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サツマイモを栽培している
皆さんへ

サツマイモに大きな被害を与える
サツマイモ基腐病が令和3年に県
内で初めて確認されました。本病
は糸状菌（カビ）の一種が種いもや
苗に感染し、それらが畑に植えら
れることで発病します。発病した
株で作られた菌の胞子が、雨水な
どにより移動することで周囲に拡
散します。疫病の感染を広げない
ために病気の早期発見、適切な処
分が必要です。農業者また家庭菜
園でサツマイモを栽培している方
は、本病の発生にご注意ください。
万一次のような症状を見つけた場
合は適切な対処をお願いします。
症状

・地面に近い部位の茎が黒変～黒
褐色に変色

・茎葉は黄色や紫色に変色し、症
状が進むと壊死
発病した場合の処分方法

・株を抜き取り、付着した土壌が落
ちないようにビニール袋などに入
れ、畑外に持ち出し、ゴミとして
処分してください。

・畑においては、すみやかに土壌消
毒を実施してください。
※　本病が発生した場合の注意事
項など詳しくは市ホームページを
ご確認ください
本病に係る相談については、いず
れかにご連絡ください。
県農産物安全課☎048・830・4053
県病害虫防除所☎048・539・0661
問　産業振興課農政担当

詳細はこちら

募　　集
地域福祉審議会委員

市では、誰もが安心していきいき
と暮らせるまちをつくることを基
本理念とする第3次地域福祉計画
を策定しました。この計画の進行
管理と次期計画策定の審議を行う、
鶴ヶ島市地域福祉審議会の委員（公
募による委員）を募集します。
対　市内在住で、地域福祉に関心
のある満20歳以上の方（公務員を
除く）
期　委嘱された日から諮問に対す
る答申の日まで（令和8年度末まで
を予定）
内　計画の進行管理に関する審議

（年1回程度）および次期計画策定の
審議（年4回程度（令和6年度～））そ
の他、地域福祉に関する講演会や
研修会などへの参加
定　2人
他　地域福祉計画は、社会福祉協
議会の「地域福祉活動計画」と一
体の形で策定しました。そのため、
審議会委員は、地域福祉活動計画
推進委員会の委員を兼務します。
申　6月20日（月）までに、公募委員
申込書（市ホームページからもダウ
ンロードできます）および「鶴ヶ島
市の地域福祉に関する意見」（様式
自由、字数1000文字以内）を本人
が直接、福祉政策課（市役所2階）へ
提出してください。
問　福祉政策課福祉政策・地域福
祉担当

詳細はこちら

お知らせ
今月の納期

◆市・県民税第1期

つるバス・つるワゴン
「BusGO!」を始めます

つるバス・つるワゴンを待っている
とき、今どこまで来ているかなど、
不安になることがありませんか。

「BusGO!」は、つるバス・つるワ
ゴンの走行位置を、PCやスマート
フォンなどでリアルタイムに確認で
きる、バスロケーションシステムで
す。工事による渋滞や悪天候で運
行が遅れている場合などに、到着
目安が把握できるようになります。
運用開始日（6月中旬予定）について
は、決定次第市ホームページに掲
載します。
利用方法
①市ホームページまたは各停留所
に掲示されるQRコードなどから

「BusGo！」を開きます
②路線、停留所を設定します
③路線地図とつるバス・つるワゴ
ンの走行位置が表示されます
問　都市計画課交通政策担当

Infor-
mation
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募　　集
日本語ボランティア学習会参加者

鶴ヶ島市国際交流協会では、外国
の方に対する日本語学習の支援な
どのボランティア活動を一緒に行
う方を募集します。
対　事前説明会と学習会(全2回)に
参加後、同協会に入会して活動で
きる18歳以上の方
日 場　【事前説明会】7月3日(日)
12時30分～13時、南市民センター
【学習会】7月9日(土)・16日(土)13時30

分～15時30分、富士見市民センター
講　松

ま つ お

尾恭
きょうこ

子さん((公社)国際日本
語普及協会)
定　8人程度　料　1100円
持　筆記具
申 問　6月17日(金)までに、同協
会事務局(地域活動推進課地域活動
推進担当)へ 

