
 お知らせ

（仮称）北春日部駅周辺地区
土地区画整理事業の施行地区
となるべき区域の公告・縦覧

01

縦覧期間…5/11㈫～25㈫　8:30～
17:15　 新たに土地区画整理事業の施
行地区となるべき区域についての公告お
よび縦覧　 施行地区内の土地の未登記
借地権者は、6/11㈮（必着）までに、申
告書と必要書類を添えて直接、または郵
送で〒344-8577 （所在地不要） 春日部
市役所4階まちづくり推進課（内3577）
へ　申告書は同課、市WEBで配布

中央図書館の臨時休館02
5/11㈫　 館内整理のため　 中央

図書館（☎761-5911）

薬師沼憩いの家の休所03
空調設備更新工事のため、6/11㈮まで

施設利用不可。なお、工事の進
しんちょく
捗状況によ

り期間が前後する場合有り　 高齢者支
援課（内7455）、同施設（☎738-0300）

全国一斉情報伝達試験04
5/19㈬　11:00　 Ｊアラートの伝

達試験を全国一斉に実施。防災行政無線で
「これは、Ｊアラートのテストです」と3回
繰り返し、その後「こちらは、防災かすか
べです」と放送　 防災対策課（内2344）

国民年金保険料の
学生納付特例制度05

申請期間…申請時点の2年1カ月前～申請
年度末の学生の期間　 申請により在学
中の保険料の納付が猶予される制度　
大学（大学院）、短大、高等学校、高等専
門学校、専修学校などに在学する20歳以
上の学生で、前年の所得が128万円以下
の人など　 本人確認書類、学生である
ことを証明する書類（学生証、在学証明
書）　 申請書を直接、市役所1階市民課、
庄和総合支所1階市民窓口担当、または
春日部年金事務所へ　※前年度に学生納
付特例が承認され、今年度も引き続き在
学予定の人は日本年金機構から申請書を
送付。必要事項を記入し、同機構へ返送
を　 同課（内2893）、同年金事務所（☎
737-7112）

市立小規模特認校（江戸川小中学校）
の学校公開06

5/31㈪～6/2㈬　9:00～12:00（入
退場自由）　 江戸川小中学校　 小
規模特認校に就学を考えている、市内に
住民登録をしている児童・生徒の保護者　
※日程などが変更になる場合は、市WEB
でお知らせ　 不要（要当日受け付け）　
学務課（内4734）

三井不動産商業マネジメント
株式会社（ララガーデン春日部）
と市が包括的連携協定を締結
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3/18に、三井不動産商業マネジメント
株式会社（連携先…三井ショッピングパー
ク ララガーデン春日部）と市は、包括的
連携に関する協定の調印式を実施。協定
の目的は、緊密な相互連携と協働による
活動を推進することにより、市の一層の
地域の活性化および市民サービスの向上
を図ること　 政策課（内2120）

埼玉県主催
就職支援セミナー08

5/11㈫　14:00～16:00　 東部地
域振興センター　 おおむね60歳以上の
人　43人（申し込み順）　 ㈪～㈮（㈷を
除く）の9:00～17:00に、電話でセカン
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ドキャリアセンター専用受け付けダイヤ
ル（☎049-265-5844）へ

スキルアップ講習09
①7/3㈯・10㈯　9:00～16:00　②

7/31㈯・8/7㈯　9:00～16:00　 ①
しっかり学ぶE

エクセル
xcel1（データ入力・表計

算）　②しっかり学ぶExcel2（グラフ・デー
タベース）　 県立春日部高等技術専門校　
①W

ウ ィ ン ド ウ ズ
indowsの基本操作（文字入力・

ファイルの保存・コピーなど）ができる人　
20人　②しっかり学ぶExcel1（データ入
力・表計算）の修了者、または同等レベル
の人　20人　 2千円（テキスト代別）　
6/1㈫～10㈭に、往復はがき（記入事

