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お知らせ
今月の納期

◆市・県民税第2期
◆国民健康保険税第2期
◆介護保険料第2期
◆後期高齢者医療保険料第2期

女性センターが停電により
利用できません

電気設備点検のため、次の日時は
女性センターの利用ができません。
電話・ファクシミリも不通になりま
す。
日　8月6日(土)9時～10時30分
問　女性センター☎287・4755

歯の保存液などを寄附して
いただきました

学校での子どもたちの歯の事故に
緊急に対応することができるよう、
坂戸鶴ヶ島歯科医師会から、歯の
保存液と生理食塩水を市内小・中
学校に1セットずつ寄附していただ
きました。ありがとうございました。
問　学校教育課学務担当

Infor-
mation

教育委員会の各審議会委員

市民参加の教育や教育行政を推進
するため、審議会の委員を募集し
ます。
対　市内在住で、教育・まちづく
りなどに知識、経験、関心のある
満20歳以上の方(公務員は除く)
任期および職務内容
①社会教育委員　10月1日～令和
6年9月30日／社会教育に関する諸
計画の立案に関することなど
②図書館協議会　10月1日～令和
6年9月30日／図書館の運営に関し
て審議することなど
募集人員　各審議会とも若干名
報　「非常勤職員の報酬及び費用弁
償に関する条例」に基づいて支給
申　8月22日(月)17時までに応募
申込書に必要事項を記入し、本人
が直接、生涯学習スポーツ課(市役
所5階)に提出。申込書は生涯学習
スポーツ課、図書館、海洋センタ
ーで配布、または市ホームページ
からダウンロードできます。
選考方法　第1次審査／応募申込
書による選考、第2次審査／面接
問　生涯学習スポーツ課社会教育
担当

募　　集
プレミアム商品券発行事業
加盟店

新型コロナウイルス感染症の影響
を受けた事業者と物価上昇などの
影響を受けている市民生活の支援
を行い、地域経済の活性化を図る
ため、30％のプレミアム付き商品
券の発行を予定しています。
感染防止対策の一環としてキャッ
シュレス決済を推進するため、電
子アプリと紙の商品券により行い
ます。商品券の利用期間や申込方
法など、詳しくは、改めて広報と
市ホームページでお知らせします。

【加盟店を募集します】
対　市内に事業所のある飲食店、
小売店、サービス業など
他　加盟店登録を希望する店舗は、
別途登録が必要です。登録手続き
の方法や説明会の日程・会場など
については、改めて市ホームペー
ジでお知らせします。
問　産業振興課商工労政担当

市民センターが臨時休館します

各市民センターは施設の設備点検のため、次の日程で臨時休館となります。部
屋の利用および受付は休止します。

日にち 時間 市民センター名 問合先

8月  4日(木)
9時～17時 東市民センター ☎286・3357
9時～18時 南市民センター ☎287・0235

8月17日(水) 9時～18時 富士見市民センター ☎287・1661
8月31日(水) 9時～22時 北市民センター ☎287・0251

9月14日(水)
9時～13時 大橋市民センター ☎286・0005
9時～18時 西市民センター ☎286・7899
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文化団体連合会加盟団体
会員および団体

市文化団体連合会は、市内6つの
文化団体で構成され、団体相互の
交流と鶴ヶ島文化の発展を目的と
して、文化祭、全体研修会などの
活動をしています。
※　新規加盟団体も随時募集中で
す

団体名 連絡先

鶴ヶ島美術協会 吉
よ し か わ

川☎285・0644

和紙ちぎり絵みふじ会 是
こ れ え だ

枝☎286・4625

鶴ヶ島短歌クラブ 杉
す ぎ や ま

山☎286・0246

鶴ヶ島市お琴同好会 安
あ ん ぜ

瀬☎285・7957

鶴ヶ島市茶華道連盟 田
た な か

中☎285・2354

鶴ヶ島囲碁同好会 廣
ひ ろ た

田☎285・9495

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)

わかば大学塾塾生

令和4年度後期講座(10月開講)の
塾生を募集します。受講を希望す
る方は、下記配布場所で「わかば
大学塾講座案内」を入手してくだ
さい。パンフレットの戸別配布は
行いません。
配布期間　8月2日(火)～9月8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、若葉駅前出張所、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)

