
 お知らせ

図書館の臨時休館01
ところ 休館日

中央図書館 10/6㈬・7㈭

武里図書館 9/13㈪

庄和図書館 9/27㈪

館内整理のため　 中央図書館（☎ 
761-5911）、武里図書館（☎ 737-7625）、
庄和図書館（☎ 718-0200）

教育センターの臨時休館02
9/18㈯・19㈰　 教育センター全館　
くん蒸作業のため　 郷土資料館（☎ 

763-2455）

コンビニ交付の休止03
9/10㈮・18㈯・19㈰・20㈷　 メ

ンテナンスのため　 課税（非課税）証明
書…市民税課（内2323）、納税証明書…
収納管理課（内2385）、住民票・印鑑証
明書…市民課（内2898）

国民年金の付加年金制度04
国民年金保険料に付加保険料（月額400

円）を加えて納めると、将来の老齢基礎年
金に付加年金上乗せ。付加年金額（年額）
は「200円×付加保険料の納付月数」　※
申し出た月分からの加入　 国民年金第1
号被保険者、任意加入被保険者（65歳以上
の人と国民年金基金の加入者を除く）　
本人確認書類　 市役所1階市民課（内
2893）、支所1階市民窓口担当、または春
日部年金事務所（☎ 737-7112）へ

令和3・4年度物品・役務入札参加
資格の新規・更新の申請受け付け05

10/31㈰（消印有効）まで　 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4年4/1㈮～令和5年3/31
㈮　※詳しくは市WEBに9月上旬掲載予
定　 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
があって、営業種目を追加・変更する事業
者　 〒344-8577 （所在地不要） 春日部
市役所契約検査課（内7655）へ

はかり（計量器）の定期検査06
商品販売や健康診断などに使用するは

かりは、定期検査に合格する必要あり。定

期検査は下表の区域を対象に実施。
定期検査対象区域（A地区）と日程

9/27㈪ 教育センター

粕壁1～4丁目、粕壁東1～6丁目

9/28㈫ 幸松地区公民館

八丁目、小渕、不動院野、樋籠、牛島、樋
堀、新川、赤沼、銚子口、藤塚、六軒町、
本田町1・2丁目、豊野町1～3丁目

9/29㈬ 内牧栄町会館

梅田、梅田1～3丁目、梅田本町1・2丁
目、内牧、栄町1～3丁目

9/30㈭ 支所

水角、赤崎、飯沼、米崎、米島、東中野、
新宿新田、永沼、下柳、上柳、上金崎、金
崎、西金野井、大衾、神間、榎、立野、椚、
小平、下吉妻、上吉妻、西宝珠花、西親
野井、塚崎、倉常、芦橋、木崎

10:00～12:00、13:00～15:00　
ひょう量250kg以下の機械式はかり（家
庭用は対象外）　 ひょう量100kg以下
600円、ひょう量250kg以下千円、棒は
かり･懸垂指示はかり300円、分銅･おもり
10円／個　※未受験の事業者は別途連絡
を　 交通防犯課（内2828）

ジョブ・カード活用セミナー
変化にも慌てない！
withコロナのキャリアを考えよう

07

9/15㈬　14:00～15:10（オンライン）　
市内在住の人優先　30人（申し込み

順）　※雇用保険受給者には受講証明書発
行　 9/13㈪までに FAXFFFAAAFAFFFAFAFAFFFAF XXX（799-3581）、
専用 WEB（下の2次元コード）、
carisapo_saitam@pasona.co.jpへ　※本
事業は㈱パソナが厚生労働
省より受託運営　 勤労者
会館（☎ 752-5540）

スキルアップ講習08
①プログラミングExcelVBA2構文理解
11/6㈯・13㈯　9:00～16:00 

ExcelVBAで記録マクロ、モジュールとプ
ロシージャの作成ができる人　20人　
2千円（テキスト代別）
②プログラミングExcelVBA3ビジネス活用　
11/27㈯・12/4㈯　9:00～16:00　
ExcelVBAマクロ作成、変数と制御構造

を習得している人　20人　 2千円（テキ
スト代別）
③アーク溶接（安全衛生特別教育）
11/6㈯・13㈯・20㈯・27㈯　9:00

～17:00（最終日のみ9:00～16:00）　
溶接作業に従事しようと考えている人　
10人　 7,100円（テキスト代別）　
10/1㈮～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

埼玉県雇用対策協議会
求人企業合同面接会09

9/16㈭　13:00～16:00（受付:12:00
～）　 大宮ソニックシティ　 令和4
年3月大学・短大・専門学校卒業予定者・
既卒3年以内の人　 履歴書（コピー可）　

