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［マークの見方］�日…とき　�所…ところ　�内…内容　�対…対象・定員　�￥…費用　�持…持ち物　�申…申し込み　�問…問い合わせ

⃝施設名は略称・愛称で表記
　（例）庄和総合支所→支所、勤労者会館「ライム」→ライム
⃝申し込み・問い合わせの際は、各施設の休館日などの確認を
⃝記載のない郵送での送付先は「〒344-8577（所在地不要）春日部

市役所《担当部署名》」
かすかべ情報

� お知らせ

令和5年二十歳を祝う会は2部開催
�日令和5年1/8㈰　午前の部…9：30　午後の部…13：30
受け付け開始　�所市民文化会館　�対平成14年4/2～平成
15年4/1生まれの人　午前の部…豊春中学校、武里中学校、
大沼中学校、緑中学校、大増中学校、春日部南中学校（旧谷
原中学校、旧中野中学校）区に住んでいる人　午後の部…
春日部中学校、東中学校、豊野中学校、葛飾中学校、飯沼中
学校、江戸川小中学校（旧江戸川中学校）区に住んでいる人　
※11月下旬 に 案内状 を 郵送　�問社会教育課（�TEL763-
2445）

二十歳を祝う会で配布する記念誌へ
の協賛広告募集

協賛金 広告サイズ（単位：センチメートル）
5千円 縦3.1×横6.4
1万円 縦6.2×横6.4
2万円 縦6.2×横12.8

3万円以上 縦9.4×横12.8

�内令和5年1/8㈰開催の二十歳を祝う会で、式典出席者へ
配布する記念誌に企業名、宣伝文、20歳の人へのメッセー
ジを掲載　�申9/30㈮までに協賛金を直接、教育センター1
階春日部市二十歳を祝う会実行委員会事務局（社会教育課
内）（�TEL763-2445）へ　※詳しくは市�WEBで

一戸一灯運動に協力を
�内家庭の門灯や玄関灯を点灯させて、まち全体を明るくし、
犯罪の発生しにくい環境をつくる運動。点灯時間は、でき
る範囲で協力を　期待される効果…犯罪者は明るい場所で
の犯行を避ける傾向あり。各家庭の門灯や玄関灯を点灯さ
せることにより、夜間に発生する犯罪被害防止や夜間通行
人の安心感と安全確保に効果　�問交通防犯課（内2827）へ

はかり（計量器）の定期検査
検査対象区域（B地区） とき ところ

谷原新田、上大増新田、下大増新田、
武里中野、薄谷、千間1丁目、大場、
大畑、大枝、増田新田

9/27㈫
ウイング・
ハット春

日部
粕壁、中央1丁目～8丁目、浜川戸1
丁目～2丁目、緑町1丁目～6丁目、
南1丁目～5丁目、八木崎町、南栄町、
西八木崎1丁目～3丁目、谷原1丁目
～3丁目、大沼1丁目～7丁目、備後
西1丁目～5丁目、備後東1丁目～8
丁目、一ノ割、一ノ割1丁目～4丁目

9/28㈬
第六区画

整理
記念館

豊町1丁目～6丁目、増富、増戸、下
蛭田､ 花積､ 道口蛭田､ 上蛭田､ 道順
川戸、南中曽根、新方袋

9/29㈭

�日10：00～12：00、13：00～15：00　�内商品販売や健康
診断などに使用するはかりは、計量法の規定で定期検査に
合格する必要あり。今回の定期検査は上表の区域を対象に
実施。上表区域で検査を受けたことがない事業者は交通防
犯課へ連絡を　�対ひょう量250キログラム以下の機械式

はかり（家庭用は対象外）　�￥ひょう量100キログラム以
下600円、ひょう量250キログラム以下千円、棒はかり･
懸垂指示はかり300円、分銅･ おもり（1個）10円　�問同課

（内2828）

9/21㈬～30㈮は秋の日
全国交通安全運動

�内▶子どもと高齢者の交通事故防止…幼稚園や学校など
の周辺では、十分に速度を落として安全運転を徹底。通学
時間帯にスクールゾーンを通行することはやめる。高齢者
マークを付けている自動車を見かけたら、その動きに注意し、
思いやりのある運転を　▶夕暮れ時と夜間の歩行中・自転
車乗車中の交通事故防止…夕暮れ時は早めに自転車の前照
灯を点灯。明るい目立つ色の衣服を着用し反射材を活用　
▶すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正し
い着用の徹底…後部座席でもシートベルトを着用し、幼児
を同乗させる場合は、体に合ったチャイルドシートを使用　
▶飲酒運転の根絶…運転者は、飲酒運転を「絶対にしない」
という強い意思を　�問交通防犯課（内2825）

住宅耐震診断・建物無料相談会
�日9/15㈭　13：30～16：30　�所市役所別館　�内昭和56
年5/31以前に建築確認を受け建築された2階建てまでの
木造住宅の耐震診断または建築に関する相談　�対市内に
住宅を所有し居住している人　10人（申し込み順）　�持新
築時、または増築時に作成した図面　�申9/13㈫までに、電
話で建築課（内3618）へ

