
 お知らせ

交通規制に伴う春バスの迂
う か い

回01

1/18㈫～2/23㈷　 庄内橋改修工事に
伴う終日全面通行止めのため、春バス「向島」
停留所を休止し迂回運行　 ▶春バス…都
市計画課（内3516）　▶工事…春日部農林
振興センター県営事業担当（☎ 737-2112）

図書館3館の開館時間変更02
1/31㈪　 電気

設備点検のため、開館
時間を14:00～19:00
に変更　 中央図書
館（ ☎ 761-5911）、
武里図書館（☎ 737-
7625）、庄和図書館（☎ 
718-0200）

令和4年度から適用される
市･県民税の主な改正点03

住宅借入金特別税額控除の特例期間の延
長…住宅ローン控除の控除期間を13年間
とする特例が延長され、新たに令和3年
1/1～令和4年12/31㈯の入居者が対象に
国や地方自治体の実施する子育てに係る
助成などの非課税措置…国や自治体から
の保育を主とする子育てに係る助成など

は、市・県民税で非課税に。対象は次の利
用料に対する助成　▶ベビーシッター　▶
認可外保育施設など　▶一時預かり・病児
保育などの子を預ける施設　※上記の助成
と一体として行われる助成も対象（生活援
助・家事支援・保育施設などの副食費・交
通費など）　 市民税課（内2325）

コンピューター処理用
給与支払報告書用紙の希望受け付け04

11月末に各事業所へ配布　 令和5
年度分給与支払報告書（令和4年分の源泉
徴収票）の作成で連続用紙（ドットプリン
ター用）が必要な市内事業所　 1/20㈭
までに電話で市民税課（内2324）へ

住宅耐震診断・建物無料相談会05

3/10㈭　13:00～16:30　 市役所
前アイピー春日部ビル　 昭和56年以前
の2階建てまでの木造住宅の耐震診断、建
築に関する相談　 市内に住宅を所有し
居住している人　10人（申し込み順）　
図面　 3/8㈫までに電話で建築課（内
3618）へ

国民年金保険料の納付は
安心・便利な口座振替で06

本人確認書類、預貯金通帳、通帳届け出
印、口座振替納付申出書　 基礎年金番号
を確認の上、毎月納付は随時、4月分以降の
2年・1年・6カ月前納は2/25㈮までに直
接、金融機関、または春日部年金事務所へ
口座振替日・割引

※月末日が休日の場合は翌月最初の金融機
関などの営業日に振り替え。口座振替がで
きなかった場合、毎月納付は翌月に2カ月
分を振り替え、各前納は毎月納付（割引な
し）の口座振替に切り替え
市民課（内2893）、春日部年金事務所

（☎ 737-7112）
就職支援セミナー「これからは諦め
ない !女性の仕事との向き合い方」07

1/19㈬　14:00～15:10（オンライン）　
30人（申し込み順）　※雇用保険受給

者には受講証明書を発行　 1/17㈪まで
にファックス、メール、または専用WEB
で埼玉キャリア形成サポートセンター
（ FAXFFFAAAFAFFFAFAFAFFFAF XXX 799-3581、 carisapo_

saitam@pasona.co.jp）へ　
※㈱パソナが厚生労働省よ
り受託運営　 ライム（☎ 
752-5540）

就労セミナー（サポステ連携事業）
～就職活動の進め方～08

1/26㈬　14:00～15:00　 正風館　
就活プランの立て方　 50歳未満の求

職者　10人（申し込み順）　※雇用保険受
給者には受講証明書を発行　 1/24㈪ま
でに電話で埼玉とうぶ若者サポートステー
ション（☎ 741-6583）へ

春日部地域合同就職面接会09
2/8㈫　13:00～15:30　 ふれあい

キューブ　 約15社の求人企業担当者と
の就職に向けた相談・面接　 求職者（3
月大学卒業予定者を含む）　 ハローワー
ク春日部（☎ 736-7611）へ　※電話後、
部門コード41#を押す

