
 お知らせ
北春日部駅周辺地区における
都市計画変更の説明会01

2/19㈯　13:00～　 中央公民館　
まちづくり推進課（内3577）　※詳しく
は市WEBで

全国一斉情報伝達試験02

2/16㈬　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）

ハーモニー春日部の臨時休所03
2/21㈪　 定期清掃のため　 同施

設（☎ 731-3333）
高齢者福祉センター寿楽荘の
休所04

2/23㈷　 地域防災訓練実施のため　
寿楽荘（☎ 737-3033）

中央図書館の臨時休館05
3/8㈫　 館内整理のため　 同館

（☎ 761-5911）

市営住宅入居者06
緑町住宅・藤塚根郷住宅・西金野井住

宅・西宝珠花北住宅の入居者を募集　
次の要件全てに該当する人（抽選）　▶市内
に3カ月以上居住し、市税を完納　▶暴力

団員でない　▶同居する親族がいる（単身
者でも一定の条件を満たせば一部の住宅に
入居可）　▶住宅困窮が明らか　▶世帯収
入額が基準範囲内　 希望住宅を一つ選
択し、2/1㈫～14㈪（消印有効）に申込書
を郵送で〒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、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

政治家の寄付は禁止、
有権者が寄付を求めることも禁止07

政治家が選挙区内の人や団体（自治会・
各種実行委員会・会社など）に金銭や物品
を贈ることは、時期や理由を問わず禁止。
有権者が政治家に対して寄付を求めるこ
とも禁止。ルールを守って明るい選挙を　

選挙管理委員会事務局（内3055）
軽自動車などの名義変更や
廃車の手続きを忘れずに08

軽自動車税は4/1時点の所有者（所有権
留保の場合は使用者）に課税。次の場合は
3月末までに手続きを　▶売買や譲渡で所
有者が変わった　▶引っ越しをした　▶所
有者が死亡した　▶業者へ車体を引き渡し
たなど　※必要書類などは、各手続き場所
に問い合わせを

※①②の所有者は手続き後、必要に応じて
申告書や車検証の写しを市役所1階市民税
課へ。名義変更や廃車の手続き前に、軽自
動車税は完納を　③は一時的に使用しない
という理由での廃車不可。廃車済みの原動
機付自転車などを再登録すると、廃車日に
さかのぼって課税の場合有り　 同課（内
2315）

対象車両 手続き場所

① 軽自動車

車両の使用場所を管轄す
る検査協会。市内は、軽
自動車検査協会埼玉事
務所春日部支所（☎ 050-
3816-3113）　
※テレホン案内

② 二輪車
（125ccを超える
バイク）

車両の使用場所を管轄す
る運輸支局。市内は、埼
玉運輸支局春日部自動車
検査登録事務所（☎ 050-
5540-2028）　
※テレホン案内

③ 原動機付自転車
（125cc以下のバ
イク）、小型特殊
自動車

市役所1階市民税課（内
2315）、支所2階総務担当
（内7016）

令和4・5年度小規模契約希望者の
登録申請受け付け09

市が発注する、少額で内容が軽易な施
設修繕などの契約を希望する業者の登録　
資格有効期限…4/1㈮～令和6年3/31㈰　

市内に本社（本店）を有し、登録条件を
満たす事業者　※現在登録のある事業者も
有効期限切れのため再申請を　 2/1㈫
から　 契約検査課（内7658）　※詳し
くは市WEBで

こんなときには国民年金の
加入・脱退の届け出が必要10

就職や退職、結婚、離婚などで加入す
る年金種別などが変わるときは、異動日か
ら14日以内に届け出が必要　 ▶第1号
被保険者（自営業者・アルバイト・無職な
ど）…本人確認書類、退職日などが確認で
きる書類を持って市役所1階市民課、支所
1階市民窓口担当へ　▶第2号被保険者（会
社員など）…自分の勤務先へ　▶第3号被
保険者（第2号被保険者の被扶養配偶者）…
配偶者の勤務先へ　 市民課（内2893）、
春日部年金事務所（☎ 737-7112）