自転車は放置せず大事に
�内▶自転車は放置せずに安心な自転車駐車場へ…放置自
転車は、歩行者や目の不自由な人、車い
すの通行の妨げとなり、緊急車両の通行
や活動も阻害し、まちの景観も損ねる。
大事な自転車は安心な自転車駐車場へ　
※市営の自転車駐車場および仮設自転車置き場は、市�WEBで　
▶自転車放置禁止区域に置かれた自転車は撤去…撤去の
際、必要に応じてチェーン錠などは切断。撤去した自転車
の引き取りには、撤去手数料として2千円が必要。また、切
断したチェーン錠や、自転車の撤去・移動・保管中の破損、
盗難被害などに対して市は、一切責任を負わない　▶あな
たの自転車マナーが子どもたちや高齢者を守る…急な進路
変更や一時停止違反、スマートフォンなどを使用しながら
の運転は危険なので絶対にしない　�問交通防犯課（内
2826）

保育士復職セミナー
�日9/27㈫　9：00～13：00　�所中央公民館　�内保育園の
現状、保育の役割分担、保育事業者の会社説明会など　�対
保育士の資格を有する人、または従事したことがある人で、
市内の保育園で就業を希望する人　20人（申し込み順）　
�持筆記用具、マスク　�申電話またはFAX で勤労者会館（�TEL
�FAX752-5540）へ

令和5・6年度物品・役務入札参加日
資格の新規・更新の申請受け付け

�日10/1㈯～31㈪（消印有効）　�内市が発注する「物品・役
務」の入札などの参加には、有資格者名簿に登録が必要　

資格有効期間…令和5年4/1㈯～令和7年3/31㈪　※詳し
くは市�WEBに9月上旬掲載予定　�対新規申請…「物品・役務」
に登録のない事業者　更新申請…「物品・役務」に登録があ
り、更新を希望する事業者　�申所定の申請書類を、郵送で
契約検査課（内7656）へ　※申請書類は市�WEBで

教育センターの臨時休館
�日9/17㈯・18㈰　�所教育センター全館　�内くん蒸作業の
ため　�問郷土資料館（�TEL763-2455）

図書館の臨時休館
�日�所�問中央図書館（�TEL761-5911）…9/13㈫、武里図書館

（�TEL737-7625）…9/12㈪、庄和図書館（�TEL718-0200）…
9/26㈪　�内館内整理のため

9月の市税など納付
�内国民健康保険税（普通徴収）・介護保険料（普通徴収）・後
期高齢者医療保険料（普通徴収）の第3期は、9/30㈮が納期
限。市税などの納付には安心・便利・確実な口座振替制度の
利用を　�問収納管理課（内2385）

年金生活者支援給付金制度
�内公的年金などの収入や所得額が一定基準額以下の年金
受給者の生活を支援するため、年金に上乗せして支給　�対
①老齢基礎年金受給者で次の要件を全て満たす人　▶65
歳以上　▶世帯員全員が市町村民税非課税　▶前年の年金
収入額とその他所得額の合計額が約88万円以下　②障害
基礎年金・遺族基礎年金受給者で前年の所得額が約472万
円以下である人（扶養人数による変動有り）　�申順次、新規
対象者へ日本年金機構から案内文を発送。同封のはがきを
返信　※詳しくは同機構�WEBで　�問市民課（内2893）、春日
部年金事務所（�TEL737-7112）

埼玉県都市ボートレース企業団日
ボートレース戸田開催日程

�日9/1㈭～4㈰・16㈮～19㈷・23㈷～26㈪　�所ボートレー
ス戸田　�内市は同企業団に加盟し、配分金を市政に活用中　
�問同企業団（�TEL823-8711）

� 人材募集

パートタイム会計年度任用職員日
（調理員）
�所市立医療センター　�内栄養科および職員食堂での仕込
み、調理、配膳、清掃など　�対70歳以下の調理経験者　�申
直接、同センター総務課（�TEL735-1261）へ　※募集要項・
勤務条件など、詳しくは同センター�WEBで

母子保健推進員
�日任期…令和5年4月から3年間　�内生後2カ月～3カ月の
赤ちゃんがいる家庭を訪問し、育児に関する情報提供など
を行う　�対市内（内牧、牛島、小渕）在住の65歳以下の人で、
4日間（11/16㈬・24㈭、12/15㈭、他1日は実技のため日
程は要相談）の養成講座を受講し、平日の日中に活動がで
きる人　各地区1人程度　�申10/14㈮までに、電話でこど
も相談課（内2768）へ
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スクール・サポート・スタッフ
�内学習プリントなどの印刷および配布準備、環境整備など　
�対学校教育に理解のある人　若干名（教員免許不要・面接
有）　�申9/15㈭までに必要書類を直接、教育センター1階
指導課へ（�TEL763-2448）

交通指導員
�日採用時期…11月（予定）　�所勤務学区…豊野小学校　�内
児童・生徒通学時（おおむね7：00～8：30の内1時間程度）の
交通指導、交通安全教育の指導、市のイベント時の交通整
理など　�対20歳以上の人　1人（選考）　�申9/20㈫までに、
電話で交通防犯課（内2825）へ

二十歳を祝う会市民ボランティア
�日令和5年1/7㈯　9：00～13：00、1/8㈰　9：00～17：00

（8日は半日可）　�所市民文化会館　�内受け付け、会場準備・
案内、撮影補助など　�対16歳以上の人（18歳未満の人は保
護者の承諾が必要）　20人程度（申し込み順）　�申10/28
㈮までに応募用紙に必要事項を記入し、直接、郵送、FAX、
またはメールで〒344-0062 粕壁東3-2-15　教育センター
1階春日部市二十歳を祝う会実行委員会事務局（社会教育
課内 ）（�TEL763-2445、�FAX763-2218、 s-kyoiku@city.
kasukabe.lg.jp）へ　※詳しくは市�WEBへ