項要問い合わせ）で、〒344-0036 下大増
新田61-1 県立春日部高等技術専門校（☎
737-3511）、または同校WEBへ

既卒3年以内の人および34歳
以下の若者対象就職面接会10

6/9㈬　13:15～ 16:00（受け付け
12:45～）　 大宮ソニックシティ　
50社程度の企業が参加　 高校・専修学
校・高専・短大・大学（院）などを卒業後
おおむね3年以内の人、34歳以下の若年
者　 履歴書複数枚（コピー可）、ハロー
ワークカード（持っている人）　 最寄り
のハローワーク　※詳しくは埼玉労働局
WEBで

宮代特別支援学校
学校公開11

6/9㈬　10:00～11:50（受け付け9:40
～）　 県立宮代特別支援学校　 概要
説明、施設見学　 入学、転学を考え
ている児童・生徒の保護者、教育関係者　
電話で同校（☎0480-35-2432）へ

財務省関東財務局の相談窓口12
関東財務局では、相談を無料で受け付

け。一人で悩まずに、まずは相談を　
▶詐欺的な投資勧誘に関する相談…☎
613-3952　▶電子マネー詐欺相談（架空
請求など）…☎600-1152　▶多重債務相
談…☎600-1113　▶新型コロナウイルス
に関する金融相談ダイヤル…☎615-1779

埼玉県都市競艇組合
ボートレース戸田開催日程13

5/1～6㈭・9㈰～12㈬・14㈮～18㈫・
21㈮～24㈪・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）

憲法記念日電話法律相談会14
5/8㈯　13:00～ 16:00（受け付け

15:30まで）　 憲法記念日を記念して、
弁護士が無料で民事・家事・刑事事件を
問わず法律問題全般の法律相談を受け付
け（☎837-2520　※相談専用電話）　
無料（通話料は相談者負担）　 埼玉弁護
士会法律相談センター（☎710-5666）

地元弁護士による無料法律相談会15
5/11㈫　13:30～16:00（1人30分

以内）　 草加市立中央公民館　 憲法
記念日を記念して、埼玉弁護士会越谷支
部の弁護士が、離婚･相続･借金・交通事
故などのあらゆる法律問題に対応　 ㈪
～㈮（㈷を除く）の10:00～16:30に電話
で埼玉弁護士会越谷支部事務局（☎048-
962-1188）へ

 人材募集
シティセールス広報課
任期付職員（6/1付採用）16

勤務日…㈪～㈮　1日7時間45分　任
用期間…6/1㈫～令和5年3/31㈮　
市公式ホームページに関する業務　 大
卒・短大卒・高卒で、直近10年間のうち、
WEBサイトの制作・運用のディレクショ
ン経験が3年間以上（令和3年3月末現在）
従事した経験を持つ人　1人　※詳細は市
WEBで　 5/12㈬（必着）までに直接、
または郵送で〒344-8577 （所在地不要） 
春日部市役所人事課へ
申込書の配布
直接…市役所第三別館2階人事課、市役
所3階シティセールス広報課　郵送…封
書に「任期付職員申込書希望」と朱書きし、
140円分の切手を貼った返信先明記の封
筒（角形2号）を同封の上、春日部市役所
同課へ　※市WEBからもダウンロード可

こども政策課
パートタイム会計年度任用職員17

任用期間…6月上旬～8月中旬（予定）
勤務時間…平日の9:00～15:00　 主に
児童手当の書類確認やパソコン操作など　
4人　 5/6㈭～14㈮にパートタイ

ム会計年度任用職員登録申込書を記入し、
直接市役所1階こども政策課（内2577）
へ　※人事課に登録済みの人は、登録申
込書は不要。こども政策課に声掛けを。
登録申込書は人事課、または市WEBで

