶ島ふる里音頭など、日本
の伝統民踊を踊ります。
講　若葉結市民踊レククラブ
定　10人　　料　無料
持　飲み物、タオル
他　動きやすい服装
申	問　5月6日(金)から12日(木)ま
でに富士見市民センターへ☎287・
1661

家族介護者のための
ラジオ体操でリフレッシュ！

対　市内在住・在勤で家族などの
介護をしている方、介護に興味・
関心のある方
日　5月23日(月)14時～15時
場　農業交流センター交流広場
※　雨天時は研修室
講	内　鈴

すずき

木大
だいすけ

輔さん(NHKテレビ・
ラジオ体操指導者)の指導によるラ
ジオ体操
定　15人程度(申込順)
料　無料
持　汗ふきタオル、飲み物
他　体を動かしやすい服装
申	問　5月6日(金)から地域包括
支援センターいきいきへ☎227・
6171

認知症予防脳トレ教室

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)
日　5月25日(水)から毎週水曜日
(第1週除く)10時～11時30分(全
8回)
場　北市民センター
内　認知症についてのミニ講話、
ゲームや簡単な問題を取り入れた
脳トレ
定　15人(応募多数の場合抽選)
料　100円(初回のみ)
持　筆記具、飲み物
他　抽選時は、新規の方を優先し
ます。抽選結果は、初回の一週間
前までに郵送します。
申	問　5月12日(木)までに健康長
寿課地域包括ケア推進担当へ

詳細はこちら
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案　　内
市役所朝市

市内でとれた新鮮な農産物を、農家
が軽トラックに積んで直接販売し
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　5月14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

つるがしま郷土散歩
～東コースを巡る～

日　5月26日(木)10時～11時30分
※　雨天予備日6月2日(木)
場　東市民センター(集合・解散)
講　市生涯学習スポーツ課文化財
担当職員
内　つるがしま文化財マップ東コ
ース(約2ｋｍ)を講師の解説付きで
巡ります。
定　10人(申込順)
料　無料
持　筆記具、飲み物、スマートフ
ォンやタブレット(持っている方)
他　歩きやすい服装。東市民セン
ターの駐車場が利用できます。
申	問　5月6日(金)から中央図書館
へ直接、☎271・3001、またはホ
ームページから

きれいなまちづくり運動春期清掃

市では、市民の皆さんや自治会などと協働して、身近な環境美化と保全を目的
に市内を清掃する「きれいなまちづくり運動」を実施します。この運動は、強
制的に参加を求めるものではありません。各自治会や地域の実情に合わせて参
加をご検討ください。また、参加の際には新型コロナウイルス感染症対策のうえ、
体調不良の方は参加を控えるなどご協力をお願いします。
※　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、次の通り、実施方法を2点
変更します
①清掃日　5月15日(日)と22日(日)から各自治会が選んで実施することができ
ます（雨天中止）。地域内で清掃地区を分散させ、両日実施することも可能です。
②清掃で集めた可燃ごみと不燃ごみの出し方
【可燃ごみ】　普段使用しているごみ集積所へ、可燃ごみの収集日に出してくだ
さい(公園などの枯れ葉や雑草など、大量に可燃ごみが出そうな場合は、事前
にご相談ください)。
【不燃ごみ】　普段使用しているごみ集積所へ、不燃ごみの収集日に出してくだ
さい(不燃ごみの収集日まで保管が難しい場合はご相談ください。粗大ゴミや
処理困難物と一緒に市が翌日以降に収集します)。
場　地域の道路や公園など(清掃箇所・開始時間などは、それぞれの自治会に
お問い合わせください)
他　雨天中止のときは、7時30分頃防災行政無線で放送します。秋期清掃は、
10月16日(日)・23日(日)の選択実施を予定しています。
問　生活環境課環境推進担当

図書館HPはこちら

図書館HPはこちら

手話通訳者を目指す人のため
の学習会

対　手話通訳者を目指し手話通訳
者全国統一試験または手話通訳技
能認定試験を受験する市内在住の
手話学習者
日　5月15日、6月19日、7月24日、
8月28日、9月25日、10月16日、
11月6日・20日、1月15日、2月19日、
3月5日(全て日曜日)9時～12時
場　市役所6階会議室
内　手話表現や読み取り、模擬試
験など
定　10人(申込順)
料　無料
申	問　5月10日(火)までに社会福
祉協議会へ☎271・6278