県主催就職支援セミナー10
2/9㈬　14:00～16:00　 中央公民

館　 「就職活動のすすめ」～自己理解か
ら就職まで全体の流れを学ぶ～　 30人
（申し込み順）　 ㈪～㈮の9:00～17:00
に電話でセカンドキャリアセンター専用受
け付けダイヤル（☎ 049-265-5844）へ

労働保険料（労災保険・雇用保険）
第3期分の納期限は1/31㈪11

納付書は、納期限の10日前ごろに該当
事業所へ郵送。口座振替の申し込み方法は
厚生労働省WEBを参照　 埼玉労働局労
働保険徴収課（☎ 600-6203）

NPO法人設立基礎講座12
1/25㈫　13:30～16:00　 春日部

地方庁舎　 NPO法人の設立方法・資金
調達・活動報告　 NPO法人設立を検討
している人、関心のある人　30人（申し込
み順）　 1/14㈮までに電話で埼玉県東
部地域振興センター（☎ 737-1110）へ

女性のための女性司法書士による
無料電話相談会13

1/22㈯　10:00～16:00　 相続登
記の方法、遺言書、成年後見制度、キャッ
シング返済額などの相談。相談は☎ 872-
8055（当日のみ通話可）へ　 通話料は
相談者負担　 埼玉司法書士会（☎ 863-
7861）

親族のための後見人講座
「やさしい成年後見教室」14
1/29㈯　13:00～16:30　 大宮ソ

ニックシティ　 成年後見制度の概要、
後見申し立ての方法、後見人の心構え・仕
事（参加者に教材を配布）　 親族の後見
人になっている人や成年後見制度に関心の
ある人　30人（申し込み順）　 1/11㈫
～26㈬に、（公社）成年後見センター・リー
ガルサポート（☎ 845-8551）へ

S
さ い た ま

AITAMA出会いサポートセンター
出張登録会15

2/5㈯　10:00～12:00、13:00～
16:00　 市役所前アイピー春日部ビル　
県運営の結婚支援センターへの出張

登録会　 20歳以上の独身男女　10人　
1万6千円（居住市町や勤務先が同セン

ター会員の場合は1万1千円）　※当市は
会員加入済み　 写真付きの本人確認書
類　※後日、独身証明書など
が必要　 2/2㈬までに右
記同センターWEBで入会申
し込み・来所予約を

埼玉県都市競艇組合
ボートレース戸田開催日程16

1/3㈪～8㈯・11㈫～16㈰・20㈭～
23㈰・27㈭～31㈪　 ボートレース戸
田　 市は同組合に加盟し、配分金を市
政に活用中　 同組合（☎ 823-8711）

 人材募集

会計年度任用職員17

パートタイム会計年度任用職員の登録者
勤務日数・時間…次のいずれか　▶週

5日、1日6時間以内　▶1カ月15日以
内、1日7時間45分以内　▶週31時間以
内　※業務内容により㈯㈰勤務の場合有り　
登録期間…2年間　 報酬・手当…時給
966円（事務職）、期末手当、交通費　
申込書を直接、市役所第三別館2階人事課
へ　※申込書は同課、または市WEBで
4/1採用フルタイム会計年度任用職員
勤務日数・時間…原則、㈪～㈮の週5

日間　8:30～17:15（休憩時間12:00～
13:00）　※部署により㈯㈰勤務の場合有
り　 給与・手当…月額160,100円（事
務職）、地域手当、通勤手当、期末・勤勉
手当、超過勤務手当、退職手当　 1月
下旬から各課で募集予定。詳しくは1月
下旬に市WEBで
共通事項
任用期間…最長1年間（1年度内）　 

休暇制度…年次有給休暇・夏季休暇・忌引
休暇・結婚休暇など　給与・手当・福利
厚生…健康保険、厚生年金、雇用保険　※
勤務日数、任用期間、通勤距離などの支
給要件有り　 高校卒業程度以上の学力
を有し、基本的なパソコン操作のできる
人　※業務内容により要件が異なる場合有
り　 人事課（内7618）