鶴っ子サマースクール
学習指導補助員（大学生）

児童・生徒の「確かな学力」の育
成を目指し、市内小中学校で鶴っ
子サマースクールを開催します。
児童・生徒の自主学習のサポート
をしてくれる学習指導補助員（大学
生）を募集します。
募集人数　各学校6人(全13校)
報　時給1300円(交通費込)
選考方法　書類選考の上、面接を
行います。
申 問　市販の履歴書に
必要事項を記入の上、6
月17日(金)(必着)までに
学校教育課指導担当へ
持参または郵送

第2回eコラボサイエンス教室2022

第2回は花火・炎色反応についてが
テーマです。日本の花火は、その
多彩さで世界的に群を抜いていま
す。花火の種類と歴史を知り、華
やかさを作り出す炎色反応につい
て一緒に調べましょう！
対　市内在住の小中学生
日　7月9日(土)10時～11時30分
場　eコラボつるがしま
講　松

まつした

下貢
みつぐ

さん(中央大学名誉教授)
内　花火・炎色反応(化学)
定　20人(申込順)
他　小学校低学年の児童は、保護
者の付き添いが必要です。
申 問　6月26日(日)から7月2日(土)
までに、鶴ヶ島第二小学校区地域
支え合い協議会へ☎298・7974ま
たは turu2.sasaeai@gmail.com

緑のカーテン苗植え体験会

日　6月26日(日)14時～15時
場　中央図書館
講　つるがしま緑のカーテン市民
実行委員会
内　アニメ「もったいないばあさ
ん」やクイズで環境問題も一緒に
学べる体験会
定　10組(申込順)
料　無料
持　軍手(持っている方)
他　汚れてもよい服装。参加者へ
プレゼントあり。
申 問　6月4日(土)9時から中央図
書館へ直接、☎271・3001、また
はホームページから

児童館夏期臨時職員

対　18歳以上（保育士・教諭の資格
を有する方、保育士・教諭の単位取
得中の方を優先）
期　7月19日(火)～8月27日(土)
①9時30分～17時30分(週3日勤務)
②9時30分～17時30分(週5日勤務)
場　脚折児童館
定　2人　報　時給994円
他　通勤手当は、出勤日数と通勤
距離に応じて支給(上限あり)
申 問　6月11日(土)までに市の登録
用紙（写真貼付）に在学中の方は学
生証、保育士・教諭資格のある方
は資格証の写しを添付し、脚折児
童館(☎287・0270)へ持参

案　　内
6月は環境月間です

6月5日は環境の日です。これは、
1972年6月5日からストックホルム
で開催された「国連人間環境会議」
を記念して定められました。日本で
は、6月を「環境月間」としています。
環境月間では、毎年、市民環境団
体主体の市民環境まつりを開催して
きましたが、本年度は、新型コロナ
ウイルス感染拡大防止の観点から、
啓発展示のみの開催とします。
環境月間啓発展示
環境問題に取り組んでいる団体の
活動報告や実践紹介、企業におけ
る取組、生ごみ処理器キエーロな
どの展示を行います。
日　6月2日(木)～15日(水)
※　最終日は15時まで
場　市役所1階ロビー
問　 生活環境課環境推進担当

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。

詳細はこちら

広告

初めての相続・遺言はわからないことだらけです。
初歩の初歩から親切丁寧にご説明します。

長井税務会計事務所
相続・遺言専門 坂戸市南町3-12

税理士 長井 朗 ダイアパレス坂戸602号

電話 049-288-4050

無料相談実施

広告

図書館HPはこちら
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サークル地域還元講座
「お琴体験教室」

お琴に興味のある方、ぜひ参加し
てみませんか？椅子に座って弾き
ます。安心してご参加ください。
対　市内在住在勤の方
日　6月9日(木)・16日(木)・23日
(木)10時～12時(全3回)
場　大橋市民センター
講　箏・三絃の会
定　10人　　料　無料
申 問　6月1日(水)から大橋市民セ
ンターへ☎286・0005

「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

定例健康ウォーク

ウォーキングは、健康づくりにと
ても有効な運動です。講師付きな
ので、初心者でも安心して参加で
きます。ご自身の健康づくりのき
っかけに、参加してみませんか。
対　市内在住の方
日　7月8日(金)9時30分～12時
場　大橋市民センター
講　鶴ヶ島ウオーキングクラブ
内　3～5㎞のコースを歩きます(雨
天の場合は、室内で運動を行いま
す)。
定　20人(申込順)
料　無料
持　飲み物、タオル、帽子、レジ
ャーシート、筆記具
他　両手のあく服装
申 問　6月3日(金)から健康長寿課
健康増進担当へ