� 福　祉

児童扶養手当
支給額（月額）

子どもの人数 全部支給 一部支給

1人の場合 43,070円 43,060円～10,160円

2人目加算額 10,170円 10,160円～5,090円

3人目以降加算額 6,100円 6,090円～3,050円

�日支給時期…子どもが18歳になった年の年度末まで。子
どもに一定の障がいがある場合は子どもが20歳になる月
の分まで　�対離婚や死亡、未婚などの理由により父（母）が
いない子どもを養育している人（実態として婚姻同様の生
活をしている人などは対象外）、または父（母）に一定の障
がいがあり、子どもを養育している人。なお、申請する人や
同居者の所得（養育費の8割相当額を含む）が一定額以上あ
る 場合 は、減額 ま た は 支給停止　�問こ ど も 政策課（ 内
2578）

特別児童扶養手当
支給額（月額）

障がいの状態 児童1人当たり
1級（重度） 52,400円
2級（中度） 34,900円

�対身体または精神に障がいのある20歳未満の児童を家庭
で養育している父か母、または養育している人。なお、申請
する人や同居者の所得が一定額以上ある場合は、支給停止　
※国内に住所を有しない場合、子どもが障がいによる公的
年金を受給中の場合、子どもが児童福祉施設などに入所し
ている場合は対象外。　�問こども政策課（内2580）

特別障害者手当など
特別障害者手当
�内手当月額…27,300円　�対20歳以上で、重度の障害によ
り日常生活で常時特別の介護を必要とする在宅の人（次表
の所得制限あり）

障害児福祉手当
�内手当月額…14,850円　�対20歳未満で、重度の障害によ
り、日常生活で常時介護を必要とする在宅の人（次表の所
得制限あり）
　　　　　
�申申請には原則、専用の診断書の提出が必要。障害者手帳
を持っている場合は、診断書提出を省略できる場合あり　
�問障がい者支援課（内2548）
令和4年度所得制限

扶養親族 
などの人数

支給停止になる
本人所得

支給停止になる配偶者 
および扶養義務者所得

0人 3,604,000円 6,287,000円

1人 3,984,000円 6,536,000円

以降1人増える
ごとに 380,000円加算 213,000円加算

▶所得…諸控除後の額　▶扶養義務者…障がい者本人と生
計を同じくする障がい者本人の直系血族、兄弟姉妹　▶特
別障害者手当の本人にかかる所得は、非課税の年金なども
所得に含む

就学援助「新入学児童生徒学用品費
等」の入学前支給

�内市が実施している就学援助のうち、｢新入学児童生徒学
用品費等｣を入学前（令和5年2月ごろ）に支給　�対令和5年
4月に市内公立小・中・義務教育学校に入学予定で、経済的
理由のため就学が困難と認められる児童・生徒の保護者　
�申新小学1年生…9月ごろに送付予定の｢就学時健康診断
の案内｣に同封の申請書を直接、教育センター1階学務課（内
4735）へ　新中学1年生…不要（本年度の就学援助を受給
している小学6年生を対象に支給。私立中学校に入学する
場合は対象外）

オレンジカフェ（認知症カフェ）
とき ところ 定員 申込先

9/13㈫
13：30～15：00 あしすと春日部 20人 第1包括

（�TEL754-3775）
9/14㈬
10：00～11：00 豊春地区公民館 20人 第3包括

（�TEL753-1136）

9/16㈮
13：30～15：00

特別養護老人
ホーム清寿園

（内牧2072）
25人 第2包括

（�TEL753-2020）

9/17㈯
10：00～11：30 武里地区公民館 20人 第4包括

（�TEL738-5764）
9/21㈬
10：00～11：00 豊春第二公民館 12人 第3包括

（�TEL753-1136）
9/22㈭
10：00～11：30

㈱コダマホーム
（緑町5-7-27） 8人 第5包括

（�TEL734-7631）
9/22㈭
14：00～14：45

庄和社会福祉セ
ンター 8人 第8包括

（�TEL746-5190）

9/30㈮
15：00～16：00

認定こども園　
ふたば

（大場902-1武
里団地6街区内）

20人 第6包括
（�TEL738-0021）

10/3㈪
13：30～15：00

あしすと
春日部 20人 第1包括

（�TEL754-3775）
10/4㈫　2部制
①13：00～14：00
②14：10～15：10

武里大枝公民館 各
20人

第6包括
（�TEL738-0021）

10/7㈮
10：00～11：30

ハーモニー春日
部 18人 第5包括

（�TEL734-7631）
10/8㈯
13：30～15：00 武里東公民館 20人 第5包括

（�TEL734-7631）
�内認知症の人やその家族、地域の人や専門職など誰もが気
軽に参加でき、相談や情報交換ができる場　�申電話で各申
込先へ

健康脳トレ塾
とき・ところ 内容

あしすと
春日部

内牧地区
公民館 ・ そらまめ体操の実施

・ 脳トレーニング
・ 健康・介護予防講話
・ 口

こう
腔
くう

ケアなどについての講
話

・ 地域包括支援センターにつ
いての説明

・ 食生活についての講話　　
など

11/1㈫ 10/27㈭
11/8㈫ 11/2㈬
11/16㈬ 11/10㈭
11/22㈫ 11/17㈭
11/29㈫ 11/24㈭
12/6㈫ 12/1㈭
12/13㈫ 12/8㈭
12/21㈬ 12/15㈭