パートタイム看護師18
市内の小学校　 医療的ケアが必要な

児童へのケア　 原則として年齢が20
歳～65歳くらいの人　1人（選考。要看
護師免許）　 面接時…筆記用具・印鑑・
証明写真（縦4センチメートル×横3セン
チメートル）1枚　 5/6㈭～31㈪（㈯
㈰を除く）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

交通指導員19
採用時期…7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

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

5月の市税など納付 5/31㈪が納期限です　●固定資産税・都市計画税の第1期　　　
●軽自動車税の全期　　

問い合わせ／収納管理課（内線2383～2396）
庄和総合支所総務担当（内線7017）
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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）　
5/20㈭までに、電話で交通防犯課（内
2825）へ

 福　祉
身体や精神に障がいのある人などに
対する軽自動車税（種別割）の減免制度20

障がいのある人が所有している、また
は障がいのある人と生計を一にする家族
などが所有している軽自動車などで、障
がいのある人のための通勤・通学・通院・
通所に使用する場合、軽自動車税（種別
割）の減免が受けられる制度　※申請手続
きは毎年度必要。障がいの内容などによっ
ては減免の対象とならない場合有り。減
免は障がいのある人1人につき1台限り。
自動車税（県税）の減免を受けている人は
対象外　 ①障害者手帳（身体障害者手
帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳）、
または戦傷病者手帳　②減免を受ける軽
自動車などを運転する人の運転免許証　
③自動車検査証　④軽自動車税（種別割）
納税通知書（未納付のもの）　⑤納税義務
者のマイナンバーカード（個人番号カー
ド）、または通知カードおよび運転免許証
などの本人確認ができるもの（通知カード
は、カードに記載された住所・氏名など
が住民票と一致しているものに限る）　※
手帳の交付年月日が4/1以前であるもの。
納税義務者と障がいがある人の住所が異
なる場合は、生計が同じであることを証
明する書類（扶養関係が分かる健康保険
証、源泉徴収票など）が別途必要。精神障
害者保健福祉手帳を持っている人は、自
立支援医療受給者証も必要。車の構造に
よる減免申請は③～⑤のみ　 7/30㈮ま
でに直接、または郵送で〒344-8577 （所
在地不要） 春日部市役所1階市民税課（内
2315）、または庄和総合支所2階総務担
当へ　※なお、公益のために直接専用と
するものと認められる車両に対する減免
申請の期限は、納期限（5/31㈪）まで

認知症サポーター養成講座21

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　 介護保険課
（内7575）

すまいるケア教室
（家族介護教室）22

6/9㈬　14:00～ 15:30　 正風館　
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および
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

元気アップ教室23

楽しみながら介護予防に取り組む　
おおむね65歳以上の人　各30人（申し
込み順）　 30円　 動きやすい服装、
飲み物、タオル、上履き（5/28のみ、スリッ
パは不可）　 不要。団体での参加の場
合は参加人数の連絡を高齢者支援課（内
7455）へ

元気アップ教室
特別講座「笑顔で心の健康づくり」24

5/13㈭　10:00～12:00　 中央公
民館　 曲に合わせて簡単な体操、スペ
シャルコンサートなど　 おおむね60歳
以上の人　130人（申し込み順）　 動き
やすい服装、飲み物、タオル　 直接、
または電話で市役所第二別館2階高齢者
支援課（内7455）へ

春日部えんJ
ジ ョ イ

OYトレーニング25
高齢者が住み慣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。負荷調節可能
な重りを着け、筋力アップを目指す　
おおむね65歳以上の市内在住者で5人以
上の団体　 介護保険課（内7575）