日本年金機構や市役所職員を名乗る
詐欺に注意11

年金詐欺被害が増加。職員は電話で口
座番号の確認やATMの操作指示、「答えな
いと年金が支給できなくなる」などと話す
ことはありません。不審な電話があったら、
市役所や春日部警察署（☎ 734-0110）へ　

市民課（内2893）、春日部年金事務所（☎ 
737-7112）

ひったくりに注意12

被害に遭わないためのポイント　▶歩
行中、バッグは車道と反対側に持つ　▶携
帯電話を操作しながら、音楽を聴きながら
などの「ながら歩行」はしない　▶自転車の
前かごに防犯カバーを取り付ける　▶自転
車のハンドルにバッグの持ち手を掛けない　
▶防犯ブザーを携帯するなど　 交通防
犯課（内2827）

就職支援セミナー
「人生100年時代に備えよう!
働き続けるための3つのポイント」

13

2/16㈬　14:00～15:10（オンライン）　
30人（申し込み順）　※雇用保険受給者に

は受講証明書を発行　 2/14㈪までにファッ
クス、メール、または専用WEBで埼玉キャリ
ア形成サポートセンター（ FAXFFFAAAFAFFFAFAFAFFFAF XXX 799-3581、

carisapo_saitam@
pasona.co.jp）へ　※㈱パソ
ナが厚生労働省より受託運営　

ライム（☎ 752-5540）
県主催就職支援セミナー
「就職活動のすすめ」14

2/9㈬　14:00～16:00　 中央公民
館　 30人（申し込み順）　 ㈪～㈮の
9:00～17:00に県セカンドキャリアセン
ター専用ダイヤル（☎ 049-265-5844）へ
8 就労セミナー（サポステ連携事業）

～就職活動の進め方～15
2/16㈬　14:00～15:00　 正風館　
就活プランの立て方　 50歳未満の

求職者　10人（申し込み順）　※雇用保険
受給者には受講証明書を発行　 2/14
㈪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

求人企業合同説明会16
3/3㈭　13:00～16:00（受け付け12:00

～）　 大宮ソニックシティ　 参加企業
は2月中旬（予定）に埼玉県雇用対策協議
会WEBへ掲載　 令和4年3月、令和5
年3月に大学・短大・専門学校卒業予定者
（既卒3年以内を含む）　 履歴書複数枚
（コピー可）　※令和5年3月卒業予定者は
不要　 同協議会（☎ 647-4185）

福祉のしごとがわかる相談会17
3/3㈭　14:00～15:30　 ふれあい

キューブ　 春日部市と近隣市の福祉施
設が集まる就職相談会　 福祉の仕事に
興味・関心のある人（無資格・未経験可）　

3/2㈬までに電話、または埼玉県福
祉人材センターWEBの参加フォーム（☎ 
833-8033）へ

遺言・相続無料電話相談会
～遺言・相続の疑問にお答えします～18

2/26㈯  10:00～16:00　 相続を
原因とする不動産の名義書き換え、遺産
分割、相続放棄、遺言書の作成方法など
の相談　当日の相談☎ 872-8055　※通
話料は利用者負担　 埼玉司法書士会（☎ 
863-7861）

埼玉県都市競艇組合
ボートレース戸田開催日程19

2/1㈫・5㈯～8㈫・11㈷～15㈫・19
㈯～24㈭・28㈪　 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

登録保健師など20
勤務日…月1日～6日程度、1日3時間

～　 春日部市保健センターまたは庄和
保健センター　 乳幼児健康診査の診察
介助、相談業務、各種教室の補助業務な

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。

〇
〇
銀
行
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2/28㈪納期限の市税など ●固定資産税・都市計画税の第4期　●国民健康保険税（普通徴収）の第8期
●介護保険料（普通徴収）の第6期　●後期高齢者医療保険料（普通徴収）の第8期

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



ど　 保健師・助産師・看護師・保育士・
公認心理士のいずれかの資格を有する人　

こども相談課（内2767）へ　※登録用
紙は同課、または市WEBで

相談員補助員21
市内適応指導教室またはステップ教室　
相談員の補助（不登校児童・生徒への

支援）。勤務条件などは問い合わせを　
大学生以上　若干名　 2/1㈫～15㈫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