※詳しくは9月上旬に埼玉県雇用対策協議
会WEBに掲載　 埼玉県雇用対策協議会
（☎ 647-4185）

正社員就職への支援説明会10
9/29㈬、10/27㈬　13:30～14:30　
市民文化会館　 1カ月の研修セミ　

ナーと最長6カ月の個別カウンセリングで
一人ひとりに合った企業を紹介　 35歳
以上～55歳未満の離職または非正規雇用
の人など　 キャリアバンク㈱WEBまた
は電話（☎ 711-2209）へ

就労セミナー（サポステ連携事業）
～就職活動の進め方～11

9/22㈬　14:00～15:00　 正風館　
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　 9/21
㈫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

潜在介護職員研修12

10/20㈬・21㈭　10:00～12:00（全
2回）　 中央公民館　 有資格者の再就
職に向け、介護職への理解・新しい働き方
などについて学ぶ　 市内および近隣在
住で市内の介護事業所での就業を希望する
人　15人（先着順）　 筆記用具、飲み
物　 9/1より電話、FAXで勤労者会館（☎ 
752-5540）

被害に遭われた人や家族の皆さん
一人で悩みや問題を抱えていませんか？13

《彩の国犯罪被害者ワンストップ支援セ
ンター》犯罪の被害に遭って困っている人
や家族の話を聞き、支援内容により県、埼
玉県警察、民間支援団体へワンストップで
つなぐ。犯罪による被害の軽減と早期回
復を図る。総合対応電話（☎ 0120-735-
001）、ラムザタワー3階（JR武蔵浦和駅西
口徒歩3分）　 《性暴力等犯罪被害専用
相談電話「アイリスホットライン」》性被害
に遭い、どうしたらよいか分からないなど、
不安や悩みを抱えた人は相談を。守秘義務
のある専門の女性相談員が、24時間365
日無料で対応。（☎ 0120-31-8341）へ

9/21㈫～30㈭は
秋の全国交通安全運動14

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　●全ての座席
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　 交通防犯課
（内2825）

彩の国埼玉環境大賞の候補者15
環境保全、環境負荷低減などの取り組

みを県が表彰　 県内で活動する個人、
団体、事業者（自薦、他薦は問わず）　
10/1㈮までに県環境政策課（☎ 830-
3019）へ

埼玉県都市競艇組合
ボートレース戸田開催日程16

9/1～5㈰・17㈮～20㈷・30㈭　
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）

地元弁護士による
無料法律相談会17

10/1㈮　13:30～16:00（1人30分以
内）　 越谷市中央市民会館　 10月1
日は「法の日」。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
の法律問題に応対　 9/17㈮から（先着
順）　 埼玉弁護士会越谷支部事務局（☎ 
048-962-1188）

不動産鑑定士による
不動産の無料相談会18

10/2㈯　10:00～16:00　 埼玉会館　
不動産鑑定士が不動産の価格等に関す

る相談　 公益社団法人埼玉県不動産鑑
定士協会（☎ 789-6000）

裁判員裁判の実施状況19
裁判員制度がスタートして10年以上。

令和2年12月末までに行われた裁判員裁
判は約1万3千件。約7万7千人が裁判員
として参加。裁判手続きの参加日数は平均
約6.0日。詳しくは、裁判員
制度 WEB（https://www.
saibanin.courts.go.jp/）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
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。
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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）



 人材募集

市立看護専門学校学生20

試験
▶推薦・社会人…10/23㈯　▶一般…

1次 令和4年1/8㈯、2次1/14㈮　 市
立看護専門学校　 令和4年度に入学を希
望する人　30人　 1万円（受験料）　
願書受け付け▶ 推薦・社会人…9/24㈮～
10/4㈪　▶一般…11/26㈮～12/7㈫
学校説明会
9/7・21、10/5・19、11/2・16、12/7

（全て㈫）　16:00～17:00　 各30人（申
し込み順）　※受験案内・募集要項などの希
望者は連絡を　 同校（☎ 763-4311）へ

彩の国動物愛護推進員21
犬猫などの動物の愛護や正しい飼い方

について、地域住民の理解を深めるため
の啓発活動を実施　 11/30㈫まで　※
詳しくは県 WEB、各保健所（さいたま
市・川越市・越谷市および川口市を除く）、
県動物指導センターで配布の募集要領で　
県生活衛生課（☎ 830-3612）

交通指導員22
採用時期…11月（予定）　勤務学区…幸松
小学校、緑小学校、立野小学校、藤塚小学
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）　 9/17㈮までに
電話で交通防犯課（内2825）へ

