
 お知らせ

薬師沼憩いの家の施設利用再開01
6/12㈯から施設利用を再開予定。工事

の進
しんちょく
捗状況で工事期間が前後する場合有り　
高齢者支援課（内7455）、同施設（☎

738-0300）

市営住宅入居者02
募集する住宅…緑町住宅・藤塚根郷住

宅・グランドソレイユ・K
コ ウ ケ ン
OUKEN　 希望

する住宅を一つだけ選んで申し込み　 次
の要件全てに該当する人（抽選）　▶市内に
3カ月以上住んでいて、市税を完納している　
▶暴力団員ではない　▶同居する親族がある　
▶住宅に困窮していることが明らか　▶世
帯全員の収入総額が基準の範囲内　 6/1
～14㈪（消印有効）に、郵送で〒344-8577 
（所在地不要） 春日部市役所住宅政策課（内
3620）へ　※詳しくは、期間中に市役所4
階同課、庄和総合支所1階イベント・情報コー
ナー、武里出張所、各公民館で配布する「入
居者募集の案内」、または市WEBで

本人通知制度の登録で
不正請求抑止03

本人以外に戸籍謄本や住民票の写し（本
籍記載のもの）などを交付したときに、本
人にその事実を通知する制度　 市の住
民基本台帳、または戸籍に記録されている
（いた）人　 申込書と本人確認書類を直
接、または郵送で〒344-8577 （所在地不
要） 春日部市役所1階市民課（内2891）、
庄和総合支所1階市民窓口担当、または武
里出張所へ　※詳しくは、市WEBで

産前産後期間の
国民年金保険料の免除制度04

出産予定日または出産日が属する月の
前月から4カ月間が免除。多胎妊娠の場合

は、出産予定日または出産日の属する月の
3カ月前から6カ月間が免除　 国民年金
第1号被保険者で出産日が平成31年2/1
以降の人　 本人確認できるもの、母子
手帳　 出産予定日の6カ月前から届け出
可能。市役所1階市民課（内2893）、庄和
総合支所1階市民窓口担当、または春日部
年金事務所（☎737-7112）へ

一戸一灯運動に協力を05

家庭の門灯や玄関灯を点灯させて街全
体を少し明るくし、犯罪の発生しにくい環
境をつくる運動。点灯時間は「就寝まで」や
「夜通し」など協力できる範囲で　期待され
る効果…▶自宅への侵入盗防止　▶ひった
くり、痴漢、車上ねらいなどの街頭犯罪防
止　▶夜間通行する人の安心感と安全確保　
交通防犯課（内2828）
光化学スモッグ・PM2.5に関する
発令情報メール配信サービス06

受信するには以下URL、または2次元
コードから県のメール配信サービスの登
録を　URL…http://www.
taiki-kansi.pref.saitama.
lg.jp/mail.html　 環境政
策課（内7717）

教育センターの臨時休館07
6/19㈯　 教育センター　 設備点

検作業のため全館休館　 学校総務課（☎
763-2443）

図書館の臨時休館08
武里図書館（☎737-7625）…6/14

㈪、庄和図書館（☎718-0200）…6/28㈪　
館内整理
春日部市立看護専門学校
学校説明会09

学校説明会… 6/8・22、7/13・20、
9/7・21、10/5・19、11/2・16、12/7（全
て㈫）　16:00～17:00　 各回30人

学校説明会・看護体験・学生による相談
会 … 7/31㈯、8/21㈯　 ①10:00～
12:00　②13:30～15:30　 各回60人
共通事項… 看護専門学校　 令和4年
度入学希望者　 筆記用具・上履き　
事前に同校（☎763-4311）へ

ビジネスプラン完成セミナー10
7/5㈪・12㈪　18:00～20:00（ 全2

回）　 ふれあいキューブ　 頭の中のア
イデアを形にしてみよう　 起業希望者
またはビジネスプランに興味がある人　5
人　 7/2㈮までに、電話で商工振興課
（内7755）へ