記号の説明
とき　 ところ　 内容

対象・定員　 費用　 持ち物

申し込み　 問い合わせ

※ 費用は有料の場合のみ、 持ち
物は必要な場合のみ記載

施設名の説明
庄和総合支所→支所、勤労者会館「ラ
イム」→ライム、男女共同参画推進セン
ター「ハーモニー春日部」→ハーモニー
春日部など、略称・愛称で表記

申し込み、問い合わせの際は、各施
設の休館日などを確認してください。

支払い方法 振替日 割引
2年前納、1年前納 4月末日

あり6カ月前納 4月・10月末日

毎月納付（早割） 当月末日

毎月納付 翌月末日 なし

至 幸手市

至 松伏町

埼
葛
広
域
農
道

中
川

新
4
号
春
日
部
古
河
バ
イ
パ
ス

春日部野田バイパス

庄内橋
西金野井春日部線

N

庄和IC
下柳（西）

16
イオンモール
春日部

八丁目
五丁田 向島

通行止め区間   　　　春バス迂回ルート

2022年1月号 No.197 かすかべ情報10

1/31㈪納期限の市税など ●市県民税(普通徴収)の第4期　●国民健康保険税(普通徴収)の第7期
●後期高齢者医療保険料(普通徴収)の第7期

問い合わせ／収納管理課（内線2384～2396）
庄和総合支所総務担当（内線7017）



看護師・助産師・放射線技師など
（市立医療センター会計年度任用職員）18

勤務開始…4月　 市立医療センター
総務課（☎ 735-1261）　※勤務条件など
詳しくは同センターWEBで

助産師（市立医療センターパート
タイム会計年度任用職員）19

勤務開始…随時　 助産師免許を有
する人　 市立医療センター看護部（☎ 
735-1261）　※勤務条件など詳しくは問
い合わせを

学校事務
（パートタイム会計年度任用職員）20

採用期間…4/1㈮～令和5年3/31㈮　
勤務時間…9:00～15:00　 市立小・中・
義務教育学校　 高校卒業以上で、基本
的なパソコン操作のできる人　15人程度
（選考）　 1/4㈫～21㈮にパートタイム
会計年度任用職員登録申込書（顔写真添付）
を直接、教育センター1階学校総務課（☎ 
763-2443）へ　※申込書は同課、または
市WEBで

小学校図書館支援員
（パートタイム会計年度任用職員）21

採用期間…4/1㈮～令和5年3/31㈮　
勤務日数・時間…週4日、9:30～15:30（変
更の可能性有り）　 市立小・義務教育学
校　 学校図書館業務の支援　 司書・
司書補・司書教諭の資格を持つ人、教員免
許保持者、またはそれに相当する経験を持
つ図書館勤務経験者、学校図書ボランティ
ア経験者、小学校で児童対象の仕事ができ
る人　6人（選考）　 1/4㈫～21㈮にパー
トタイム会計年度任用職員登録申込書（顔
写真添付）を直接、教育センター1階学校
総務課（☎ 763-2453）へ　※申込書は同
課、または市WEBで

学校助手
（パートタイム会計年度任用職員）22

普通学級支援助手
勤務日数・時間…週5日、1日5時間　
市立小・中・義務教育学校　 授業の

補助、個別の学習支援、障がいのある児童・
生徒の支援など、さまざまな教育活動の
支援　 原則、20歳～65歳くらいの人　
40人程度
特別支援学級助手
勤務日数・時間…週5日、1日6時間　
市立小・義務教育学校　 特別支援学

級で担任の補助（社会保険・雇用保険加入）　
原則、20歳～65歳くらいの人　20人

程度

小学校英語指導助手
勤務日数・時間…週3日～5日、1日5

時間　 市立小・義務教育学校　 外国
語などの時間に担任を補佐　 英検2級程
度以上の英会話能力がある人　20人程度
共通事項
勤務開始…4月　 教員免許不要。選