臨時的任用教員23
平日8:20～16:50（勤務校により多少

異なる）　 市内の小・中・義務教育学校　
教員としての業務（学習・生徒指導等）　
有効な教員免許状保持者（やる気があ

り、学校教育に理解がある方）　 事前に
電話連絡の上、教育センター1階指導課（☎ 
763-2448）へ　

 福　祉
入学準備金・奨学金の
貸し付け24

《入学準備金》
貸付時期:入学決定時　 貸付額:高校・

専修学校（高等課程）30万円/人以内、専
修学校（専門課程）・短大・大学（大学院を
除く）50万円/人以内　返済方法:令和4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
ごとの割賦均等返済（無利子）　 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4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　 令和4年2/28㈪
まで
《奨学金》
貸付時期:修学中　 貸付額:高校・専修

学校（高等課程）　月額1万円/人、専修学
校（専門課程）・短大・大学（大学院を除く）
月額2万円/人　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）　 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4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　 随時
共通事項
申請書などは直接、教育センター1階学務
課（内4734）へ　※審査・所得制限あり

就学援助「新入学児童生徒学用品
費等」の入学前支給25

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4
年2月ごろ）に支給　 令和4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　 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（今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）　

児童扶養手当26
支給額（月額）
子どもの人数 全部支給 一部支給

1人の場合 43,160円 43,150円
～10,180円

2人目加算額 10,190円 10,180円
～5,100円

3人目以降加算額 6,110円 6,100円
～3,060円

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。また、
申請者や同居者の所得（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
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　
こども政策課（内2578）

特別児童扶養手当27
支給額（月額）

障がいの状態 児童1人当たり
1級（重度） 52,500円

2級（中度） 34,970円

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　※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。ま
た、申請者や同居者の所得が一定額以上あ
る場合は、支給停止　 こども政策課（内
2580）

地域包括支援センター案内28
「地域包括支援センター」は、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。介護や生活でお困り
の場合は、下記の地域包括支援センターへ
電話相談を
地域包括支援センター

第1地域包括支援センター
（☎754-3775）

粕壁、南1～3丁目、浜川戸、粕壁東、中央

第2地域包括支援センター
（☎753-2020）

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地域包括支援センター
（☎753-1136）

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地域包括支援センター
（☎738-5764）

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地域包括支援センター
（☎734-7631）

南4～5丁目、緑町、一ノ割、備後東1～4丁目

第6地域包括支援センター
（☎738-0021）

備後東5～8丁目、大畑、大枝、武里団地、千間
1丁目

第7地域包括支援センター
（☎733-7771）

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地域包括支援センター
（☎746-5190）

庄和地域（水角、赤崎、永沼、下柳、上柳を除く）

介護保険課（内7574）
元気アップ教室
楽しみながら介護予防29

とき ところ テーマ

9/30㈭ 庄和高齢者
憩いの家

笑顔で！
心の健康づくり

10/8㈮ 薬師沼憩いの家 頭と体の
アンチエイジング

10:00～11:30　 楽しみながら介護
予防　 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　 不要。団体の場
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30
とき ところ 定員

9/24㈮
10:00～12:00

庄和地区公民館
（正風館） 30人

10/12㈫
10:00～12:00 ハーモニー春日部 30人

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

オレンジカフェ
（認知症カフェ）31

とき ところ 定員 申し込み先

9/11㈯
13:30～15:00

武里東
公民館 20人 第5包括

（☎734-7631）

9/15㈬
10:00～12:00

豊春第二
公民館 8人 第3包括

（☎753-1136）

9/18㈯
10:00～12:00

武里地区
公民館 15人 第4包括

（☎738-5764）

9/24㈮
13:30～15:30

あしすと
春日部 30人 第1包括

（☎754-3775）

10/1㈮
10:00～12:00

豊春地区
公民館 10人 第3包括

（☎753-1136）

10/1㈮
10:00～12:00

ハーモニー
春日部 18人 第5包括

（☎734-7631）

10/5㈫
13:00～15:00

武里大枝
公民館 20人 第6包括

（☎738-0021）

10/9㈯
13:30～15:00

武里東
公民館 20人 第5包括

（☎734-7631）

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　 介護保険課（内
7575）
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所・氏名・年齢・電話番号・保育希望者は
子の年齢を記入の上、メール（ info@
saiboren.or.jp）または往復はがき（1人1
枚）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（☎ 048-822-
1951）へ