シニアパソコンカレッジ
「スマホ入門と応用」

対　次のすべてに該当する方
①60歳以上で全日程出席できる方
②スマートフォンの持ち込みがで
きる方(らくらくフォンは対象外)
日　7月5日(火)・7日(木)・12日
(火)・14日(木)・19日(火)・21日
(木)14時～16時(全6回)
場　市役所6階会議室
講　鶴ヶ島パソコンサポートボラ
ンティア
内　基本操作からLINEまで
定　6人(抽選)
料　3000円(テキスト代、保険料
など)
持　スマートフォン(全日程持参)
申 問　6月10日(金)までに健康長
寿課高齢者福祉担当へ

図書館HPはこちら

親子で学ぶ〜「エコ・クッキング」で環境を守ろう！〜

対　小学生と保護者
日　6月12日(日)14時～15時
場　中央図書館
講　武州ガス株式会社
内　「食」を通じて環境のことを考えながら、地球温暖化を防ぐ方法を学びます。
定　20組(申込順)　料　無料
申 問　6月4日(土)9時から中央図書館へ直接、☎271・3001、
またはホームページから

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　7月9日(土)・10日(日)10時30分～15時30分(全2回)
場　埼玉会館(さいたま市浦和区高砂3-1-4)
内　仕事に役立つエクセル講座　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　(公財)埼玉県ひとり親福祉連合会(〒330-0074さいたま市浦和区北浦和
5-6-5)へ、①「パソコン教室(第2回)」②郵便番号・住所③氏名④年齢⑤電話
番号を明記の上、往復はがきかメール( info@saiboren.or.jp)で申込み(6月
24日(金)必着)
※　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

第10回鶴ヶ島映像フェスティバル

NPO法人鶴ヶ島動画ファンクラブ
では、開催10回を記念して2部制
のイベントを実施します。第1部で
は、過去の映像の紹介と、動画づ
くり・YouTubeなどの相談会を行
います。第2部の映像募集＆放映会
は、秋に開催(後日案内)します。
日　6月13日(月)～17日(金)10時
～16時（相談受付13時～16時）
場　市役所1階ロビー
問　地域活動推進課地域活動推進
担当

広告
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広告

第10回鶴ヶ島映像フェスティバル

NPO法人鶴ヶ島動画ファンクラブ
では、開催10回を記念して2部制
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は、秋に開催(後日案内)します。
日　6月13日(月)～17日(金)10時
～16時（相談受付13時～16時）
場　市役所1階ロビー
問　地域活動推進課地域活動推進
担当

広告
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案　　内
市役所朝市

市内で採れた新鮮な農産物を、農
家が直接販売します。
日　6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

じゃがいも掘り収穫体験

農業交流センター体験農園で育て
たじゃがいも(キタアカリ2株とメ
ークイン2株の計4株)を掘ってお持
ち帰りいただきます。
日　6月25日(土)9時～
※　雨天の場合26日(日)
場　農業交流センター
定　10組(申込順・1組5人まで)
※　小学生以下は保護者同伴
料　1000円(1組4株)
持　長靴、ゴム手袋、大きめの袋
など
他　作業のできる服装
申 問　6月5日(日)9時から農業交
流センターへ☎279・3335

たんさんまんじゅう作り講習会

ふるさとの味、ほっこり懐かしい
炭酸まんじゅうを作ります。
日　6月25日(土)9時～12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、筆記具
申 問　6月5日(日)9時から農業交
流センターへ☎279・3335

歯と口に関する児童画展

坂戸鶴ヶ島歯科医師会では、「歯と口に関する児童画展」を開催します。「歯と
口の健康フェアー」については、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
とします。
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場　若葉駅前出張所
※　児童画優秀作品の一部を下記の期間展示します(場所同じ)
期　6月6日(月)～17日(金)
問　保健センター☎271・2745

防火水槽の蓋をリニューアル！ 

坂戸・鶴ヶ島消防組合では、防火水槽の
蓋を組合のイメージキャラクターである

「さかぼう・つるぼう」のデザインにリニ
ューアルしました！
防火水槽とは、火災時の消火に使用する
水を貯めておく水槽であり、地震が発生
し、水道などが使用できなくなった場合
には生活用水としても活用することがで
きます。
今回のデザインは、遠くからでも認識できるよう、鮮やかな色で仕上げてあり
ます。今、マンホールの蓋は静かなブームとなっています。皆さんもマンホー
ラーになってみるのはいかがですか？
問　坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本部警防課☎281・3116 