�日13：30～15：30　�対おおむね65歳以上の市内在住者　
各30人（申し込み順）　�￥240円　�申電話で介護保険課（内
7575）へ

認知症サポーター養成講座

とき ところ 申込先
10/15㈯
10：00～11：30 豊春地区公民館 第3包括

（�TEL753-1136）
10/20㈭
13：30～15：00 武里東公民館 第6包括

（�TEL738-0021）
10/21㈮
14：00～15：30

介護老人保健施設みど
り（上大増新田168）

武里病院
（�TEL733-5111）

�内認知症の人とその家族を支え、誰もが暮らしやすい地域
をつくっていくために認知症サポーターを養成　�問介護
保険課（内7575）

介護予防講演会日
「うつ・認知症予防について」
�日10/20㈭　13：30～15：30　�所武里地区公民館　�内医
師による講話　�対おおむね65歳以上の市内在住者　30人

（申し込み順）　�申電話で介護保険課（内7575）へ

地域包括支援センター
�内介護・保健・福祉の専門職がチームとなって、高齢者本人
やその家族に対する総合的な相談や支援を行う市の委託機
関。介護や生活で困ったときは、各地区の地域包括支援セ
ン タ ー へ、ま ず は 電話 で 相談 を　 ▶第1包括（�TEL754-
3775）担当地区…粕壁、南1丁目～3丁目、浜川戸、粕壁東、
中央　▶第2包括（�TEL753-2020）担当地区…内牧、梅田、南
栄町、梅田本町、栄町、八丁目、小渕、不動院野、樋籠、樋堀　
▶第3包括（�TEL753-1136）担当地区…新方袋、八木崎町、西
八木崎、増富、増戸、下蛭田、花積、道口蛭田、上蛭田、道順
川戸、南中曽根、豊町　▶第4包括（�TEL738-5764）担当地 
区…武里中野、薄谷、大場、増田新田、谷原新田、上大増新
田、下大増新田、備後西、谷原、大沼　▶第5包括（�TEL734-
7631）担当地区…南4丁目～5丁目、緑町、一ノ割、備後東1
丁目～4丁目　▶第6包括（�TEL738-0021）担当地区…備後
東5丁目～8丁目、大畑、大枝、武里団地、千間1丁目　▶第
7包括（�TEL733-7771）担当地区…牛島、新川、赤沼、銚子口、
藤塚、六軒町、本田町、豊野町、水角、赤崎、永沼、下柳、上柳　
▶第8包括（�TEL746-5190）担当地区…庄和地域（水角、赤
崎、永沼、下柳、上柳を除く）　�問介護保険課（内7574）

共通事項
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� 福　祉

春日部えんJ
ジ ョ イ

OYトレーニング日
実施団体募集

�内高齢者が住みなれた地域でいつまでも活動的に生活で
きるよう、住民主体型の介護予防体操「春日部えんJOY ト
レーニング」を実施する団体を募集中。負荷調節可能なお
もりをつけ筋力アップを目指す　�対おおむね65歳以上の
市内在住者で5人以上の団体　�問電話で介護保険課（内
7573）へ

健康づくりいきいき運動研修会
�日10/11㈫　10：00～12：00　�所ハーモニー春日部　�内
ストレッチ、楽しいリズムダンス、筋肉運動など　�対おお
むね60歳以上の市内在住者　30人　�持動きやすい服装、
上履き（スリッパ不可）、飲み物、タオル　�申いきいきクラ
ブ加入者…不要　未加入者…直接、または電話で市役所第
二別館2階高齢者支援課（内7456）へ

スマートフォン活用講座日
初級から応用まで

�日①9/28㈬、②10/5㈬、③10/11㈫、④10/21㈮　①③
14：00～15：30　②④10：00～11：30（全4回）　�所あし
すと春日部　�内電源の入れ方、電話のかけ方、インターネッ
トの利用方法、オンラインでの行政手続きなど　�対60歳
以上の市内在住者で全ての日程に参加できるスマートフォ
ンに興味のある人、またはスマートフォンを購入したばか
りで不慣れな人　20人（申し込み順）　�持スマートフォン

（持っている人）、持っていない人には貸し出し可　�￥各日
30円　※スマートフォンを持参の人は、通信料が一部発生
する場合あり　�申直接、または電話で市役所第二別館2階
高齢者支援課へ（内7455）

乳幼児応急手当講習会
�日10/4㈫　10：30～12：00　�所春日部市保健センター　
�内心肺蘇

そ
生
せい

法やAED の使い方、気道異物除去、家庭で起こ
りやすい事故とその予防法　�対未就学児の保護者、または
未就学児を預かることがある市内在住者　15人　※託児
あり（先着順5人）　�申9/8㈭から直接、または電話で市役
所1階こども相談課（内2769）へ

入学準備金・奨学金の貸し付け
入学準備金
�日貸付時期…入学決定時　�内貸付額…高校・専修学校（高
等課程）　1人につき30万円以内、専修学校（専門課程）・短
大・大学（大学院を除く）　1人につき50万円以内　返済方
法…令和5年10月から、高校・専修学校（高等課程）は2年6
カ月以内、専修学校（専門課程）・短大・大学は4年2カ月以内
に毎月、または半年ごとの割