戦没者遺児による慰霊友好
親善事業の参加募集37

先の大戦で親を亡くした戦没者の遺児
を対象に、戦没した旧戦域を訪問して慰霊
追悼を実施　実施地域…ミャンマー・タ
イ、フィリピン、ソロモン諸島、マリアナ
諸島、マーシャル諸島、台湾・バシー海
峡、東部ニューギニア、西部ニューギニア　
戦没者遺児　 10万円　 直接、生

活支援課（内2516）へ

 保　健
からだ革命！すっきりヨガクラス
「女性のヘルスアップ」38

9/21㈫、10/29㈮　9:30～11:30　
春日部市保健センター　 健康講話と

イスを使ったヨガ　 20歳から59歳の
市内在住の女性　15人（申し込み順。妊婦
は除く）　 飲み物、バスタオル、汗拭き
タオル、筆記用具　 100円　 9/21㈫
は9/1から、10/29㈮は9/28㈫の8:30から、
電話で同センター（☎ 736-6778）へ

骨密度測定会 39
とき ところ

9/29㈬
①9:30
②10:30
③13:30
④14:30

春日部市保健センター

10/13㈬ ①13:30
②14:30 庄和保健センター

10/27㈬
①9:30
②10:30
③13:30
④14:30

春日部市保健センター

かかと（裸
はだし
足）で測る骨密度測定、結果

説明　 20歳以上の市内在住者　各回20
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　 9/14㈫8:30から電話で同セ
ンター（☎ 736-6778）へ

食生活改善推進員養成講座 40
10/20㈬・28㈭、11/4㈭・10㈬・18

㈭の9:30～12:00　※11/10のみ9:30～
13:30　 春日部市保健センター　 講
義（健康長寿サポータ養成講座含む）と調
理実習（11/10）　 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
ア活動できる方　12人（申し込み順）　
500円（材料費、保険料）　 筆記用具　
9/15㈬～10/15㈮に電話で保健セン

ター（☎ 736-6778）へ

趣味・教養
市民パソコンセミナー
オンラインミーティング体験講座41

コース とき
1

10/21㈭

9:00～10:15

2 10:45～12:00

3 13:30～14:45

4

10/22㈮

9:00～10:15

5 10:45～12:00

6 13:30～14:45

※全コース同内容

教育センター　 タブレット端末を用
いたオンラインミーティング（Z

ズ ー ム
OOM）の

体験講座　 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　
9/10㈮9:00から直接または電話で春日
部市教育センター3階視聴覚センター（☎ 
763-2425）へ申し込み（先着順）

市民アカデミー42
10/14㈭　13:00～15:40　 市民

文化会館　 小・中学生による人権ポス
ター展示、人権作文の発表、教育講演会
「今こそ、アイヌの知恵と勇気に学ぶ」　講
師 宇

うか じ
梶 静

し ず え
江氏　 150人（申し込み順）　

9/15㈬9:00から電話で社会教育課（内
4815）へ

ビデオ作品づくり体験講座43
10/9㈯・10㈰　9:30～16:00（ 全2

回）　 教育センター　 撮影から編集ま
でを体験し、作品を仕上げる　 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）　 9/10㈮の9:00から直
接または電話にて視聴覚センター（☎763-
2425）へ

デジカメ写真加工入門講座44

コース とき
A

10/27㈬
9:30～12:00

B 13:30～16:00

C
10/28㈭

9:30～12:00

D 13:30～16:00

教育センター　 デジカメで撮影した
写真の加工、印刷など　 デジカメの写
真データを持参できて、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（高校生等を除く）　
各10人（申し込み順）　 9/10㈮の9:00
から直接または電話にて視聴覚センター
（☎763-2425）へ

生涯学習市民塾（中期）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
市内在住・在勤・在学者　 筆記用

具　 特に記載がない場合には「教育セン
ター」　 9/14㈫9:00から直接、または
電話にて教育センター3階視聴覚センター
（☎ 763-2425）へ。申し込み（先着順）

①声出し・脳トレ・朗読講座　 10/5㈫　
13:30～15:30　 おおむね50歳以上　　　　　　　　
20人　 飲み物　 500円
②街道寄席　 10/7㈭　13:30～15:00　
20人　 笑おうとする優しい気持ち

③着物をリフォームして楽しみましょう　
10/7㈭　9:30～11:30　 10人　

着物、裁縫道具、着物の色のミシン糸　
100円　
④Googleサイトを使った、自分のホー
ムページの作成　 10/8㈮　13:30～
15:30　 10人　 USBメモリー（コンテ