4月からの交通指導員22
児童・生徒通学時（おおむね7:00～8:30

のうち1時間程度）の交通指導、交通安全
教育の指導、市のイベント時の交通整理な
ど　勤務学区…幸松小学校、豊野小学校、
立野小学校、藤塚小学校、江戸川小中学校　

20歳以上の人　各学区1人（選考）　※
謝金・制服貸与有り　 2/18㈮までに電
話で交通防犯課（内2825）へ

 福　祉
みて　きいて　しろう
地域の中での身体障がい者の暮らし23

3/5㈯　13:30～16:00　 あしすと
春日部　 DVD鑑賞、講話「車いすでの
日常生活」、意見交換など　 障がい者
支援に関心のある人　40人（申し込み順）　

2/14㈪～25㈮に電話、またはファッ
クスで障がい者支援課（内2543、 FAXFFFAAAFAFFFAFAFAFFFAF XXX
733-0220）へ　※ファックスには、氏名、
連絡先、福祉活動をしている場合は内容を

認知症サポーター養成講座24

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
にサポーターを養成　

介護保険課（内
7575）

介護予防講演会
「音楽による認知症予防について」25

3/3㈭　13:30～15:30　 中央公
民館　 音楽療法士による講話と実技　

おおむね65歳以上の市内在住者　20
人（申し込み順）　 電話で介護保険課（内
7575）へ

オレンジカフェ（認知症カフェ）26

認知症の人やその家族、地域の人や専門
職など誰もが気軽に参加でき、相談や情報
交換ができる場　 電話で申し込み先へ

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　各30人　 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

シルバー人材センター入会説明会28
2/18㈮、3/18㈮　 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　 電話で同センター（☎ 
752-4747）、または同センターWEBへ

ふれあい・いきいきサロン研修29
2/26㈯　10:00～12:00　 あしすと

春日部　 講座「コロナ禍におけるつな
がりづくりの必要性」、山

やまもり
森 澄

す み こ
子氏による

実技「コロナ禍でも出来るレクリエーショ
ン」　 市内在住でサロンの立ち上げを考
えている人、現在サロン活動をしている人　

とき ところ 申し込み先

2/18㈮
14:00～

介護老人保健施設みどり
（上大増新田168）

武里病院
（☎ 733-5111）

2/19㈯
14:00～ 武里地区公民館 第4包括

（☎ 738-5764）

2/26㈯
10:00～ ハーモニー春日部 第5包括

（☎ 734-7631）

とき ところ 定員 申し込み先
2/12㈯
13:30～15:00 武里東公民館 20人 第5包括

（☎ 734-7631）

2/16㈬
10:00～12:00

豊春第二
公民館 8人 第3包括

（☎ 753-1136）

2/19㈯
10:00～12:00

武里地区
公民館 20人 第4包括

（☎ 738-5764）

2/24㈭
10:00～11:30

㈱コダマホーム
（緑町5-7-27） 8人 第5包括

（☎ 734-7631）

3/1㈫
13:00～14:00、
14:10～15:10

武里大枝
公民館

各
20人

第6包括
（☎ 738-0021）

3/4㈮
10:00～11:30

ハーモニー
春日部 18人 第5包括

（☎ 734-7631）

3/4㈮
10:00～12:00

豊春地区
公民館 10人 第3包括

（☎ 753-1136）

とき ところ
2/18㈮
13:30～15:30 春日部コミュニティセンター

2/24㈭
10:00～12:00 幸松第二公民館

3/8㈫
10:00～12:00 正風館

60人（申し込み順）　 2/18㈮までに直
接、または電話で春日部市社会福祉協議会
（☎ 762-1081）へ

ひとり親家庭ふれあい交流会30

3/5㈯　10:45～11:30　 折原果樹
園　 いちご狩りを通した交流会　 ひ
とり親家庭で、原則小学6年生までの子
どもとその保護者（代理参加不可）　30人
（抽選）　 大人千円、子ども500円　
2/1㈫～18㈮（消印有効）に参加希望者全
員の氏名・年齢・住所・電話番号を記入し、
往復はがきで〒344-0067 中央2-24-1 春
日部市社会福祉協議会（☎ 762-1081）へ