申込はこちら

イベント
まちライブラリー植本祭＠富士見

皆さんが持ち寄ったお気に入りの
本を紹介し合います。その後ゲー
ムを楽しみましょう。ゲームだけ
の参加もできます。
対　小学生以上の方
日　8月6日(土)10時～12時
場　富士見市民センター
定　10人
料　無料
持　飲み物
申 問　当日までに富士見市民セン
ターへ☎287・1661

作って飛ばそう！
ペットボトルロケット

対　小学4～6年生
日　8月21日(日)14時～16時(13時
45分受付開始）
場　中央図書館
内　水の勢いで飛ぶペットボトル
ロケットを自分で作って飛ばして
みよう！
定　15組(申込順)
料　無料
持　レインコート、着替え(濡れて
もよい服装・靴)、飲み物
他　親子でも参加可
申 問　8月5日(金)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

夏のろんちゃん工作クラブ

対　小学生
日　8月13日(土)10時～11時
場　中央図書館
内　夏にぴったり！牛乳パックで
灯ろうを作ってみよう！
定　12人(申込順)
料　無料
持　図書館の利用カード
他　汚れてもよい服装
申 問　8月4日(木)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

第3回eコラボサイエンス教室2022

第3回は、手作り巨大紙の蓄音機が
テーマです。手作りされた蓄音機
のスピーカーで音楽を聴いてみま
す。昔のレコードの音色やスマー
トフォンからの音楽がどのように
聴こえるか比べてみましょう。ワ
ークショップでは、スマートフォン
用のスピーカーを作ります。
対　市内在住の小中学生
日　9月10日(土)13時～15時30分
場　鶴ヶ島第二小学校
講　吉

よしみず

水励
つとむ

さん、田
た ぐ ち

口治
はるひこ

彦さん
定　50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　8月28日(日)から9月3日(土)
までに鶴ヶ島第二小学校区地域支
え合い協議会へメール(  turu2.
sasaeai@gmail.com)
問　同協議会☎298・7974

申込はこちら

申込はこちら
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イベント
市役所朝市

市内でとれた新鮮な農産物を農家
が自分の軽トラックで直接販売し
ます。
日　8月13日(土)9時～10時30分
(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

パネル展示
知ってみよう！里親制度

様々な事情により、一時的に家庭
で生活することができない子ども
がいます。埼玉県では、そのよう
な子どもを、愛情をもって一定期
間自宅で預かる里親を募集してい
ます。数日預かってほしいという
相談も多くあります。この里親制
度についてのパネル展示を行いま
す。
日　8月15日(月)～9月8日(木)8時
30分～17時15分
場　市役所1階ロビー
他　8月15日(月)・25日(木 ）の14
時～16時には、里親クイズを実施
します。回答していただいた方に
は、先着順で啓発品を配布します。
つるゴンも登場します！
問　こども支援課子育て支援担当

9月10日は「下水道の日」です

「下水道の日」にちなみ、下水道の仕組みなどを楽しく学べるイベントを開催し
ます。
日　9月11日(日)10時～15時30分
場　石井水処理センター(坂戸市石井1336-1)
※　詳細は、組合ホームページをご覧ください
問　坂戸、鶴ヶ島下水道組合☎283・1101
(下水道事業PR検討部会)

バーチャル工場見学＆オリジナル「マルちゃん焼そば」づくり

お父さんの育児参加を応援します！
東洋水産(株)埼玉工場のバーチャル工場見学(動画視聴)で焼そばの製造工程を
見たり、麺の生地を触ったり、においをかいだりして体感することができます。
お土産に好きな麺とソースを選んで、自分でパッケージに絵を描いた焼そばを
持ち帰って、自宅で調理して味わってください。
対　小学生と父親(兄弟の参加可、祖父可)
日　10月15日(土)10時～12時
場　農業交流センター　　　
定　親子15組(申込順)　　　
料　無料
申 問　8月16日(火)9時から女性センターへ☎287・4755またはメール(  
10200020@city.tsurugashima.lg.jp)

申込はこちら

CDコンサート
J-POPのレジェンドたち

日　8月28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　8月4日(木)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

ジュニア映写機体験会

対　小学3年生～中学生
日　8月20日(土)①13時②15時
※　開場は10分前～、各回70分
場　中央図書館
内　映写機を動かしてみよう！最
後に短編アニメ「ミッキーマウス」
も上映
定　各回8人(申込順)
料　無料
申 問　8月4日(木)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