考　 1/11㈫～21㈮にパートタイム会
計年度任用職員登録申込書（顔写真添付）
を直接、教育センター1階指導課（☎ 763-
2448）へ

部活動指導員
（パートタイム教員）23

勤務開始…4月　勤務日数・時間…週
5日以内、1日原則2時間以内（休日は3時
間以内）　 市立中・義務教育学校　
部活動の実技指導、生徒指導など（社会保
険・雇用保険加入）　 原則、20歳～65
歳くらいの人　若干名（要教員免許または
指導員資格。選考）　 1/11㈫～21㈮に
パートタイム会計年度任用職員登録申込書
（顔写真添付）を直接、教育センター1階指
導課（☎ 763-2448）へ

看護師
（パートタイム会計年度任用職員）24

市立小学校　 医療的ケアが必要な児
童へのケア　 原則、20歳～65歳くら
いの人　1人（要看護師免許。選考）　
1/12㈬～28㈮の9:00～17:00に、電話
で教育相談センター（☎ 763-2220）へ　※
申し込み後、同センターで面接。面接時、
パートタイム会計年度任用職員登録申込書
（顔写真添付）を持参

令和4年度地域教育相談員25
市立中・義務教育学校　 さわやか相

談員を補佐して、子どもたちのさまざまな
悩みや相談などに応える　 相談に親身
に応じることができる人。生年月日が平成
11年4/1以前の人　 1/12㈬～28㈮の
10:00～17:00に直接、教育センター2階
教育相談センター（☎ 763-2220）へ

令和4年3月からの交通指導員26
児童・生徒通学時（おおむね7:00～8:30

のうち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　
勤務学区…幸松小学校、豊野小学校、緑小
学校、立野小学校、藤塚小学校、江戸川小
中学校　 20歳以上の人　各学区1人（選
考）　※謝金・制服貸与有り　 1/20㈭
までに電話で交通防犯課（内2825）へ

 福　祉
元気アップ教室
楽しみながら介護予防27

1/20㈭　10:00～11:30　 武里東
公民館　 笑顔で!心の健康づくり　
おおむね65歳以上の市内在住者　30人

（先着順）　 30円　 動きやすい服装、
飲み物、タオル、上履き（スリッパ不可）　
不要。団体で参加の場合は人数を高齢

者支援課（内7456）へ

健康づくりいきいき運動研修会28
1/14㈮　10:00～12:00　 庄和社

会福祉センター　 ストレッチ、筋肉運
動など　 おおむね60歳以上の市内在
住者　30人　 動きやすい服装、飲み物、
タオル　 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

潜在介護職員研修29

1/20㈭　10:00～12:00、21㈮　9:00
～12:00（全2回） 中央公民館　 有
資格者の再就職に向けた研修。高齢社会
の現状、認知症の理解などについて学ぶ
（車いす操作の実技有り）　 市内・近
隣在住で介護事業所での就業希望者　15
人（申し込み順）　 筆記用具、飲み物　
電話、またはファックスでライム（☎ 

FAXFFFAAAFAFFFAFAFAFFFAF XXX 752-5540）へ

認知症サポーター養成講座30

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の
サポーターを養成　 電話で各問い合わ
せ先へ

介護予防講演会31
歯科医師による「口

こうくう
腔機能向上について」

1/20㈭　 武里東公民館
医師による「脳血管疾患予防について」
2/10㈭　 内牧地区公民館

共通事項
13:30～　 おおむね65歳以上の市内

在住者　40人（申し込み順）　 電話で
介護保険課（内7575）へ

オレンジカフェ（認知症カフェ）32

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　 電話で各問い合
わせ先へ

ひとり親家庭等医療費制度33

ひとり親家庭などの人の健康保険を利
用した医療費の一部を助成（指定医療機
関などの受診は医療費の窓口支払い不要）　
ひとり親家庭などの児童（※）とその父

または母、もしくは養育者（他制度利用の
人、所得制限を超えている人などを除く）　
※次のいずれか　▶満18歳になった年の
最初の3/31までの人（4/1生まれの人は
18歳の誕生日の前日まで）　▶20歳未満
で一定の障がいの状態にある人　 こど
も政策課（内2579）