かっ
賦
ぷ

均等返済（無利子）　�対市内
に住民登録後1年以上経過し、次の要件を全て満たす保護
者　▶令和5年4月に入学を希望している学生の入学に必
要な費用が調達困難　▶市税を滞納していない世帯　▶連
帯保証人を1人得られる　�申令和5年2/28㈫まで
奨学金
�日貸付時期…修学中　�内貸付額…高校・専修学校（高等課
程）　1人につき月額1万円、専修学校（専門課程）・短大・大
学（大学院を除く）　1人につき月額2万円　返済方法…貸
し付け終了後6カ月間据え置いてから、貸付期間の2倍の期
間内に毎月、または半年ごとの割賦均等返済（無利子）　�対
市内に住民登録後1年以上経過し、次の要件を全て満たす
学生・生徒　▶令和5年4月に入学を希望しているか、在学
中で学資の支出が困難　▶市税を滞納していない世帯　▶

連帯保証人を1人得られる　▶学校長の推薦が得られる　
▶他の奨学金に相当する学資の貸し付けを受けていない　
�申随時
　　　　　
�申申請書などを直接、教育センター1階学務課（内4734）
へ　※審査・所得制限あり

� 保　健

若年女性のための骨密度測定会
�日10/2㈰　①9：30～10：30　②10：30～11：30　�所春
日部市保健センター　�対20歳～60歳で市内在住の女性　　
各20人（申し込み順）　※1人年度内1回まで。測定部位（か
かと）に傷のある人は不可　�持筆記用具、タオル　�申9/6
㈫から、電話で同センター（�TEL736-6778）へ

食育講座　わくわくパティシエ体験！日
ハッピーハロウィンクッキー

日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
�日10/1㈯　13：00～15：00　�所春日部市保健センター　
�内食に関する豆講話、調理実習（型不要のかぼちゃクッキー
他）　※作ったものは各自持ち帰り　�対小学4年生～6年生　
12人（申し込み順）　�￥500円　�持筆記用具、エプロン、三
角巾、手拭きタオル、飲み物　�申9/5㈪～21㈬に、電話で
同センター（�TEL736-6778）へ

食生活改善推進員養成講座
�日10/20㈭・27㈭、11/2㈬・9㈬・17㈭　9：30～12：00

（全5回）　※11/9のみ9：30～13：30　�所春日部市保健セ
ンター　�内講義（健康長寿サポーター養成講座も含む）と
調理実習（11/9）　�対市内在住で全日程受講後、食生活改
善推進員としてボランティア活動できる人　12人（申し込
み順）　�￥500円　�持筆記用具　�申9/14㈬～10/14㈮に、
電話で同センター（�TEL736-6778）へ

生活習慣病予防教室「からだ革命」
�日10/26㈬　9：30～12：00　�所春日部市保健センター　
�内講話（歯周病と生活習慣病）と運動実技（貯筋で健康に！
筋力トレーニング）　�対20歳～64歳の市内在住者　20人

（申し込み順）　�￥100円　�持筆記用具、飲み物、汗拭きタ
オル、ヨガマットもしくはバスタオル　�申9/14㈬から、電
話で同センター（�TEL736-6778）へ

� 趣味・教養

かすかべ探訪　定期案内
�日9/24㈯　9：30～12：00　�所ぷらっとかすかべ（集合・
解散）　�内粕壁宿入り口、八

や
坂
さか

神社、東
ひがし

八
はち

幡
まん

神社の宝物を拝
観、仲

ちゅう
蔵
ぞう

院
いん

など　�対10人（申し込み順）　�申9/6㈫の9：30
から電話で、ぷらっとかすかべ（�TEL752-9090）へ

かすかべ探訪日
須

す

賀
が

芳
よ し

郎
ろ う

先生の歴史講演会
�日10/13㈭　10：00～12：00　�所教育センター　�内「ふ
るさとかすかべ 郷土のさんぽ道」より　�対20人（申し込み
順）　�￥100円　�申9/8㈭の9：30から電話で、ぷらっとか
すかべ（�TEL752-9090）へ

かすかべ探訪　文化財マップ講座
�日10/20㈭　10：00～12：00　�所教育センター　�内豊野
編　�対20人（申し込み順）　�￥100円　�申9/10（土）の9：30
から電話で、ぷらっとかすかべ（�TEL752-9090）へ

早朝シャッターアートツアー
�日9/28㈬　7：30～10：00　�所春日部駅東口改札前集合

（ぷらっとかすかべ解散）　�内江戸情緒豊かに描かれた
シャッターアートを観光ボランティアと歩く　�対10人（申
し込み順）　�申9/1㈭の9：30から電話で、ぷらっとかすか
べ（�TEL752-9090）へ

ふるさと散歩観光ハイキング
�日10/7㈮　9：20～12：40　�所道の駅「庄和」（集合・解散）
�内延

えん
命
めい

院
いん

、富
とみ

多
た

神社などを巡り、最新農業研究施設「春日部
みどりのP

パ ー ク
ARK」を見学　※行程約6キロメートル　�対10

人（申し込み順）　�申9/13㈫の9：30から電話で、ぷらっと
かすかべ（�TEL752-9090）へ

男女共同参画セミナー日
わたしのための法律基礎講座

�日9/28㈬　10：00～12：00　�所ハーモニー春日部　�内
女性相談で多く寄せられる悩みに関する法律を分かりやす
く学ぶ　�対女性　15人（申し込み順。保育あり）　�申9/10
㈯から直接、または電話で同施設（�TEL731-3333）へ