障がい児ふれあい交流会31
3/13㈰　13:30～15:30　 ①晴天

時…武里まきば園フットサルコート（武里
中野705）　②雨天時…あしすと春日部　

①フライングディスク・ベースボール
他　②ボッチャ・カーリング他　 18歳
までの市内在住の障がい児（車いす可）と
保護者（その他状況により応相談）　30人
（申し込み順）　 動きやすい服装　
2/1㈫～18㈮に直接、または電話で春日
部市社会福祉協議会（☎ 762-1081）へ

県立大学研究開発センター
シンポジウム2021「家族介護の実態
から介護者支援のあり方を考えよう!」

32

6月末まで　 専用WEB（オンデマン
ド配信）　 家族介護、ヤングケアラー
支援などに関する基調講演、特別講演、
パネルディスカッション　　

6月末までに WEB 応
募フォームへ　 同セン
ター（☎ 048-973-4362）

 保　健
骨髄などの移植提供者に
助成金交付33

骨髄などの提供のために通院・入院な
どをした場合、1日につき2万円（上限14
万円）の助成金　 （公財）日本骨髄バン
ク実施の事業で、骨髄・末梢血幹細胞を提
供した人（ドナー休暇制度を設けている企
業などに属する人を除く）　 申請書、同
バンク発行の証明書、健康保険証、本人名
義の通帳、印鑑を持って直接、市役所第二
別館2階健康課（内7513）へ　※申請書は
同課、または市WEBで

3/31㈭で定期予防接種期間が
終わる人は期間内に接種を34

麻しん・風しん混合2期
平成27年4/2～平成28年4/1生まれ
母子健康手帳

高齢者用肺炎球菌
今年度対象者（令和3年4月に通知済み）　
通知の封筒（宛名入り）

共通事項
健康保険証などの本人確認書類　 実施

医療機関へ　 健康課（内7515）　※詳し
くは市WEBで

地域包括支援センター職員による
えんJ

ジ ョ イ

OYトレーニング紹介と介護相談35
2/17㈭　13:30～15:15　 春日部

市保健センター　 かすかべ健康マイレー
ジスタンプカード抽選権獲得者　 春日部
市保健センター（☎ 736-6778）

からだ革命!すっきりヨガクラス36
3/3㈭　9:30～11:30　 春日部市保

健センター　 健康講話と椅子を使った
ヨガ　 20歳～59歳の市内在住の女性　
20人（申し込み順。妊婦を除く）　※年度
内3回まで　 100円　 飲み物、汗拭
きタオル、筆記用具　 2/10㈭から電話
で同センター（☎ 736-6778）へ

からだ革命!お手軽クラス37
3/10㈭　9:30～11:30　 春日部市

保健センター　 健康講話、筋力アップ
運動、骨密度測定　 20歳～64歳の市
内在住者　20人（申し込み順）　 100
円　 飲み物、汗拭きタオル、バスタオル、
ティッシュペーパー、筆記用具　 2/9
㈬から電話で同センター（☎ 736-6778）へ
8 卒業献血キャンペーン38

4/30㈯まで　 県内の献血ルームま
たは献血バス　 献血協力者に記念品を
贈呈　 令和3年度高等学校卒業予定者　

健康課（内7513）　※献血バスの日程
など詳しくは市WEBで

ノルディックウオーキング教室39
3/15㈫　9:30～11:30　 中央公民

館　 ノルディックウオーキングの実技、
健康に関する講座　 40歳～74歳の市
国民健康保険加入者　20人（申し込み順）　

50円　 運動のできる服装と靴（室
内用）、飲み物、タオル、筆記用具　
2/15㈫～3/8㈫に電話で国民健康保険課
（内2786）へ
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 保　健

