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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。

第5回eコラボサイエンス教室
2022

気温が氷点下になると、水分子がい
ろいろなものに凝結します。結晶や
形状にどのような違いがあるのか見
てみよう。
対　市内在住の小中学生
日　1月14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　霜・雪・つらら、結晶や形状を
見てみよう。
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
申 問　12月25日(日）から1月7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、

turu2.sasaeai@gmail.com

手話通訳者派遣事業

年末年始(12月29日～1月3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、12月22日(木)までにお申
込みください。
問　社会福祉協議会☎271・6278　
5271・6277

イベント
市役所朝市を開催します

市内でと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。
安心して来場いただけるよう、感染
症対策を行います。
日　12月10日(土）9時～10時30分
※　小雨決行　　持　エコバッグ
問　産業振興課農政担当

申込はこちら

広告

お知らせ
今月の納期

◆市民税・県民税第4期
◆国民健康保険税第6期
◆介護保険料第6期
◆後期高齢者医療保険料第6期

つるワゴン車内ではシートベ
ルトの着用をお願いします

道路交通法ではすべての座席でシ
ートベルト着用が義務づけられて
おり（病気などやむを得ない理由が
ある場合を除く）、つるワゴンの座
席でもシートベルトの着用が必要
です。シートベルトは万が一のと
きに命や身体を守ってくれるもの
です。皆さんの安全を守るために、
つるワゴン乗車の際にはたとえ短
い乗車区間であってもシートベル
トの着用をお願いします。
問　都市計画課交通政策担当

どんど焼き終了のお知らせ

小正月の行事として実施してきた
「どんど焼き」は、安全面をはじめ
諸般の事情により事業終了とさせ
ていただきます。なお、事業終了
に伴い、正月飾りの受付はしませ
んのでご注意ください。
問　東市民センター☎286・3357

Infor-
mation

第35回県民総合スポーツ大会兼第40回鶴ヶ島駅伝競走大会

対　小学4年生以上の方
日　2月5日(日)8時40分～（受付8時～8時40分）　※　雨天決行
場　農業交流センターおよび周辺
種別　①一般男子(男女混合可) ②壮年(50歳以上男女混合可) ③中高生男子 
④中高生女子 ⑤一般女子 ⑥小学生男子 ⑦小学生女子
距離　①②③④／15㎞（1区間3㎞ ・ 5人で継走）、 ⑤⑥⑦/10㎞（1区間2㎞ ・
5人で継走）
定　①～④は合計50チームまで
料　①②1チーム4000円、 ③～⑦1チーム2500円
※　直接持参または振込み。 申込後の返金不可
申 問　12月5日(月)から1月13日(金)までに鶴ヶ島海洋センター、生涯学習スポー
ツ課、各市民センター、若葉駅前出張所にある申込書に必要事項を記入し、直接
またはファクシミリ5277・5199、メール tsurutaikyo-info@ce.wakwak.comで
NPO法人鶴ヶ島市スポーツ協会事務局へ☎277・5199(平日9時～17時)

Information　鶴ヶ島市役所　☎ 049・271・1111
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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(雨
天の場合は、室内で運動を行いま
す)。
対　市内在住の方
日　1月13日（金）9時30分～12時
場　北市民センター
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。
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　当日は、両手のあく服装でお
越しください。
申 問　12月2日(金)から健康長寿
課健康増進担当へ

交通安全 ・ 防犯講座

埼玉県内で交通事故や詐欺被害が
多発しています。
対　市内在住で60歳以上の方
日　12月21日(水)9時30分 ～11時

（受付9時20分～）
場　南市民センター
講　西入間警察署支援専門員
内　事故や詐欺にあわないための
ポイント、対策方法などをわかり
やすく説明します。
定　15人(申込順)
料　無料
申 問　12月2日(金)9時から南市民
センターへ☎287・0235

募　　集
「逆木荘」新春カラオケ発表会
参加者

対　市内在住60歳以上の方
日　1月15日(日)10時～15時
場　老人福祉センター「逆木荘」
定　50人(申込順)
料　無料
申 問　12月1日(木)から7日(水)ま
でに同センターへ☎286・3301