第1回S
エスディージーズ

DGsカフェ11

7/13㈫　16:00～18:00　 オンライ
ン（W

ウエブエックス
ebex m

ミーティングス
eetings）　 埼玉りそな銀

行との連携によりSDGs普及イベントを開
催。井

いのうえ
上 潤

じゅん
氏（渋

しぶさわ 
沢史料館長）による講演、

女性活躍に関するパネルディスカッション
を予定　 200人　 6/10㈭～7/5㈪
に市WEBへ　 政策課（内2120）

就職・転職活動応援セミナー12
6/16㈬　14:00～15:10　 オンラ

イン　 変化にも慌てない!w
ウ ィ ズ
ithコロナの

キャリアを考えよう　 30人（申し込み
順　※市内在住者優先）　※雇用保険受給
者には受講証明書を発行　 6/14㈪まで
に FAXFFFAAAFAFFFAFAFAFFFAF XXX 、またはWEBで㈱パソナ（ FAXFFFAAAFAFFFAFAFAFFFAF XXX
799-3581、 WEB https://carisapo.
mhlw.go.jp/）へ　※本事業は同社が厚生
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～13

6/23㈬　14:00～15:00　 正風館　
これから就職活動を始めようとする人

が、就活プランの立て方を学ぶ　 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　
6/20㈰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

スキルアップ講習案内14
①8/21㈯・28㈯　9:00～16:00　②

8/28㈯、9/4㈯　9:00～16:00　 県
立春日部高等技術専門校　 ①E

エクセル
xcel表活

用　②アンガーマネジメント　 ①Excel

の基本操作（関数入力・表計算）ができる
人　20人　②怒りの感情とコントロール
について学びたい人　30人　 2千円（テ
キスト代別）　 7/1㈭～10㈯に、往復
はがきで〒344-0036 下大増新田61-1 同
校（☎737-3511）、または同校WEBへ

埼玉県内市町村
職員採用合同説明会15

7/8㈭　10:00～17:00　 大宮ソニッ
クシティ　 市のブースも設置予定　
市町村職員採用試験の受験を検討している
人　 詳細は、彩の国さいたま人づくり
広域連合WEBに公開予定　 同連合（☎
664-6681）
オンライン型埼玉県内市町村
職員採用合同説明会… 6
月下旬

求人企業合同面接会16
6/22㈫　13:00～ 16:00（受け付け

12:00～）　 大宮ソニックシティ　 参
加企業は6月上旬に埼玉県雇用対策協議会
WEBへ掲載　 令和4年3月大学・短大・
専門学校など卒業予定者・既卒3年以内の
人　 履歴書複数枚（コピー可）　 同協
議会（☎647-4185）

シルバー人材センター
入会説明会17

6/18㈮、7/16㈮、8/20㈮　 同セン
ター　 健康で働く意欲のある60歳以上
の市内在住者　 筆記用具　 電話、ま
たはWEBで同センター（☎752-4747）へ

埼玉県都市競艇組合
ボートレース戸田開催日程18

6/1～5㈯・12㈯～17㈭・21㈪～24
㈭　 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

交通指導員19

採用時期…8月（予定）　 勤務学区…
幸松小学校、備後小学校、緑小学校、上沖
小学校、立野小学校、藤塚小学校、桜川小
学校、江戸川小中学校　 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　 20歳
以上の人　各学区1人（選考）　 6/18㈮
までに、電話で交通防犯課（内2825）へ

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
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、愛称で表記
※中央公民館を除く

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

問い合わせ／
総務課（内線2414）
問い合わせ／
総務課（内線2414）性自認を理由とする偏見や差別をなくそう

▲ 春日部市オリジナルSDGsロゴマーク
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 人材募集
春日部市社会福祉協議会
介護職員（専任職員Ⅱ種）20

勤務時間…㈪～㈮　8:20～16:20　
デイサービス・地域活動支援センター　
利用者の送迎・入浴・レクリエーション・
食事などの通所支援　時給…1,197円（処
遇改善手当含）　 介護職員初任者研修ま
たは実務者研修修了、介護福祉士で申し込
み時に65歳未満の人（経験不問）　 申込
書を直接、または郵送で〒344-0067 中央
2-24-1 同センター（☎762-1081）へ　※
申込書は春日部市社会福祉協議会WEBで

 福　祉
児童手当の現況届は
6/30㈬までに提出を21

児童手当を受給中の人は、現況届の提
出が必要。未提出の場合は、6月分以降の
手当の支給不可　 6月上旬に送付する書
類に必要事項を記入し、6/30㈬までに郵
送などで〒344-8577 （所在地不要） 春日
部市役所こども政策課（内2577）へ