ひとり親のためのパソコン教室34
1/30㈰・31㈪　10:30～15:30（全

2日）　 W
ウ ィ ズ ユ ー
ithYouさいたま（さいたま市

中央区）　 仕事に役立つエクセル関数
講座 初級・中級編　 ひとり親家庭の
親または寡婦　20人（抽選）　 800円　
1/17㈪（必着）までに「パソコン教室

（第6回）」と明記し、郵便番号・住所・氏
名・年齢・電話番号・保育（未就学児対
象）希望者は、保育希望・子の年齢を記入
の上、往復はがき（1人1枚）、またはメー
ルで〒330-0074 さいたま市浦和区北浦
和5-6-5 埼玉県浦和合同庁舎内（公財）埼
玉県母子寡婦福祉連合会（☎ 822-1951、

info@saiboren.or.jp）へ

とき ところ 定員 問い合わせ
1/15㈯
10:00～12:00 武里東公民館 15人 第4包括

（☎738-5764）

1/19㈬
10:00～12:00

豊春第二
公民館 8人 第3包括

（☎ 753-1136）

1/21㈮
13:30～15:30

あしすと
春日部 30人 第1包括

（☎ 754-3775）

1/27㈭
10:00～12:00

㈱コダマホーム
（緑町5-7-27）

8人

第5包括
（☎734-7631）

1/27㈭
14:00～14:30

庄和社会
福祉センター

第8包括
（☎746-5190）

2/1㈫
13:00～15:00

武里大枝
公民館 20人 第6包括

（☎ 738-0021）

2/4㈮
10:00～12:00

豊春地区
公民館 10人 第3包括

（☎ 753-1136）

ハーモニー
春日部 18人 第5包括

（☎ 734-7631）

とき ところ 問い合わせ

2/18㈮
14:00～

介護老人保健施設みどり
（上大増新田168）

武里病院
（☎ 733-5111）

2/19㈯
14：00～ 武里地区公民館 第4包括

（☎ 738-5764）

112022年1月号 No.197かすかべ情報
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 福　祉

交通遺児等援護金の給付35
給付時期…5月上旬　 給付額…子ど

も1人につき年額10万円　 県内在住
の乳幼児、小・中・高等学校および各種
学校などに在学する平成15年4/2以降
に生まれた交通遺児など（※）で、所定の
総所得額以下の世帯に属する人　※交通
事故により死亡または重い障害を負った
保護者に養育されている乳幼児、児童・
生徒　 1/31㈪までに直接、または郵
送で〒330-0063 さいたま市浦和区高砂
2-6-18 みずほ信託銀行浦和支店（☎ 822-
0191）へ　※申請書類は市役所別館3階
交通防犯課、庄和総合支所2階総務担当、
市内各学校で配布　 県防犯・交通安全
課（☎ 830-2955）

 保　健
救急医療情報キットの配布
あなたの安心・安全を「冷蔵庫」に36

配布場所…市役所3階生活支援課・1
階障がい者支援課、市役所第二別館2階
高齢者支援課、武里出張所、支所2階福祉・
健康保険担当、消防本部、各消防署（分署）　
かかりつけ医や持病などの医療情報を

専用の容器に入れ自宅の冷蔵庫で保管す
る救急医療情報キットを配布。万一の救
急時に備えを　 65歳以上の高齢者や
障がい者、健康に不安がある人　 警防
課（☎ 738-3118）

普通救命講習会37

心肺蘇生法、AED（自動体外式除細動
器）の使用方法、応急手当ての講習。主に
成人への対応（⑥のみ主に小児への対応）　
※②⑥は事前に応急手当てWEB講習受講
が必要。詳しくは市WEBで　 中学生

以上の市内在住・在勤・在学者　各15人
（申し込み順。③のみ12人）　 筆記用具、
動きやすい服装　 ①～③は1/4㈫、④
～⑥は1/25㈫から直接、または電話で消
防本部2階警防課（☎ 738-3118）へ

若年女性のための骨密度測定会38
2/27㈰　9:15、9:45、10:15、10:45、

11:15　 春日部市保健センター　
かかと（はだし）で測る骨密度測定、結果
説明　 20歳～64歳で市内在住の女性　
各15人（申し込み順）　※測定は1人年1
回。測定部位に傷のある人は不可　 タ
オル、筆記用具　 1/12㈬から電話で
同センター（☎ 736-6778）へ