健康づくりいきいき運動研修会26

ストレッチ、筋肉運動など　 おお

とき ところ 申し込み先
5/15㈯
10:00～ 豊春第二公民館 第3包括

（☎753-1136）
5/19㈬
10:00～ あしすと春日部 第1包括

（☎754-3775）
5/26㈬
14:00～ 幸松第二公民館 第2包括

（☎753-2020）

とき ところ テーマ
5/20㈭
14:00～15:30

庄和社会
福祉センター 健康ツボ講話

5/28㈮
10:00～11:30

ハーモニー
春日部

頭と体のアンチ
エイジング

6/4㈮
10:00～11:30

武里大枝
公民館

正しいウオー
キング

とき ところ
5/14㈮　10:00～12:00 ハーモニー春日部

5/20㈭　10:00～12:00 幸松第二公民館

6/11㈮　13:30～15:30 武里地区公民館

むね60歳以上の市内在住者　各日30人　
動きやすい服装、上履き（スリッパは不

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

オレンジカフェ
（認知症カフェ）27

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　※新型コロナウイ
ルスの影響により今までの実施内容と一
部変更有り　 電話で各問い合わせ先へ

日本赤十字社
5月は活動資金の募集強化月間28

受け付け…市役所3階生活支援課、庄
和総合支所2階公園緑地課および、福祉・
健康保険担当、社会福祉協議会（あしすと
春日部・庄和社会福祉センター）　 日
本赤十字社の災害救護活動や多岐にわた
る被災者支援活動を支えるため、寄付へ
の協力を　 同課（内2516）

埼玉県立大学一般公開講座
「高齢者の身体と理学療法」29

6/22㈫　10:00～12:00　 埼玉県立
大学　 加齢とともに生じる身体の変化
と、変化に合わせた適切な運動方法などに
ついて、実際に運動をして体験する。また、
適切な靴選びのポイントを学ぶ　 60歳
以上　30人（抽選）　 千円　 6/7㈪
までに、往復はがき、ファックス、または
WEB応募フォームで講座名・住所・氏名
（ふりがな）・年齢・電話番号・ファックス
番号を明記して〒343-8540 越谷市三野宮
820 地域産学連携センター（☎048-973-
4114　 FAXFFFAAAFAFFFAFAFAFFFAF XXX 048-973-4807　
edec@spu.ac.jp　 WEB
https://www.spu.ac.jp/
society/open-lecture/）へ　
※結果は応募者全員に通知

国の慰霊巡拝30
戦没した旧主要戦域を訪問して慰霊・

追悼を実施　 実施予定地域…カザフス
タン共和国、イルクーツク州・ブリヤート
共和国、ハバロフスク地方・ユダヤ自治
州、インドネシア、中国東北地方、東部
ニューギニア、北ボルネオ、ビスマーク諸
島、トラック諸島、ミャンマー、フィリピ
ン、硫黄島　※詳しくは県WEB（http://
www.pref.saitama.lg.jp/a0602/910-
20091208-66.html）で　 戦没者の遺
族　 県社会福祉課（☎830-3286）

 保　健

普通救命講習会31
①5 / 2 2㈯　②5 / 2 5㈫　③6 / 2 5

㈮　④6/26㈯　13:30～16:30（①のみ
15:30まで）　 庄和消防署　 心肺蘇生
法・AED（自動体外式除細動器）の使用方
法、その他救命に必要な応急手当ての講習　
※主に成人への対応。③のみ小児への対
応　 中学生以上の市内在住・在勤・在
学者　12人（申し込み順）　※①のみ事前
に応急手当てWEB講習の受講が必要。詳
しくは市WEBで　 筆記用具、実技ので
きる服装　 ①②は5/6㈭
から、③④は6/1㈫から直接、
または電話で消防本部2階警
防課（☎738-3118）へ

乳幼児応急手当講習会32
6/15㈫　10:30～ 12:00　 ふれあ

いキューブ6階春日部市保健センター　
心肺蘇生法や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　 就学前の子どもの保護者、ま
たは子どもを預かることがある市内在
住者　10人（申し込み順）　※託児あり
（要相談）　 筆記用具　 5/10㈪か
ら直接、または電話でこども相談課（内
2769）へ