東京国際大学ホストファミリー 

日本研究プログラム参加学生(主に
米国からの留学生）受け入れのホス
トファミリーを募集します。
募集家庭　約30家庭(1家庭で学生
1人を受け入れ)　※　食事（平日は
朝・夕食、土・日曜日、祝日は朝・昼・
夕食）および1部屋を学生に提供で
きる家庭
期　3月25日(土)～7月25日(火)の
123日間(予定) 
費用　1日2500円を大学より補助 
他　申込いただいた方に登録用紙
をお送りします。登録用紙の提出
期限は、1月10日(火)です。応募多
数の場合は、学生の希望に合った
家庭を優先、最終決定通知は1月下
旬を予定しています。
申 問　12月16日(金)までに jsp@
tiu.ac.jp、 ☎277・5885(9時 ～18
時)、または5234・3824で 東 京
国際大学国際交流課JSP担当(藤

ふじわら

原)
へ。メール、ファクシミリの場合
は住所、氏名、電話番号（日中つな
がりやすい番号）、JSPホストファ
ミリー希望と明記してください。

案　　内
 

広島市平和記念式典児童
派遣事業の展示を行います

市では、平成24年度から平和意識
啓発事業の一環として「広島市平
和記念式典児童派遣事業」を行っ
ています。
8月27日に西市民センターで開催
した「広島市平和記念式典児童派
遣事業参加報告会」で児童たち
が発表した感想文などを展示しま
す。
日　12月19日(月)～28日(水)
場　市役所ロビー
問　総務人権推進課庶務人権担当

人権啓発パネル展を行います

いつもはなかなか考える機会もな
く、守られているのが当たり前と
思いがちですが、世の中には「人権」
を踏みにじる行為や偏見、差別が
いろいろなところに存在していま
す。
近年では、インターネットを悪用
した人権侵害やヘイトスピーチな
どの人権問題も発生しています。
一人ひとりの人権が尊重され、安
心して生活を営めるまちの実現に
向けて、人権啓発のパネル展を行
いますので、この機会に「人権」
について考えてみませんか。
日　12月19日(月)～28日(水)
場　市役所ロビー　
問　総務人権推進課庶務人権担当

広告

広告



Information　鶴ヶ島市役所　☎ 049・271・1111

21 Tsurugashima　2022.12

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(雨
天の場合は、室内で運動を行いま
す)。
対　市内在住の方
日　1月13日（金）9時30分～12時
場　北市民センター
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。
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　当日は、両手のあく服装でお
越しください。
申 問　12月2日(金)から健康長寿
課健康増進担当へ

交通安全 ・ 防犯講座

埼玉県内で交通事故や詐欺被害が
多発しています。
対　市内在住で60歳以上の方
日　12月21日(水)9時30分 ～11時

（受付9時20分～）
場　南市民センター
講　西入間警察署支援専門員
内　事故や詐欺にあわないための
ポイント、対策方法などをわかり
やすく説明します。
定　15人(申込順)
料　無料
申 問　12月2日(金)9時から南市民
センターへ☎287・0235

募　　集
「逆木荘」新春カラオケ発表会
参加者

対　市内在住60歳以上の方
日　1月15日(日)10時～15時
場　老人福祉センター「逆木荘」
定　50人(申込順)
料　無料
申 問　12月1日(木)から7日(水)ま
でに同センターへ☎286・3301

東京国際大学ホストファミリー 

日本研究プログラム参加学生(主に
米国からの留学生）受け入れのホス
トファミリーを募集します。
募集家庭　約30家庭(1家庭で学生
1人を受け入れ)　※　食事（平日は
朝・夕食、土・日曜日、祝日は朝・昼・
夕食）および1部屋を学生に提供で
きる家庭
期　3月25日(土)～7月25日(火)の
123日間(予定) 
費用　1日2500円を大学より補助 
他　申込いただいた方に登録用紙
をお送りします。登録用紙の提出
期限は、1月10日(火)です。応募多
数の場合は、学生の希望に合った
家庭を優先、最終決定通知は1月下
旬を予定しています。
申 問　12月16日(金)までに jsp@
tiu.ac.jp、 ☎277・5885(9時 ～18
時)、または5234・3824で 東 京
国際大学国際交流課JSP担当(藤

