
市長メッセージ
　去る5月25日「緊急事態宣言」が解除され、市民の皆様も徐々に日常生活を取り戻す段階
になりました。地域における経済活動は厳しい状況が続いていますが、自粛解除に伴っ
て新たな段階に入りました。市内小中学校も、子どもたちの感染防止に最大限の注意を
払いながら再開しました。7月より、市内公共施設も段階的に利用を再開します。
　このような状況下において、市民の皆様には日々の感染防止に、また事業者の皆様に
は自粛解除後の頑張りに感謝申し上げます。そして、感染リスクのある中、医療や介護、
保育や教育など、不可欠なサービスを途切れることなくご提供いただいている皆様には
引き続き感染防止対策に取り組まれていることに、心より敬意と感謝を申し上げます。
　現在、新型コロナウイルス感染拡大は落ち着きを見せていますが、いつ第2波、第3波
が来るかもしれません。私たちは新型コロナウイルスとの戦いが長期にわたることを覚
悟し知恵を絞らなければなりません。「新しい生活様式」の実践例を市民の皆様、事業所の
皆様、そして行政が共有し、ともに取り組むことが重要です。
　また、本年も出水期を迎え台風や豪雨による水害も懸念されます。新型コロナウイル
ス感染症がいまだ終息していない状況下での避難場所等の運営については、市として感
染防止に留意し新たな資機材の導入や人員の配置等の対応を行うべく準備を進めていま
す。避難場所等に関する市民の皆様への情報提供は今後丁寧に行います。
　市としても1日も早く市民の皆様が平穏な日常生活を取り戻すことができるよう、感染
防止対策と適切な情報発信、市民生活への支援、事業者の皆様への支援、医療・福祉分
野の皆様への支援、そして災害対応に関してもスピード感を持って取り組みます。
　重ねて、市民の皆様のご協力に感謝申し上げ、引き続き新型コロナウイルス感染防止
に関する不断の取組と、市政に対するご協力をお願いいたします。

東松山市長　森田光一　

気を確保しつつ、エアコンの温度設定をこま
めに調整

2.適宜マスクをはずしましょう
・屋外で人と十分な距離（２メートル以上）を確

保できる場合には、マスクをはずす
・マスクを着用している時は、負荷のかかる作

業や運動を避け、周囲の人との距離を十分に
とった上で、適宜マスクをはずして休憩を

3.のどが渇く前に水分補給しましょう
4.日頃から体温測定等健康管理をしましょう
5.暑さに備えた体作りをしましょう

健康推進課☎24-392122-7435

！ 「新しい生活様式」における
熱中症予防行動のポイント

　新型コロナウイルス感染予防のため、マスクの
着用等新しい生活様式が求められています。また、
外出自粛の影響により、体が暑さに慣れていな
い可能性もあります。そのため、今夏は例年以
上に熱中症にも気をつけなければなりません。
ポイント
1.暑さを避けましょう
・ 感染予防のため、換気扇や窓開放によって換

新型コロナウイルス感染症に関する情報

６月16日現在の内容です。内容について変更する場合があります。

7月1日以降の施設の利用再開について
　新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、市では一部の公共施設を休館・休業等していましたが、5
月25日に緊急事態宣言が解除されたことにより、7月1日以降、順次公共施設の利用を再開します。
　なお、施設の利用にあたっては、手指消毒やマスク着用など「新しい生活様式」の実践にご協力をお願
いします。

7月1日（水）から再開
施設名 利用上の制限等 問合せ

総合会館 ・貸館の一部再開
・活動内容及び利用人数の制限あり 文化まちづくり公社☎24-6080

各市民活動センター ・貸館再開
・活動内容及び利用人数の制限あり 地域支援課☎21-1435

大岡・野本コミュニティセンター
市民福祉センター

・活動内容及び利用人数の制限あり
市民福祉センター☎23-1251

老人福祉センターすわやま荘 高齢介護課☎21-1406
市民健康増進センター 市民健康増進センター☎31-2660
埋蔵文化財センター 埋蔵文化財センター☎27-0333
きらめき市民大学 ・活動内容及び利用人数の制限あり きらめき市民大学☎21-3451
なしの花図書室

（平野市民活動センター内） 市立図書館☎22-0324

市民文化センター ・活動内容及び利用人数の制限あり 市民文化センター☎24-2001
野田・中岡・上唐子集会所 ・活動内容及び利用人数の制限あり 社会教育課☎21-1431
地域子育て支援拠点