献血協力団体33
献血会場の

提供、献血者の
確保に協力でき
る企業・団体を
募集　 健康課
（内7512）

新社会人献血キャンペーン34
6月末まで　 県内の献血ルーム、ま

たは献血バス　 受け付けをした新社
会人に埼玉県オリジナル記念品「3

スリーウェイ
WAY

アイマスク」を贈呈（無くなり次第終了）　
※献血バスの日程や内容など詳しくは市
WEBで　 健康課（内7513）

とき ところ 定員 問い合わせ

5/8㈯
13:30～15:00

武里東
公民館 20人 第5包括（☎734-7631）

5/11㈫
13:00～15:00

武里大枝
公民館 20人 第6包括（☎738-0021）

5/15㈯
10:00～12:00

武里地区
公民館 15人 第4包括（☎738-5764）

5/19㈬
10:00～12:00

豊春第二
公民館 8人 第3包括

（☎753-1136）

5/27㈭
10:00～12:00

㈱コダマホーム
（緑町5-7-27） 8人 第5包括

（☎734-7631）

6/1㈫
13:00～15:00

武里大枝
公民館 20人 第6包括（☎738-0021）

6/3㈭
10:00～12:00

ハーモニー
春日部 8人 第5包括

（☎734-7631）

6/4㈮
10:00～12:00

豊春地区
公民館 10人 第3包括（☎753-1136）

問い合わせ／収納管理課（内線2383～2396）
庄和総合支所　総務担当（内線7017）

毎月の給与から特別徴収している市民税・県民税のうち、
12月～5月分の納期限は6/10㈭です

問い合わせ／収納管理課（内線2383～2396）
庄和総合支所総務担当（内線7017）市民税・県民税の特別徴収を12月と6月の2回にまとめて納めている納期特例の事業者の皆さんへ
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 保　健

AEDの貸し出し35
貸出期間…貸出日を含め7日以内　

市や自治会などが主催、共催、後援また
は協賛する行事の他、市民が主催する営
利を目的としないイベントなど（消防署な
どが実施する救命講習を修了した人など
がイベント開催期間中に会場にいること
が条件）　 救命講習修了証などの写し　
電話で健康課（内7513）、春日部市保

健センター（☎736-6778）、または警防
課（☎738-3118）へ

成人男性風しん抗体検査および
定期予防接種36

令和4年3/31㈭まで　 医療機関
などで実施　※詳しくは通知、または市
WEB で　 昭和37年4/2～昭和54年
4/1生まれの男性（令和2年4月に通知済
み。転入などで通知がない人は健康課へ
連絡を）。風しん抗体検査の結果、抗体価
が基準より低い人は、麻しん・風しん混
合ワクチンを接種　 抗体検査、予防接
種ともに1回無料　 健康課（内7514）

5/1～6/30㈬は「不正大麻・
けし撲滅運動」期間37

大麻の使用は有害で、不正栽培・所持
は犯罪。特に大麻は「海外では合法化さ
れているから害がない」などといった誤っ
た情報が流布され、若年層への乱用の拡
大が懸念されている。自分の身を守るた
め、正しい情報を。また、「けし」には法律
で栽培が禁止されている種類有り。大麻
や栽培してはいけない「けし」を発見した
ら、保健所に連絡を　 春日部保健所（☎
737-2133）

埼玉県立大学一般公開講座
「健康のために取り組む
生活習慣病の対策」

38

5/29㈯　13:00～14:30　 WEB講
座（Z

ズ ー ム
oom）　 健康を維持するために生

活習慣病の実際と対策を学び、普段の生活
の中で取り組むことができる具体的な運動
を体験する　 60歳以上　40人（抽選）　
千円　 5/16㈰までに WEB 応募

フォーム（https://business.form-mailer.
jp/fms/f7906d90140772）
へ　 地域産学連携センター
（☎048-973-4114）　※結
果は応募者全員に通知