手話講習会特別講演の一般公開22
7/1㈭　13:30～15:30　 あしすと

春日部　 ろう者について　 市内在
住・在勤・在学者　15人（申し込み順。手
話通訳者有り・託児なし）　 6/7㈪～18
㈮（㈯㈰を除く）に直接、または電話で障が
い者支援課（内2544）へ

オレンジカフェ
（認知症カフェ）23

認知症の人、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。時間内であればいつで
も入退出可

すまいるケア教室
（家族介護教室）24

7/14㈬　14:00～15:30　 豊春地区
公民館　 知っておきたい! ～生活介護の
ポイント～　 在宅で介護をしている人、
在宅介護に関心のある人　20人（申し込み
順）　 電話で介護保険課（内7575）へ

介護予防講演会25

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

体力測定会26
7/6㈫　9:30～12:00　 豊春地区公

民館　 測定員による体力測定（握力、開
眼片足立ち、10メートル障害物歩行、長座
体前屈）　 60歳以上の市内在住者　
30円（いきいきクラブ加入者は不要）　
上履き（スリッパ不可）、動きやすい服装、
飲み物、タオル、筆記用具　 同クラブ加
入者…各クラブ会長へ　未加入者…電話で
高齢者支援課（内7456）へ

健康づくりいきいき運動研修会27

ストレッチ、楽しいリズムダンス、筋肉
運動など　 おおむね60歳以上の市内在
住者　 動きやすい服装、上履き（スリッ
パ不可）、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

元気アップ教室28

10:00～11:30　 楽しみながら介護
予防に取り組む　 おおむね65歳以上
の市内在住者　各30人（先着順）　 30
円　 動きやすい服装、飲み物、タオル、
6/25のみ上履き（スリッパ不可）　 不
要。団体で参加の場合は、参加人数を高齢
者支援課（内7456）へ

ひとり親のためのパソコン教室29
7/9㈮・10㈯　10:30～15:30（全2日）
彩の国すこやかプラザ（さいたま市）　
仕事に役立つワード講座基礎・応用編&

就業支援セミナー　 ひとり親家庭の親ま
たは寡婦　15人（抽選）　 800円　

とき ところ 定員 問い合わせ
6/12㈯
13:30～15:00

武里東
公民館 20人 第5包括（☎734-7631）

6/16㈬
10:00～12:00

豊春第二
公民館 8人 第3包括

（☎753-1136）

6/19㈯
10:00～12:00

武里地区
公民館 15人 第4包括（☎738-5764）

6/24㈭
10:00～12:00

㈱コダマホーム
（緑町5-7-27）

8人 第5包括
（☎734-7631）7/2㈮

10:00～12:00
ハーモニー
春日部

7/2㈮
10:00～12:00

豊春地区
公民館 10人 第3包括（☎753-1136）

7/6㈫
13:00～15:00

武里大枝
公民館 20人 第6包括（☎738-0021）

とき ところ 内容
7/9㈮ 正風館 転倒予防の講話・体操

7/21㈬ あしすと
春日部

理学療法士による腰痛・
膝痛予防の講話・実技

とき ところ 定員
6/11㈮　
13:30～15:30 武里地区公民館

各30人
6/22㈫　
10:00～12:00 豊春地区公民館

6/24㈭
13:30～15:30 中央公民館 60人

7/15㈭
10:00～12:00 内牧地区公民館 30人

とき ところ テーマ
6/4㈮ 武里大枝公民館 正しいウオーキング

6/18㈮ 春日部コミュニ
ティセンター

笑顔で ! 心の健康
づくり

6/25㈮ 幸松第二公民館 簡単スポーツ

7/1㈭ 武里地区公民館 頭と体のアンチエイ
ジング

6/24㈭（必着）までに往復はがき、または
メール（1人1通）で「パソコン教室（第2回）」
と明記し、郵便番号・住所・氏名・年齢・
電話番号を記入し、〒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

 保　健

令和3年度（前期）歯周病検診30
9/30㈭まで（休診日除く）　 市内実

施歯科医療機関（通知・春日部市保健セン
ター・市WEBで確認を）　※要予約　
4/2～9/30に40歳・50歳・60歳になる
市内在住者　※10/1㈮～令和4年4/1㈮
に上記年齢になる後期対象者へは、9月下
旬に通知（10/1㈮～令和4年1/31㈪実施）　
500円　自己負担金免除対象者（受診