救命講習会を開催します

対　中学生以上で市内または坂戸市在住在勤在学の方

内　【普通救命】心肺蘇生法(成人)および大出血時の止血法
【上級救命】心肺蘇生法(成人、小児、乳児、新生児)大出血時の止血法、傷病
者の管理法、手当の要領および搬送法
料　無料
他　各日申込順とします。駐車場に限りがあります。 
申 問　6月10日(金)から坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本部警防課救急担当へ直接
または☎281・3116(平日8時30分～17時)　

種別 日時 場所 定員

普通救命講習
7月21日(木)9時～12時 坂戸消防署 15人

9月17日(土)9時～12時 鶴ヶ島消防署 10人

上級救命講習
8月25日(木)9時～17時

坂戸消防署
15人

9月22日(木)9時～17時 15人
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食生活改善推進員養成講座

健康なまちづくりに向けて、地域で食を中心とした健康づくりを「食生活改善推進員」
となり普及したい方を募集します。主な活動は、子どもへ「食べる楽しさ」を、大人へ「生
活習慣病・介護の予防」を、また「地産地消の普及」や「食品ロスの削減」など、広
い視野で食を見つめ、自らが食を学び実践し、家族、ご近所さん、友人に対して、交
流を深めながら豊かな食の輪を地域へ広げていくことです。
対　市内在住の成人で、食生活改善推進員として活動したい方
定　12人　料　無料　持　筆記具

申 問　6月3日(金)から30日(木)までに、健康長寿課健康増進担当へ電話またはメールフォームから

申込はこちら

日時 場所 内容 講師

7月14日(木)
10時～11時30分 市役所5階会議室 開講式・健康づくりと食の現状・第2次鶴ヶ島市

健康増進計画・食育推進計画(後期計画)について
健康増進課　管理栄養士
食生活改善推進員

8月5日(金)
10時～11時30分 市役所5階会議室 旬の野菜について 女子栄養大学短期大学部

准教授　小
お ざ わ け い こ

澤啓子さん

8月26日(火)
13時30分～15時 保健センター 食事バランスガイドと食事の組み立て方法について 女子栄養大学

教授　武
た け み

見ゆかりさん

9月中 自宅 自宅研修
※　市より提供されたレシピでの調理実践 ー

9月13日(火)
10時～11時30分 保健センター 食品成分と食中毒予防、アレルギーなど 健康長寿課　管理栄養士

10月～11月頃 市民センター(予定) フレイル予防の取組(食生活応援ミニ講座見学) 食育アドバイザー　鶴のえがお

①9月9日(金)
②10月14日(金)
③11月11日(金)
9時30分～12時
※　いずれか1日

①富士見市民センター
②東市民センター
③南市民センター

運動で健康づくり
※　定例健康ウォークに各自で申込みのうえ参加 鶴ヶ島ウオーキングクラブ

11月18日(金)
10時～12時 西市民センター 食生活改善推進員の活動について知る(共食事業へ

の参加) 食生活改善推進員

12月2日(金)
10時～11時30分 市役所1階会議室 今後の地域での食育について・食生活改善推進員の

活動について・閉講式
健康長寿課　管理栄養士
食生活改善推進員

求人企業合同面接会〜採用担当者と直接話してみましょう〜

対　令和5年3月大学・短大・専門学校卒業予定の方、既卒3年以内の方
日　6月23日(木)13時～16時（受付12時～15時30分)
場　大宮ソニックシティビル4階市民ホール
持　履歴書複数枚(当日会場でもコピー可)
他　予約不要、入退場自由。求人企業情報を来場者全員に配布。県内企業多数
参加予定。参加企業名は開催2週間前より埼玉県雇用対策協議会ホ
ームページに掲載予定です。
問　同協議会☎048・647・4185

同協議会HP

新緑に包まれながら散策しませんか

6月の国営武蔵丘陵森林公園では、
アジサイやアナベル(6月～7月上旬)、
ギンリョウソウ(6月)が見ごろを迎
えます。ボーダー花壇は6～7月が
花盛り。梅雨時期だけの味のある
草花をお楽しみください。
開園時間　9時30分～17時(月曜休)
問　同公園管理センター☎0493・
57・2111
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