広告

申込はこちら

詳細はこちら

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。
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秋作栽培講習会

秋野菜(大根・白菜・ブロッコリー)
の種まきから収穫までの過程を学
びます。
対　全日程参加できる方
日　8月20日、9月3日・17日、10
月1日・15日・22日(以 後12月下 旬
まで必要に応じて開催・各土曜日)
9時～12時
場　農業交流センター
定　8人(未受講者優先)
料　2000円(種苗代)
他　天候や野菜の生育状況により、
日程が変更になる場合があります。
申 問　8月6日(土)9時から農業交
流センターへ☎279・3335

つるバス ・ つるワゴンの
乗り継ぎ方法

つるバス・つるワゴンでは、目的
地までの間に乗り継ぎがある場合、
接続する次の便への乗車に限り「乗
継券」を発行しています。この「乗
継券」を利用することで、乗り継
ぎ先は無料で利用することができ
ます。
【乗り継ぎ方法】
◆乗り継ぐ前の便で運賃を支払う
際、運転手へ、目的地と他の便に
乗り継ぐことを伝えてください(つ
るバスは「降車時」、つるワゴンは

「乗車時」)。
◆運転手から「乗継券」を受け取
ります。
◆乗り継いだ先の便で「乗継券」
を運転手へ渡してください。
※　複数の路線が停車する停留所
(乗継指定停留所)以外での乗り継
ぎはできませんのでご注意ください
問　都市計画課交通政策担当

エコ工作教室(竹細工作り)

対　小学生(保護者同伴)
日　8月21日(日)9時～12時
場　農業交流センター
内　竹はし、竹ぽっくり、水鉄砲
の3種類を作ります。
定　10組(申込順)
料　 材 料 代500円 ／ 組、 保 険 代
100円／人
持　カッター
申 問　8月6日(土)9時から農業交流
センターへ☎279・3335

案　　内
市民と議員の懇談会 
－議会報告会2022－

「夢を語れる、子どもたちにやさし
いまちづくり」をテーマに、参加
者の皆さんと議員との意見交換を
中心に行います。
対　市内在住の方
日　8月28日(日)10時～11時30分
場　市役所3階議場、オンライン中
継会場(南市民センター、北市民セ
ンター、富士見市民センター)
他　手話通訳を希望する方は、8
月19日(金)までに、ファクシミリ
(5271・1196)ま た は メー ル(  
10900010@city.tsurugashima.
lg.jp)でご連絡ください。
問　議会事務局議事課

広島市児童派遣事業参加報告会

市では、8月6日に広島市で開催さ
れる平和記念式典に市内各小学校
の6年生の代表8人を市民の代表と
して派遣する「広島市平和記念式
典児童派遣事業」を実施していま
す。今年度は新型コロナウイルス
感染症の影響により、式典への参
加はできませんが、広島平和記念
資料館などで平和について学びま
す。
児童が得た体験や学んだこと、平
和への思いを作文にして発表する
ことで、広く市民の方に平和の尊
さを伝えるため、参加報告会を開
催します。
日　8月27日(土)10時～
場　西市民センター
料　無料
問　総務人権推進課庶務人権担当

始めよう！手話を学ぶ第一歩

手話であいさつや自己紹介をして
みませんか？初めての方を対象に、
簡単な手話や聴覚障害について学
ぶ講座です。
対　16歳以上で市内在住在勤の方
日　①8月22日(月) ②8月29日(月) 
③9月7日(水)(全3回)　
①②10時～12時 ③14時～15時30
分
場　①②市役所6階会議室 ③東市
民センター
内　①聴覚障害について ②手話の
学習 ③手話通訳問題研究会「折鶴
会」の見学
定　10人(受講歴のある方はお断り
する場合があります)
申 問　8月15日(月)までに、社会
福祉協議会へ☎271・6278
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秋作栽培講習会

秋野菜(大根・白菜・ブロッコリー)
の種まきから収穫までの過程を学
びます。
対　全日程参加できる方
日　8月20日、9月3日・17日、10
月1日・15日・22日(以 後12月下 旬
まで必要に応じて開催・各土曜日)
9時～12時
場　農業交流センター
定　8人(未受講者優先)
料　2000円(種苗代)
他　天候や野菜の生育状況により、
日程が変更になる場合があります。
申 問　8月6日(土)9時から農業交
流センターへ☎279・3335