シニア60～64
初回献血キャンペーン39

3/31㈭まで　 県内の献血ルーム・
献血バス　 協力者に記念品（エコバッグ
など）を贈呈　 60歳～64歳で初めて献
血する人（59歳までの献血経験の有無は問
わない）　 健康課（内7513）　※詳しく
は市WEBで

ノロウイルスによる
感染症・食中毒に注意40

ノロウイルスの感染を原因とするおう
吐や下痢などが毎年冬場に多発。手指・
食物に付着したウイルスが口から体内に
入ることで感染。子どもや高齢者などは
重症化することも。手洗い、食品を十分
加熱することなどに注意し予防を。おう
吐物や下痢便の処理は、マスク・手袋を
着用し、雑巾・タオルなどでしっかり拭
き取った後、次亜塩素酸系消毒剤を用い
て消毒。処理後は必ず手洗い・うがいを　
春日部保健所（☎ 737-2133）

趣味・教養

第4回S
エスディージーズ

DGsカフェ41
1/29㈯　14:00～15:40　 オンライ

ン（Z
ズ ー ム
oom）　 共栄大学教授 小

こばやし
林 尚

なおゆき
行

氏による講演「SDGsから世界の貧困と健
康を考える」　 200人　 1/26㈬まで
に下記市WEB
へ　 政策課
（内2120）

孫育て教室42
2/1㈫　13:00～　 春日部市保健セ

ンター　 育児、離乳食とおやつについ
ての講話と沐

もくよく
浴のデモンストレーション　

市内在住でこれから孫を迎える人、ま
たは生後6カ月ごろまでの赤ちゃんがいる
ママ・パパをサポートしたい人　18人（申
し込み順）　 1/28㈮までに電話でこど
も相談課（内2768）へ

郷土資料館体験ワークショップ
蓄音機で音楽を聴いて
昔のおもちゃを作ってみよう

43

1/23㈰　10:30～、14:00～　 郷土
資料館　 蓄音機でレコードを聴いたり
（10分程度）、からくり屏

びょうぶ
風を作ったりし

て遊ぶ　 幼児～小学生（保護者同伴可。
レコード鑑賞は大人の参加も可）　 同館
（☎ 763-2455）

大ホール音響でクラシックを
楽しむ会44

2/13㈰･27㈰　14:30～16:15　
教育センター　 インターネット配信を
使って名曲鑑賞。協奏曲編と管弦楽曲編　
各30人（申し込み順）　 1/13㈭か

ら直接、または電話で中央図書館（☎ 761-
5911）へ

生涯学習市民塾（後期）45

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
共通事項
特に記載がない場合は、教育センター　
市内在住・在勤・在学者（申し込み順）　
筆記用具　 1/12㈬の9:00から直

接、または電話で視聴覚センター（☎ 763-
2425）へ
①ロコモヨガ　 2/1㈫、3/8㈫・29㈫　
9:30～11:30　 中央公民館　 20歳
以上　15人　 動きやすい服装、バスタ
オル、飲み物、ヨガマット（1回100円で
貸し出し可）　 各回300円
②人生100年時代のセカンドライフ・デザ
イン　 2/1㈫・15㈫　13:30～15:30　
おおむね40代半ば～70歳　15人　

500円
③はじめての華道　 2/3㈭・17㈭・24
㈭　10:00～12:00　 5人　 はさみ、
花入れ（新聞紙など）　 各回千円
④中国古典の名言・名句を楽しもう　
2/5㈯・19㈯・26㈯　13:30～15:30　

20人　 300円
⑤高齢者の諸問題、ACP（人生会議）につい
て　 2/12㈯・26㈯　13:30～15:30　
武里大枝公民館　 おおむね65歳以上　

15人　 飲み物　 各回100円
⑥ブログ作成環境への挑戦　 2/13㈰・
20㈰、3/13㈰　13:30～15:30　 10
人　 USBメモリー（ WEBで使用するコ
ンテンツがあれば持参）　 各回100円
⑦令和を生き活き豊かに光

