
No.

KASUKABE CITY  INFORMATION
189

2021年

5月号

令和3年（2021年） 5月1日発行

来年に向けて 春日部の大凧 守る! 引き継ぐ! 盛り上げる!
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WEBWEBWEBWEB市

２・3 面

初節句祝いの当時の記念写真を再現してパシャリ

　春日部大凧あげ祭りは、江戸時代から続く伝統行
事です。子どもたちの健やかな成長を願い、初節句
を迎えるお子さんの名前を入れた畳百畳の大きさの
凧が空に舞いあがります。名入り凧と一緒に家族の
記念写真も撮影しています。
　写真の滝

たきもと
本さん一家もお子さんの初節句ごとに

記念写真を撮影してきました。3人の子どもたち
はそろって元気に高校生・中学生・小学生になり
ました。
　春日部の大凧について、2・3面で紹介しています。

こんな
に

　　
大きく

なりました!

平成18年 長女初節句 平成23年 次女初節句平成21年 長男初節句

　この事業は、春日部駅を中心に鉄道を高架化することにより、10カ所
の踏切を除去し、東西交通の円滑化を図るとともに、周辺のまちづくりを
進め、中心市街地の一体化、地域の活性化を図ります。
　鉄道の高架化について、16面にも掲載しています。

進んでいます！
春日部駅付近連続立体交差事業

▲春日部駅西口改札前の展示場に模型を設置しています



春日部　の大凧

大凧あげ祭りでは、大凧をあげる引き手として多くの人の協力が必要です。
参加資格は、16歳～60歳で性別・住所を問いません。土手を何回も全力疾走するので、
体力に自信のある人！
毎年1月ごろから広報紙などで募集しています。
みんなで日本一の大凧を体感しましょう!

皆さんも大凧あげに参加できます

大塚さん：大凧あげは、100人以上の息が合わないと成功しません。あがったときの感覚は、自然を相手に綱引きをしているようです。
飯野さん：そうそう！人間の力が及ばないような、まるで巨大な生き物と戦っている気持ちになりますね。
大塚さん：大凧の文化は、歴代の先輩たちから教わったことを毎年継承することで、今日までつながっているんです。
飯野さん：凧づくりは、年齢も立場も関係なくて、時にはワイワイ言いながら学び合える、地域に欠かせないもの！
大塚さん：2年連続の大凧あげ祭りの中止は本当に残念でしたが、来年こそは大凧をあげたいですね。
飯野さん：春日部市民全員でもっと盛大な凧あげをしたいので、皆さん、来年はぜひ大凧あげ祭りに参加してください。

地元だけのものではなく、
市民みんなの大凧あげに

堀野和磨さん：私の出身は秋田県で、正直に言
うと、大凧あげ祭りのことは知りませんでした。
　結婚を機に、お義父さんから誘われて、
一緒に凧づくりに参加しました。
　春日部に引っ越してくる前は、地域の方々になじめるか心配
したこともありましたが、大凧をきっかけに、多くの人たちと
仲良くなることができました。
　子どもが大きくなって親子三世代で大凧をあげられたらうれ
しいですね。

春日部市「庄和大凧文化保存会」上若組　飯
い い の

野 翼
つばさ 組長

　　　　　　　　　　　　　　下若組　大
おおつか

塚 裕
ゆういち

一 組長

堀
ほ り の

野 和
か ず ま

磨さん、　阿あ べ

部 敏
さとし

さん（義父）、

堀野 茉
ま つ り

李ちゃん（長女）、
堀野 千

かずふく

福ちゃん（長男）

大凧は地域との触れ合い

滝本さん3きょうだい：私たちは、記憶にないぐらい小さい頃か
ら、毎年大凧あげ祭りに参加しています。
　友達と一緒に、掛け声を出しながら凧を引くのが楽しいです。
　高くあがったときには、うれしくて「よっしゃ！あがったー！」
とみんなで盛り上がります。
　大人になったら、自分の子どもに
も、大凧あげ祭りで初節句のお祝い
ができたらいいなと思います。

自分たちが親になったときも
大凧あげで

初節句祝いがしたい
滝
たきも と

本 かのひさん（長女）、
珠
しゅあん

庵さん（長男）、れのはさん（次女）

昭和23年の大凧

祭りを
引き継

ぐ

子ども
たち祭りを

引き継
ぐ

江戸時代から引き継がれてきた伝統行事「春日部大凧あげ祭り」
大凧を愛する人たちに話を聴いてきました！

地元だけ
市民みんな
春日部市「庄和大凧文化保存会」上若組春日部市「庄和大凧文化保存会」上若組

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大凧を愛する人たちに話を聴いてきました！
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▲インタビュー
　動画

三世代で
祭りを

引き継ぐ
三世代で

祭りを

来年に向けて

守る! 引き継ぐ!    盛り上げる!
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春日部　の大凧

日本一の大きさは子どもを思う気持ちの表れ ～大凧の始まりと今～

　春日部の大凧あげの起源は、
今からちょうど180年前の天保
12（1841）年。各地を巡礼して
いた僧が宝珠花の寺に宿泊した
際、人々を集め「凧があがれば、
繭の値段が上がる」という養蚕
の豊作占いとして凧あげの話を
したのが始まりと伝えられてい
ます。

　「春日部大凧あげ祭り」は、「東近江
大凧まつり」（滋賀）、「相模の大凧まつ
り」（神奈川）と並ぶ大凧祭りです。春
日部の大凧のサイズは、縦15メート
ル、横11メートル、重さ800キログ
ラムで100畳分。ビルに例えれば４
階～５階建てに相当します。その大凧
を上若組と下若組に分かれて2張りあ
げ、「日本一の百畳敷きの大凧」とも称
されています。

江戸時代後期から
180年の歴史

子どもたちの健康と
幸福な成長を願う祭りに

日本三大大凧祭りの一つに

　いつの頃からか、5月の端午の節句に、初節句を迎
える子どもたちを祝い、健やかな成長を願う凧あげ祭
りとなりました。
　凧の大きさも
徐々に大型にな
り、明治中期に
は現在の大きさ
になったといわ
れています。

問い合わせ／観光振興課（内
線7768）

　例年5/3・5に開催される
春日部大凧あげ祭り。今年は

新型コロナウイルス感

染症拡大防止の観点からやむ
なく中止となりましたが、こ

んなときだからこそ国

の無形民俗文化財にも選択さ
れている大凧あげの歴史や文

化を学び、来年こそは

みんなで大凧を大空高く舞い
あげましょう。

現存する大凧あげ最古の写真（明治41年）

　大凧あげ祭りの中止を受け、大凧を通じた地域のつながりを感じてもらえるよう、祭り会
場に程近い、イオンモール春日部で約40張りの飾り凧を展示しています。「希望」「元気」など
の威勢の良い文字の凧が店内いっぱいに飾られています。
　その中から自分の好きな凧文字を選ぶ投票も5/16㈰まで受け付け中。
　投票期間終了後は、ランキングを掲示予定です。
展示期間 …6/24㈭まで
投票期間 …5/16㈰まで
結果発表 …5/29㈯～6/24㈭
※投票・結果発表の場所…イオンモール春日部1階 専門店レストランC入り口通路

　かすかべフードセレクションには、大凧のイラストが入ったものや大凧の形を模したもの、
商品のラベルや包装に大凧をデザインしたものなど多数の認定品があります。見て楽しんで、
食べておいしい。縁起物のお菓子・グルメをぜひご賞味ください。

春日部大凧さぶれ
（ダルトワ）

花いっぱい
（菓匠塚屋）

春日部
うなぎちまき
（壽亭）

上昇大凧せんべい
（味好堂）

春日部大凧焼
（広島流

お好み焼き七夜）

アンデスハム　
ロースハム

（アンデスハム㈱
春日部工場）

　空にあがる凧は「運気があがる」「景
気があがる」「成績が上がる」縁起物で、
「飾り凧」として購入することも可能で
す。好きな文字を入れられるオリジナ
ルの贈り物としても喜ばれています。
飾り凧の問い合わせ／春日部情報発信館「ぷ
らっとかすかべ」（☎752-9090）、道の駅「庄和」
（☎718-3011）

　希望すれば凧作り教室にも応じてい
ます。子どもでも作れる小さな凧から
2メートルを超える凧まで、春日部市「庄
和大凧文化保存会」の凧師が丁寧に指導
し、凧あげ体験もできます。
凧作りの問い合わせ／観光振興課（内線7769）

凧を飾ろう・贈ろう・作ろう イオンモール春日部でお気に入りの凧文字を見つけて投票しよう

大凧を食べる！かすかべフードセレクション認定品

まちには凧がいっぱい！～空に「あがる」縁起物の凧で気持ちをあげよう～ 

守る! 引き継ぐ!    盛り上げる!

