
問合せ　保健センター　ｔ２９４－５５１１　ｆ２９５－５８５０

新型コロナワクチン接種

１・２・３回目接種を希望する人

についてのお知らせについてのお知らせ

医療機関名 所在地 予約方法
ふたばクリニック 市場1042−1 電話予約ｔ227−3266

おっぺ小児科・アレルギー科
クリニック 若山1−8−7 ホームページからネット予約

ハピネス会川角クリニック（※） 下川原171 電話予約ｔ295−3959
初野医院 長瀬1850 電話予約ｔ295−2887

長瀬クリニック 川角94−2 窓口受付のみ
街かどのクリニック 川角7−1 電話予約ｔ298−5357

ゆずの木台クリニック（※） 中央2−5−5 電話予約ｔ295−5158

■使用ワクチン　ファイザー
■対象者　・12歳以上で、町から発行された接種券が手元にある人
　　　　　・３回目接種は、２回目接種から５か月以上経っている人
■予約方法　各医療機関へ直接予約（新型コロナウイルスの拡大状況により、一時中止となる場合があります）
■接種場所　町内の個別医療機関（下記の表のとおり）。また、３回目接種を希望する人のみ、東公民館の集団接
種会場で９月に接種できます。コールセンターまたは予約サイトで予約してください。

４回目接種を希望する人
■使用ワクチン　ファイザーまたはモデルナ
■対象者　・町から発行された接種券が手元にある人（60歳以上の高齢者等にはすでに接種券は送付済みです）
　　　　　・３回目接種から５か月以上経っている人
■接種場所　町内個別医療機関または東公民館（町集団接種会場）
■集団接種　９月実施／９月10日（土）午前、17日（土）午後
■予約方法　個別医療機関の場合は、上記の表のとおり各医療機関へ直接予約してください。
　東公民館の場合は、コールセンター（ｔ050-5578-9415）または右記予約サイトから予約をお願
いします。
■申請が必要な人　18歳以上59歳以下の人で、基礎疾患のある人、医療従事者等および高齢者施設
・障害者施設等の従事者で４回目接種を希望する人は、接種券の申請が必要です。申請は、コール
センターまたは保健センターに電話で申請、もしくは右記から町ホームページにて電子申請をお願
いします。

オミクロン株に対応した新型コロナワクチン接種について
国の方針により、秋以降、オミクロン株対応ワクチンを使った追加接種が開始される予定です。準備が整い次第、
町ホームページなどでお知らせします。

新型コロナワクチンは、新型コロナウイルス感染症の発症を予防する高い効果があり、また、感染や重症化を予防
する効果も確認されています。
ご自身の重症化を防ぎ、周りの大切な人を守るため、ワクチン接種のご検討をお願いします。

（※）９月分の予約は、定員に達しています。10月以降は未定です。分かり次第町ホームページでお知らせします。
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認知症は誰もがなる可能性のある病気です。認知症を
正しく理解し、関わり方を学んでみませんか？
「認知症サポーター」とは認知症を理解し、当事者や
その家族を温かく見守る応援者です。講座を受講され
た人には、認知症サポーター証をお渡しします。

▼日時　９月22日（木）　午後１時30分～３時

▼場所　図書館

▼対象　町内在住・在勤・在学の人

▼定員　15人（先着順）

▼講師　福島雄
ゆう

大
だい

さん（丸木記念福祉メディカルセン
ター認知症疾

しっ
患
かん

医療センター相談員）
▼持ち物　筆記用具

▼ 申込み　９月13日（火）までに下記
問合せ先までお申し込みください（電
話可）。また、右記から電子申請での申
込みもできます。

▼ 問合せ　役場高齢者支援課高齢者福祉係ｔ295−
2112 125・128、図書館ｔ295−1015

認知症サポーター
養成講座を開催します

令和５年４月に町立小学校へ入学予定のお子さんを対
象に就学時健康診断を行います。

▼日時

町立小学校の就学時
健康診断を行います

学　校　名 日　　時
毛呂山小学校 10月14日（金）　午後１時20分～
川角小学校 10月12日（水）　午後１時10分～
光山小学校 10月７日（金）　午後１時45分～
泉野小学校 10月３日（月）　午後１時15分～

※午後１時（光山小学校は午後１時30分）から受け
付けします。

▼場所　各通学区の小学校

▼対象　平成28年４月２日～平成29年４月１日生まれ
※対象者には別途郵送で通知します。

▼問合せ　教育委員会学校教育課学務係ｔ295−2112 
　 531

まなびあい講座『初心者
のためのスマホ教室』

初心者を対象としたスマートフォンの使い方教室を開
催します。初期画面の見方から、Ｌ

ラ イ ン
ＩＮＥ、インター

ネットの使い方までを丁寧に解説します。

▼日時　第１回／10月３日（月）・17日（月）・31日（月）
　　　　第２回／11月14日（月）・21日（月）・28日（月）
　　　　午前９時30分～11時30分