つるバス ・ つるワゴンの
乗り継ぎ方法

つるバス・つるワゴンでは、目的
地までの間に乗り継ぎがある場合、
接続する次の便への乗車に限り「乗
継券」を発行しています。この「乗
継券」を利用することで、乗り継
ぎ先は無料で利用することができ
ます。
【乗り継ぎ方法】
◆乗り継ぐ前の便で運賃を支払う
際、運転手へ、目的地と他の便に
乗り継ぐことを伝えてください(つ
るバスは「降車時」、つるワゴンは

「乗車時」)。
◆運転手から「乗継券」を受け取
ります。
◆乗り継いだ先の便で「乗継券」
を運転手へ渡してください。
※　複数の路線が停車する停留所
(乗継指定停留所)以外での乗り継
ぎはできませんのでご注意ください
問　都市計画課交通政策担当

エコ工作教室(竹細工作り)

対　小学生(保護者同伴)
日　8月21日(日)9時～12時
場　農業交流センター
内　竹はし、竹ぽっくり、水鉄砲
の3種類を作ります。
定　10組(申込順)
料　 材 料 代500円 ／ 組、 保 険 代
100円／人
持　カッター
申 問　8月6日(土)9時から農業交流
センターへ☎279・3335

案　　内
市民と議員の懇談会 
－議会報告会2022－

「夢を語れる、子どもたちにやさし
いまちづくり」をテーマに、参加
者の皆さんと議員との意見交換を
中心に行います。
対　市内在住の方
日　8月28日(日)10時～11時30分
場　市役所3階議場、オンライン中
継会場(南市民センター、北市民セ
ンター、富士見市民センター)
他　手話通訳を希望する方は、8
月19日(金)までに、ファクシミリ
(5271・1196)ま た は メー ル(  
10900010@city.tsurugashima.
lg.jp)でご連絡ください。
問　議会事務局議事課

広島市児童派遣事業参加報告会

市では、8月6日に広島市で開催さ
れる平和記念式典に市内各小学校
の6年生の代表8人を市民の代表と
して派遣する「広島市平和記念式
典児童派遣事業」を実施していま
す。今年度は新型コロナウイルス
感染症の影響により、式典への参
加はできませんが、広島平和記念
資料館などで平和について学びま
す。
児童が得た体験や学んだこと、平
和への思いを作文にして発表する
ことで、広く市民の方に平和の尊
さを伝えるため、参加報告会を開
催します。
日　8月27日(土)10時～
場　西市民センター
料　無料
問　総務人権推進課庶務人権担当

始めよう！手話を学ぶ第一歩

手話であいさつや自己紹介をして
みませんか？初めての方を対象に、
簡単な手話や聴覚障害について学
ぶ講座です。
対　16歳以上で市内在住在勤の方
日　①8月22日(月) ②8月29日(月) 
③9月7日(水)(全3回)　
①②10時～12時 ③14時～15時30
分
場　①②市役所6階会議室 ③東市
民センター
内　①聴覚障害について ②手話の
学習 ③手話通訳問題研究会「折鶴
会」の見学
定　10人(受講歴のある方はお断り
する場合があります)
申 問　8月15日(月)までに、社会
福祉協議会へ☎271・6278
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案　　内
サークル地域還元講座 

「スポーツウエルネス吹矢
体験教室」

スポーツウエルネス吹矢は誰でも
手軽に楽しみながらできるスポー
ツです。スポーツウエルネス吹矢
式呼吸法による健康効果があり、
精神力と集中力を高めます。
対　市内在住在勤で全日程参加可
能な方
日　8月20日・27日、9月3日 の 各
土曜日9時30分～11時30分(全3回)
場　大橋市民センター
講　スポーツウエルネス吹矢協会
鶴ヶ島01支部
内　初心者対象のスポーツ吹矢体
験
定　12人(申込順)
料　1000円(マウスピース代、3回
分)
持　タオル
他　動きやすい服装(サンダル・ヒ
ールなど不可)
申 問　8月2日(火）から大橋市民セ
ンターへ☎286・0005(火～土曜日
9時～17時)

保育士就職説明会

埼玉県が保育士向けの就職フェア
を実施します。
【川越会場】
日　9月3日(土)13時～16時
場　ウェスタ川越
【大宮会場】
日　9月17日(土)13時～16時
場　ソニックシティビル
他　開始・終了時刻は変更になる
場合があります。詳細が決まりま
したら、県ホームページの「保育
士に関する情報」でご案内します。
問　県少子政策課☎048・830・33
49