32021年5月号 No.189S
エスディージーズ
DGsは持続可能な社会の実現に向けた世界共通の目標です。
市の取り組みとSDGsとのつながりを示すため、特集記事に関連するアイコンを添えています。
左のアイコンは、SDGs全17のゴールのうち、今月の特集記事に関連するものを示しています。
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●新型コロナウイルスワクチン接種　
●新型コロナウイルス関連情報　掲示板

高齢者から優先接種します
　5月から高齢者（令和3年度中に65歳以上に
達する、昭和32年4/1以前に生まれた人）の
接種が始まります。ワクチンの供給状況より、
90歳以上の人から段階的に開始していきます。
高齢者は、7月上旬
まで優先接種できる
見込みです。
　高齢者の次は基礎
疾患を有する人、高
齢者施設などの従事
者が接種の対象とな
ります。
　　
　次に示す基礎疾患を有する人は、必ず事前に
かかりつけ医での診察の際に相談の上、接種の
申し込みをしてください。接種する場合、基礎
疾患に関わる証明書などの提示は不要ですが、
予診票に病名を記入してもらいます。

基礎疾患を有する人（3月時点で国が示
しているもの）
① 令和3年度中に65歳に達しない人で、以下
の病気や状態で通院・入院をしている人

・  慢性の呼吸器の病気
・  慢性の心臓病（高血圧を含む）
・  慢性の腎臓病
・  慢性の肝臓病（肝硬変など）

・  インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病また
は他の病気を併発している糖尿病
・  血液の病気（鉄欠乏性貧血を除く）
・  免疫の機能が低下する病気（治療や緩和ケア
を受けている悪性腫瘍を含む）
・  ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治
療を受けている
・  免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
・  神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能
が衰えた状態（呼吸障害など）
・  染色体異常
・  重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知
的障害とが重複した状態）
・  睡眠時無呼吸症候群
・  重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院し
ている、精神障害者保健福祉手帳を所持して
いる、または自立支援医療（精神通院医療）
で「重度かつ継続」に該当する場合）や知的障
害（療育手帳を所持している場合）
②基準（BMI30以上）を満たす肥満の人

接種する前に予約してください
・  クーポン券が届いたら、問い合わせ先の春日
部市コールセンターへ電話、L

ラ イ ン

INE、または
WEBWEBWEBWEBで予約してから接種会場にお越しくだ
さい（右上２次元コード参照）
・  接種2回目は、１回目の接種後から3週間空
けた日付を予約してください

よくある質問と回答
Q. ワクチン接種にマイナンバーカードは必
要か。

A. マイナンバーカードは必須ではありません。
ただし、本人確認ができるものとしては有
効です。

Q.   2回接種するので、クーポン券は2回郵送
されるのか。

A. クーポン券の郵送は１回です。クーポン券に
は、2回分のシール形式の接種券が付いていま
す。はがさずに接種会場へ持参してください。

Q.  在宅療養中のため、接種会場に行けないが、
接種してもらえないのか。

A. 原則、主治医が予防接種を行うことを予定
しています。

Q.  クーポン券をなくしてしまった。
A. 再発行しますので、春日部市コールセンター
へお問い合わせください。

Q. 1回目のワクチン接種後に市外に転出した
場合はどうしたらよいか。

A. 転入先の自治体で受けてください。春日部
市で発行したクーポン券を持参して、転入
先の自治体に確認してください。

問い合わせ／新型コロナウイルスワクチン接種担当（内線3675）
　　　　　　※接種のクーポン券が郵送で届いてからの予約・相談などは、春日部市コールセンター（☎0570-030-630）へ（8:30～17:15、㈯㈰㈷も可）

新型コロナウイルスワクチン接種

新型コロナウイルス関連情報　掲示板
マスクを着けられない人へのご理解を
問い合わせ／健康課（内線7514）

　新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、
外出時などは、マスクを着用することが新しい
生活様式の一つとされていますが、発達障害や
感覚過敏、皮膚の病気、呼吸器の病気など、さ
まざまな理由からマスクを着けられない人がい
ます。
　周囲からは、わがままと誤解されたり、厳し
い視線を向けられたり、心無い批判を受けるこ
ともあります。障害や症状があってマスクを着
けられない人がいることを知り、その特性や事
情を理解し、お互いに思いやりの心を持って過
ごしましょう。

傷病手当金の適用期間を延長
問い合わせ／国民健康保険課（内線2790）

　市の国民健康保険、または埼玉県
後期高齢者医療に加入している被用
者が、新型コロナウイルス感染症に
感染または感染の疑いのため、労務
に服することができなくなり、給与
の支払いを受けることができなく
なった場合、傷病手当金の支給を行っ
ています。
適用期間の延長…新型コロナウイル
ス感染症にかかる傷病手当金の適用
期間を6/30㈬まで延長しています。
詳しくは市WEBWEBWEBWEBをご覧ください

子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）
問い合わせ／こども政策課（内線2577・2579）

内容…給付額　児童1人当たり一律5万円
対象…次の①～③のいずれかに該当する人
①令和3年4月分の児童扶養手当受給者　②公的年金等を受給していることにより、児童扶養手当の支給を受けていな
い人　③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当受給要件収入と同水準まで減少
した人
申し込み…①に該当する人は申請不要です。②③に該当する人は申請が必要です。詳しくは市WEBWEBWEBWEBをご覧ください

高齢者に交通支援として市内共通商品券を郵送
問い合わせ／高齢者支援課（内線7454）

　国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付
金を活用して、65歳以上の高齢者を対象に、新型コロナ
ウイルスワクチン接種の交通支援として、市内共通商品
券（1人当たり2千円分）を特定記録郵便で住民登録の住
所に郵送します。申請は不要です。
対象…4/1現在、市に住民登録をしている令和3年度中
に65歳以上に達する昭和32年4/1以前に生まれた人
郵送時期…90歳以上の人には4月下旬に発送済み
65~89歳の人には5月下旬に発送予定
利用期間など…利用期限はありません。また、お釣りは
でません
利用店舗…同封する利用店舗の一覧をご覧ください

新型コロナウイルス
感染症に関する最新
情報はこちらから

▲LINE（接種予約先） ▲WEBWEBWEBWEB（接種予約先）

問い合わせ／
総務課（内線2414）
問い合わせ／
総務課（内線2414）埼玉県受診・相談センター 新型コロナウイルス感染症に関連した相談窓口です。受診先の確認・受診を迷う場合に利用してください。

☎762-8026　 FAXFFFAAAFAFFFAFAFAFFFAF XXX 816-5801　受付時間…㈪～㈰・㈷　9:00～17:30

新型コロナウイルス関連情報

この情報は4/20現在の情報で、
変更になる可能性があります。
最新情報は市WEBWEBWEBWEBで

90歳以上の人から段階的に開始していきます。
高齢者は、7月上旬
まで優先接種できる

　高齢者の次は基礎
疾患を有する人、高
齢者施設などの従事
者が接種の対象とな
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●学校給食費の多子世帯への補助制度を開始　●春日部市長選挙の日程が決定　●6/1は「人権擁護委員の日」
●令和3年度　市・県民税納税通知書発送　●「クレヨンしんちゃんのなるほど春日部マガジンvol.3」発行！

　令和3年度から、市独自の子育て支援策とし
て、児童・生徒を養育する保護者に対し、３人
目以降の児童・生徒の学校給食費を補助しま
す。多子世帯に対する経済的な負担を軽減し、
子育て環境のさらなる充実を図ることを目的と
しています。

対象者
市内に住所を有し、次の全てに該当する保護者
▶学校給食費の未納がない
▶小・中・義務教育学校（特別支援学校の小
学部および中学部を含む）に在籍する児童また
は生徒を3人以上養育し、かつ、春日部市立
学校に在籍する児童・生徒を1人以上養育し
ている
▶国または地方公共団体の負担において学校
給食費に係る扶助を受けていない

申請方法
　補助の対象となる人へ配布する申請書類を
在学する学校、または平日の8:30～17:15に
教育センター1階学務課へ提出してください。
申請書は7月初旬に学校から対象の家庭に配
布します。
　詳しくは、学校で配布する「令和3年度学校
給食費の多子世帯補助制度のお知らせ」また
は、市WEBWEBWEBWEBを確認してください。

　情報誌「クレヨンしんちゃんのなるほど
春日部マガジン」の第3弾を発行しました。

  「春日部マガジン」第3弾の見どころは?

▶ しんちゃんの描き下ろし漫画や賞品が
当たる「かすかべクイズ!」を収録
▶ 「春日部市未来を育む奨学金」を活用
して春日部で夢の実現に向けて頑張
る子どもたちに注目。バスケットボー
ル選手を目指す市内の中学生と、か
すかべ親善大使でバスケットボール選手
の渡

と か し き

嘉敷 来
ら む

夢さんとの対談も掲載
▶ 「かすかベンチャー応援補助金」を活用
して春日部で新たに店を構え、自分ら
しく生きている人たちのインタビュー
を掲載

　 問い合わせ／学務課（☎ 763-2447）

　 問い合わせ／シティセールス広報課（内線2175）

学校給食費の多子世帯への補助制度が新たに始まります

春日部市長選挙の日程が
決まりました

問い合わせ／市選挙管理委員会（内線3054）

　任期満了（11/5㈮）
に伴う春日部市長選
挙の選挙期日が決ま
りました。この選挙
は、春日部市のリー
ダーを決める重要な
選挙です。貴重な1
票を大切に、投票し
ましょう。
告示日…10/17㈰　投・開票日…10/24㈰
立候補予定者説明会
　春日部市長選挙の執行に伴い、立候補予定
者説明会を行います。
とき…8/7㈯　13:30～16:30（予定）　
※受け付けは13:00～
ところ…市役所別館5階503会議室
出席者…立候補予定者を含めて3人以内
※ マスク着用、手指消毒にご協力をお願いし
ます。発熱や体調が悪く感染症の疑いがあ
る場合は、出席を控えてください

6/1は「人権擁護委員の日」
問い合わせ／総務課（内線2418）

　人権擁護委員は、市民の皆さんの人権に関わ
る相談を受け、問題解決に向けたアドバイスを
行う、法務大臣から委嘱された民間委員です。
　原則毎月第4㈬に市役所別館1階市民相談室
で、10:00～15:00に人権相談を受けていま
す（秘密厳守・無料）。
※ 日程は市WEBWEBWEBWEBと毎月の広報（14面参照）に掲
載します
　なお、6月は人権尊重の大切さを呼び掛ける
ため、特設人権相談日として実施します。下
表日程の当日、直接相談室にお越しください。
人権擁護委員（委員の住所）
森
も り た