趣味・教養

男性のための家の片づけ方教室39
①5/22㈯　②5/29㈯　各日10:00

～12:00　 ハーモニー春日部　 清掃
および整理収納のプロによる講義　①家

の清掃編　②家の整理収納編を開催（片方
のみでも参加可）　 市内在住・在勤の男
性　18人（申し込み順）　 筆記具　
5/5㈷から直接、または電話で同施設（☎
731-3333）へ

かすかべ遊学フェスティバル2021
参加事業40

市民サークル・団体、民間の教育事業
者、学校などが10月～12月に市内で実
施する生涯学習に関する催しで、一般の
人に公開しているもの（講座、演奏会、展
示など）を募集　※承認した事業は、ポス
ター・パンフレット、市WEBなどで周知　
6/22㈫まで（休所日を除く）に直接、

または郵送で〒344-0062 粕壁東3-2-
15 教育センター3階視聴覚センター（☎
763-2425）へ　※申込用紙など詳しくは
市WEBへ

小渕観音院円空仏群の特別公開41

5/3㈷～5㈷　10:00～17:00　 小
淵山観音院　 県指定文化財円空仏群の
年に一度の特別公開　 500円　 文化
財保護課（内4836）、小淵山観音院（☎
752-3870）

郷土資料館　第63回企画展示
「かすかべの宝もの18新収蔵品展」42

5/18㈫～7/7㈬　 教育センター1
階郷土資料館　 近年、資料館に寄贈や
寄託された資料を展示　 同館（☎763-
2455）

野鳥観察会43

5/22㈯　9:30～11:30　 庄和総
合公園周辺　※雨天時は中止。小雨決行　
埼玉県生態系保護協会春日部支部によ

る解説　 50人（申し込み順）　 筆記
用具、双眼鏡（持っている人）、水筒、歩
きやすい靴、帽子　 5/1から直接、ま
たは電話で中央公民館（☎752-3080）へ

かすかべ探訪
～文化財マップ講座～44

6/16㈬　10:00～12:00　 教育セ
ンター　 宝珠花編　 15人（申し込み
順）　 100円　 5/7㈮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
～かすかべ野外美術館 彫刻めぐり～45

5/29㈯　9:30～12:00　 ぷらっと
かすかべ（集合・解散）　 春日部駅東口
彫刻めぐり　 10人（申し込み順）　
5/8㈯の9:30から電話で同施設（☎752-
9090）へ

生涯学習市民塾（前期）46

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やさしい俳句教室2021… 6/2㈬・
16㈬　13:30～15:30（全2回）　 教
育センター　 20歳以上　10人　
200円
②人生100年時代！豊かにいきいき・バ
テない心身健康術～脳活・脳トレ・遊ビ
リテーション… 6/5㈯・13㈰　9:30
～11:30（全2回）　 教育センター　
20歳以上　15人　 600円
③ロコモヨガ… 6/8・7/27・8/31（全
て㈫）　9:30～11:30（全3回）　 教育
センター　 20歳以上　15人　 動き
やすい服装、ヨガマット（持っていない人
には1回当たり100円で貸し出し可）、バ
スタオル、飲料水　 300円
④幸福ホルモンでストレスに負けない心
と体を～簡単アートでストレス軽減、癒
しの方法… 6/9・23・30（全て㈬）　
13:30～15:30（全3回）　 教育センター　
20歳以上　10人　 定規、はさみ、

セロハンテープ　 500円
⑤太極拳で体幹を鍛えよう… 6/11・
18・25（すべて㈮）　9:30～11:30（全
3回）　 豊春第二公民館　 20歳以上　
15人　 動きやすい服装、上履き
⑥宅建士講習会… 6/13・20・27（全
て㈰）　9:30～11:30（全3回）　 教
育センター　 20歳以上　15人　
1,500円
⑦マンガで読む老後の備え・その後の手
続き講座… 6/13・20・27（すべて㈰）　