マイ押絵羽子板を作ろう
�日10/8㈯　10：30～11：30　�所中央図書館　�内職人指
導の下、ミニ押絵羽子板を作成　�対小学生以上　15人（申
し込み順）　�￥500円　�申9/12㈪から直接、または電話で
同館（�TEL761-5911）へ

共栄大学公開講座
�日9/24㈯　10：30～12：00　�所共栄大学　�内「楽しく歌
いつごう日本の歌」　講師…岩

いわ
川
かわ

 みやび氏（共栄大学教育
学部准教授）　�対市内在住・在勤・在学者　50人（申し込み
順）　�申9/1㈭の9：00から電話で、住所・氏名・電話番号を
同大学（�TEL755-2932）へ　�問社会教育課（内4815）、同大学

ビデオ作品づくり体験講座
�日10/8㈯・9㈰　9：30～16：00（全2回）　�所教育センター　
�内ビデオ撮影から編集までを体験し、作品を仕上げる　�対
ビデオカメラ（録画テープ式は不可）を持っている16歳以
上の市内在住・在勤・在学者　5人（申し込み順）　※親子で
の参加可（小学生5年生以上）　�申9/9㈮の9：00から直接、
または電話で教育センター3階視聴覚センター（�TEL763-
2425）へ

デジカメ・スマホ写真加工入門講座
コース とき

A 10/25㈫ 9：30～12：00
B 13：30～16：00
C 10/27㈭ 9：30～12：00
D 13：30～16：00

�所教育センター　�内デジカメやスマホで撮影した写真を
パソコンで加工　�対デジカメやスマホの写真データを持

共通事項
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参できて、パソコンのマウス操作と日本語入力ができる16
歳以上の市内在住・在勤・在学者（高校生などを除く）　各
10人（申し込み順）　�申9/28㈬の9：00から直接、または電
話で教育センター3階視聴覚センター（�TEL763-2425）へ

市民パソコンセミナースマホ入門編
コース とき

A
10/7㈮

9：30～11：00
B 13：15～14：45
C 15：15～16：45

�所教育センター　�内スマートフォン（アンドロイド端末）
の入門（基本操作、インターネットの使い方など）　※講師…
㈱ジェイコム北関東越谷・春日部局　�対アンドロイド端末
利用に不慣れな、おおむね60歳以上の市内在住・在勤者　
各コース10人（申し込み順）　�持スマートフォン（アンドロ
イド端末）　�申9/8㈭の9：00から直接、または電話で教育
センター3階視聴覚センター（�TEL763-2425）へ

市民パソコンセミナー日
オンラインミーティング体験講座
コース とき

A
10/19㈬

9：00～10：15
B 10：45～12：00
C 13：30～14：45
D

10/21㈮
9：00～10：15

E 10：45～12：00
F 13：30～14：45

�所教育センター　�内オンラインミーティング（ズーム）を
参加者として利用するための方法を学ぶ　�対16歳以上の
市内在住・在勤・在学者（高校生などを除く）　各5人（申し
込み順）　�申9/21㈬の9：00から直接、または電話で教育
センター3階視聴覚センター（�TEL763-2425）へ

生涯学習市民塾（中期）
�内生涯学習人材情報登録者が講師となった趣味や暮らし
に役立つ学習会
　　　　　
�所個別に記載がない場合は教育センター　�対市内在住・在
勤・在学者（申し込み順）　�持筆記用具　�申9/9㈮の9：00
から直接、または電話で教育センター3階視聴覚センター

（�TEL763-2425）へ
▶①のばして楽しい秋のパン成形♪…�日10/5㈬　10：00～
12：00　�所中央公民館　�対20歳以上　10人　�￥2千円　
�持エプロン、タオル（お手拭き用）、持ち帰り用の容器　▶
②官

かん
足
そく

法
ほう

と足もみ～自分の健康は自分で守ろう～…�日
10/6㈭　13：30～15：30　�所幸松地区公民館　�対10人　
�持動きやすい服装、飲み物、タオル、ハンドクリーム、官足
棒（持っている人）　▶③安

やす
来
ぎ

節
ぶし

どじょうすくいだよアラエッ
サッサー♪…�日10/8㈯　13：30～15：30　�対10人（見学
のみの参加も可）　�持動きやすい服装、飲み物、タオル、手
拭い（持っている人）　▶④たのしい大正琴…�日10/12㈬　
9：30～11：30　�所幸松地区公民館　�対20歳以上　10人　
�￥100円　�持大正琴（持っていない人は貸出可）　▶⑤ア
ロマでハッピーハロウィン…�日10/15㈯　9：30～11：30　
�対小学生以上　15人（小学生は保護者同伴）　�￥2千円（小
学生とその保護者3人以上で参加希望の場合は、1人につき
別途500円）　▶⑥85歳、男のひとり暮らし体験談（右半身
麻
ま