田委員（栄町）、新
あ ら い

井委員（木崎）、鈴
す ず き

木委員
（中央）、関

せ き ね

根委員（粕壁東）、中
な か だ

田委員（永沼）、
藤
ふ じ た

田委員（八丁目）、本
もとはし

橋委員（上大増新田）、
山
やまざき

崎委員（新方袋）
特設人権相談日（予約不要）

令和3年度
市・県民税納税通知書発送

問い合わせ／市民税課（内線2325）

　令和3年度市・県民税納税通知書の発送予
定日は、6/4㈮です。また、令和3年度市･県
民税課税（非課税）証明書の交付開始予定日は
下表のとおりです。
※ 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、
申告の期限を延長したため、3/16以降に提
出された申告書の内容は、7月以降の反映と
なる場合があります

　コンビニ交付を利用の際には、マイナンバー
カード（通知カード不可）が必要です。なお、
課税資料の提出がない人（住民税未申告）は、
コンビニ交付ができません。

課税（非課税）証明書交付開始予定日
対象者 窓口での交付 コンビニ交付

非課税となる人
5/24㈪

6/7㈪

給与からの特別徴収のみの人
（給与天引き）

年金からの特別徴収がある人
（年金天引き）

6/7㈪
普通徴収での納付がある人
（納付書で納付、または口座振替）

とき ところ

6/2㈬　10:00～15:00 市役所別館1階市民相談室

6/4㈮　10:00～15:00 庄和総合支所2階相談室

配布場所 市役所3階シティセールス広報課、庄和総
合支所1階イベント・情報コーナー、春日部情報発信
館「ぷらっとかすかべ」や都内の一部の駅などで配布し
ている他、市WEBWEBWEBWEBからもダウンロードできます▶

©臼井儀人／双葉社  春日部マガジン 検索

問い合わせ／
総務課（内線2414）
問い合わせ／
総務課（内線2414）県民サポートセンター 新型コロナウイルス感染症に関連した相談窓口です。受診先の確認・一般的な質問をしたい場合に利用してください。

☎0570-783-770　 FAXFFFAAAFAFFFAFAFAFFFAF XXX 830-4808　受付時間…年中無休　24時間対応

©臼井儀人／双葉社

学校給食費を
補助

「クレヨンしんちゃんのなるほど春日部マガジンv
ボ リ ュ ー ム

ol.3」発行！

学校給食費を
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●国民健康保険税の賦課限度額などが変更　●市内の犯罪情勢を公表　
●子宮がん検診が始まりました　●特定健康診査などが始まります

国民健康保険税の賦課限度額などが変わります
問い合わせ／国民健康保険課（内線2789）

令和3年度から国民健康保険税の医療保険分
と介護保険分の賦課限度額が変わります
　賦課限度額とは、国民健康保険税を構成す
る医療保険分・後期高齢者支援金分・介護保
険分の年間の賦課上限額のことです。

令和3年度から軽減判定所得の基準が変わり
ます
　国民健康保険税の均等割額は、世帯の所得
の合計額に合わせて軽減されます。収入がな
い人や、家族の扶養になっている人も申告書
の提出が必要です。軽減判定所得の基準の改
正は右表のとおりです。

表1「刑法犯認知件数」の推移（件）
平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年
2,554 2,247 2,350 1,959 1,640

表2 表１のうち「身近な犯罪の認知件数」の推移（件）
平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年

自動車盗 40 20 50 41 25
オートバイ盗 33 32 63 48 22
自転車盗 818 775 730 576 378
車上ねらい 225 141 182 145 99
自動販売機ねらい 28 12 12 6 12
ひったくり 18 13 11 3 5
侵入盗 200 145 133 130 118

表3「特殊詐欺被害認知件数・被害金額」の推移
平成30年 令和元年 令和2年

被害認知件数 54（5） 33（3） 31（4）
被害金額 7,071 6,347 5,243

※（ ）内は、未遂、内数　※金額は「約」、単位は「万円」

令和3年度の賦課限度額の改正内容
改正前 改正後 比較

医療保険分 61万円 63万円 ＋2万円

後期高齢者支援金分 19万円 19万円 変更なし

介護保険分 16万円 17万円 ＋1万円

合計 96万円 99万円 ＋3万円

※ 医療保険分および介護保険分について、令和2年度に改正さ
れた地方税法施行令の限度額に改めました

軽減判定所得の基準の改正内容
軽減
割合

改正前 改正後
世帯総所得金額（世帯主+被保険者の所得）

7割 33万円以下の場合 43万円＋10万円×（給与所得者
等の数‒1）以下の場合

5割
33万円＋（28.5万円
×被保険者数）以下
の場合

43万円＋28.5万円×被保険者数
＋10万円×（給与所得者等の数
‒1）以下の場合

2割
33万円＋（52万円
×被保険者数）以下
の場合

43万円＋52万円×被保険者数
＋10万円×（給与所得者等の数
‒1）以下の場合

※ 被保険者および給与所得者等の数には、特定同一世
帯所属者（同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者
から後期高齢者医療の被保険者に移行した人）を含
みます。給与所得者等とは、給与所得者（給与収入
が55万円を超える人）と公的年金等所得者（65歳未
満は公的年金等の収入が60万円を超える人、65歳
以上は公的年金等の収入が125万円（15万円特別控
除を含む）を超える人）をいいます

安心安全情報メール「かすかべ」携帯サイト『安心安全情報メール「かすかべ」』のページ下部の『登録』から手続きをしてください。
通信費は本人負担です。

　健診などを受診して、疾病の早期発見や重
症化を予防しましょう。
実施期間…6/1㈫～10/31㈰

受診方法
　5月下旬に受診対象者へ受診券・質問票な
どを発送します。受診の際は、各被保険者証

（生活保護受給者は受給証、支援給付受給者
は本人確認証）と受診券・質問票などを持っ
て、同封の「実施医療機関名簿」の医療機関で
受診してください。受診の際に予約が必要な
医療機関があります。
注意事項
・  期間終了間際は混雑により受診できない場
合があります

・  受診は期間内1回のみです
・  実施医療機関は、令和3年度ゴミニケーショ
ン健康情報カレンダー（39ページ～42ペー
ジ）から、一部変更があります

特定健康診査などが始まります　 
問い合わせ／特定健康診査・健康診査…国民健康保険課（内線2786）

生活保護・支援給付受給者の健康診査・がん検診…春日部市保健センター（☎ 736-6778）

がん検診などの同時受診
　特定健康診査、または健康診査と、肺がん・
大腸がん検診、肝炎ウイルス検診は同時受診
できます（別途、自己負担金有り）。希望者は、
同封の肺がん・大腸がん検診問診票に記入し、
受診してください。
※ 肝炎ウイルス検診問診票は各実施医療機関
にあります

年に一度は、検診などを受けましょう

けんこう大使
とろ★りん

けんこう大使
ふじちゃん

けんこう大使
春日庄黒郎

けんこう大使
しょうたん

対象・自己負担金
検診名 対象 自己負担金

特定健康診査 令和4年3/31㈭までに40歳～74
歳になる国民健康保険加入者 1,100円

健康診査
後期高齢者医療制度加入者

無料40歳以上の生活保護・支援給付
受給者

とき…5/1～令和4年2/28㈪（休診日を除く）
内容…問診、視診、内診、子宮頸

けい

部の細胞診、
子宮体部の細胞診（医師の指示があった人）
対象…市内在住の20歳以上（平成14年4/1
以前生まれ）で4月以降に妊婦健診で子宮頸が
ん検診を受診していない女性
費用…頸部検診1,300円、頸部・体部検診2
千円　自己負担金免除対象者は右表のとおり
です。
　⑤に該当する人は、無料券を受診日の前日
までに申請書に本人確認ができる書類を添え
て、ふれあいキューブ6階春日部市保健セン

ター、市役所第二別館2階健康課、庄和総合
支所2階福祉・健康保険担当、武里出張所で申
請してください。申請書には世帯全員の署名が
必要です（即日交付できない場合があります）。
申請書は市WEBWEBWEBWEBからダウンロードできます。