13:30～15:30（全3回）　 教育センター　
おおむね60歳以上　10人　 500円

⑧防災勉強会「防災の取り組み方と進め
方」… 6/15・22、7/6・13（全て㈫）　
9:30～11:30（全4回）　 教育センター　
20歳以上　10人

⑨にほんぶようを知ろう！～基礎動作か
ら座ってできる手遊びまで… 6/20㈰・
27㈰　9:30～11:30（全2回）　 教育
センター　 20歳以上　10人　 動き
やすい服装
⑩気功入門… 6/24、7/8・15（全て
㈭）　9:30～11:30（全3回）　 春日部
コミュニティセンター　 20歳以上　15
人　 動きやすい服装、上履き、飲料水　
500円

⑪公的年金制度の効果的活用法～知ると
知らぬで天地の差… 6/26㈯、7/3㈯　
9:30～11:30（全2回）　 教育センター　
20歳以上　10人　 500円

⑫楽しいステンシル（型染め）… 6/26
㈯、7/10㈯　11:30～14:30（全2回）　
藤塚公民館　 20歳以上の女性5人　
古くなったタオル（筆拭き）、エプロン　
4,500円

⑬人生100年時代の幸福力アップセミナー
… 6/26㈯、7/3㈯　13:30～15:30（全
2回）　 教育センター　 15人　
500円
⑭ほっこりヨガ… 6/29㈫、7/6㈫　
13:30～15:30（全2回）　 武里大枝公
民館　 20歳以上　20人　 動きやす
い服装、ヨガマット、小さめのタオル1枚、
羽織れる大きさの綿毛布1枚（大きめのバ
スタオルでも可）、飲料水
共通事項
市内在住・在勤・在学者（申し込み順）　
筆記用具　 5/12㈬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

市民映像セミナー
（デジカメ写真加工入門講座）47

6/2㈬　①9:30～12:00　②13:30
～16:00　 教育センター　 デジタ
ルカメラで撮影した写真の加工や保存、
印刷など　 デジタルカメラの写真デー
タを持参でき、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）　 5/15㈯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

市民パソコンセミナー
（はがき作成編）48

①6/9㈬　②6/10㈭　9:30～16:00　
教育センター　 「ワード」を使った絵

入りのはがき文面作成、宛名作成　 パ
ソコンでマウス操作と文字入力ができる

問い合わせ／
総務課（内線2414）
問い合わせ／
総務課（内線2414）犯罪被害者とその家族の人権に配慮しよう
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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）　
5/15㈯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

市民映像セミナー
（ビデオ編集入門講座）49

6/20㈰　9:30～16:00　 教育セ
ンター　 ビデオ編集の基本操作、画
面構成などの学習、作品の試作　 パ
ソコンで文字入力やマウス操作ができる
16歳以上の市内在住・在勤・在学者　5
人（申し込み順）　 5/20㈭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

市民パソコンセミナー
（インターネット活用編）50

6/23㈬　①9:30～12:00　②13:30
～16:00　 教育センター　 インター
ネットを活用して生活をより豊かにするた
めの基礎知識　 パソコンで文字入力や
マウス操作ができる16歳以上の市内在住・
在勤・在学者（高校生などを除く）　各回
10人（申し込み順）　 5/20㈭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

ふれあいキューブ・ポリス・
コンサート51

7/10㈯　12:15～13:00　 ふれあ
いキューブ1階多目的ホール　 埼玉県
警察音楽隊・カラーガード隊は「県民と警
察を結ぶ音の架け橋」として活動。本コン
サートは子どもから大人まで、誰でも気軽
に楽しんでもらえるよう、親しみやすいク
ラシックから耳なじみのあるポップスまで
さまざまな曲を演奏。迫力ある吹奏楽の
演奏と華やかなカラーガード演技を実施。
県警音楽隊WEBの最新情報および新型コ
ロナウイルス感染拡大防止対策の確認を　
5/20㈭までに県警察 WEB（https://

www.police.pref.saitama.lg.jp/a0030/
kenke/ongakutai-fureaicube-0718 .
html）、または往復はがき（消印有効）に
郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、年齢、
電話番号と希望人数（4人まで）を明記
し、〒331-0813 さいたま市北区植竹町
1-804 県警察音楽隊へ　※1人1通のみ。
記載事項不備は無効。申込者多数の場合
は抽選。6月中旬に申込者
全員に結果を通知　 埼玉
県警察本部広報課（☎832-
0110）