CDコンサート
J-POPのレジェンドたち

日　5月29日(日)13時～15時
場　中央図書館
内　上質なサウンドで昭和から活
躍する日本のアーティストたちを
堪能します。
定　30人(申込順)
料　無料
申	問　5月6日(金)から中央図書館
へ直接、☎271・3001、またはホ
ームページから

広告

広告

Information　鶴ヶ島市役所　☎ 271・1111
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シルバーeスポーツ体験会・スマホ教室（操作方法からLINEまで）

家庭用テレビゲーム機を活用して、シルバーeスポーツ(※)の体験会とスマホ
教室を実施します。元気に暮らせる毎日のために、一緒にシルバーeスポーツ
を体験してみませんか？
※　若い世代を中心に人気の、ゲーム機などを使ったスポーツ競技「eスポーツ」
を、シルバー(中高年層)に特化して普及していくもので、人生100年時代に生
きるシルバー世代が気軽に取り組める健康長寿スポーツです
対　市内在住で65歳以上の方　　料　無料

他　応募者多数の場合は抽選。抽選結果は全ての方に5月下旬以降に郵送し
ます。
申	問　5月13日(金)までに健康長寿課高齢者福祉担当へ

シルバーｅスポーツ＆脳トレ体験に参加しませんか？

シルバーeスポーツを続けることによる認知機能維持効果体験に参加してみま
せんか？
※　効果を測るため、体験に参加される方は、週2回程度、老人福祉センター「逆
木荘」で8月から実施するシルバーeスポーツへの参加をお願いします
対　市内在住の65歳以上で、次の4日間の日程すべてに参加可能な方

定　30人(応募多数の場合抽選)　　料　無料
他　抽選結果については全ての方に5月下旬以降に郵送します。
申	問　5月13日(金)までに健康長寿課高齢者福祉担当へ

自動車税(種別割)納期内納税
について

自動車税(種別割)の納期限は5月
31日(火)です。
スマートフォン決済アプリ(PayPay、
LINE	Pay、PayB、au	PAY、ファミ
ペイ、楽天銀行アプリ)を使って納
付できます。また、Webサイト「埼
玉県・県税納付サイト」を利用し
たクレジットカード納付やインター
ネットバンキングなどを利用したペ
イジー納付、金融機関やコンビニ
でも納付できます。
納税通知書は、5月中旬頃、お手元
に届く予定です。
埼玉県では、自動車税(種別割)を
納期限までに納税し領収書などを
協賛店で提示すると、割引などの
サービスが受けられる自動車税「納
めてプラス！」キャンペーンを実
施しています。詳しくは埼玉県ホ
ームページをご確認ください。
※　自動車税全般に関すること、
住所変更・納付書紛失などの連絡、
納税状況の確認などについては、
自動車税コールセンター☎0570・
012・229へ
自動車税(種別割)収入額の一部は
「彩の国みどりの基金」に積み立て、
県内のみどりの保全や創出などに
活用しています。
※　彩の国みどりの基金に関する
お問い合わせは、☎048・830・
3140へ
障害者の方のための減免申請につ
いては、窓口への受付に加えて、
令和4年度から郵送および電子申
請での受付を開始します。詳しく
は埼玉県ホームページをご確認く
ださい。
問　税務課市民税担当

場所 実施日 時間 定員
北市民センター 6月		6日(月) 13時00分～16時00分

各15人

南市民センター 6月		9日(木)

9時～12時

富士見市民センター 6月14日(火)
東市民センター 6月16日(木)
鶴ヶ島市役所 6月18日(土)
大橋市民センター 6月22日(水)
西市民センター 6月24日(金)
老人福祉センター「逆木荘」 6月29日(水)

会場 内容 1日目(集団) 2日目(個別)

鶴ヶ島市役所 事前認知
機能検査

6月20日(月) 6月21日(火)

13時～17時 個別に30分(時間は別途連絡)