▼場所　中央公民館視聴覚室および学習室

▼内容　スマートフォンの使い方（昨年度と同内容）

▼対象　町内在住・在勤の人

▼定員　各回15人（先着順）　 ▼料金　無料

▼講師　矢島信
し

乃
の

さん

▼持ち物　筆記用具、参加者が普段使っているスマー
　トフォン（申込み時に機種・型式を確認します）
※受講時は検温のうえ、マスクの着用をお願いします。

▼申込み　９月８日（木）から中央公民館へ電話でお
申し込みください。

※受付は平日午前８時30分から午後５時までです。

▼問合せ　中央公民館ｔ294−1250

防犯パトロールに参加してくださるボランティアを募
集します。年齢性別は問いません。安全で安心して暮
らせるまちづくりのために一緒に活動しませんか。

▼活動内容　青色回転灯防犯パトロールカーで児童の
下校時にあわせ各学校の通学路をパトロールします。

▼活動時間　月曜日から金曜日のうち週１回　
　午後２時から５時まで

▼申込み・問合せ　役場生活環境課交通防犯係
　ｔ295−2112 173

防犯ボランティア『ゆず』
会員を募集します
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子どもインフルエンザ予防接種費用の一部を助成します

▼対象期間　10月１日（土）～令和５年１月31日（火）
※実施期間は医療機関によって異なる場合があります。

▼対象者　次のいずれにも該当するお子さん
　①毛呂山町に住民登録がある人
　②接種日現在、生後６か月から中学３年生

▼助成後の自己負担額　2,550円（１回あたり）

▼助成回数　６か月～12歳/２回、13歳以上/１回
※対象期間中に13歳になるお子さんは、初回接種時
に12歳であれば、２回の接種を助成します。

▼申請期間　９月１日（木）から
▼接種手順　①指定医療機関に予防接種を申し込む。

　②保健センターに予診票請求書を提出し、説明書と
予診票を受け取る。

　③予約当日、医療機関に「予診票」、「母子手帳」、「健
康保険被保険者証」を持参して接種する。

※費用の助成を受けるには、手順に従い、指定医療機
関で接種を受ける必要があります。その他の場合は助
成の対象となりませんのでご注意ください。
※予診票請求書は町HPからもダウンロードできます。
※接種手順の②については郵送による手続きもできま
す。詳しくは毛呂山町ホームページをご確認ください。

▼問合せ　保健センターｔ294−5511
所在地 医療機関名 電話番号

毛呂山町

埼玉医科大学病院 ※かかりつけのみ

ゆずの木台クリニック 
※13歳以上 295−5158

長瀬クリニック　※1歳以上 295−0708
初野医院 294−7713
街かどのクリニック
※13歳以上 298−5357

おっぺ小児科アレルギー科ク
リニック　※1歳未満要相談 295−5550

ふたばクリニック　
※小学１年生以上 227−3266

鳩山町 鳩山第一クリニック 296−6800
福島内科 298−0600

越生町
かあいファミリークリニック
※1歳以上 299−6222

市川医院 292−3011
日高市 芳村医院 042−985−1433

東松山市 こどもクリニックいとう小児科 0493−34−4145

所在地 医療機関名 電話番号

坂戸市

浅羽クリニック　※1歳以上 284−1114
坂戸西診療所 289−5111
渋谷こどもクリニック 284−1881
藤井小児科医院 283−7272
花水木こどもクリニック 282−8732
伊利医院 281−0431
吉松医院 281−0532

鶴ヶ島市

厚友クリニック 272−3903
しんまちクリニック 271−6154
鶴ヶ島医院 285−0179
みなくち小児科 287−5755
若葉こどもクリニック 279−0070

川越市 愛和病院 235−8811

『こども医療費』と『重度心身障害者医療費』の
現物給付の範囲が埼玉県内に拡大します

令和４年10月から、埼玉県内全域の医療機関で、「こ
ども医療費」または「重度心身障害者医療費」の受給
資格証を提示することで、窓口での一部負担金を支払
うことなく医療を受けることができるようになります
（ただし、医療機関によっては、一部負担金の支払い
が必要な場合がありますので、受診の際は医療機関に
ご確認ください）。これに伴い、対象者に新しい受給
資格証を交付します。令和４年10月以降、旧受給資
格証は使えなくなりますので、返却をお願いします。