初夏の龍Q館で自然観察会　
～「水辺の森」の生きものさがし～52

5/29㈯　10:00～ 11:30（受け付け
9:40～）　 龍Q館入り口前　※小雨決
行　 龍Q館の｢水辺の森｣とその周辺で
生きものさがし　講師…埼玉県生態系保
護協会春日部支部会員　 飲み物、帽子、
虫捕り網・虫かご（持っている人）　 不
要（小学生以下は保護者同伴）　 水辺の
丘運営協議会　両

もろずみ
角（☎735-8598）

スポ・レク

楽しく軽スポーツ体験教室53
6/7～7/5の毎週㈪　9:30～11:30（全

5回）　 庄和体育館　 ボッチャ、ユ
ニカールなど初心者でも安心してできる
軽スポーツ体験、トレーニング室利用方

法の説明　※かすかべ健康マイレージス
タンプカード対象事業　 18歳以上の市
内在住・在勤・在学者　30人（申し込み順）　
500円　 運動のできる服装、体育

館履き、タオル、飲み物　 5/6㈭の
9:00から電話でスポーツ推進課（☎763-
2446）へ

健康づくりのつどい54

※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　ぺ…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）の他、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）

アウトドアデイ教室55
8/1㈰　 茨城県立さしま少年自然の

家　 野外でのレクリエーション、食事
作りなど　 市内在住の小学4年生～6
年生　25人（抽選）　 4千円　 6/4
㈮（消印有効）までに、往復はがき（1人に
つき1枚）の往信裏面にアウトドアデイ教
室参加希望・住所・氏名（ふりがな）・年
齢・小学校名・学年・性別・電話番号を、
返信宛名面に差出人の郵便番号・住所・
氏名を記入し、〒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

とき ところ 内容

5/15㈯
上沖小 フ・ビ・な

武里小 フ

5/22㈯ 上沖小 フ・さ・な

5/29㈯
上沖小 フ・ぺ・な

武里小 フ

　これまで市が歩んだ歳月の歴史を「新編 図録 春日部の歴史」などの
刊行物に掲載してきましたが、このたび、より分かりやすく手軽に見
られるようインターネット上に「年表普及版」を公開しました。
　今回公表した年表は、刊行物とは異なり、新しい出来事を随時更新
できるメリットがあり、常に最新の年表が見られます。他にも調べ学
習の教材の一つとして、親子で一緒に春日部の歴史を学ぶことができ
ます。また、学校で1人1台配られたタブレット型端末機を活用して
春日部の歴史の学習教材としても活用可能です。

調べ方
　市WEBから市教育委員会WEBへ進みます（初めから市教育委員会WEB
に入ることもできます）。市教育委員会WEBの中に、文化財と郷土資料館
の事業情報を発信する「ほごログ」というブログがあります。この中に、新し
く「年表普及版」を追加しました。年表普及版をダウンロードし、青文字の
部分（指定文化財など）をクリックすると詳細な説明や写真にリンクします。
市教育委員会WEB→「ほごログ」→「年表普及版」

▲ほごログの画面

▲年表（抜粋）
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問い合わせ／文化財保護課（内線4834）

ボランティアの皆さんの協力でテープやCDに録音した「声の広報かすかべ」を貸し出しています。
視覚障がいのある人はぜひご利用ください。

問い合わせ／
障がい者支援課（内線2545）

ここをクリック！
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