時に必要な物）…生活保護受給者（受給証）、
市民税非課税世帯に属する人（無料券　※
受診日までに要申請）　 5月下旬に対象
者宛て郵送した通知書（封筒）と健康保険
証など本人確認ができるもの　 同セン
ター（☎736-6778）

埼玉県後期高齢者医療
健康長寿歯科健診31

7/1㈭～令和4年1/31㈪　 昭和20
年4/2～昭和21年4/1に生まれた人、昭
和15年4/2～昭和16年4/1に生まれた人
で後期高齢者医療被保険者証を持っている
人　 6月下旬に対象者へ送付する受診案
内で確認を　 埼玉県後期高齢者医療広
域連合給付課（☎833-3130）

在宅歯科医療推進窓口
～自宅で歯科診療や口

こうくう

腔ケアを32
相談時間…㈪～㈮（㈷・年末年始を除く）　

10:00～15:00　 県では、歯科衛生士が
歯科診療や口腔ケアの相談に応じ、通院困
難な人には自宅に伺う歯科医師を紹介する
相談窓口を設置　 相談窓口…春日部地
区在宅歯科医療支援窓口（☎
090-2253-8020）　※制度
全般の情報は、埼玉県歯科医
師会WEBで

小児慢性特定疾病医療費
支給継続申請33

6/14㈪～7/30㈮（㈯㈰㈷を除く）　
春日部保健所　 現在受給者証を持って
いて、引き続き治療が必要な20歳未満の
人の保護者　 申請書、医療意見書、健
康保険証の写し、健康保険証の被保険者の
市町村・県民税課税（非課税）証明書（令
和3年度分）　 同所（☎737-2133）

「ダメ。ゼッタイ。」普及運動34
6/20㈰～7/19㈪　 麻薬・覚醒剤・

大麻・危険ドラッグなどの薬物乱用は、個
人の問題にとどまらず社会全体に計り知れ

ない危害をもたらす。薬物乱用は自分の人
生だけでなく、家族や友人の人生までも
狂わせる。「ちょっとなら…」といった甘い
考えは命取り。薬物乱用は1回でも「ダメ。
ゼッタイ。」。薬物で困っている人は、相談
を　 春日部保健所（☎737-2133）

趣味・教養

子どもT
テレビ

V番組制作体験講座35

7/10㈯　13:00～16:00　 教育セン
ター　 スタジオでのテレビ番組制作体
験、テレビ局の人によるニュース番組がで
きるまでの解説　 市内在学の小学3年
生～中学生　20人（申し込み順。小学6年
生までは要保護者送迎）　 6/8㈫～30
㈬（休所日を除く）の9:00～17:00に直接、
または電話で同センター3階視聴覚セン
ター（☎763-2425）へ

市民活動のための
「今から始めるSNS活用講座」36

6/26㈯　14:00～16:30　 ふれあい
キューブ4階ぽぽら春日部　 市民活動を
伝えるためのフェイスブックやインスタグ
ラムなどの活用方法　 市民活動に関心
がある人　 6/1から直接、または電話で
同施設（☎731-3550）へ

男女共同参画セミナー37
6/27㈰　14:00～16:00　 ハーモ

ニー春日部　 男女共同参画の視点から
考える地域防災　 市内在住者　40人（申
し込み順）　 筆記用具　 6/6㈰から直
接、または電話で同施設（☎731-3333）へ

郷土資料館　展示解説講座
「春日部の板

い た び

碑」38
7/3㈯　13:30～15:00　
教育センター　 郷

土資料館学芸員が新収蔵
品展出展の板碑を中心
に、市内の中世板碑の状
況を解説　 50人（申
し込み順）　 6/15㈫
から直接、または電話で
同センター1階同館（☎
763-2455）へ

かすかべ探訪　かすかべ野外美術館
～春日部駅東口彫刻めぐり～39

6/26㈯　9:30～12:00　 ぷらっと
かすかべ（集合・解散）　 10人（申し込
み順）　 6/6㈰の9:30から電話で同施設

かすかべオラナビ 春日部市の公式地域ポータルサイトです。生活情報の案内や、道路不具合・生き物情報の投稿機能などがあります。
サイト…https://kasukabe.geocloud.jp/　 2次元コード