県立大学春日部市民講座40
3/5㈯　10:30～12:00　 教育セン

ター　 同大学 秋
あきやま
山 恭

きょうこ
子准教授による講

座「コロナ禍でのオーラルフレイル予防」　
45人　 2/14㈪～25㈮の9:00～

16:00に電話で、社会教育課（内4815）、
または同大学（☎ 048-973-4114）へ

膝と痛みと運動41
3/10㈬　10:00～11:30　 県立大

学　 高齢者に多い変形性膝関節症由来
の膝の痛みの対処法などの解説と運動体験　

65歳以上　24人（申し込み順）　 千円　
2/23㈷までにWEB 応

募フォームへ　 同大学
地域産学連携センター（☎ 
048-973-4114）

趣味・教養

市内の芸術文化活動を支援42

地域で芸術文化活動を自主的に行う団
体の事業の奨励・支援（内容変更の可能性
有り）　 対象団体…市内在住・在勤者を
主な構成員とし、主に市内で活動している
団体　対象事業…音楽・舞踊・演劇・伝統
芸能・美術・映画などの活動成果発表事業、
芸術家を招いて鑑賞する事業など。5/1㈰
～令和5年2/28㈫に市内で開催し、営利
を目的としないもの　 3/1㈫～15㈫　
※詳しくは市内芸術文化情報スタンド、
教育センター1階社会教育課で配布の手
引きで
内容説明会

2/18㈮　10:00～　 教育センター　
同課（内4816）

市民パソコンセミナー
表計算入門編43

3/4㈮　①9:30～12:00　②13:30～
16:00　 教育センター　 エクセル
2019の入門　 パソコンでマウス操作と
文字入力ができる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）　 2/16㈬の9:00から
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
スマホ入門編（アンドロイド端末）44

3/9㈬　 ①9:00～10:15　②10:45～
12:00　③13:30～14:45　 教育セン
ター　 スマートフォン（アンドロイド端
末）の入門（メール・インターネットの使い
方）　 端末に不慣れなおおむね60歳以
上の市内在住・在勤者　各5人（申し込み
順）　 スマートフォン（iOS端末は対象
外）　 2/18㈮の9:00から直接、または
電話で教育センター3階視聴覚センター（☎ 
763-2425）へ

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

45

2/20㈰　10:30～、14:00～　 郷
土資料館　 蓄音機でレコードを聴いた
り（10分程度）、ペーパーローリングを作っ
たりして遊ぶ　 幼児～小学生（保護者
同伴可。レコード鑑賞は大人の参加も可）　

同館（☎ 763-2455）

彫刻清掃市民ボランティア46

3/12㈯　9:30～12:00（雨天中止）　
集合場所…教育センター　活動場所…

市内彫刻（20カ所程度）　 彫刻の水洗い、
ワックスがけ。清掃用具の持参不要　
15歳以上の市内在住・在勤・在学者（中学
生を除く）　20人（申し込み順）　※18歳
未満は保護者の承諾　 2/18㈮（必着）
までに応募用紙を直接、郵送、ファック
ス、またはメールで〒344-0062 粕壁東
3-2-15 春日部市教育センター1階社会教
育課（内4815、FAXFFFAAAFAFFFAFAFAFFFAF XXX 763-2218、
s-kyoiku@city.kasukabe.lg.jp）へ　※
応募用紙は同課、各公民館、または遊学
WEBなどで配布

生涯学習人材情報の活用を47
歴史・自然科学・音楽・芸能・美術・

語学・市民生活・健康・福祉・スポーツな
ど、さまざまな分野における学習活動の指

導者、地域のボランティアを「生涯学習人
材情報登録者」として紹介　※詳しくは市
WEBで　 市内在住者、市内活動団体、
学校など
登録者募集

市民の学習会や市の事業などで指導者
として参加できる個人、団体　※資格や指
導経歴不問　 視聴覚センター（☎ 763-
2425）

生涯学習市民塾（後期）48
生涯学習人材情報登録者が講師となっ

た趣味や暮らしに役立つ学習会
共通事項

特に記載がない場合は、教育センター　
市内在住・在勤・在学者（申し込み順）　
筆記用具　 2/10㈭の9:00から直

接、または電話で視聴覚センター（☎ 763-
2425）へ
①声出し・脳トレ・朗読講座　 3/1㈫・
8㈫・15㈫　13:30～15:30　 おおむ
ね50歳以上　15人　 飲み物　 千円
②ヨガと美容を組み合わせた講座　
3/1㈫・8㈫・15㈫　9:30～11:30　
15人　 動きやすい服装、飲み物、タオ
ル、ヨガマット（1回150円で貸し出し可）　