こう き

輝高齢者を目
指す&脳トレ遊びリテーション～健幸で老
けない人は何が、どこが違うのか～　
2/15㈫・22㈫　9:30～11:30　 20歳
以上　20人　 600円
⑧防災勉強会（防災の取り組み方・進め方）　
2/15㈫・22㈫、3/1㈫・8㈫　9:30

～11:30　 20歳以上　10人
⑨英語のやさしい表現を覚えて英会話を
楽しむ　 2/17㈭・24㈭　13:30～15:30　
20歳以上　15人　 400円

⑩アロマで冬を快適に　 2/19㈯・26
㈯　9:30～11:30　 20歳以上　6人　
各回2千円

⑪楽らくそば打ち　 2/20㈰、3/6㈰・
20㈰　13:30～15:30　 内牧地区公民館　
4人　 前掛け、バンダナ、タオル3枚、

持ち帰り用の容器　 各回1,500円
⑫キーボード入力の基本　 2/20㈰・
27㈰　9:30～12:00　 10人

ボランティア団体によるガイド46
かすかべ探訪

日光街道「粕壁宿」を巡るガイドツアー

9:30～12:00（②は10:00～12:00）　
10人（申し込み順。②は20人）　 ②

は100円　 9:30から電話でぷらっとか
すかべ（☎ 752-9090）へ

こどもの居場所づくりセミナー
＠春日部47

2/4㈮　14:00～16:00　 正風館　
子どもの貧困問題を知り、子どもの居

場所づくりを広げるためのセミナー　
200人（申し込み順）　 1/28㈮（必着）
までにこども応援ネットワーク埼玉WEB
内の申し込みフォーム、または「2/4春日

とき 内容
①1/13㈭ 9:00～12:00 中央公民館
②1/23㈰ 10:00～12:00 消防本部
③1/27㈭ 13:30～16:30 庄和消防署
④2/8㈫ 9:00～12:00 中央公民館
⑤2/20㈰ 13:30～16:30

消防本部
⑥2/21㈪ 13:30～15:30

とき ところ・内容 申込
開始日

①
1/29
㈯

新春神社めぐり
ぷらっとかすかべ（集合）・梅田女体
神社など・春日部八幡神社（解散）

1/7㈮

②
2/17
㈭

文化財マップ講座
～内牧編～
教育センター

1/12㈬

とき ところ・内容 申込
開始日

③
2/12
㈯

街道絵図『増
ぞうほ
補行程記』から粕

壁宿を見よう!
ぷらっとかすかべ（集合・解散）～粕
壁宿とゆかりの人々16人を紹介～

1/18㈫

④
2/19
㈯

「宿場町・粕壁」と「寺町」を歩く
ぷらっとかすかべ（集合・解散）で
神明社・玉蔵院・成就院などを歩く

1/19㈬
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問い合わせ／
総務課（内線2414）
問い合わせ／
総務課（内線2414）コンビニ交付 数字4桁の暗証番号（利用者証明用電子証明書）を設定したマイナンバーカードを利用すると、全国所定のコン

ビニで住民票や印鑑証明書などが取得可能。市役所窓口での交付より早く、安く取得できるので、ぜひ利用を。 問い合わせ／市民課（内線2898）



部セミナー参加申込」と明記し、氏名・フ
リガナ・団体名および役職（個人参加の場
合は不要）・居住市町村・電話番号・メー
ルアドレスを記入の上、ファックス、ま
たはメールでNPO法人新座子育てネット
ワーク（☎ 070-1455-0017、
FAXFFFAAAFAFFFAFAFAFFFAF XXX 048-482-5731、
saiibasho@ccn.niiza-ksdt.
com）へ