（まつやま保育園内、仲よし保育園
内、東松認定こども園げんき内）

・活動内容及び利用人数の制限あり 子育て支援課☎63-5005

小・中学校開放体育施設
（校庭・体育館） ・利用人数の制限あり

スポーツ課☎21-1439
（夜間照明のみ）文化まちづくり公
社☎24-6081

体育施設（屋外・屋内） ・利用人数の制限あり 文化まちづくり公社☎24-6081

化石と自然の体験館 ・利用は県内在住の人のみ
・利用人数の制限あり 化石と自然の体験館☎35-3892

市農林公園内2施設
（研修センター、調理実習室）

・活動内容及び利用人数の制限あり
・丘の上のカフェは利用休止 農政課☎21-1400

くらかけ清流の郷
・ 利用は市内在住の人のみ
・利用人数及び利用方法の制限あり
・要予約

商工観光課☎21-1427
（予約）市観光協会☎81-6868

8月1日（土）から再開
施設名 利用上の制限等 問合せ

子どものひろば
（各市民活動センターのホール等） ・活動内容及び利用人数の制限あり 子育て支援課☎63-5005

・市立小・中学校、総合教育センター、市立及び高坂図書館、子育て支援センター（ソーレ・マーレ）、
認可保育施設、放課後児童クラブ、ウォーキングセンター、東松山ぼたん園については既に再開して
います。一部の施設については、活動内容や利用人数の制限があります。

・最新の情報は市 をご確認ください。

予防・対策
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ハッピー体操みんなきらめけ！！

日時 場所 対象 定員 内容 費用 持ち物 申込み 問合せ ホームページ メール

保険年金課☎63-500423-0076 　総合福祉エリア☎21-5570

□お口を清潔に保ちましょう　しっかり噛
か

む、できれば毎日おしゃべりも
・お口の中を清潔にすることでウイルス等への感染を予防することができます。歯磨きは毎食後・寝る前に行いま
しょう。義歯の清掃も大切です。
・自粛生活でお口の周りの筋肉も衰えます。歯ごたえのあるものを噛み、おしゃべりの機会を増やしましょう。鼻
歌や早口言葉もお勧めです。

□家族や友人等との支え合いが大切です
・友人と電話等で交流を持ちましょう。
・ちょっとした挨拶や会話も交流のひとつです。日常の話題や情報交換をしてみましょう。
・買い物や生活などで困った時に相談できる相手を決めておきましょう。

□動かない時間を減らし、自宅でも出来る運動で体を守りましょう
・筋肉を維持するため、座っている時間を減らし、立ったり歩いたりしながらこまめに動きましょう。
・日の当たるところで散歩をしましょう。ただし、人混みは避けましょう。
□しっかり食べて栄養をつけましょう
・バランスよく、一日3食欠かさず食べましょう。
・筋肉をつくる栄養素であるタンパク質もしっかり摂取しましょう（食事制限のある人は医師の指示に従ってください）。

フレイルとは活動的な生活をしている状態（健常）と
介護状態の間の状態です。

フレイルの進行を予防するためのポイントフレイルの進行を予防するためのポイント

予防を!!おうちでできるフレイル

①背伸び

⑤背伸び

⑪腕引き（右）

③�両手を後ろで組
　み、胸を反らす

⑧肘上げ（右）

⑭首を前へ倒す

⑦リラックス

⑬腕引き（左）

⑩肘上げ（左）

⑯首を左へ倒す

⑨リラックス

⑮首を右へ倒す

②体側を伸ばす（右左）

⑥両肘を上げ、
 後ろに引く

⑫リラックス

④両肩の上げ下げ

ストレッチで体をほぐそう！
～ハッピー体操では「川の流れのように」に

合わせて体操しています～

・反動を付けずにゆっくりと行いましょう。
・息を止めずにゆったりとした気分で息を吐きましょう。
・自分のペースで無理せず行いましょう。
・心地よい痛みを感じながら伸びているところを意識して、その
姿勢を保ちましょう（10秒程度）。

・呼吸をとめないようにし、
力を入れる時にゆっくり
と息を吐きましょう。

・�1つの運動を5～10回で1
セットとし、1日に2・3
セット、週に2～5回を目
安に行いましょう。

・最初は回数を少なくし、慣
れてきたら徐々に増やし
ましょう。

・玄米ダンベルはペットボト
ルでも代用できます。

膝が、つま先より前へ出ないよう
にしましょう。

ダンベルをギュッと握って、重い物を持
ち上げるようにしましょう。

ふらつく場合は、壁などにつかまっ
て、ゆっくり、しっかり上げましょう。

上げる足は反動をつけずに、真横へ出し
ましょう。

①スクワット

④天つき

③かかと上げ、つま先上げ

⑥後方両手ふり

②バレリーナ（片足上げ）

⑤巻き上げ

玄米ダンベル体操で筋力アップ！
～ハッピー体操では「365歩のマーチ」に

合わせて体操しています～

玄米ダンベルとは
　片方300グラムの玄米
を詰めた筒状の布袋です。
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給付金の詐欺にご注意ください！

介護保険料の減免
　65歳以上の人であって、新型コロナウイルス
感染症が重症化した人や、新型コロナウイルス感
染症により生計中心者の収入が前年と比べて、3
割以上減少が見込まれる人は、介護保険料の減免
が受けられる制度がありますのでご相談くださ
い。

高齢介護課☎21-146022-7731

国民健康保険税及び後期高齢者
医療保険料の減免

　新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯
主の収入が前年と比べて3割以上減少が見込まれ
る世帯に対して、国民健康保険税及び後期高齢者
医療保険料を免除又は減額する制度があります。
　詳細は、7月中旬発送の国民健康保険税納税通
知書・後期高齢者医療保険料納付通知書に同封す
るチラシ又は市 をご確認ください。