持ち物…健康保険証
申し込み…不要。直接、実施医療機関へ（分

ぶんべん

娩
館のみ要予約）

子宮がん検診が始まりました 問い合わせ／春日部市保健センター（内線4262）

実施医療機関 住所 電話
岡田医院 一ノ割2-6-21 ☎ 735-7848

春日部中央総合病院 緑町5-9-4 ☎736-1221

彩都レディースクリニック 大枝366 ☎731-1103

田村クリニック 西金野井291-163 ☎745-1622

分娩館医院 備後西5-4-28 ☎739-3883

松浦婦人科専門クリニック 一ノ割1-5-1 ☎735-7851

渡辺クリニック 上蛭田128 ☎754-3666

自己負担金免除対象者
対象者 持ち物

①検診当日70歳以上の人 健康保険証・運転免許証など
② 一定の障がいのある65歳～69
歳の後期高齢者医療制度加入者 後期高齢者医療被保険者証

③生活保護受給者 生活保護受給証
④支援給付受給者 本人確認証
⑤住民税非課税世帯に属している人 無料券

市内の犯罪情勢を公表します 
問い合わせ／交通防犯課（内線2827）

　市内の刑法犯の認知件数は減少傾向にあり、
令和2年は、1,640件となりました（表1・2）。
　この状況は、市民の皆さんが日頃から防犯
の意識を持ち、家庭や地域における防犯対策
に積極的に取り組んでいる成果です。
　今後とも、安全で安心なまちを築くため、
ご協力をお願いします。
　特殊詐欺は、前年と比較すると減少傾向に
あります（表3）が、令和2年の被害傾向とし
ては、休日の被害が増えています。電話で「お
金」や「キャッシュカード」の話が出たら詐欺を
疑い、すぐに、家族や警察に相談してください。
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【部長級】▶仙波 宏幸 市長公室長　▶桜井 厚 総合政
策部長　▶宗広 則行 総務部長併任選挙管理委員会
事務局長　▶戸張 昌代 市民生活部長　▶大倉 千佳 
こども未来部長　▶折原 章哲 健康保険部長　▶青
木 保 建設部長　▶中島 拓 都市整備部長　▶三好 
正智 都市整備部鉄道高架担当部長　▶森田 英生 会
計管理者兼会計課長　▶亀井 幸成 消防長　▶吉川 
孝子 医療センター副院長　▶田島 美奈子 医療セン
ター看護部長　▶大川 裕之 学校教育部長　▶舘野 
俊之 学校教育部学務指導担当部長　▶関口 信義 社
会教育部長　▶会田 和彦 議会事務局長　▶新井 道
彦 監査委員事務局長 ▶齋藤 綱紀 農業委員会事務局
長　▶松村 隆司 ≪埼玉県≫　▶柳田 敏夫 ≪埼玉県
教育委員会≫
【次長級】▶角田 学 市長公室次長兼防災対策課長兼
防災センター所長　▶野本 昇 総合政策部次長兼政
策課長　▶佐藤 篤実 財務部次長兼収納管理課長 ▶
野口 勉 こども未来部次長兼こども政策課長　▶金
井 信之 健康保険部参事兼国民健康保険課長　▶野
口 美明 環境経済部参事兼リサイクル推進課施設管
理担当課長兼環境センター長　▶波多野 康治 環境
経済部次長兼商工振興課長兼勤労者会館長　▶内藤 
晋吾 都市整備部参事兼建築課長　▶島田 力 消防本
部次長兼総務課長　▶荒井 徹 消防本部参事兼予防
課長　▶手﨑 寛 消防本部参事兼警防課長　▶中野 
雅之 消防本部参事兼春日部消防署長　▶瓜原 晃 消
防本部参事兼春日部消防署副署長兼第1指揮担当課
長　▶岸田 浩幸 消防本部参事兼春日部消防署副署
長兼第2指揮担当課長　▶市川 和幸 消防本部参事
兼庄和消防署長　▶関根 栄治 医療センター事務部

次長兼総務課長　▶榊原 則之 水道部次長兼施設管
理課長　▶紺野 善一郎 学校教育部参事兼施設課長　
▶大野 明彦 学校教育部学務指導担当次長兼指導課
長　▶矢野 仁史 社会教育部参事兼中央公民館長　
▶鈴木 健司 参事兼監査委員事務局次長
【課長級】▶河原 伸介 市長公室秘書課長　▶小峯 崇
弘 総合政策部公共施設事業調整課新本庁舎整備担当
課長　▶金子 恵訓 財務部管財課長　▶川辺 孝 財務
部市民税課長　▶大橋 等 財務部資産税課長　▶柴
山 伸之 財務部収納管理課収税指導担当課長　▶白
子 高史（再任用職員） 総務部契約検査課工事検査担
当課長　▶森田 貴実香 市民生活部市民参加推進課長　
▶田口 俊彦 市民生活部庄和総合支所福祉・健康保
険担当課長　▶折原 武志 福祉部生活支援課保護担
当課長　▶高橋 浩一 福祉部高齢者支援課長兼高齢
者福祉センター幸楽荘所長兼大池憩いの家所長兼薬
師沼憩いの家所長兼大枝高齢者憩いの家所長兼庄和
高齢者憩いの家所長　▶内藤 道夫 福祉部障がい者
支援課長　▶駒崎 浩司 こども未来部保育課長　▶
田中 憲子 こども未来部保育課保育所担当課長　▶
森田 温美 健康保険部健康課新型コロナウイルスワ
クチン接種担当課長　▶中村 匡則 健康保険部健康
課健康づくり担当課長兼保健センター所長　▶小岩
井 稔之 健康保険部介護保険課長　▶山崎 員弘 環境
経済部環境政策課長　▶斉藤 俊太郎 建設部道路管
理課道路維持担当課長　▶浅野 真吾 都市整備部ま
ちづくり推進課長　▶岡安 裕之 都市整備部まちづ
くり推進課産業基盤整備担当課長　▶金子 秀樹 都
市整備部まちづくり推進課担当課長兼西金野井第二
土地区画整理事務所長　▶福嶋 伸五 都市整備部開

令和3年度定期人事異動　※4/1付 問い合わせ／人事課（内線7618） 発調整課長　▶佐藤 晃（再任用職員） 消防本部総務
課消防団担当課長　▶林 一暁 消防本部警防課救急
救助担当課長　▶大髙 正和 消防本部警防課指令担
当課長　▶髙橋 良明 消防本部春日部消防署担当課
長兼第1部隊長　▶中村 実 消防本部春日部消防署
担当課長兼第2部隊長　▶関根 博美 消防本部春日
部消防署担当課長兼武里分署長　▶関根 享 消防本
部春日部消防署担当課長兼浜川戸分署長　▶金子 雅
紀 消防本部春日部消防署担当課長兼豊野分署長　▶
関根 明 消防本部春日部消防署担当課長兼幸松分署
長　▶市川 健生 消防本部庄和消防署担当課長兼第1
部隊長 ▶兼本 茂 消防本部庄和消防署担当課長兼第
2部隊長　▶遠藤 敦子 医療センター医療部診療部門
内科部長　▶笠原 洋子 医療センター看護部７階南
病棟看護師長　▶古橋 明美 医療センター看護部外
来・救急看護師長　▶吉田 美智代 医療センター事
務部経営財務課長　▶遠藤 一吉 医療センター事務
部管理課長　▶関根 等 看護専門学校総務担当課長　
▶澁谷 富雄 水道部業務課担当課長兼春日部営業所
長　▶石塚 晴美 学校教育部学校総務課担当課長兼
市民文化会館長　▶梶村 麗子 学校教育部指導課担当
課長兼教育相談センター所長　▶村田 政彦 学校教育
部学務課長　▶清水 一男 社会教育部スポーツ推進課
長　▶溝口 通明 社会教育部中央公民館担当課長兼豊
春地区公民館長兼豊春第二公民館長　▶大山 祐二
（再任用職員） 社会教育部中央公民館担当課長兼武里
地区公民館長兼武里東公民館長兼武里市民センター所
長併任福祉部高齢者支援課担当課長兼高齢者福祉セン
ター寿楽荘所長　▶村田 誠（再任用職員） 社会教育部
中央公民館担当課長兼豊野地区公民館長兼藤塚公民館
長　▶木村 浩巳（再任用職員） 担当課長 ≪埼葛斎場
組合派遣≫　▶中川 貴子 ≪埼玉県教育委員会≫

市民意見提出手続（パブリックコメント）、
市民登録制度を利用しましょう

問い合わせ／市民参加推進課（内線2876）

　令和3年度の市民意見提出手続は下表のと
おりで、その他に審議会などにおける公募委
員の選任（15件）、市民対話説明会（2件）、
アンケートなど（7件）を実施予定です。その
都度お知らせする広報かすかべや市WEBWEBWEBWEBの「市
民参加手続」を確認してください。皆さんの積
極的な参加をお待ちしています。

市民登録制度を利用しませんか
　市民登録制度に登録すると、個別に市民参
加手続の情報を得ることができます。登録方
法など詳しくは、市WEBWEBWEBWEBで確認してください。

令和3年度の市民意見提出手続の実施予定（5件）
意見募集の案件名 実施予定時期

春日部市スポーツ施設マネジメント計画（案）
4月実施済み

（仮称）春日部市総合体育施設整備基本計画（案）

特定個人情報保護評価書（全項目評価書）（案）
8月

春日部市屋外広告物条例の一部改正（案）

第11次春日部市交通安全計画（案） 9月

　旧春日部市商工振興センター跡地活用施設
整備基本構想・計画とは、春日部駅東口周辺
をはじめとする春日部市全体のにぎわいの創
出および中心市街地の活性化を図るため、旧
商工振興センター跡地を活用した施設整備に
ついて定める計画です。
寄せられた意見と市の機関の考え方
　この構想・計画策定に当たり、2人から3件
の意見が寄せられました。　▶意見…市内の散
策を楽しむ人々がくつろげる公園風の場所とし

て、野外イベント会場などにも利用できる空間
とすることはどうか。　▶市の機関の考え方…
旧春日部市商工振興センター跡地活用施設整備
基本構想・計画では、企業や団体間の交流、産
業育成など新たな時代にふさわしい産業の振興
となる春日部駅東口の拠点施設整備の考え方を
まとめており、主ににぎわいの創出拠点、地域
住民の利便性の向上、市の産業振興、周辺施設
との競合回避と機能補完の視点を重視すること
としました。いただいたご意見については、事

業者公募の際の参考にさせていただきます。 

旧春日部市商工振興センター跡地活用施設整備基本構想・計画を策定しました　 
問い合わせ／政策課（内線2116）

提出された意見および市の機関の考え方は、
次の場所で公表しています。
市役所2階政策課・別館1階市政情報室、庄和
総合支所2階市政情報室、教育センター1階学
習情報サロン、ふれあいキューブ4階市民活動
センター「ぽぽら春日部」、男女共同参画推進セ
ンター「ハーモニー春日部」、勤労者会館「ライ
ム」、各公民館（それぞれの閉庁・休館日を除
く）、市WEBWEBWEBWEB

防災行政無線 放送の内容の確認は、フリーダイヤル（0120-899-300）（直近の内容のみ）。問い合わせ／防災対策課（内線2344）
また安心安全情報メール「かすかべ」では放送内容の一部をメール配信。バックナンバーは市WEBWEBWEBWEB、市携帯サイトで確認できます。