痺
ひ

、杖
つえ

歩行、要介護1）…�日10/15㈯　13：30～15：30　
�所武里大枝公民館　�対20歳以上　10人　�￥100円　�持
飲み物　▶⑦貴

あ な た
方の知らない春日部の昔々話…�日10/16

㈰　13：30～15：30　�対15人　▶⑧スポーツウエルネス
吹矢体験講座…�日10/19㈬　13：30～15：30　�対20歳以
上　20人　�￥100円　�持動きやすい服装、飲み物、タオル、
運動靴　▶⑨楽しいステンシル・型染め…�日10/21㈮　
13：30～15：30　�所粕壁南公民館　�対20歳以上　5人　
�￥1,500円　�持タオル（筆拭き用）、エプロン、新聞紙2枚　
▶⑩言葉を育てるID 絵カード、発声促進ロボット…�日
10/22㈯　10：00～12：00　�対未就学児とその保護者　
5組（障がいのある子どもとその保護者歓迎）　▶⑪お金を
かけずにはじめる英会話プラットフォーム…�日10/22㈯　
13：30～15：30　�対15人　�￥300円　▶⑫S

ス ク ラ ッ チ
cratchで音

の大きさに応じて動作する犬の歩行アニメを作成しよう…
�日10/23㈰　13：30～15：30　�対Scratch 経験のある小
学生　10人　�￥100円　 ▶⑬楽 ら く 手打 ち 蕎

そ
麦
ば

…�日
10/23㈰　13：30～16：30　�所内牧地区公民館　�対20歳
以上　5人　�￥1,500円　�持前掛け、バンダナ、タオル3枚、
持ち帰り用の容器、上履き　▶⑭防災勉強会「新たな災害
の時代に突入～新型コロナウイルス感染症編～」…�日

10/25㈫　9：30～11：30　�対20歳以上　15人　▶⑮声出
し・脳トレ・朗読講座…�日10/25㈫　13：30～15：30　�対お
おむね50歳以上　25人　�￥500円　�持飲み物　▶⑯ギー
作りと食生活による毒素排出講座…�日10/25㈫　13：30～
15：30　�所武里南地区公民館　�対10人　�￥2,800円　�持
持ち帰り用の容器（ガラス瓶、ステンレス容器など）　▶⑰
健康気功…�日10/27㈭　13：30～15：30　�所中央公民館　
�対20歳以上　20人　�￥300円　�持動きやすい服装、飲み
物、タオル、上履き　▶⑱フワフワねんど教室～キャラク
ターを作ろう～…�日10/29㈯　9：30～11：30　�対小学生
以上　15人（要保護者同伴）　�￥千円　�持竹串、はさみ、木
工用ボンド、持ち帰り用の袋　▶⑲高齢者講習・認知機能
検査の体験談…�日10/30㈰　13：30～15：30　�対おおむ
ね75歳以上　10人　�￥500円

市民アカデミー
�日10/13㈭　13：30～16：15　�所市民文化会館　�内小学
校、中学校および義務教育学校児童生徒による人権ポス
ター展示・人権作文の発表、教育講演会「ヤングでは終わら
ないヤングケアラー　～みんなで、気づき、サポートする
地域をつくるために～」　講師…仲

なか
田
た

 海
かい

人
と

氏　�対興味・関
心のある人　150人（申し込み順）　�申9/15㈭から直接、電
話、メールで教育センター1階社会教育課（�TEL763-2445、

s-kyoiku@city.kasukabe.lg.jp）、または市�WEBへ

「わたしと公民館」作文募集
�日募集期間…11/1㈫まで　�内公民館の体験談作文（1,200
字～2,800字程度）を募集　※400字詰め原稿用紙を利用。
ワードによる作成、データ送信も可　�対市内在住・在勤・在
学、または出身者、市内公民館の利用者　�申各公民館で配
布している募集要項を確認の上、「応募票」とともに各公民
館へ提出　�問中央公民館（�TEL752-3080）

かすかべライブフェスタ2022
�日9/11㈰　13：00～16：00（開場12：30）　�所中央公民
館　�内市内で活動するバンドが集まり、自分たちで作り上
げた合同ライブを披露　�対175人（先着順）　�問同館（�TEL
752-3080）

郷土資料館　考古学講座- 基礎を学ぶ
�日9/24、10/29、11/26、12/24、令和5年1/28（全て㈯）
いずれも10：00～11：30（全5回）　�所教育センター　�内
考古学研究の歴史や研究方法について初学者も分かりやす
く学ぶ　�対20人（申し込み順）　�申9/7㈬から直接、電話で
郷土資料館（�TEL763-2455）、または市�WEBへ

郷土資料館　古文書講座
初級編
�日10：30～12：00　�内簡単な古文書を読んでくずし字解
読の基礎を習得する　
中級編
�日14：00～15：30　�内古文書を解読し春日部の歴史を学ぶ　
　　　　　
�日10/8、11/12、12/3、令和5年1/14、2/18、3/11（全て
㈯。全6回）　�所教育センター　�対古文書講座を受講した
ことがある人　各20人（申し込み順）　�申9/13㈫から直接、
電話で郷土資料館（�TEL763-2455）、または市�WEBへ
郷土資料館　歴史文化講演会　日
菱
ひ し

沼
ぬ ま

一
か ず

憲
の り

先生「鎌倉殿と東国武士日
～春日部ゆかりの人々の動向～」

�日10/9㈰　14：00～16：00　�所教育センター　�内鎌倉
幕府を支えた東国の武士たちについて、専門の研究者が分
かりやすく解説　�対50人（申し込み順）　�申9/13㈫から
直接、電話で郷土資料館（�TEL763-2455）、または市�WEBへ