保育士合同就職面接会

保育分野で就職を希望される方向
けに合同就職面接会を開催します。
日　10月19日(水)13時～16時
場　ソニックシティビル
他　開始・終了時刻は変更になる
場合があります。詳細は、埼玉労
働局ホームページの「イベント情
報」でご案内します。
問　埼玉労働局職業安定部職業安
定課職業紹介係☎048・600・62
08

子どもの人権110番強化週間

さいたま地方法務局と埼玉県人権
擁護委員連合会は、子どもをめぐ
る様々な人権問題へ取り組むため、
全国一斉「子どもの人権110番」
強化週間として、通常の受付時間
を延長するなどし、一人でも多く
の子どもたちから専用相談電話に
よる相談を受け付けます。
日　8月26日(金)～9月1日(木)8
時30分～19時(8月27日・28日は、
10時～17時)
電話番号　☎0120・007・110(全国
共通・無料)
※　IP電話からは接続できません
相談担当者　法務局職員、県人権
擁護委員連合会子ども人権委員会
委員(秘密は厳守します)
問　さいたま地方法務局人権擁護
課☎048・859・3507

サークル地域還元講座 
「太極拳体験講座」

太極拳で健康づくりしませんか？
1回のみの参加も大歓迎です。
日　9月10日・17日・24日の 各 土
曜日10時～11時30分(全3回)
場　南市民センター
講　南太極拳サークル
定　10人(申込順)
料　無料　　
持　飲み物、靴
他　運動しやすい服装
申 問　8月3日(水)9時から南市民
センターへ☎287・0235

ひとり親家庭の相談会

児童扶養手当現況届出期間中に、
埼玉県西部福祉事務所の専門の相
談員による、ひとり親家庭相談会
を開催します。
日　8月8日(月)10時～16時／生活
全般や子どもの進学費用などの相
談
8月10日(水)10時～16時／就職や
転職の相談
場　市役所1階こども支援課
申 問　県西部福祉事務所地域福祉
担当☎283・6780

「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

シラコバト基金への寄付のお願い

シラコバト基金(シラコバト長寿社会福祉基金)は、誰もが安心して暮らせる地
域社会を実現するため、埼玉県が設置している基金です。この基金は皆さんか
らの温かな寄附に支えられています。県は、お寄せいただいた寄附金を、NPO
法人などが行う地域福祉活動への支援、ボランティア活動への支援、障害のあ
る方の生活をサポートする事業への支援に活用しています。
シラコバト基金への寄附にご協力をお願いします。
問　県福祉政策課☎048・830・3223

詳細はこちら
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建築物の耐震診断・改修に
関する補助金制度

埼玉県では、病院や店舗、福祉施
設などの多数の人が利用する一定
規模以上の建築物に対して、耐震
診断・耐震補強設計および耐震改
修工事の費用の一部を補助してい
ます。詳しくは、お問い合わせくだ
さい。
対　昭和56年5月31日以前に建築
確認を受けて建築された建築物
問　県建築安全課☎048・830・55
27

優良運転者を表彰します

西入間警察署および西入間交通安
全協会では、令和4年度優良運転
者の表彰を行います。
対　西入間交通安全協会員であり、
かつ、過去5年以上無事故・無違反
で、他の運転者の模範となる方
持　運転免許証、印鑑、無事故・
無違反証明書代670円
申　8月1日(月)から9月15日(木)ま
でに、西入間交通安全協会(西入間
警察署内1階)へ直接
問　同協会☎289・0202

令和4年度(後期)埼玉未来大学
ライフデザイン科受講生募集

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。
○元気で自立したシニアライフを
送るために必要な知識を学び習慣
化します。
○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。
対　県内在住で満50歳以上の方
(令和4年4月1日現在)
日　10月～3月の原則木曜日開催
(全18日)
場　ウェスタ川越
定　130人
料　2万8000円
申　健康長寿課で募集案内を入手
し、9月13日(火)必着で申込書を送
付、または、埼玉未来大学ホーム
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