スポ・レク

ウオーキング教室48

3/1㈫　8:50～（古利根公園橋集合）
忍
おしかわ
川ウオーキングコース（行田市）　

古代蓮の里やさきたま古墳を巡り、水辺に
整備された遊歩道をウオーキング　 18
歳以上の市内在住・在勤・在学者　21人
（抽選）　 4千円　 1/20㈭（消印有効）
までに、往復はがき（1枚につき2人まで）
の往信裏面に「ウオーキング教室参加希望」
と記入し、参加希望者全員の住所・氏名
（ふりがな）・年齢・性別・電話番号を、返
信宛名面に差出人の郵便番号・住所・氏名
を記入の上、〒344-0021 大場991番地
1 武蔵ビル5階 春日部ツーリスト（☎ 737-
6650）へ　※後日抽選結果を通知　 ス
ポーツ推進課（☎ 763-2446）
旅行企画実施
埼玉県知事登録　旅行業第2-864号
春日部ツーリスト　大場991番地1 武蔵ビ
ル5階
88□ H
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ティーティーさい

.T彩たまが春日部に来た－!! ～49
1/16㈰　13:00～17:00　 共栄大

学　 プロ卓球チーム「T.T彩たま」エキシ
ビションマッチ、卓球体験ブース、オリジナ
ル卓球ラケット作成、凧あげ体験　 大学
生以上千円、中学生・高校生
500円、小学生以下無料（凧
作りは別途実費）　 1/10
㈷までに右記フォームへ

市民体育祭
ジュニアスキー教室・大会50

1/29㈯～30㈰　 新潟県湯沢パーク
スキー場（集合・解散）　 スキー教室・
大会、バッジテスト　 小学生以上の市内
在住・在勤・在学者　40人（申し込み順）　
小学生10,500円、中学生以上11,500円

（1泊2食付き）　 1/14㈮までに電話で
スキー連盟 秋

あきもと
元（☎ 080-3080-6330）へ

春日部市民憲章の中国語版・韓国語版を作成しました
問い合わせ／市民参加推進課（内線2875）

　令和2年度に市制施行15周年を記念して、さらに市民の連帯感やまちに対する愛着を深め、「住んで良
かった」と思えるまちを実現するため、市民憲章を制定しました。
　制定と同時に作成した英語版に続き、中国語版（簡体字・繁体字）、韓国語版を作成しました。
　翻訳した市民憲章は、市WEBWEBWEBWEBで閲覧・ダウンロードができますので、資料への掲載などに活用してください。

我们的城市春日部流淌着古利根川和江户川
（わたしたちのまち春日部は　古利根川と江戸川が流れ）

是在丰富的自然环境中培育传统文化产业的有历史的城市
（豊かな自然のなかで　伝統　文化　産業を育んできた歴史のあるまちです）

我们思考未来的时代
（わたしたちは　この先の時代に想いを馳せ）

朝向谁都适合居住的有魅力的城市发展
（だれもが住み良い　魅力あるまちを目指して）

在这里我们制定市民宪章
（ここに　市民憲章を定めます）

一，善待环境 让我们守护这无可替代的自然吧
（一　環境にやさしく　かけがえのない自然を守りましょう）

二，身心健康 注意带着良知行动吧
（一　心と体を健やかに　良識ある行動を心がけましょう）

三，互相尊重 互相帮助 建立信赖吧
（一　お互いを尊重し　ともに助け合い　心かよう信頼を築きましょう）

四，珍惜传统和文化 传承给下一代吧
（一　伝統と文化を大切にし　次の世代に引き継ぎましょう）

五，带着广阔的视野向世界学习 创造和平、有梦想的未来吧
（一　広い視野で世界に学び　平和で夢のある未来をつくりましょう）

然后
（そして）

在这个城市里
（このまちで）

共同生活吧
（ともに生きましょう）

春日部市民宪章
（春日部市民憲章）

我们的城市春日部流淌着古利根川和江户川

中国語版
（簡体字

）を

紹介しま
す

132022年1月号 No.197かすかべ情報

春日部なう インターネットで「春日部なう」と検索するか右記スマートフォン用2次元コードから、市民課や国民健康保険課の混雑状況がリアルタイムで
確認できます。休日開庁時の混雑状況も確認できますので、来庁時の参考にしてください。

●春日部市民憲章の中国語版・韓国語版を作成