保険年金課
　（国民健康保険）☎21-140323-0076
　（後期高齢者医療制度）☎63-500423-0076

令和元年東日本台風（台風第19号）で
被災された方への支援情報

６月16日現在の支援内容です。

生活再建相談窓口
平日午前8時30分～午後5時15分

※日曜日午前8時30分～午後0時30分
市役所分室1階
令和元年東日本台風（台風第19号）による災害
で被害を受けた人
生活再建に関する各種相談
危機管理課被災者生活再建支援室

　☎23-2221（内線485・486）22-7799

相談・支援
埼玉県新型コロナウイルス感染症
県民サポートセンター

　県では、新型コロナウイルス感染症に関する一
般的な相談のほか、感染が疑われる場合には、帰
国者・接触者相談センターを紹介します。

埼玉県新型コロナウイルス感染症県民サポート
センター☎0570-783-770（24時間受付）

聴覚に障害のある方、電話での
相談が難しい方の相談窓口

埼玉県保健医療部保健医療政策課
　048-830-4808
　東松山保健所22-4251
※FAXによるご相談の場合、回答までにお時間を
いただく場合があります。

新型コロナウイルス感染症に関
連する人権への配慮について

　新型コロナウイルス感染症に関連して、感染
者・濃厚接触者、医療従事者などに対する誤解や
偏見に基づく差別は決してあってはなりません。
　法務省の人権擁護機関では、新型コロナウイル
ス感染症に関連する不当な差別、偏見、いじめなど
の被害に遭った人からの人権相談を受け付けてい
ます。困った時は、一人で悩まず、相談してください。
電話等による人権相談
・みんなの人権110番（人権一般）
　☎0570-003-110
・女性の人権ホットライン（女性の人権問題）
　☎0570-070-810
・子どもの人権110番（子どもの人権問題）
　☎0120-007-110
・外国語人権相談ダイヤル（外国人の人権問題）
　☎0570-090-911
・ インターネットによる相談（「インターネット人

権相談」で検索）
人権推進課☎21-141623-2236

日時 場所 対象 定員 内容 費用 持ち物 申込み 問合せ ホームページ メール

「手伝う」とかたって大事な財産を奪おうとする
者がいます。
絶対に教えない！渡さない！
・暗証番号　　・キャッシュカード
・マイナンバー　など
現金自動預払機（ATM）の操作をお願いするこ
とや、受給にあたって手数料の振込みを求める
ことは、絶対にありません。

「怪しいな？」と思ったら
もし、ご自宅や職場などに市や総務省を名乗る
不審な電話、郵便物、電子メールが届いたら、
市役所や東松山警察署にご相談ください。

政策推進課（特別定額給付金担当）
　☎21-144622-5516
　東松山警察署☎25-0110
　警察相談専用電話☎#9110
　消費者ホットライン☎188
　 新型コロナウイルス給付金関連　
　消費者ホットライン☎0120-213-188

Focus 今月のフォーカス
このページでは、今月イチオシの情報に焦点を当ててお知らせします。

きらめき市民大学が「優良市民大学」に認定されました
　きらめき市民大学が学習成果が地域に生かされている「優良市
民大学」として、全国市民大学連合から認定されました。全国市
民大学連合が全国約360の市民大学について調査・検討した結果、
全国の市民大学25校のうちの1つとして当市民大学が認定を受け
ました。

きらめき市民大学☎21-345121-3452

防災行政無線戸別受信機を無償で貸与します
　市では、防災行政無線の放送内容を自動で受信できる「戸別受信機」を無償で貸与します。

防災行政無線の放送内容が聞き取りづらい世帯で次の条件に該当する世帯
優先度1
浸水想定区域内にお住まいで、75歳以上で構成される高齢者だけの世帯又は障害者手帳（身体1・2級、
療育Ⓐ・A、精神1級）をお持ちの人が居住する世帯
優先度2
その他、防災行政無線の放送内容が聞き取りづらい世帯
※スマートフォン・携帯電話をお持ちの人は市のメール配信サービス
（東松山いんふぉメール）をご利用ください。
申込多数の場合　優先度1から貸与し、優先度2は抽選とします。
台数　約2,000台（各世帯1台）
大きさ　縦150㎜×横220㎜×幅75㎜
※ラジオの機能はありません。

7月21日（火）（土・日曜日を除く）までに申込書に必
要事項を記入し、直接、危機管理課又は各市民活動
センターへ。なお、郵送を希望する場合は、〒355-
8601松葉町1-1-58危機管理課へ。

※申込書は危機管理課、各市民活動センターで配布し
ています。また、市 でもダウンロードできます。
□戸別受信機貸与の流れ
1.申込書を危機管理課又は各市民活動センターへ提出
2.市役所で申込書の審査
3.審査結果を各世帯へ発送
4.指定した施設で戸別受信機の受領（貸与開始）

危機管理課☎21-140522-7799

おことわり　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、広報紙に掲載の内容が変更となる場合があります。

東松山いんふぉメール
登録QRコード
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