▲全国全ての事業所と企業が対象

令和3年経済センサス-活動調査を実施します 
問い合わせ／市政情報課（内線2862）

　「令和3年経済センサス - 活動調査」は、全
国全ての事業所および企業を対象に6/1㈫を
調査期日として、実施します。

　この調査は、わが国の事業所・企業の経済
活動の状況を全国的および地域別に明らかに
するとともに、事業所・企業を対象とした各
種統計調査の母集団情報を得ることを目的と
する政府の重要な調査で、統計法に基づく報
告義務があります。
　調査結果は、社会経済の発展を支える基礎
資料として広く活用され、経済再生に向けた
各種施策の立案に役立てられます。
　調査対象事業所には、5月中旬ごろから県
知事から任命を受けた調査員が調査書類を

持って訪問するか、または国から調査書類が
直接郵送されますので、インターネットもし
くは郵送で回答をお願いします。
　調査員が訪問する場合は、必ず「調査員証」
と「従事者用腕章」を身に着け訪問しますが、
新型コロナウイルス感染予防の観点からでき
る限り対面しない非接触の調査方法で実施し
ます。事業主の皆さんの調査へのご理解と回
答をよろしくお願いします。



5月・6月の予定

「クレヨンしんちゃん」Ⓒ臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ＡＤＫ

子育てに役立つ
情報満載！

▲携帯版
　子育て情報ページ

スマートフォン版▶
かすかべ子育て

応援サイト

児童センター　遊ぼうで 記号の説明 対象・定員 持ち物 申し込み

春日部第１児童センター エンゼル・ドーム　牛島371-1　☎755-8190
休館…5月は無休　開館時間…10:00～18:00（利用時間・利用人数を制限しています）

催し物 とき 対象・定員・持ち物・申し込み

こどもの日スペシャル
作ろう！遊ぼう！

5/3㈷・4㈷
①10:00～11:45
②13:00～14:45
③15:30～16:45　

①②高校生以下（未就学児は保護者同伴）　③小学生　10人（先着順）
当日直接、同センターヘ

詳細は同センターWEBWEBWEBWEB へ

こどもの日スペシャルコンサート
フルートとキーボードによる「知って
る曲い～くつ？」

5/5㈷
13:30～14:30　

高校生以下（未就学児は保護者同伴）
当日直接、同センターヘ

みんなでつくろう工作教室
「ポンチョ」を作ろう！

5/8㈯
①10:30～11:30
②13:30～14:30

3歳児以上（未就学児は保護者同伴）　各10人（先着順）
当日直接、同センターヘ

おもしろ彩
サイ
エンス

「スパイダーロボット」を作ろう！
5/9㈰
13:30～15:00

5歳児以上（未就学児は保護者同伴）　15人（申し込み順）
5/1から直接、または電話で同センターへ

おりがみ教室
「てるてるぼうず」を作っちゃおう！

6/5㈯
10:30～11:30

高校生以下（未就学児は保護者同伴）
当日直接、同センターヘ

春日部第2児童センター グーかすかべ　粕壁3-8-1　☎754-2815
休館…5月は無休　開館時間…10:00～20:00（利用時間・利用人数を制限しています）

催し物 とき 対象・定員・持ち物・申し込み
かわいいプラ板雑貨
プラ板に絵を描いて、自分だけのか
わいい雑貨を作ってみよう♪

5/3㈷
①10:15～11:45
②13:00～14:30

高校生以下（未就学児は保護者同伴）　各20人（先着順）
当日直接、同センターへ

ラッキー☆御朱印巡り
福集めクイズラリーで幸運ゲット！
クイズに答えて御朱印を集めよう

5/4㈷
①10:00～12:00
②13:00～15:00

高校生以下（未就学児は保護者同伴）
当日直接、同センターへ

子どもの日フォトスポット
フォトスポットで写真を撮りましょ
う。写真は1枚プレゼントします

5/5㈷
①10:00～12:00　　　
②13:00～15:00

高校生以下（未就学児は保護者同伴）　各30人（先着順）
当日直接、同センターへ

おもしろ彩
サイ
エンス

「スパイダーロボット」を作ろう！
5/8㈯
①13:30～15:00

小学生　14人（申し込み順）
直接、または電話で同センターへ

ママとなかよしグー
アジサイのフラワーボールを作りま
しょう

5/27㈭
①10:15～10:50
②11:00～11:35

1歳児以上の未就学児とその保護者　各10組（申し込み順） 
直接、または電話で同センターへ

庄和児童センター スマイルしょうわ　金崎839-1　☎718-0300
休館…5月は無休　開館時間…10:00～18:00（利用時間・利用人数を制限しています）

催し物 とき 対象・定員・持ち物・申し込み
こどもの日スペシャル
「こどもの日に遊びたいベスト5」に、
みんなで楽しくチャレンジしよう！

5/5㈷
10:00～11:45

高校生以下（未就学児は保護者同伴）
当日直接、同センターへ

囲碁・将棋教室
初めてでも先生が優しく教えてくれ
ます。参加してみよう

5/8㈯・22㈯
10:00～12:00

小学生以上
当日直接、同センターへ

母の日工作
心のこもったメッセージカードを
作って「ありがとう」を伝えよう！

5/9㈰
10:30～11:40

小学生以上　10人（申し込み順）
お手拭きタオル、水筒
直接、または電話で同センターへ

わくわく親子ビクス
子どもたちはもちろん、保護者も
ハッピーになれるプログラムです♪

5/25㈫
10:30～11:30

一人で歩ける子どもとその保護者　12組（申し込み順）
汗拭きタオル、水分補給できるもの
直接、または電話で同センターへ

おもちゃ病院
こわれたおもちゃを、おもちゃ病院
の先生にみてもらいましょう！

6/5㈯
①10:00～11:50
②13:00～15:00

高校生以下（未就学児は保護者同伴）
みてもらうおもちゃ
当日直接、同センターへ

会場 電話番号

武里南保育所 武里団地9-16 ☎735-4381

第3保育所 粕壁6823 ☎752-0736

第4保育所 備後西1-13-1 ☎735-0066

第5保育所 藤塚428-１ ☎735-8471

第6保育所 牛島1276 ☎754-5040

第7保育所 栄町3-166 ☎754-7426

第8保育所 上蛭田82-1 ☎754-8349

第9保育所 粕壁3-8-1 ☎754-3521

八木崎保育所 粕壁5435-1 ☎797-5747

庄和第1保育所 西金野井256-1 ☎746-3511

庄和第2保育所 東中野1152 ☎746-5221

　新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため、保育施設内での地域交流
会は中止します。なお、子育てに関する助言・
指導を行う子育て電話相談は今まで通り実施し
ます。詳しくは、各保育所へお問い合わせくだ
さい。

地域交流会

　「こどもかけこみ110番の家」は、
子どもが危険を感じたときに駆け込ん
で助けを求める場を確保するもので、
市PTA連合会、市教育委員会、春日
部警察署、市防犯協会および市内小・
中・義務教育学校が連携協力し、子
どもの安全・安心を確保するために取り組んでいる事業です。
　場所の目印として、市内の通学路に面した店舗や住宅（約
1,150軒）の門扉などに「こどもかけこみ110番の家」のプレート
を設置していますので、保護者の皆さんは、お子さんと一緒に、
ぜひ確認してみてください。

　市役所1階のピンク色のブースとかわい
い看板が目印の子育て世代包括支援セン
ター「ぽっぽセンター」をご存じですか。保
健師や助産師に妊娠・出産・子育てに関
する不安や悩みを相談できる窓口です。
　「妊娠中に気を付けることは？」「赤ちゃん
の体重を量りたい」「母乳やミルクのあげ方を聞きたい」などの相談を随時受け付けて
います。赤ちゃんの体重・身長の測定のみで来所する人もたくさんいます。近くにお
越しの際は、気軽に立ち寄ってください。
　その他、児童手当やこども医療費の申請、子どもの予防接種の予診票の交付な
ども「ぽっぽセンター」で手続きできます。

子育てピックアップ①
子育て世代包括支援センター「ぽっぽセンター」
をご存じですか

こどもかけこみ
110番の家

子育てピックアップ②

問い合わせ／社会教育課（内線4818）問い合わせ／こども相談課（内線2550）

▲ 「こどもかけこみ110番
の家」プレート

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。

▲「ぽっぽセンター」の外観
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　子育て中の親子をサポートする施設へ遊びに来ませんか。
申し込み…人数制限をしているため事前予約制となります（エンゼルのつどい、い・つ・も　
ゆめ色、つどいの広場「みっくすじゅーす」を除く）。各施設へお問い合わせください。