介護予防講演会
「うつ・認知症予防について」32

10/21㈭　13:30～15:30　 庄和南
公民館　 医師による講話　 おおむね
65歳以上の市内在住　25人（申し込み順）　
電話で介護保険課（内7575）へ
すまいるケア教室
（家族介護教室）33

10/20㈬　14:00～15:30　 大池憩
いの家　 知っておきたい！～生活介護
のポイント～　 在宅において介護をし
ている方および在宅介護に関心のある方　
10人（先着順）　 電話で介護保険課（内
7575）へ

健康脳トレ塾34
ところ とき

あしすと春日部

11/2～12/21の毎週㈫
（11/23㈷分は11/22㈪
に開催）
13:30～15:30

武里地区公民館 11/5～12/24の毎週㈮
13:30～15:30

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

こうくう
腔ケアなどについ

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　
おおむね65歳以上の市内在住者　あしす
と春日部25人、武里地区公民館20人（申
し込み順）　 240円（保険料）　 電話
で介護保険課（内7575）へ

春日部えんJOYトレーニング
実施団体募集35

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しま
す　 おおむね65歳以上の市内在住者で
5人以上の団体　 電話で介護保険課（内
7573）

ひとり親のための
パソコン教室36

9/26㈰・27㈪　10:30～15:30（全2
日）　 WithYouさいたま（さいたま市中
央区）　 仕事に役立つパワーポイント実
践講座　 ひとり親家庭の親または寡婦　
20人（抽選）　 300円（教材費）　※未
就学児を対象とした保育サービスあり（無
料）　 9/13㈪（必着）までに「パソコン
教室（第3回）」と明記し、郵便番号・住
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趣味・教養
ンツがある場合）　 100円
⑤免疫力を高めよう～自分の体は自分で
守る～　 10/12㈫　13:30～15:30　
10人　 300円

⑥ワンポイント・レスキュー（応急手当て
を覚えてみよう）　 10/13㈬　13:30
～15:30　 20人　 三角巾またはバ
ンダナ
⑦スポーツの秋・食欲の秋～体操をしてお
なかをすかせて焼き立てパンを作ろう♪～　
10/13㈬　13:30～15:30　 中央

公民館　 20歳以上　12人　 エプロ
ン、手ふき、作品持ち帰り用の容器、飲
み物、ヨガマット（バスタオルでも可）、
タオル　 2千円
⑧足揉

も

み健康法（官
かんそく
足法）～血流の循環を

良くし、病気を元から改善しよう～　
10/14㈭　9:30～11:30　 20歳以上　
20人　 動きやすい服装、飲み物、タオ
ル、ハンドクリーム　 500円
⑨古文書を読む（村々の文書や渋沢栄一
の書簡を読んでみよう）　 10/15㈮　
9:30～11:30　 10人　 メモ用紙　
200円

⑩ふわふわ粘土教室　 10/16㈯　9:30
～11:30　 小学生以上　20人　 木
工用ボンド、竹串、持ち帰り用の袋　
千円
⑪古利根川周辺の「野鳥の生態」を見て語
ろう　 10/16㈯　9:30～11:30　
10人
⑫心を伝える絵手紙「手がき」だからこそ
伝わる想

おも
い　 10/20㈬　9:30～11:30　

幸松地区公民館　 20歳以上　6人　
トマトまたはミニトマト（実物）1個、

新聞紙1枚、紙コップ（筆洗い用）2個、
顔彩（持ってる人）、ティッシュペーパー　
500円

⑬足もみ健康法で元気はつらつプロジェ
クト　 10/21㈭　9:30～11:30　
中央公民館　 15人　 タオル、ハン
ドクリーム、飲み物　 千円
⑭オーラルヒストリーって何？～高齢者
から戦争体験を聞き取り、語り継ごう～　
10/29㈮　13:30～15:30　 20歳

以上　15人
⑮人生の晩年を豊かに『今をどう生きま
すか』～幸せの根源を求め生きる喜びと
楽しさをお伝えします～　 10/29㈮　
13:30～15:30　 中央公民館　
20人
⑯もしもの時の暮らしの豆知識～離婚と
年金分割、遺族分割、死後離婚、民法（相続）
～　 10/30㈯　9:30～11:30　 20
歳以上　20人　 300円
⑰アフターコロナは筋トレから　 10/30
㈯　13:30～15:30　 豊春地区公民館　

20歳以上　20人　 タオル2枚、輪
ゴム10本、飲料水

かすかべ探訪　粕壁宿とゆかりの
人々 ～今回は16人をご紹介～46

9/25㈯　9:30～12:00　 ぷらっと
かすかべ（集合・解散）　 粕壁宿とゆか
りの人々　 10人（申し込み順）　 9/7
㈫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
～須