▲ 中世の板碑
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（☎752-9090）へ
定期観光案内　梅雨明けも間近!
～古隅田川から春日部八幡神社へ散策～40

6/30㈬　10:00～12:00　 ぷらっと
かすかべ（集合）、八木崎駅（解散）　 10
人（申し込み順）　 6/9㈬の9:30から電
話でぷらっとかすかべ（☎752-9090）へ

かすかべ探訪41

10:00～12:00　 教育センター　
各15人（申し込み順）　 各100円　
申込開始日の9:30から電話でぷらっとか
すかべ（☎752-9090）へ

生涯学習市民塾（前期）42

生涯学習人材情報登録者が講師となり、
趣味や暮らしに役立つ学習会を実施
①実例に基づいた英語のやさしい表現を
覚えて英会話を楽しむ… 7/1㈭・8㈭　
13:30～15:30（全2回）　 教育センター　
20歳以上　15人　 400円　②真の

「終活」について～幸せの根源を求め、今を
精一杯生きる喜びと楽しさをお伝えします
～… 7/2㈮・9㈮　14:00～15:15（全2
回）　 教育センター　 20歳以上　15
人　③ふわふわ粘土教室… 7/3㈯・10
㈯・24㈯　13:30～15:30（全3回）　
教育センター　 小学生以上　15人（保護
者含む。小学3年生以下は要保護者同伴）　
木工用接着剤、竹串、作品持ち帰り用

の袋　 1回当たり千円　④のばして楽し
い手作りピザ、パン♪… 7/7㈬・21㈬　
9:30～11:30（全2回）　 粕壁南公民館　

20歳以上　6人（親子での参加可）　
エプロン、手拭き用タオル、マスク　 1
回当たり1,800円　⑤気軽に絵手紙～いつ
でも誰でもすぐかける～… 7/7㈬・14㈬　
9:30～11:30（全2回）　 幸松地区公民
館　 20歳以上　6人　 ピーマン（写真
不可）1個、新聞紙1枚、筆洗用の紙コップ
2個、ティッシュペーパー　 500円　⑥
やってみよう!!自

じきょう
彊術～自粛で衰えた筋力

を取り戻そう～… 7/8㈭・15㈭・22㈷　
13:30～15:30（全3回）　 武里地区公民
館　 20歳以上　15人　 動きやすい
服装、敷物（厚手のバスタオル、キッチン
マットなど）、靴下（あれば5本指のもの）、
飲料水　⑦「介護」「お金」「終活」について
知っておこう… 7/11㈰・25㈰、8/1㈰　
13:30～15:30（全3回）　 教育センター　
20歳以上　15人　 電卓（7/25のみ）　
300円　⑧小学生プログラミング体験講

座… 7/11㈰、8/1㈰　13:30～15:30（全
2回）　 教育センター　 小学4年生以
上　10人　 1回当たり100円　⑨三原色
による本格的透明水彩を学ぼう… 7/11
㈰・25㈰　14:30～16:30（全2回）　
正風館　 15人　 水彩画絵の具、筆（複
数本）、スケッチブックまたは画用紙（なる
べく水彩画用紙「ワトソン紙」）　⑩ダンスに
挑戦しよう! ～全身をつかって心も体もリ
フレッシュ～… 7/11㈰・25㈰　13:30
～15:30（全2回）　 春日部コミュニティ
センター　 小学1年生以上　15人　
室内用シューズ、タオル、飲み物　⑪声出し・
脳トレ・朗読講座… 7/13㈫・20㈫・27
㈫　13:30～15:30（全3回）　 教育セン
ター　 おおむね50歳以上　12人　
飲料水　 千円　⑫太極拳入門… 7/16
㈮・30㈮、8/6㈮　13:30～15:30（全3
回）　 春日部コミュニティセンター　
20歳以上　15人　 上履き（靴下での実
施も可）、動きやすい服装、飲料水　⑬片
付けのポイント～ポイントを知って片付け
力を上げましょう～… 7/21㈬・28㈬、
8/4㈬　13:30～15:30（全3回）　 豊
野地区公民館　 20歳以上　10人　
200円　⑭健康体操でコロナ禍をのり切ろ
う!… 7/24㈯・31㈯　13:30～15:30
（全2回）　 豊春地区公民館　 20歳以