ふじわら

原)
へ。メール、ファクシミリの場合
は住所、氏名、電話番号（日中つな
がりやすい番号）、JSPホストファ
ミリー希望と明記してください。

案　　内
 

広島市平和記念式典児童
派遣事業の展示を行います

市では、平成24年度から平和意識
啓発事業の一環として「広島市平
和記念式典児童派遣事業」を行っ
ています。
8月27日に西市民センターで開催
した「広島市平和記念式典児童派
遣事業参加報告会」で児童たち
が発表した感想文などを展示しま
す。
日　12月19日(月)～28日(水)
場　市役所ロビー
問　総務人権推進課庶務人権担当

人権啓発パネル展を行います

いつもはなかなか考える機会もな
く、守られているのが当たり前と
思いがちですが、世の中には「人権」
を踏みにじる行為や偏見、差別が
いろいろなところに存在していま
す。
近年では、インターネットを悪用
した人権侵害やヘイトスピーチな
どの人権問題も発生しています。
一人ひとりの人権が尊重され、安
心して生活を営めるまちの実現に
向けて、人権啓発のパネル展を行
いますので、この機会に「人権」
について考えてみませんか。
日　12月19日(月)～28日(水)
場　市役所ロビー　
問　総務人権推進課庶務人権担当

広告

広告



22

案　　内
還元くん(肥料)を予約販売します

昔ながらの自然
発酵処理により、
リサイクルした
エコで環境にや
さしい「有機性
の肥料」です。
販売対象　市内
在住の方
予約期間　1月10日(火)～20日(金)
販売時期　2月中旬予定
販売場所　石井水処理センター(坂
戸市石井1336-1)
販売価格　1袋(20Kg)200円(予約
販売のみ。1家族10袋まで)
申　組合ホームページ掲載の申込
書によりメール予約
問　坂戸、鶴ヶ島下水道組合維持管
理課☎283・1101 

令和4年度若者就職面接会

対　正社員での就職を希望するお
おむね34歳までの方
日　12月13日(火)13時30分 ～15
時30分(受付13時～15時)
場　ウェスタ川越多目的ホール
内　川越地域が就業場所の正社員
を募集する企業20社参加(予定)
料　無料
持　履歴書、ハローワークカード
他　事前申込不要
問　ハローワーク川越☎242・0197
部門コード33＃

毛呂山町主催の婚活イベン
トに参加しませんか

結婚を希望する25歳から40歳まで
の独身の男女を対象に、婚活イベン
トを実施します。素敵なパートナー
を見つけてみませんか。
対　25～40歳までの独身男女
日　1月15日(日)
場　ウィズもろやま（福祉会館）
定　男女各20人
料　2000円（男女とも）
他　詳細は町のホームページのサイ
ト内検索で「婚活」と検索してご確
認ください。
申　12月23日(金）までに応募専用
ホームページの入力フォームから申
し込んでください。
問　毛呂山町役場企画財政課☎295
・2112

特定（産業別）最低賃金改正
のお知らせ

10月1日から埼玉県最低賃金は時間
額987円(引上げ額31円)となりまし
た。 埼玉県最低賃金は、 県内の事
業場で働くすべての労働者に適用さ
れます。
さらに、 12月1日から5業種の特定
(産業別)最低賃金の時間額がそれ
ぞれ、 非鉄金属製造業は1006円、
電子部品等製造業は1013円、 輸送
用機械器具製造業は1013円、 光学
機械器具等製造業は1022円、 自動
車小売業は1018円となりました。
問　埼玉労働局労働基準部賃金室
☎048・600・6205