す が

賀芳
よしろう

郎先生の歴史講演会～47
10/7㈭　10:00～12:00　 教育セン

ター　 「かすかべの歴史余話」より　
15人（申し込み順）　 100円　 9/8
㈬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
～文化財マップ講座～48

10/14㈭　10:00～12:00　 教育
センター　 南桜井・川辺編　 15人
（申し込み順）　 100円　 9/10㈮の
9:30から電話でぷらっとかすかべ（☎ 752-
9090）へ

早朝シャッターアートツアー49
9/29㈬　7:30～10:00　 春日部

駅東口改札前（集合）・ぷらっとかすか
べ（解散）　 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　 10人（申し込み順）　 9/9㈭の
9:30から電話でぷらっとかすかべ（☎ 752-
9090）へ

秋の龍Ｑ館で自然観察会
「水辺の森」の生きものさがし50

10/2㈯　10:00～11:30（受付9:40～）
小雨決行　 龍Ｑ館入口前　 龍Ｑ館の
「水辺の森」とその周辺で生きもの探し 講
師:埼玉県生態系保護協会春日部支部会員　
飲み物、帽子、虫とり網・虫かご（持っ

ている人）　 不要（小学生以下は保護者
同伴）　 G

ジー
-C
キ ャ ン ズ
ANS 両

もろずみ
角（☎735-8598）

郷土資料館　
古文書講座（初級編）51

11/13、12/4、令和4年1/15、2/12、
3/12（全5回）、いずれも㈯10:30～12:00　
教育センター　 簡単な古文書を読ん

で、くずし字解読の基礎を習得する　
古文書講座（入門編）を受講したことがあ
る人　20人（申し込み順）　 9/14㈫か
ら直接、または電話で郷土資料館（☎ 763-
2455）へ

郷土資料館　
古文書講座（中級編）52

11/13、12/4、令和4年1/15、2/12、
3/12（全5回）いずれも㈯14:00～15:30　
教育センター　 古文書を解読し、春

日部の歴史を学ぶ　 古文書講座（初級
編）を受講したことがある人　20人（申し
込み順）　 9/14㈫から直接、または電
話で郷土資料館（☎ 763-2455）へ

子育て支援講座 ～家族編～53
9/18㈯　10:00～12:00　 ハーモ

ニー春日部　 赤ちゃんとの触れ合い、
赤ちゃんの食事、ママパパのコミュニティ
作りの講座　 6カ月未満児とその家族　
5組（申し込み順）　 バスタオル、飲み
物、動きやすい服装　 9/1から直接、
または電話でハーモニー春日部（☎ 731-
3333）へ

子育て支援講座 ～出産編～54
9/18㈯　14:00～16:00　 ハーモ

ニー春日部　 マタニティストレッチ、
出産準備、入院の持ち物や手続きについて
の講座　 初めて出産を迎えるおおむね
妊娠20週以降の人とパートナー　5組（申
し込み順）　 バスタオル、飲み物、動き
やすい服装　 9/1から直接、または電話
でハーモニー春日部（☎ 731-3333）へ

男性の料理教室
（かすかべ遊学フェスティバル）55

10/2㈯　10:00～12:30　 ハーモ
ニー春日部　 栄養士講師の指導の下、
男のグルメ料理作り。講習を機に男の料理
はじめてみませんか　 市内在住・在勤
の成人男性　15人（申し込み順）　 500
円　 エプロン、三角巾、ふきんまたは
タオル、スリッパ、筆記用具　 9/5㈰か
ら直接または電話でハーモニー春日部（☎ 
731-3333）へ