上　15人　 タオル2枚、輪ゴム10本、
飲み物　⑮民話の世界～春日部編～…
7/25㈰、8/29㈰　13:30～15:30（全2回）　
教育センター　 20人

共通事項… 市内在住・在勤・在学者（申
し込み順）　 筆記用具　 6/9㈬の9:00
から（休所日を除く）直接、または電話で
教育センター3階視聴覚センター（☎763-
2425）へ

夏の音楽鑑賞会「矢
や じ ま

島彩
あや

バイオリン ソロ リサイタル」43
7/11㈰　14:00

～ 1 6 : 0 0（開場
13:30）　 中央
公民館　 バイオ
リン奏者 矢島 彩氏
とピアノ伴奏によ
るリサイタル　
175人　 6/12

㈯の8:30から同館で整理券（1人2枚まで）
を配布　 同館（☎752-3080）

教科書展示会44
6/15㈫～30㈬　9:30～16:30（㈰を

除く。㈯は12:00まで）　 春日部中学校　
指導課（☎763-2448）
埼玉県立大学公開講座「科学折り
紙入門:立体構造はじめの一歩」45

7 /17㈯・24㈯・31㈯　13 :30 ～
14:30（全3回）　 オンライン（Z

ズ ー ム
oom）　

科学折り紙の基本的な制作方法を知
り、結晶構造の例としてダイヤモンド構造
の折り紙モデルを制作　 中学生・高校
生　10人（申し込み順）　 7/5㈪まで
に、 WEB 応募フォーム（2
次元コード）へ　 地域産学
連携センター（☎048-973-
4114）

埼玉県立大学一般公開講座「損なわれた
関係を正し修復するRJ対話 体験会」46

7/4㈰　13:30～16:30　 オンラ
イン（Zoom）　 20人（抽選）　 千円
6/20㈰までに、 WEB 応募フォーム

（2次元コード）へ　※結果は
応募者全員に通知　 地域
産学連携センター（☎048-
973-4114）

スポ・レク

健康づくりのつどい47

※フ…フラバレーボール　ビ…ビーチ
ボールバレー　な…なわとび　さ…さい
かつぼーる　ミ…ミニテニス　卓…卓球　
ソ…ソフトバレーボール　ペ…ペタンク
19:00～20:30　 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）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　※かすか
べ健康マイレージスタンプカード対象事業　
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）　
運動のできる服装、体育館履き、タオル、

飲み物　 不要。当日会場へ　 スポー
ツ推進課（☎763-2446）

太極拳クラス48
毎週㈯　14:30～15:30　 ウイング・

ハット春日部　 穏やかな円の動きと、呼
吸を意識しながら太極拳の知識と技術を習
得　 中学生以上　20人（申し込み順）　
6千円（10回）　 運動しやすい服装、

屋内用シューズ、タオル、飲み物　 直接、
または電話で住所・氏名・年齢・電話番号
を同施設（☎733-7575）へ

とき 内容 申込開始日

7/1㈭ 須
す が
賀 芳

よしろう
郎先生の歴史講演

会「かすかべの歴史余話」 6/8㈫

7/15㈭ 文化財マップ講座（富多・
倉常・芦橋・木崎編） 6/10㈭

とき ところ 内容

6/5㈯
上沖小 フ・ビ・な
牛島小 フ・ビ・さ
藤塚小 フ・ビ・さ・ミ・卓

6/12㈯
上沖小 フ・さ・な
武里小 フ

6/19㈯

上沖小 フ・ペ・な
内牧小 ソ
牛島小 フ・ビ・さ
藤塚小 フ・ビ・さ・ミ・卓

6/26㈯
上沖小 フ・ビ・な
内牧小 ソ
武里小 フ

7/3㈯
牛島小 フ・ビ・さ
藤塚小 フ・ビ・さ・ミ・卓

かすかべ動画チャンネル 動画共有サイト「YouTube（ユーチューブ）」で、春日部市のイベントや、市を紹介するさまざまな動画を配信
しています（通信費は本人負担です）。●アドレス…https://www.youtube.com/user/KasukabeCity ●2次元コード
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