交通事故被害者のご家族への
援護金

対　令和3年4月1日以降、交通遺
児など(※)となった県内在住の18
歳以下の方　
※　18歳以下で、保護者(一方ま
たは双方)が交通事故(陸海空すべ
ての交通事故が対象)により、死亡
または重い障害を負った方
給付額　子ども1人につき10万円
(1回のみ)
給付時期　11月または令和5年5月
申　市役所や学校などで配布す
る申請書に記入の上、期限までに
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)まで郵送また
は持参
申請期限　11月給付分は8月31日
(水)まで、令和5年5月給付分は令
和5年2月28日(火)まで
問　県交通安全対策協議会☎048・
825・2011、県防犯・交通安全課
☎048・830・2955

建築物のアスベスト対策に
関する補助金制度

埼玉県では、民間建築物のアスベ
スト対策として、アスベスト含有
のおそれのある吹付け材の含有調
査および吹付けアスベストの除去
など工事に対する費用の補助をし
ています。詳しくは、お問い合わ
せください。
問　県建築安全課☎048・830・55
25

下水道排水設備工事責任技術者
資格認定共通試験

日　11月27日(日)
場　聖学院大学(上尾市戸崎1-1)
申　9月30日(金)必着で郵送 
※　郵送先など詳細は、坂戸、鶴
ヶ島下水道組合業務課で8月22日
(月)から配布する受験案内または
同組合ホームページをご覧くださ
い
※　新型コロナウイルス感染症の
影響により、試験会場を変更もし
くは試験を中止する場合は、受験
者に別途連絡します
問　坂戸、鶴ヶ島下水道組合業務
課☎288・3361

詳細はこちら

自衛官などの採用試験

募集種目 受付期間 試験日 応募資格

防衛医大
医学科学生

10月12日
(水)まで

【1次】10月22日(土)
【2次】12月14日(水)～16日(金) 18歳以上21歳未満の方

で、高卒者(見込含)
または高専3年次修
了者(見込含)防衛医大

看護学科学生
10月5日
(水)まで

【1次】10月15日(土)
【2次】11月26日(土)・27日(日)

防衛大学校
一般

10月26日
(水)まで

【1次】11月5日(土)・6日(日)
【2次】12月6日(火)～10日(土)

18歳以上21歳未満の
方(自衛官は23歳未
満)高卒者(見込含)ま
たは高専3年次終了
者(見込含)

一般曹候補生 9月5日
(月)まで

【1次】9月15日(木)～18日(日)
【2次】10月8日(土)～23日(日)
※　いずれか1日を指定されます

18歳以上33歳未満の
方

航空学生
(海)海上自衛隊
(空)航空自衛隊

9月8日
(木)まで

【1次】9月19日(祝)
【2次】10月15日(土)～20日(木)
【3次】(海)11月18日(金)～12月14日(水)
　　  (空)11月12日(土)～12月15日(木)

(海)18歳以上23歳未
満の方
(空)18歳以上21歳未
満の方
高卒者(見込含)また
は高専3年次修了者
(見込含)

自衛官候補生 詳細は自衛隊入間地域事務所へ

※　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
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日　11月27日(日)
場　聖学院大学(上尾市戸崎1-1)
申　9月30日(金)必着で郵送 
※　郵送先など詳細は、坂戸、鶴
ヶ島下水道組合業務課で8月22日
(月)から配布する受験案内または
同組合ホームページをご覧くださ
い
※　新型コロナウイルス感染症の
影響により、試験会場を変更もし
くは試験を中止する場合は、受験
者に別途連絡します
問　坂戸、鶴ヶ島下水道組合業務
課☎288・3361

詳細はこちら

自衛官などの採用試験

募集種目 受付期間 試験日 応募資格

防衛医大
医学科学生

10月12日
(水)まで

【1次】10月22日(土)
【2次】12月14日(水)～16日(金) 18歳以上21歳未満の方

で、高卒者(見込含)
または高専3年次修
了者(見込含)防衛医大

看護学科学生
10月5日
(水)まで

【1次】10月15日(土)
【2次】11月26日(土)・27日(日)

防衛大学校
一般

10月26日
(水)まで

【1次】11月5日(土)・6日(日)
【2次】12月6日(火)～10日(土)

18歳以上21歳未満の
方(自衛官は23歳未
満)高卒者(見込含)ま
たは高専3年次終了
者(見込含)