事業名 施設名 開設日時（㈷㉁、施設の休館日を除く）

エンゼルのつどい エンゼル・ドーム
（☎755-8190）

㈬～㈮、毎月第４㈰
10:00～15:00

ほっとタイム
ほっとランチ、ほっとカフェ開催

庄和子育て支援センター
（☎747-2321）

㈪～㈯
8:30～17:15

さくらんぼ
母の日製作、お誕生日会、読み聞かせ

信愛保育園（大場）
（☎734-9692）

㈪・㈬・㈮　月２回㈫開所
9:30～12:00、13:30～16:00

わかたけ
乳児園庭開放、親子講座、
手形・足形アートなどの各種製作

一の割自然保育園（一ノ割）
（☎080-3429-0115）

㈪～㈮、月１回㈯開所
9:30～12:00、13:00～16:00

C
コ ッ コ
occoひろば
春日部

コープみらい
コーププラザ春日部（中央）
（☎753-4333）

㈪㈬㈮、毎月最終㈯
10:00～15:00

緑の森子育てひろば
ママロンベビー、ママロンキッズ、
ママストレッチ、お手軽エクササイズ

緑の森保育園（米島）
（☎746-7373）

㈪～㈮
9:00～12:00、13:00～15:00

のびのびタイム他
年齢別のつどい、親子たいそう、
ワクワクえほんなど

春日部子育て支援センター
（☎754-2201）

㈪～㈮ 8:30～17:15、
㈯ 8:30～13:30

C
コ ッ コ
occoひろば
ハーモニー

ハーモニー春日部
（☎753-4333（コーププラザ
春日部内））

㈪㈫㈭（3㈷・4㈷を除く）・8㈯
9:00~14:00

い・つ・も　ゆめ色
教材費など自己負担あり
（100円～200円）

武里南地区公民館
（☎734-1098（団体代表者））
※ 5/8㈯・15㈯・20㈭・25㈫
は武里大枝公民館

㈯※（1を除く）・11㈫・12㈬・
14㈮・18㈫・20㈭※・25㈫※
9:00～14:00

子育て支援センター　たんぽぽルーム
たんぽぽルーム開放日、発育測定、
ベビーマッサージ＆産後ヨガ、誕生会

アートチャイルドケア春日部
（下蛭田）
（☎070-6514-5764）

㈪～㈮　
※㈯は講習会開催予定（不定期）

子育て支援　すこやか
5/15㈯親子で遊ぼう（牛乳パッ
クを使って遊びましょう）

小島保育園（米島）
（☎746-0401）

㈪・㈬・㈮　10:00～15:00
月１回㈯ 10:00～12:00

つどいの広場
「みっくすじゅーす」

スマイルしょうわ
（☎718-0300）

㈪㈬㈮ 
10:00~15:00

ぽっけのおうち
出張子育てサポートも実施

ＮＰＯ法人V
ヴィ レ ッ ジ
illage（栄町）

（☎677-2865）
㈫㈬㈮
10:00～15:00

地域子育て支援拠点施設

問い合わせ／中央図書館（☎761-5911）、武里図書館（☎737-7625）、庄和図書館（☎718-0200）
申し込み不要。直接会場へ

催し物 とき ところ 対象

小さい子のおはなし会（武里図書館は第2・第4㈯） ㈯　
15:00～15:30 中央図書館

武里図書館
庄和図書館

4歳児～
9歳児

大きい子のおはなし会 第2・第4㈯　
15:30～16:00 小学生

えほんのへや
絵本の読み聞かせ・手遊びなど

第1・第3㈭　
10:45～11:30 中央図書館 2歳児～

4歳児と
その保護者第2・第4㈭　

10:45～11:30 武里図書館

あかちゃんえほんの会
絵本の読み聞かせ・わらべうたなど

第2・第4㈭　
11:15～11:30 中央図書館 乳幼児と

その保護者子育てぴよぴよタイム
絵本の読み聞かせ・手遊びなど

㈭
11:00～11:30 庄和図書館

あかちゃんタイム（中央図書館・武里図書館）
子育てファミリータイム（庄和図書館）
お子さんと一緒に気兼ねなく図書館を利用できる時間です

㈭
10:00～12:00

中央図書館
武里図書館
庄和図書館

未就学児と
その保護者

図書館　行こうへ

学校法人一の割学園 一の割幼稚園（幼稚園） 所在地：藤塚736（☎735-6641）

　昭和45年開園の古利根川沿いにある幼稚園です。6年前に耐震工事を行い、さらに安全な
施設として生まれ変わりました。「一生懸命はかっこいい！」を合言葉に、できたことだけでなく挑戦
する気持ちを大切に育てています。
　遠足は、ぱんだバスやぶうちゃんバスなどの園バスで子どもたちと職員で行きます。上の学年
の子は下の学年の子の面倒をよく見てくれます。お兄さんお姉さんは小さな子の憧れ
の存在です。人懐っこくて元気いっぱい一の割っ子です！
開所日時：㈪～㈮　7:30～19:00、㈯　7:30～17:00　対象：3歳児～5歳児

集まれ！元気っ子 春日部市内の幼稚園・保育園・認定こども園などを紹介します

子育てサロン
　育児中の親子が集う場で、簡単な遊びを通じて参加者同士の交流を図ります。
育児の不安・悩みなど、子育てについて、いろいろおしゃべりしてみませんか。
対象…0歳児～ 5歳児とその保護者　申し込み…各会場・問い合わせ先へ

事業名 会場・問い合わせ 開催日 時間5月 6月
子育てサロン
 主任児童委員、保育士、
助産師、家庭児童相談
員が常駐し、専門的な
相談にも応じています

あしすと春日部〔こども相談課（内線2766）〕
15組（申し込み順） 27㈭ 24㈭

10:00～
11:30武里市民センター〔こども相談課（内線2766）〕

15組（申し込み順） 18㈫ 1㈫

うちまきプレイルーム 内牧南公民館（☎761-0065）
10組（申し込み順） 13㈭ 3㈭ 10:00～

12:00

親子の広場

豊春地区公民館（☎754-0942）
10組（申し込み順） 20㈭ 17㈭

10:00～
11:30

豊春第二公民館（☎754-2100）
8組（申し込み順） 12㈬ 9㈬

子育てサロン 幸松地区公民館（☎752-6065）
10組（申し込み順） 19㈬ 16㈬

子育て
ふれあいサロン

豊野地区公民館（☎735-0009）
5組（申し込み順） 20㈭ 17㈭

藤塚公民館（☎735-2528）
5組（申し込み順） 25㈫ 22㈫

武里南地区公民館
〔武里大枝公民館（☎737-8022）〕
10組（申し込み順）

19㈬ 16㈬

子育てサロン
「親子のひろば」

正風館（☎746-6666）
15組（申し込み順）　申込期間:5/14㈮まで 20㈭ なし

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（利用者用電子証明書）を設定したマイナンバーカードを使用して、住民票や印鑑証明書などを

全国所定のコンビニエンスストアで取得できます。窓口での交付より早く、安く取得できるので、ぜひ利用してください。
問い合わせ／
市民課（内線2898）

問い合わせ／こども相談課（内線2770）

　日焼けは日光の紫外線で起こります。紫外線をたくさん浴びす
ぎると、しわやしみなど皮膚の老化を早め、将来、皮膚がんを起
こしやすくなるといわれています。一方で、子どもの骨の成長に
必要なビタミンDをつくるためには、適度に日光を浴びることが必
要です。
　紫外線は春から強くなり、1年のうち最も強くなるのは、7月～
8月です。子どもの皮膚は、大人に比べて薄くデリケートなため、
次のポイントに気を付けて、感染症対策をしながら外遊びや散歩
を楽しみましょう。
〇紫外線対策のポイント
① 紫外線量の多い時間帯（9:00～
15:00ごろ）の外出を避けましょう
②日陰を利用しましょう
③ 帽子や衣服で直射日光から肌を
守りましょう
④ 日焼け止めを上手に使いましょう（使い方、使う量などは記
載されている説明書をよく読みましょう）

紫外線対策をしましょう

子育て アドバイスワンポイ
ント
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 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

07

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

N

大
落
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川
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崎
線（
ス
カ
イ
ツ
リ
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ラ
イ
ン
） 北

春
日
部
駅

国道1
6号

（仮称）
北春日部駅
周辺地区

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）

かすかべ今むかし No.32

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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●新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に活用を

伝言板
～市民からの催し物案内、サークルの会員募集～

みんなの

第70回記念春日部画
が ゆ う

友会展
5/18㈫～23㈰　10:00～

17:00（18日は13:00から、23日は
16:00まで）　 中央公民館　
絵画などの展示　 伊

い と う

藤（☎ 761-
0462）
プチバレリーナ
バレエコンサート
5/9㈰　16:30～19:30　 市民

文化会館　 クラシックバレエ発表
会　 750人　 5/1～7㈮に電
話で尾

お ざ き

崎（☎080-1003-4828）へ

さつき展示会
～庄和菊

きくつき

月同好会
5/21㈮～23㈰　10:00～

17:00　 庄和総合支所　
錦
にしきおり

織（☎ 746-1223）

エーデルワイス
毎週㈬　13:00～15:00　

豊春第二公民館　 社交ダンス　
大
おおつぼ

坪（☎ 090-3593-2969）
美
び さ い

彩会
毎月第1・第3㈫　9:30～12:30　
正風館　 水彩画、油絵を指

導者の下で描く　 成人以上　
市
いちかわ

川（☎ 090-7007-0148）お越しください

仲間になりませんか

このコーナーに掲載を希望する人は、掲
載希望月の前々月20日までに掲載依頼
書を市役所3階シティセールス広報課、
または庄和総合支所２階総務担当へ。

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 新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触した
可能性について通知を受け取ることができます。
詳しくは、下記厚生労働省WEBWEBWEBWEB、埼玉県WEBWEBWEBWEB

をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の
拡大防止に活用しましょう

厚生労働省
新型コロナウイルス
接触確認アプリ
（C

コ コ ア
OCOA※）

※COCOA…COVID-19 Contact-Confi rming Application

埼玉県L
ラ イ ン
INEコロナ

お知らせシステム

献血 血液が不足しています。ご協力をお願いします。
日程は、市WEBWEBWEBWEB 、ツイッター、安心安全情報メール「かすかべ」で確認を。

問い合わせ／
健康課（内線7513）

相談名／内容 とき／ところ／対象／申し込み／問い合わせ

市民相談
㈪～㈮　9:00～12:00、13:00～16:30　 市役所別館1階市民

相談室（電話相談可）　※新型コロナウイルス感染防止のため、電話
相談の利用を　 同相談室（内2855）

法律相談　
年度一人1回までの
利用（来庁の上、別室
での電話相談可）

市 ㈭　13:20～16:25　
市民相談室（内2855）へ 庄

5/12㈬・26㈬、6/9㈬・30㈬
13:20～16:25　 庄和総合
支所総務担当（内7017）へ

登記相談
（来庁の上、別室での
電話相談のみ）

市
5/19㈬、6/16㈬　13:00～

16:00　 前日までに市民相
談室（内2855）へ

庄
5/6㈭、6/2㈬　13:00～

16:00　 前日までに庄和総
合支所総務担当（内7017）へ

行政相談
（来庁の上、別室での
電話相談可）

市
5/17㈪、6/21㈪　13:00

～16:00　
市民相談室（内2855）

庄
5/19㈬、6/16㈬　13:00

～16:00　 庄和総合支所総
務担当（内7017）

マンション管理相談 6/1㈫　13:30～16:30　 市役所別館1階相談室
5/25㈫までに、住宅政策課（内3620）へ

人権相談
人権擁護委員による
相談

①6/2㈬　②6/4㈮　10:00～15:00（相談時間30分程度）
①市役所別館1階市民相談室　②庄和総合支所2階相談室
総務課（内2418）

税務相談　当面の間、電
話相談（予約制）で実施

5/10㈪、6/14㈪　10:00～12:00、13:00～15:00（相談時間30分）
各相談日の前週㈭までに、市民税課（内2314）へ

消費生活相談
契約問題、悪質商法、
クーリングオフ、多重
債務などに関する相談

㈪～㈮　10:00～12:00、13:00～16:00
市役所別館3階消費生活センター（電話相談）
同センター（内2830）

土地・建物不動産相談
（来庁の上、別室での
電話相談可）

5/12㈬、6/9㈬　13:00～16:00　 市役所別館1階相談室
埼玉県宅地建物取引業協会埼葛支部（☎ 0480-31-1157）

行政書士相談　
（来庁の上、別室での
電話相談可）

5/18㈫、6/15㈫　13:30～16:00　 市役所別館1階相談室
埼玉県行政書士会春日部支部（☎ 812-5092）

弁護士相談 第2・第4㈮　13:00～16:00　 あしすと春日部2階社会福祉協
議会　 当月1日から、同施設（☎ 762-1081）へ

年金相談　
（来庁の上、別室での
電話相談可）

5/25㈫、6/22㈫　13:30～16:30　 市役所別館1階相談室
埼玉県社会保険労務士会春日部支部（☎ 0480-40-1450）

女性総合相談
女性相談員による相談

㈪㈫㈬㈮　10:00～15:00
ハーモニー春日部（電話相談可）　 同施設（☎ 731-3333）へ

女性のカウンセリン
グ相談　女性カウン
セラーによる相談

第1～第3㈯　12:00～16:00
ハーモニー春日部
同施設（☎ 731-3333）へ

女性のからだ・
母乳・育児相談　
女性保健師による相談

㈭　13:00～16:00　 ハーモニー春日部（電話相談可）
同施設（☎ 731-3333）へ

女性のための法律相談
女性弁護士による相談

第4㈯　13:00～16:00　 ハーモニー春日部
当月1日から、同施設（☎ 731-3333）へ

男性のための相談
男性産業カウンセラー
による相談

第1㈰　13:00～16:00　 ハーモニー春日部（電話相談可）
前月1日から、同施設（☎ 731-3333）へ

就職相談
（主催・埼玉県）
年齢不問の相談

5・6月の毎週㈫㈬　10:00～16:00（相談時間45分）　※5/4㈷
は5/10㈪、5/5㈷は5/17㈪に振り替え　 ㈫、5/10㈪…東部地域
振興センター、㈬、5/17㈪…ふれあいキューブ　 年齢不問（申し込
み順）　 ㈪～㈮（㈷を除く）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

相談名／内容 とき／ところ／対象／申し込み／問い合わせ

教育相談
心配事や悩み事を抱
える幼児・児童・生徒
とその保護者を対象
に行う相談（電話相
談可）

㈫～㈮　9:00～19:00、㈯㈰　9:00～17:00
教育センター2階教育相談センター
同センター（☎ 0120-88-4266、☎ 763-2220）

㈪～㈮　9:00～16:00、第2・第4㈯　9:30～11:30
庄和南公民館内教育相談センター庄和分館「すくすく」
同館（☎ 745-1700）

こども電話相談
学校生活や友達のこ
とで悩んでいる児童・
生徒を対象に行う相談

㈫～㈮　9:00～19:00、㈯㈰　9:00～17:00
教育センター2階教育相談センター
同センター（☎ 0120-24-8466）

家庭児童相談
家庭児童相談員によ
る児童（0歳～18歳
未満）および保護者
などからの家庭や学
校生活に関する不安
や悩みの相談（電話
相談可）

㈪～㈮　10:00～17:00　 市役所1階家庭児童相談室　
同相談室（内2581）、こども相談課（内2766）

㈬㈭・第3㈰　※5/5㈷を除く　10:00～17:00　 エンゼル・ドーム
同施設（☎ 755-8190）、こども相談課（内2766）

㈮　※5/28㈮を除く　10:00～17:00　 グーかすかべ
同施設（☎ 754-9140）、こども相談課（内2766）

㈪　※5/3㈷・17㈪を除く　10:00～17:00　 スマイルしょうわ
同施設（☎ 718-0088）、こども相談課（内2766）

児童センター
子育て相談
児童センター職員に
よる児童（0歳～18
歳未満）の子育てに
関する不安や悩みの
相談、および児童か
らの相談

㈪～㈮　10:00～18:00　 エンゼル・ドーム
同施設（☎ 755-8190）

㈪～㈮　10:00～20:00　 グーかすかべ
同施設（☎ 754-2815）

㈪～㈮　10:00～18:00　 スマイルしょうわ
同施設（☎ 718-0300）

子育て電話相談
しつけ、食事など子
育てに関する助言、
指導（電話相談）

㈪～㈮　10:00～16:00　 各保育所　 8面参照

子育て相談
子育てに関して悩み
事を抱える保護者を
対象に行う相談（電
話相談可）

㈪～㈯　10:00～16:00　 春日部子育て支援センター
同センター（☎ 754-2201）

㈪～㈮　9:00～16:00、㈯　13:00～16:00
庄和子育て支援センター　 同センター（☎ 747-2321）

ことばの教室
「気軽に相談日」
就学前の子どもの言葉
の悩みに関する相談

第3㈯　10:00～16:00　 あしすと春日部2階
平日に同施設（☎ 762-1080）へ

健康相談
保健師、栄養士によ
る生活習慣病などの
相談、血圧測定など

随時　 ふれあいキューブ6階春日部市保健センター
電話で同センター（☎ 736-6778）へ

まちかど健康相談
保健師、栄養士による
健康相談、血圧測定 

①5/12㈬　②5/17㈪　③5/21㈮　10:30～13:30　
①豊春地区公民館　②庄和総合支所　③武里地区公民館
不要　 春日部市保健センター（☎736-6778）

こころの健康相談
5/13㈭・19㈬・29㈯　
ふれあいキューブ6階春日部市保健センター
精神疾患やこころの悩みがある人、その家族など
各前日までに電話で同センター（☎ 736-6778）へ

心の相談
臨床心理士による相談

第2・第4㈮　9:00～12:00　 あしすと春日部2階社会福祉協議会
当月1日から、同施設（☎ 762-1081）へ

ところ 対象・定員とき 申し込み 問い合わせ
市…市役所別館1階相談室で行う相談
庄…庄和総合支所2階相談室（行政相談は1階イベント・情報コーナー）で行う相談

注意事項　▶営利目的や政治・宗教
に関するものは掲載できません　▶
対象が市民のものに限ります　▶有
料の催し物は事業計画書を提出して
ください　▶催し物案内記事は６カ
月の掲載制限（ただし年２回程度の
定期的な開催と認められるものは5
カ月以内でも可）を、会員募集記事は
12カ月の掲載制限を設けています　
▶会員募集記事は受
け付け順に掲載するた
め、希望する月に掲載で
きない場合があります

市などで行われている無料
相談です。相談日は閉庁・
休館日などを除きます。そうだん
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●新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に活用を

5月の休日当番歯科医
●都合により変更になる場合がありますので、必ず電話で確認の上お越しください
●急患だけの診療です
●受付時間…9:00～12:00
●持ち物…保険証、お薬手帳（お持ちの人）

5/3 ㈷ 5/4 ㈷ 5/5 ㈷
高野歯科医院（中央4-9-14）

☎761-6552
木股歯科医院（米島1160-19）

☎746-3887
吉田歯科医院（粕壁3-10-1-103）

☎752-2375
野口歯科クリニック
（牛島1568）
☎762-1182

豊春ステーション歯科
（上蛭田136-1-2階）
☎753-5005

セントラル歯科診療所
（大枝89 武里団地2-11-110）

☎735-7845

材料（4人分）
●豚赤身ひき肉 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・120g
●木綿豆腐 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・400g
●シメジ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100g
●エリンギ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100g
●生シイタケ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4枚
●長ネギ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80g

☆ニンニク ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1かけ
☆ショウガ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1かけ
豆
トーバンジャン
板醤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ1

甜
テンメンジャン
麺醤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ1

★水 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・300ml
★酒 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ2

★しょうゆ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1
★顆粒鶏がらだし ・・・・・・・・小さじ1/2
◯片栗粉 ・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1と1/3
◯水 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ2
サラダ油・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1と1/3

❶  豆腐は水気を切って1.5センチメートル～2センチメートル角に切る。
❷  シメジは石づきを取ってほぐす。エリンギは縦半分に切り、長さ5セ
ンチメートル程度の薄切り、シイタケは石づきを取って縦四つに切る。