外
がいこくじん

国人のための無
むりょう

料日
に ほ ん ご

本語
教
きょうしつ

室56

どこで（教
きょうしつ
室） いつ（時

じかん
間）

中
ちゅうおう
央公
こうみん
民館
かん

9/2～
毎
まいしゅう
週木
もくようび
曜日

19:00～21:00

9/11～
毎
まいしゅう
週土

ど よ う び
曜日

14:00～16:00

どこで（教
きょうしつ
室） いつ（時

じかん
間）

庄
しょうわ
和市
しみん
民センター

正
せいふう
風館
かん

9/7～
毎
まいしゅう
週火

か よ う び
曜日

10:15～11:45

9/1～
毎
まいしゅう
週水
すいようび
曜日

19:15～20:45

日
に ほ ん ご
本語を母

ぼ ご
語としない人

ひと
 （日
に ほ ん ご
本語をうま

く話
はな
せずに困

こま
っている人

ひと
がいたら、この

教
きょうしつ
室の案

あんない
内を）　 来

く
る前

まえ
の連

れんらく
絡はいりま

せん。直
ちょくせつ
接教

きょうしつ
室へ来

き
てください　※最

さいしん
新

情
じょうほう
報は、春

か す か べ し
日部市国

こくさい
際交

こうりゅう
流協

きょうかい
会 （KIFA）

WEB（http://www.kifa-world.org ）で
同協

きょうかい
会事

じ む
務局

きょく
（市

しみ ん
民参

さん か
加推

すいしんかない
進課内／内

2877）
春日部市国際交流協会
秋期英会話教室57

10/6～12/15の 毎 週 ㈬　19:00～
20:00（全10回）　※11/3㈷は休み　
市民活動センター　 ①初級クラス:英語
で簡単な自己紹介ができる高校生以上の人　　　
10人　※日本人スタッフがサポート
②中級クラス:英語で簡単な日常会話ができ
る高校生以上の人　10人　※英語のみの
授業　 4,000円　別途テキスト代と同協
会の会費（10月からの新規入会は千円。大
学生以下は無料）が必要。会員資格は令和4
年3月末まで　 9/22㈬18:45～19:00
に市民活動センター6階会議室5・6で受け
付け。定員を超えた場合は、その場で抽選　
※最新状況は同協会WEB（http://www.
kifa-world.org）で　 同協会事務局（市民
参加推進課内）（内2877）

共栄大学 公開講座58
① 10/16㈯　10:30～12:00　 教育
センター　 日本の四季と音楽を味わお
う―小学校の教科書で歌い継がれる日本の
歌を中心に―／講師:共栄大学教育学部専
任講師　岩

いわかわ
川みやび氏　 30人

② 10/23㈯　10:30～12:00　 共
栄大学　 健康とSDGs／講師:共栄大学
国際経営学部教授　小

こばやしなおゆき
林尚行氏　 50人　

9/13㈪～30㈭　9:00～16:00（㈯㈰
㈷除く）に電話で、住所・氏名・電話番号
と希望講座（複数可）を共栄大学（☎ 755-
2932）へ　 社会教育課（内4815）
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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



とき ところ 内容

9/18㈯

武里小 フラバレーボール

牛島小
フラバレーボール・
ビーチボールバレー・
さいかつぼーる

藤塚小
フラバレーボール・
ビーチボールバレー・
さいかつぼーる・
ミニテニス・卓球

9/25㈯

豊春小 フラバレーボール・
ビーチボールバレー・大縄

中野小
フラバレーボール・
ビーチボールバレー・
さいかつぼーる

10/2㈯

内牧小 フラバレーボール

武里小 フラバレーボール

牛島小
フラバレーボール・
ビーチボールバレー・
さいかつぼーる

藤塚小
フラバレーボール・
ビーチボールバレー・
さいかつぼーる・
ミニテニス・卓球

中野小
フラバレーボール・
ビーチボールバレー・
さいかつぼーる

19:00～20:30（豊春小は17:00～18:30）　
市発祥フラバレ―ボールのほか、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。スポーツ
推進委員が講師　 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）　 9/18、10/2の武里
小のみ100円　 運動のできる服装、体
育館履き、タオル、飲み物　 不要　
スポーツ推進課（☎ 763-2446）

ハイキング教室63
11/4㈭　7:50春日部駅東口 古利根公

園橋 集合・出発　 県秩父市美の山公園　
秩父市と皆野町にまたがる標高587ｍ

の「蓑
みのやま
山」山頂を整備した県立自然公園

から、秩父市街地や奥秩父の山々などを
360度のパノラマで臨む　 18歳以上
の市内在住・在勤・在学者　21人（抽選）　
6,500円　 9/15㈬（消印有効）まで

に、往復はがき（1枚につき2人まで）に「ハ
イキング教室参加希望」と記入し、参加希
望者全員の住所・氏

ふりがな
名・年齢・性別・電話

番号を、〒344-0021 大場991番地1 武
蔵ビル5階春日部ツーリスト（☎ 048-737-
6650）へ　※後日抽選結果を通知し、10
月上旬に事前説明会を実施する予定　
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 
武蔵ビル5階

埼玉県立大学 一般公開講座
市販薬と健康食品の
正しい知識を学ぶ

59

10/9㈯　10:00～12:00　 オンラ
イン（ZOOM）　 市販薬、健康食品の
種類や作用、飲み合わせ等の正しい知識
を学ぶ（3回シリーズ1回目）　 40人
千円／1回　 9/26㈰までに WEB