●新しい受給者証の交付方法
　①「こども医療費」

受給資格証および利用案内を送付します。

　②「重度心身障害者医療費」
対象者へ申請案内を送付し、申請後受給資格証を
交付します。

▼問合せ
　①役場子ども課児童係ｔ295−2112 144・145
　②役場福祉課障害福祉係ｔ295−2112 114・115・116
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秋の全国交通安全運動が、９月21日（水）から30日
（金）まで行われます。秋は、日没の時間が早まりま
す。自動車や自転車を運転する場合は、早めのライト
点灯を心がけましょう。また、夕暮れ時や夜間に道路
を歩く場合は、反射材を着用しましょう。反射材は、
自動車のライト等に反射し光って見えることにより、
車両の運転者に早めに自分がいることを知らせること
ができます。自分を目立たせ交通事故を防止しましょ
う。横断歩道は歩行者優先です。「横断歩道では必ず
安全確認！」を合言葉に、事故にあわない、そして、
おこさないようにしましょう。子どもから高齢者まで、
みんなで交通ルールを守って交通事故ゼロを目指しま
しょう。

▼問合せ　役場生活環境課交通防犯係ｔ295−2112 173

秋の全国交通安全運動
が行われます

町ホームページのトップページ「みんなの毛呂山写真館」に掲載する写真を募集します！
「みんなの毛呂山写真館」は、「みんなが笑顔」をコンセプトに、町民の皆さんの素敵な笑顔の写真や、見たら思
わず笑顔になってしまうような写真を町公式ホームページ上で紹介するものです。
詳しくは右記から町ホームページをご覧ください。皆さんのご応募をお待ちしています！

▼応募方法　町ホームページにある投稿用フォームから応募してください。 
　応募された写真は、町の審査を経たのち、「みんなの毛呂山写真館」に掲載されます。

▼応募できる写真　被写体が笑顔である、もしくは見た人も笑顔になれるような
写真で、人物から犬、猫や鳥などのペット、風景まで被写体の種類は問いません。

※写真は「JPEG」 形式のデータで、ファイルサイズは２メガバイト以下とします。

▼掲載期間　原則として採用されてから３か月

▼問合せ　役場秘書広報課広報広聴係ｔ295−2112 332

毛呂山町公式ホームページ
『みんなの毛呂山写真館』掲載写真を募集します！

令和５年度から毛呂山町福祉会館の運営管理をする指
定管理者の候補者を募集します。

▼募集要項掲載・配布期間　９月１日（木）～16日（金）

▼募集説明会　９月22日（木）　午後１時～３時

▼質疑書類受付期間　９月26日（月）～30日（金）

▼質疑に対する回答　10月７日（金）

▼応募申請受付期間　10月20日（木）～28日（金）

▼ 選考委員会による審査　11月上旬（書類および公
募型企画提案方式）

▼結果通知・公表　11月中旬
※募集要項、業務仕様書等については、福祉会館にて
配布します。町ホームページからもダウンロードでき
ます。

▼問合せ　福祉会館ｔ295−3111

毛呂山町福祉会館の
指定管理者を募集します
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毛呂山町健康マイレージ事業の商品券引き換え申し込
みが始まります。「毛呂山町健康マイレージ」を20ポ
イント以上貯めた人は、ポイントを商品券と引き換え
ることができます。なお、申込み期間と引き換え期間
はそれぞれ異なりますのでご注意ください。
※感染症予防のためマスクを着用して来所してください。

▼持ち物　健康マイレージポイントカード
※20ポイントにつき500円分の商品券を１枚贈呈します。
※引換期間は10月18日（火）から31日（月）までです。

▼申込み　９月14日（水）から30日（金）まで保健セ
ンターで受け付けます。

▼問合せ　保健センターｔ294−5511

健康マイレージの
商品券引換申込み開始

歴史民俗資料館周辺の鎌倉街道・川角古墳群の下草刈
りと清掃を行います。刈った草や倒れた木の片付けな
ども行うので、特別な道具がなくても参加できます。

▼日時　10月１日（土）　　午前９時～正午

▼集合場所　歴史民俗資料館

▼内容　鎌倉街道・川角古墳群の除草、ごみ拾いなど

▼持ち物　動きやすい服装でご参加ください。
※刈払機などをお持ちの人は持ち寄り、ご協力ください。

▼問合せ　歴史民俗資料館ｔ295−8282

文化財景観保全事業『鎌倉
街道をきれいにしよう』

道路を安全に利用していただくために、道路上に張り
出している樹木等の伐採について、ご理解とご協力を
お願いします。

■次のような状況が見られる土地の所有者は、樹木な
どのせん定をお願いします。
・道路、歩道へ樹木等が張り出している。
・枯れ木等による通行への障害がある。またはその恐
れがある。
・竹木等の繁