一般曹候補生 9月5日
(月)まで

【1次】9月15日(木)～18日(日)
【2次】10月8日(土)～23日(日)
※　いずれか1日を指定されます

18歳以上33歳未満の
方

航空学生
(海)海上自衛隊
(空)航空自衛隊

9月8日
(木)まで

【1次】9月19日(祝)
【2次】10月15日(土)～20日(木)
【3次】(海)11月18日(金)～12月14日(水)
　　  (空)11月12日(土)～12月15日(木)

(海)18歳以上23歳未
満の方
(空)18歳以上21歳未
満の方
高卒者(見込含)また
は高専3年次修了者
(見込含)

自衛官候補生 詳細は自衛隊入間地域事務所へ

※　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
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案　　内
いざというときのために
無理なくできる食料備蓄

9月１日の防災の日に向けて、自宅
の食料備蓄を見直してみましょう。
九州北部豪雨や熊本地震の際、現
地対応した管理栄養士を講師に迎
え、災害時でもバランスよく栄養
をとるための食料備蓄の工夫など
をお伝えします。
対　市内在住の成人
日　8月30日(火)10時～11時30分
場　市役所5階会議室
講　久

く ぼ

保彰
あ き こ

子さん(女子栄養大学准
教授)
定　50人(申込順)
料　無料
持　筆記具、事前に送付した調査
票
他　災害食のお土産付き
申　8月1日(月)から18日(木)まで
に健康長寿課健康増進担当へ電話
または申込みフォームから

シニアパソコンカレッジ
「ワード入門と応用」

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ワードがインストール済みの
Windows10、11をお持ちの方
日　9月13日(火)・15日(木)・20
日(火)・22日(木)・27日(火)・29
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
定　6人(抽選)
料　3000円(テキスト代、保険料
など)
持　Windows10、11のパソコン
(全日程持参)
申 問　8月10日(水)までに健康長
寿課高齢者福祉担当へ

シルバーeスポーツ体験＆スマホ
よろず相談コーナーができます

家庭用ゲーム機を活用したシルバ
ーeスポーツの体験&スマホよろず
相談コーナーが老人福祉センター
「逆木荘」にできます。
8月17日(水)から休 館日を除き、
毎日自由に体験できます。
毎週水曜日にはシルバーeスポーツ
の体験支援として、プロのeスポー
ツ選手がやり方を教えてくれます。
体験内容は、 任天堂switchの「ぷ
よぷよeスポーツ」と「太鼓の達人」
です。
また、あわせてスマホよろず相談も
行いますので、ぜひ、ご参加ください。
問　健康長寿課高齢者福祉担当

「これって認知症？」
講話＆もの忘れ相談

最近、もの忘れが気になる方。不
安はそのままにせず、話を聞いて
みませんか？相談員が実際に出会
った事例を含めてお話します。
対　市内在住在勤の方
日　9月5日(月)
①講話「これって認知症？」13時
30分～14時40分 
②もの忘れ相談14時50分～(①の講
話後、希望者のみ(1人20分程度))
場　北市民センター
講　福

ふくしま

島雄
ゆうだい

大さん(丸木記念福祉メ
ディカルセンター(認知症疾患医療
センター)医療福祉相談室)
定　15人(申込順)
料　無料
申 問　8月8日(月)から健康長寿課
地域包括ケア推進担当へ

申込はこちら

フレイルチェック測定会

フレイルとは、心身の活力が低下した状態（虚弱）を指します。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！参加した方には、毎日の
歩数でポイントが貯まり、県産農産品などが抽選で当たる「埼玉県コバトン健
康マイレージ歩数計」をプレゼントします。
※　歩数計プレゼントの対象者は初めてコバトン健康マイレージに参加する方
に限ります(歩数計やスマートフォンで参加済みの方は対象外)
対　市内在住の65歳以上で２日間とも参加できる方
日　8月18日(木)・25日(木)10時～12時
場　北市民センター
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　8月4日(木)から健康長寿課健康増進担当へ

令和4年度荒川図画コンクール

河川美化、愛護の意識や河川への意識の啓発を目的に荒川の風景画を募集して
います。 
対　小学生　　　応募締切　9月15日(木)　　　
題材　荒川流域の川やダムの風景 
他　入賞者には応募作品をスタンドにして贈呈します。
申　詳細は、 ホームページをご覧ください。
問　荒川図画コンクール実行委員会事務局