応募フォーム（https://business.form-
mailer.jp/fms/72f78593149044）　
埼玉県立大学地域産

学連携センター（☎ 048-
973-4114）　※結果は応
募者全員に通知

県議会フォトコンテスト
作品募集60

部門・規格　①一般写真部門:A4または
四つ切り（ワイド可）　②モバイル写真
部門:2~5メガの画像データ（JPEG形式）　
テーマ　①一般写真部門 テーマA:埼玉の
「四季」、テーマB:自由（フリーテーマ）　②
モバイル写真部門 テーマA:埼玉の「四季」、
テーマB:埼玉の「感動」　条件　平成31年
1/1以降に県内で撮影された未発表のもの　
締切　11/10㈬17:00必着　※応募要領
は県議会WEB よりダウ
ンロード　 県議会事務
局政策調査課広報担当（☎ 
830-6257）

スポ・レク

フラバレーボール交流大会61
11/14㈰　9:20～12:55（受 付9:00

～）　 市民体育館　 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）の普及を目指す交流大会　 原則市内
在住、在勤、在学者で構成された5人以上
8人以内　24チーム（申し込み順）　※小
学生のみのチームには18歳以上の人が2
人以上同伴　 1チーム千円（当日集金）　
運動のできる服装、体育館履き、タオル、

飲み物　 9/6㈪~10/8㈮に申込書を直
接、郵送、またはFAXで（〒344-0062 粕
壁東3-2-15 春日部市教育委員会事務局ス
ポーツ推進課、 FAXFFFAAAFAFFFAFAFAFFFAF XXX 763-2218）へ　
スポーツ推進課（☎ 763-2446）

健康づくりのつどい62

「マチイロ」「マイ広報紙」で
“広報かすかべ”をもっと身近に
　皆さんに毎月お届けしている「広報かす
かべ」は、紙以外の方法でも読むことができ
ます。スマートフォン、パソコンを持っている
人は、下記のサービスも使って、いつも手元
に「広報かすかべ」を置いてください。

「マチイロ」

　民間の広告代理店が提供するスマー
トフォンやタブレット端末専用のアプリ。
広報紙そのままのレイアウトで読める。
i
アイオーエス

OS端末は「A
ア ッ プ

pp S
ス ト ア

tore」からA
ア ン ド ロ イ ド

ndroid
端末は「G

グ ー グ ル

oogle P
プ レ イ

lay」か
ら検索してアプリをダウン
ロード。右の2次元コード
からも可能。

「マイ広報紙」

　広報紙のデータを記事ごとに分割し、イ
ンターネットで無料配信するサービス。パ
ソコン、スマートフォンなどを利用すれば、
いつでもどこでも読むこと
が可能。春日部市では令和
3年7月号から掲載開始。サ
イト内を「かすかべ」で検索
※利用無料。通信料は利用者負担
※広告表示は市とは関係ないものです
※  春日部市以外の自治体の広報紙を読むこ
とも可能

「埼葛人権を考えるつどい」～出会い ふれあい 思いやり～ 問い合わせ／総務課（内線2418）、
社会教育課（内線4814）

　埼葛人権を考えるつどいは、「人権尊重社会をめざす県民
運動」事業として実施するものです。埼葛市町の地域におけ
る人権問題に取り組むさまざまな団体が主体となり、行政と
ともに、同和問題をはじめとした、あらゆる人権問題の早期
解決に向けて、地域間の交流を通じて、住民の人権意識の
高揚と正しい理解を図ることを目的に開催されます。
　当日は、埼葛12市町の全児童・生徒、約10万人が心を込
めて作製した「約10万人メッセージ」や、自然災害などにより
被災した多くの皆さんへの復興を願う思いや、新型コロナウ
イルス感染症の早期収束への願いを込めた、累計113万羽
を超える折鶴などを会場全体に展示し、皆さんを迎えます。

とき
10/7㈭　
9:00～16:00（受付8:30～）

ところ
春日部市民文化会館

内容

▶  歓迎行事  　
 春日部親善大使あえかと児童による合唱　
 出演団体による発表・パフォーマンスなど
   市民団体によるピアノ演奏、手話ダンス、ウクレ

レ演奏、三味線演奏、ダンス、スコップ三味線、獅
子舞、高校生による合唱、生徒による琴曲合奏、
マーチング

▶  展示  
  福祉施設、特別支援学校、埼葛12市
町の人権に関する展示、高校生の書
道作品、竹明かりの設置、ミニトレイン
の運行

▶販売  
 福祉施設などの物品販売 
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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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