老人福祉センター
「逆木荘」

シルバー
ｅスポー
ツ体験

8月中旬から「逆木荘」で毎日体験できます。
※効果検証のため週2回程度の参加をお願いします

鶴ヶ島市役所 事後認知
機能検査

12月19日(月) 12月20日(火)

13時～17時 個別に30分(時間は別途連絡)

広告
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シルバーeスポーツ体験会・スマホ教室（操作方法からLINEまで）

家庭用テレビゲーム機を活用して、シルバーeスポーツ(※)の体験会とスマホ
教室を実施します。元気に暮らせる毎日のために、一緒にシルバーeスポーツ
を体験してみませんか？
※　若い世代を中心に人気の、ゲーム機などを使ったスポーツ競技「eスポーツ」
を、シルバー(中高年層)に特化して普及していくもので、人生100年時代に生
きるシルバー世代が気軽に取り組める健康長寿スポーツです
対　市内在住で65歳以上の方　　料　無料

他　応募者多数の場合は抽選。抽選結果は全ての方に5月下旬以降に郵送し
ます。
申	問　5月13日(金)までに健康長寿課高齢者福祉担当へ

シルバーｅスポーツ＆脳トレ体験に参加しませんか？

シルバーeスポーツを続けることによる認知機能維持効果体験に参加してみま
せんか？
※　効果を測るため、体験に参加される方は、週2回程度、老人福祉センター「逆
木荘」で8月から実施するシルバーeスポーツへの参加をお願いします
対　市内在住の65歳以上で、次の4日間の日程すべてに参加可能な方

定　30人(応募多数の場合抽選)　　料　無料
他　抽選結果については全ての方に5月下旬以降に郵送します。
申	問　5月13日(金)までに健康長寿課高齢者福祉担当へ

自動車税(種別割)納期内納税
について

自動車税(種別割)の納期限は5月
31日(火)です。
スマートフォン決済アプリ(PayPay、
LINE	Pay、PayB、au	PAY、ファミ
ペイ、楽天銀行アプリ)を使って納
付できます。また、Webサイト「埼
玉県・県税納付サイト」を利用し
たクレジットカード納付やインター
ネットバンキングなどを利用したペ
イジー納付、金融機関やコンビニ
でも納付できます。
納税通知書は、5月中旬頃、お手元
に届く予定です。
埼玉県では、自動車税(種別割)を
納期限までに納税し領収書などを
協賛店で提示すると、割引などの
サービスが受けられる自動車税「納
めてプラス！」キャンペーンを実
施しています。詳しくは埼玉県ホ
ームページをご確認ください。
※　自動車税全般に関すること、
住所変更・納付書紛失などの連絡、
納税状況の確認などについては、
自動車税コールセンター☎0570・
012・229へ
自動車税(種別割)収入額の一部は
「彩の国みどりの基金」に積み立て、
県内のみどりの保全や創出などに
活用しています。
※　彩の国みどりの基金に関する
お問い合わせは、☎048・830・
3140へ
障害者の方のための減免申請につ
いては、窓口への受付に加えて、
令和4年度から郵送および電子申
請での受付を開始します。詳しく
は埼玉県ホームページをご確認く
ださい。
問　税務課市民税担当

場所 実施日 時間 定員
北市民センター 6月		6日(月) 13時00分～16時00分

各15人

南市民センター 6月		9日(木)

9時～12時

富士見市民センター 6月14日(火)
東市民センター 6月16日(木)
鶴ヶ島市役所 6月18日(土)
大橋市民センター 6月22日(水)
西市民センター 6月24日(金)
老人福祉センター「逆木荘」 6月29日(水)

会場 内容 1日目(集団) 2日目(個別)

鶴ヶ島市役所 事前認知
機能検査

6月20日(月) 6月21日(火)

13時～17時 個別に30分(時間は別途連絡)

老人福祉センター
「逆木荘」

シルバー
ｅスポー
ツ体験

8月中旬から「逆木荘」で毎日体験できます。
※効果検証のため週2回程度の参加をお願いします

鶴ヶ島市役所 事後認知
機能検査

12月19日(月) 12月20日(火)

13時～17時 個別に30分(時間は別途連絡)

広告