（荒川上流河川事務所調査課）☎246・6360

健康マイレージ詳細はこちら

詳細はこちら

23 Tsurugashima　2022.8

　「バテる」とは、疲れて動けなくなることです。「疲れ」とは、痛みや発熱と同様に「これ以上、運動や
仕事などの作業を続けると体に害が及びますよ」という人間の生体における警報のひとつです。夏バテと
は、夏の暑さや紫外線が原因の疲労で、私たちに「休め」の警報が出ている状態なのです。
　ところが、エアコンの効いた室内に居ても、夏バテは起こります。なぜでしょう？「疲れ」は、臓器の
働きを調節し体のバランスを維持する「自律神経を酷使した結果」だと考えられています。涼しい室内に居ても、暑い屋外
に出ることもあり、そのたびに体温調節をするため自律神経が働きます。寒すぎる部屋にずっと居ることも、自律神経を酷使
します。自宅では、エアコンの設定温度を適切にし、外出先や電車では、体を冷やし過ぎないように羽織れるものを持ちまし
ょう。
　疲労を回復させるのは、「睡眠」が最も効果的であるとされます。質の良い睡眠をとるには、夏でも湯船に浸かって体をリ
ラックスさせ、寝る前はスマートフォンやパソコンの作業は避けて、明かりも暗めにします。肌触りの良いパジャマや寝具を
用意して、ぐっすりお眠りください。
　疲労回復効果がある食べ物としては、イミダゾールジペプチドを含む鶏の胸肉もよいとされています。エアコンで冷えた
体を温める、鶏の胸肉を使った温かいスープなどもお勧めです。
参考：「健康長寿ネット　疲労とは？疲労の原因と回復方法」　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　                     女子栄養大学栄養クリニック 管理栄養士　塩

し お ざ わ

澤 和
か ず こ

子

夏バテ予防 健  康

応 援 団

No.209

がんワンストップ電話相談
働くがん患者さんの治療と仕事の両立を支援するため、看護師・医療ソーシ
ャルワーカー・両立支援促進員など複数の専門職による相談会を開催します。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて、当面の間、電話による相談と
して実施しています。
対　県内在住または在勤する就労中のがん患者の方(休職中の方も含む)
日　8月8日(月)・25日(木)、9月6日(火)・29日(木)、10月11日(火)・27日(木)、11月7日(月)・24日(木)、12月8日(木)・
20日(火)、1月10日(火)・23日(月)、2月7日(火)・21日(火)、3月2日(木)・17日(金)
相談時間　18時15分～20時30分(最終受付20時)　　※　事前予約制
料　無料
申 問　県疾病対策課へ☎048・830・3651、メール(  a3590-06@pref.saitama.lg.jp)または県ホーム
ページから

50歳を過ぎたら帯状疱疹にご注意を
帯状疱疹は、子どものときに感染した「水痘(水ぼうそう)・帯状疱疹ウイルス」が原因で起こります。水ぼうそうが治った後も、
ウイルスは体内に潜んでおり、加齢やストレスなどにより免疫力が低下したときにウイルスが再び活性化して帯状疱疹が起
こります。50歳以上になると発症率が高くなり、80歳までに3人に1人が発症するともいわれています。
症状
一般的に帯状疱疹になると、初めに神経に沿ってピリピリ・チクチクといった痛みを感じ、その後、水ぶくれを伴う少し盛
り上がったような皮疹が帯状に現れ徐々に痛みが強くなります。症状は、2週間から4週間程度で治まり、かさぶたとなって
いきますが、発疹などの皮膚症状が治まった後も、約2割の方が帯状疱疹後神経痛を患う可能性があるといわれています。
予防
①日頃からの体調管理　免疫力が低下しないように
◆食事のバランスに気を付けましょう　　◆適度な運動を心がけましょう
◆質のいい睡眠をとりましょう　　◆ストレス発散を心がけましょう
②予防接種
50歳以上の方を対象に2種類のワクチンがあります。乾燥弱毒生水痘ワクチンは1回接種、帯状疱疹ワクチンは2回接種とな
っています。予防接種は、発症を完全に防ぐものではありませんが、発症しても軽症ですみ、後遺症の予防につながるとさ
れています。
いずれも、「任意接種」となるため接種費用については全額自己負担となります。ワクチン接種に関する詳細は、取り扱いも
含めて医療機関にご確認ください。
問　感染症対策課感染症対策担当☎227・9522

詳細はこちら