はん
茂
も
による通行への障害がある。またはそ

の恐れがある。
※道路、歩道へ張り出している樹木の倒木等が原因で
歩行者や自動車等に事故が発生した場合に、樹木の所
有者の責任を問われる場合があります。
※作業時は通行車両、歩行者の安全確保と、樹木から
の転落防止等に十分ご注意ください。
※緊急の場合は、道路通行の支障となる樹木や枝など
を予告なく伐採・撤去することがあります。

▼問合せ　役場まちづくり整備課道路管理係
　ｔ295−2112 156・157
　埼玉県飯能県土整備事務所ｔ042−973−2285

道路上に張り出している樹木
などのせん定・伐

ばっ

採
さい

のお願い

▼内容　短歌（１人３首まで）、俳句（１人５句まで）、
川柳（１人５句まで）、随筆（１人１点まで）、詩（１
人２編まで）／未発表のものに限り、いずれも自由題
※縦書き、楷書、常用漢字を使用してください。随筆
は400字詰原稿用紙３～５枚、詩は１枚以内（句読点
含む、題名を除く）。作品は返却しません。

▼対象　町内在住・在勤・在学または近隣市町在住の
人

▼申込方法　９月６日（火）から10月28日（金）ま
でに、作品の冒頭余白部分に、①住所、②氏名（ふ
りがな）、③ペンネーム（ある人）、④電話番号、⑤
題名（随筆・詩のみ）を記入し、東公民館に郵送か
FAXかメールまたは中央公民館窓口へ持参してく
ださい。
郵送の場合／東公民館「文芸もろやま」係　〒350−
0436　川角298−1

FAXの場合／ｆ295−2070
メールの場合／ h-koumin@town.moroyama.lg.jp
※東公民館は新型コロナワクチンの接種会場となって
いるため、窓口に持参することはできません。
※応募者全員に「文芸もろやま第48号」を進呈。入
選以上は賞状と副賞を授与。詳しくは中央公民館、役
場町民ホール、ウィズもろやま、図書館、山根荘にあ
る募集要項をご覧ください。

▼問合せ　東公民館ｔ295−2277

『文芸もろやま』
第48号作品を募集します

＝毛呂山町健康マイレージ事業対象事業
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埼玉県川越都市圏まちづくり協議会（レインボー協議会）では、出会いを求める現在独身の男女に、恋の橋渡しと
なるよう交流パーティーを実施しています。今回は、ゆっくりとお互いのことを知り合えるトークタイムを長く設
けたパーティーとなっています。すてきなパートナーを見つけてみませんか。お気軽にお申し込みください。

レインボー婚活パーティー２０２２を開催します

▼日時　11月６日（日）　午後１時～４時

▼場所　アルカーサル迎
げい
賓
ひん
館
かん
川越（川越市鯨井新田４－11）

※できるだけ公共交通機関をご利用ください。

▼対象　25歳～45歳までの６市町（川越市、坂戸市、
鶴ヶ島市、川島町、毛呂山町、越生町）在住の現在
独身の人

▼定員　男女各20人（応募多数の場合抽選）

▼料金　男女ともに3,000円（軽食・飲み物代）

▼ 申込み　９月28日（水）までに右記から町
ホームページ内のレインボーパーティー専
用サイトにてお申し込みください。

▼問合せ　鶴ヶ島市政策推進課政策担当ｔ271－1111 441

ファミリー・サポート・センターのサポート会員さん
と遊べます！　大人も乗れる電車の乗り物や風船、赤
ちゃんから小学生までのいろいろなおもちゃをご用意
しています。その場でファミサポの利用会員登録もで
きます。ぜひお気軽に遊びに来てください！

▼日時　10月15日（土）　午前10時～正午

▼場所　中央公民館体育館

▼対象　０歳から12歳（小学６年生）の親子

▼定員　20組（先着順）　 ▼料金　無料

▼持ち物　上履き

▼ 申込み　９月１日（木）から右記より電
子申請または役場子ども課子育て支援係
へ電話でお申し込みください。

▼問合せ　役場子ども課子育て支援係
　ｔ295－2112 143

ファミサポさんと
あそぼう！

令和５・６年度競争入札参加資格
審査申請の申請受付を行います

町では、「埼玉県電子入札共同システム」を利用した
共同受付を行っています。申請受付は県・各市町村分
を一括し共同受付窓口で行います。詳しくは、埼玉県
ホームページをご覧ください。

▼受付期間　
　・建設工事、設計・調査、土木施設維持管理
　新規申請／９月１日（木）～22日（木）
　更新申請／10月５日（水）～11月11日（金）
※建設工事のみを更新申請する場合に限り、
11月25日（金）までとなります。
　・物品、その他の業務委託（物品等）
　新規・更新申請／10月６日（木）
　　　　　　　　　～11月30日（水）

▼問合せ　埼玉県総務部入札審査課
　ｔ048－830－5771（工事担当）
　ｔ048－830－5775（物品担当）

11 ２０２２．９