❸  長ネギと☆はみじん切りにする。★の調味料を合わせておく。
❹   フライパンにサラダ油を熱し、ひき肉を炒め、☆と豆板醤を加えて炒める。

❺  甜麺醤を加えてさっと炒め、キノコと★の調味料を加える。
❻  煮立ったら豆腐と長ネギを加え、再び煮立ったら弱火にして2分程度
煮る。

❼  ○の水溶き片栗粉を加えてとろみをつける。

きのこたっぷり麻
マ ー ボ ー

婆豆腐
ひき肉と豆腐の量を控え、代わりにたっぷりのキノコを入れた麻婆
豆腐です。キノコの歯応えとうまみで、エネルギー量を控えても満
足のいく一品です。

◆１人当たりの栄養価◆

エネルギー 202kcal　　たんぱく質 16.2g　　脂質 10.4g　　食塩相当量 1.3g

キノコは生のまま冷凍することでうまみがアップします。
まとめて買って、食べやすい大きさに切って冷凍しておく
と、おいしく便利に使えますよ。

調理のポイント！

保健センターの管理栄養士が教える！
品目レシピ 6

クックパッド「春日
部市保健センターの
キッチン」で他にも
レシピ公開中！

フェイスブックLINEツイッター

5・6月の
◎ 休日当番医は、急な発熱などの急病やけがを診療するための初期救急です
◎ 急患および夜間診療を受診する際には、病状をお尋ねしますので、必ず電話をしてからお越しください

都合により変更する場合がありますので、電話で確認の上お越しください　
診療時間…9:00～ 12:00、14:00 ～ 17:00
受付時間は医療機関により異なりますので、電話の際にお問い合わせください

医療機関受診時の処方箋
せん
を必ずお持ちください

受付時間…9:00 ～ 12:00、14:00 ～ 17:00

休 日 当 番 医

休日当番薬局

携帯電話やパソコンで
AEDの設置場所を確認！

公共施設などに、AED（自動体外式除細
動器）が設置されています。市内の設置
場所は、携帯電話やスマートフォン、パ
ソコンから検索ができます。

オラナビAED

日 系統 医療機関名 科　目 薬　局　名

5
／
23
（日）

内科系 つちだクリニック（一ノ割1726）
☎733-2900 内、皮

めじろ薬局
☎733-3100小児科系 いぶきこどもクリニック（大枝309）

☎735-0854 小

外科系 かすかべ整形（粕壁東2-1-35）
☎760-2551

整、リハビリ、
リウマチ

5
／
30
（日）

内科系
アイリスクリニックイオンモール春日部医院
（下柳481 イオンモール春日部1064C区画）

☎718-3377
内

イオン薬局
春日部店

☎872-7611
ひまわり薬局
☎761-3738
ひので薬局
☎746-0811

小児科系 神田医院（上蛭田127-1）
☎754-0854

小、内、
アレルギー

外科系 渡辺整形外科医院（西金野井309-12）
☎746-0007

整、リハビリ、
リウマチ

6
／
6
（日）

内科系 脳神経内科・内科もてぎ医院（中央8-8-9）
☎737-5151

脳内、内、
脳外

あいあい薬局
☎739-5050小児科系 宇野クリニック（粕壁1-6-5-2階）

☎760-3711 内、小、整

外科系 正仁堂整形外科クリニック（南中曽根1070）
☎738-0641 整

6
／
13
（日）

内科系
悠翔会在宅クリニック春日部

（中央1-51-12 ハルキヤビル2階）
☎878-8258

内 薬局
キューピー・
ファーマシー
セントラル店
☎754-0569

小児科系 関根医院（新宿新田226）
☎746-7211 内、小

外科系 桜井整形外科（増富96-3）
☎761-6629 整、リハビリ

日 系統 医療機関名 科　目 薬　局　名

5
／
2
（日）

内科系 みどり内科医院（緑町4-13-25）
☎745-5000 内、消内 薬局

キューピー・
ファーマシー
緑町店

☎812-5430

小児科系 宇野クリニック（粕壁1-6-5-2階）
☎760-3711 内、小、整

外科系 岩松医院（栄町1-334）
☎761-0077 外、胃、麻

5
／
3
（祝）

内科系 菊池内科医院（大場923）
☎735-0311 内、循 アイビー薬局

アルファ
☎731-1558
ひまわり薬局
☎761-3738

小児科系 神田医院（上蛭田127-1）
☎754-0854

小、内、
アレルギー

外科系 分娩館医院（備後西5-4-28）
☎739-3883 産

5
／
4
（祝）

内科系 渡辺内科（米島1195-10）
☎746-3219 内

あすなろ薬局
☎747-1311小児科系 あゆみクリニック（大枝400-4）

☎731-3283
内、循、アレルギー、
小、リハビリ

外科系 いかわ耳鼻咽喉科医院（大衾378-4）
☎746-8733 耳、咽喉

5
／
5
（祝）

内科系 成松医院（上蛭田64-1）
☎763-5211 内、神経内科

池田薬局
☎761-3730小児科系 久野医院（六軒町204）

☎737-1234
内、小、

鎮痛（ペイン）

外科系 松浦婦人科専門クリニック（一ノ割1-5-1）
☎735-7851 婦

5
／
9
（日）

内科系 埼玉東部診療所（大畑321 宮前ビル1階）
☎720-8715 内、リハビリ

薬局たんぽぽ
☎733-1411小児科系 一ノ割クリニック（備後東1-28-22）

☎731-1771
整、リウマチ、
リハビリ、外、小、
アレルギー

外科系 みやざわ耳鼻咽喉科（中央1-52-8）
☎745-8733

耳、咽喉、
アレルギー

5
／
16
（日）

内科系 横田医院（中央1-15-10）
☎761-0201 内、循内、麻酔

アイビー薬局
大枝店

☎733-2414
小児科系

春日部在宅診療所ウエルネス
（内牧3701-1 エミナース春日部1階）

☎792-0772
内、小、
緩和ケア内

外科系 彩都レディースクリニック（大枝366）
☎731-1103 産、婦、小

夜間・休日昼間の急病
市立医療センター　急患診療

☎735-1261
　市立医療センターは、原則として緊急
な入院や手術を必要とする人を対象に
救急医療を提供しています。
●夜間（毎日）、㈯㈰㈷㉁の昼間
　診療科目…内・外科系
※必ず電話をしてからお越しください

子どもの平日夜間の急病
春日部市小児救急夜間診療所

☎736-2216
　翌日までに緊急な診療が必要な人の
ために、診療を行います。
●診療科目　小児科
　（内科系疾患・0歳児～中学校卒業まで）
●㈪～㈮の夜間（㈷㉁、年末年始を除く）
　診療受付時間…19:00～22:00
●場所　中央6-7-2（市役所第二別館1階）
※必ず電話をしてからお越しください

救急相談（24時間・毎日）
　急な病気やけがの際に、家庭での対処方法や医療機関への受診の必要性について、
相談に応じるとともに医療機関の案内をします。

【埼玉県救急電話相談】
●看護師に電話で相談
●#7119または☎824-4199
 （ダイヤル回線、IP電話、PHS）
 音声ガイダンスに従ってください。
※ 看護師によるアドバイスは、医療行為ではありませ
ん。相談者の判断の参考としてもらうものです

【埼玉県AI救急相談】
●チャット形式で相談
●「埼玉県AI救急相談」で検索

※ 表示される結果は、検査や医師の診断によるもの
ではありません。自己責任において医療機関への
受診や救急車の利用を判断してください

●健康レシピ

春日部市の世帯数と人口（4/1現在）　
●世帯数　108,779世帯　　●人口　233,145人（前月比103人減）　　男　115,691人　　女　117,454人
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鉄道の高架化、始動！特別版

　3/30、ふれあいキューブで「春日部駅付近連続立体交差事業　着工記念式典～輝く未来へ　鉄道の高架化、始動! ～」
を開催し、事業関係者や地元の皆さんと工事着工をお祝いしました。

　 問い合わせ／鉄道高架整備課（内線3524）

　市では、春日部駅付近連続立体交差事業と一体となった春日部駅周辺のま
ちづくりを推進するため、春日部市中心市街地まちづくり計画を策定しまし
た。引き続き、市民の皆さんからまちづくりに関する夢や希望を伺いながら、
魅力とにぎわいのある中心市街地まちづくりを推進していきます。

▲春日部駅西口駅前広場のイメージ　
※このイメージ図はあくまで市が作成したものであり、関係者と調整したものではありません

春日部駅が
大きく新しく生まれ変わります！

まちの皆さんからの
期待の声

石
い し か わ

川市長あいさつ
　春日部市の悲願であります本事業
が多くの皆さまのご協力の下、大き
く動き出したことに深く感謝と御礼
を申し上げます。
　また、多くの皆さまに駅周辺の整備
が着実に進んでいることを知っていた
だくとともに、未来のまちづくりへの投
資により、コロナ禍の厳しい状況を一日
も早く脱却するという強い意志を共有
していただければと考えております。

大
お お の

野県知事あいさつ　
　本事業は、埼玉県東部における発
展と、輸送力の増強の観点から、大
きな影響を与える事業と認識してお
ります。
　また、本事業に対し大きなお力を
注いでまいりました市長をはじめと
する多くの皆さまのご努力に対し、
敬意と感謝を表するところでござい
ます。

期待期待のの声

一部道路を
歩行者専用道路として、
オープンカフェや

お休み処ができるような
通りをつくりたい

誰もが安心して日常生活や
社会生活ができるような、
心のバリアフリーのある

街にしたい

駅の自由通路に
誰でも弾ける
ピアノを
設置したい

春日部駅前で
イベントができる
大きな芝生のある
広場をつくりたい

次世代に
自信を持って
引き継げる
施設が欲しい
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