� スポ・レク

フラバレーボール交流大会
�日11/13㈰　9：20～12：30（受付9：00～）　�所市民体育
館　�内市発祥のフラバレ―ボール（おにぎり型の軟らかい
ボールを使ったバレーボール形式のニュースポーツ）のさ
らなる普及を目指す交流大会　�対原則、市内在住・在勤・在
学者で構成された5人～8人の24チーム（申し込み順）　※
小学生のみのチームは18歳以上の人が2人以上同伴　�￥1
チーム千円（当日集金）　�持運動のできる服装、体育館履き、
タオル、飲み物　�申10/4㈫までに申込書を直接、郵送、ま

たはFAX で〒344-0062 粕壁東3-2-15　教育センター1
階スポーツ推進課（�TEL763-2446、�FAX763-2218）へ　※申
込書は、市内の各体育館および各公民館に配架

地域巡回スポーツ教室日

�日10/1㈯　19：00～20：30　�所中野小学校　�内フラバ
レーボール、さいかつぼーる　講師…スポーツ推進委員　
�対小学4年生以上の市内在住・在勤・在学者　40人（先着順。
小学生は要保護者同伴）　�持運動のできる服装、体育館履
き、タオル、飲み物　�申不要。当日会場へ　�問スポーツ推
進課（�TEL763-2446）

健康づくりのつどい日

とき ところ 内容

9/10㈯
内牧小 フ・ビ
豊春小 フ
牛島小 フ・ビ・さ

9/17㈯
内牧小 フ・ビ
武里小 フ
中野小 フ・ビ・さ

9/24㈯

内牧小 フ・ビ
豊春小 フ
武里小 フ
牛島小 フ・ビ・さ

10/1㈯ 内牧小 フ・ビ
※フ…フラバレーボール　ビ…ビーチボールバレー　さ…
さいかつぼーる　
�日19：00～20：30（豊春小は18：00～19：30）　�内フラバ
レ―ボール他、子どもから高齢者まで誰でも楽しめる軽ス
ポーツ・ニュースポーツの実技指導　講師…スポーツ推進
委員　�対小学4年生以上の市内在住・在勤・在学者　40人

（先着順。小学生は要保護者同伴）　�￥100円（武里小のみ）　
�持運動のできる服装、体育館履き、タオル、飲み物　�申不要。
当日会場へ　�問スポーツ推進課（�TEL763-2446）

市民体育祭　TBG大会
�日9/25㈰　9：00～13：00（予備日10/2㈰）　�所ウイング・
ハット春日部西側ターゲットバードゴルフコース　�内ター
ゲットバードゴルフ競技会　�対18歳以上の市内在住・在勤
者　�￥500円　�持クラブ、マット、飲み物　�申9/13㈫ま
でに電話、またはFAX で住所・氏名・年齢・電話番号を、市
ターゲットバードゴルフ協会 江

え
嶋
じま
（�TEL�FAX736-2912）へ

市民体育祭　市民ハイキング
�日10/2㈰　6：30～19：30　�所長野県水

みず
ノ
の

塔
と

山
やま

・篭
かご

ノ
の

登
と

山
やま

　
�内埼玉りそな銀行春日部西口支店前集合～貸し切りバス
で移動～高峰温泉前で下車し水ノ塔山・篭ノ登山ハイキン
グ（約3時間30分）～貸し切りバスで移動～同銀行同支店前
解散　�対中学生～70歳程度の市内在住・在勤・在学者　25
人（申し込み順）　※定員に達しない場合は中止　�￥8千円　
�持ハイキングに適した服装、靴、装備、雨具、防寒具、昼食、
水筒、4日前からの検温データ　�申9/11㈰までに、電話で
住所・氏名・年齢・電話番号を、市山岳連盟　小

お
野
の
（�TEL070-

6981-9817）へ　※9/28㈬の18：30から、粕壁南公民館
で事前説明会を実施　
旅行企画…埼玉県知事登録第2-864号　㈱春日部観光バス　
大場991-1　武蔵ビル5階

市民体育祭　弓道大会
�日10/23㈰　8：30～17：00　�所市民武道館　�内近的個人
戦および金的　�対市内在住・在勤、または市内高校在学の弓
道経験者　100人（申し込み順）　�持弓道具一式　�申10/12
㈬までに住所・氏名・年齢・電話番号・段位を、電話または
FAX で市弓道連盟 真

ま
家
いえ

弓具店（�TEL�FAX736-9701）、または同
連盟�WEB（https：//kasukabe-kyudou.jimdo.com）へ

市民体育祭　空手道大会
�日11/20㈰　8：30～17：00　�所ウイング・ハット春日部　
�内形（市連盟指定形）、組手（一般および防具付き）　�対幼児、
小学生以上の市内在住・在勤・在学者、市内道場利用者　�￥
1種目2,500円　�持試合道具一式　�申9/30㈮までにFAX、
またははがきで、住所・氏名・年齢（学年）・電話番号（FAX）・
参加種目・段（級）位を、市空手道連盟　岡

おか
村
むら

 久
ひさ

人
と
（�TEL090-

4672-0887、�FAX734-8552、〒344-0014　豊野町1-5-1）へ

共通事項

共通事項

かすかべ健康
マイレージ
対象事業

かすかべ健康
マイレージ
対象事業