水質事故防止にご協力を

河川や水路に油や薬品などが流れ
ると、魚が死んだり、水道水や農
業用水の取水に影響が出ます。
年末の大掃除などの際は、不要な
塗料や油、農薬などの取り扱いに
は十分にご注意いただき、決して
河川や水路、側溝に流さないよう
お願いします。
事故対応の費用は、事故原因者の
負担となります。
問　県東松山環境管理事務所☎04
93・23・4050、生活環境課環境
保全担当

創業・起業を応援します！

これから創業を考えている方、つ
るがしま創業塾で学びませんか？
対　創業・起業に関心のある方、
創業を予定している方、創業して
間もない方
日　1月28日、2月4日・18日、3月
4日の各土曜日(全4回)10時～12時
場　鶴ヶ島市商工会館
講　山

やまうちまさあき

内正明さん（ステップアップ
コンサルティング代表）
定　20人
料　無料
申 問　1月20日(金)までに名前、住
所、年齢、電話番号を市商工会へ
☎287・1255、または5287・7799

詳細はこちら

広告

申込はこちら
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おうちでクッキングのすすめ vol.7
「れんこん」にはでんぷん、加熱しても壊れにくいビタミンＣ、食物繊維が
豊富です。煮物などの和食に使うことが多い食材ですが、くせの少ない味
で歯ごたえが良く、様々な料理に合う野菜です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問　健康長寿課健康増進担当

  Recipe

根菜キーマカレー根菜キーマカレー
～うまみたっぷり、塩分控えめ～～うまみたっぷり、塩分控えめ～

【材料(2人分)】

【作り方】
①	れんこんは1㎝幅のいちょう切りに、にんじん、玉ねぎ、にんにく、　　　
しょうがはみじん切りにする。
②	フライパンにサラダ油を熱し、豚ひき肉と①を炒め、油がまわったら　　
カレー粉を加えて炒め合わせる。
③	具材に火が通ったら〈	A	〉を加えて中火で5分ほど煮る。器にご飯とともに
盛り合わせ、パセリを散らす。

〈	A	〉
◇カットトマト缶………200ｇ
◇プレーンヨーグルト……80ｇ
◇トマトケチャップ…大さじ１・1/2
◇ウスターソース……大さじ1/2
◇塩、こしょう………………各少々

◇豚ひき肉………………………140g
◇れんこん………………………80ｇ
◇にんじん………………………40g
◇玉ねぎ…………………………1個
◇にんにく………………………1片
◇しょうが………………………1片
◇サラダ油………………大さじ１/2
◇カレー粉…………………大さじ2

食塩相当量1.5g

◇ご飯…………………茶わん	2杯分
◇パセリ（みじん切り）…………適量

認知症予防脳トレ教室
簡単な問題を解いたり、体を動かしながら脳トレを行う、
認知症予防のための教室です。
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）
日　1月11日(水)から毎週水曜日14時～15時30分(全8回)
場　西市民センター
内　認知症についてのミニ講話やゲームなどを取り入れ
た脳トレ
定　25人（抽選）　
料　100円（初回のみ）
他　応募者多数の場合は抽選ですが、新規の方を優先。
結果については、初回の1週間前までに郵送します。
申	問　12月16日（金）までに健康長寿課地域包括ケア推進
担当へ

お口と骨盤底筋のアンチエイジング講座
いつまでも美しい笑顔でいるために、美しく食べるために、
効果的なお口のエクササイズを歯科衛生士がお伝えしま
す。また多くの女性が加齢や出産経験などにより尿漏れ
が起こることがあります。骨盤底筋を鍛えて女性特有の
悩み（膀胱・子宮に関するもの）を解消しましょう。
対　市内在住の女性の方
日　1月13日(金)14時～15時30分
場　保健センター
講　歯科衛生士、保健師
内　嚙む力の測定、ほうれい線解消トレーニング、骨盤底
筋の講話
定　20人(申込順)　料　無料
申	問　12月1日（木）から保健センター成人保健担当へ
☎271･2745、5271・2747