各回500円
③スポーツウエルネス吹矢の習得で楽
しく健康に!　 3/4㈮・11㈮　9:30～
11:30　 20歳以上　14人　 動きや
すい服装、運動靴　 100円
④オカリナを吹いてみよう　 3/4㈮・
11㈮・25㈮　13:30～15:30　 20歳
以上　10人　 飲み物、サンバイザーま
たはつばのある帽子　 550円
⑤身近になった半導体工学（半導体・金
属・絶縁体中の電気の流れ）　 3/5㈯・
12㈯　13:30～15:30　 20人
⑥ふわふわ粘土教室　 3/5㈯・19㈯　
13:30～15:30　 小学2年生以上　20
人　 木工用ボンド、竹串、持ち帰りの袋、
はさみ　 各回千円
⑦たのしい大正琴　 3/9㈬・23㈬　9:30
～11:30　 幸松地区公民館　 20歳以
上　10人　 大正琴（無料で貸し出し可）　

100円
⑧〈家族のためのホームケア〉足圧整体で
家族の健康管理　 3/10㈭・24㈭　9:30
～11:30　 中央公民館　 10人　
タオル、バスタオル2枚、ハンドクリーム　

各回千円
⑨衰えた脳・体を取り戻そう　 3/12
㈯・19㈯・26㈯　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、飲み物
⑩IT面

おもしろ
白未来保育（歌遊び、お話、お絵描

きロボット）　 3/13㈰・20㈰　13:30
～15:30　 未就学児と保護者　5組（障
がいのある子と保護者歓迎）
⑪気功入門　 3/16㈬・23㈬　9:30～

11:30　 粕壁南公民館　 20歳以上　
20人　 動きやすい服装、上履き、飲み
物　 500円
⑫地域に生きた民話の世界　 3/19㈯・
26㈯　13:30～15:30　 20人

子育て支援講座
①家族編　②出産編49

ハーモニー春日部　 5組（申し込み
順）　 バスタオル、飲み物、動きやすい
服装、保温用ひざ掛け　 2/10㈭から直
接、または電話で同施設（☎ 731-3333）へ

男女共同参画セミナー
認知症・在宅介護から学んだことは?50

3/6㈰　14:00～16:00　 ハーモニー
春日部　 介護体験談と健康体操　 市
内在住者　15人（申し込み順）　 筆記用
具　 2/11㈷から直接、または電話で同
施設（☎ 731-3333）へ

県立大学のオンライン聖地巡礼51
3/6㈰　10:00～12:00　 オンライ

ン（Z
ズ ー ム
oom）　 映画やドラマなどの舞台

となったキャンパスの｢聖地｣をオンライ
ンで紹介　 中学生以上　20人（申し込
み順）　 中学生･高校生…無料、一般…
千円　 2/20㈰までに
WEB応募フォームへ　
同大学地域産学連携セン
ター（☎ 048-973-4114）

県立大学学生による
子ども劇場52

3/19㈯　10:30～11:00　 オンライ
ン（Zoom）　 社会福祉子ども学科の学
生が作成した子ども向けオリジナル劇　
3歳～7歳の児童と保護者　100人（申し
込み順）　 3/5㈯までに
WEB応募フォームへ　
同大学地域産学連携セン
ター（☎ 048-973-4114）

大学の開放授業講座53
おおむね4月～8月　 県内大学、都

とき 内容 対象

①
2/27㈰
10:00～
12:00

赤ちゃんの食事、親
子のスキンシップ、
コミュニティ作り

6カ月未満児と
その家族

②
2/27㈰
14:00～
16:00

マタニティストレッ
チ、出産準備、授乳

初めて出産を
迎えるおおむね
妊娠20週以降
の人とその家族
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問い合わせ／
総務課（内線2414）
問い合わせ／
総務課（内線2414）コンビニ交付 数字4桁の暗証番号（利用者証明用電子証明書）を設定したマイナンバーカードを利用すると、全国所定のコン

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



内1大学　 一般の学生と一緒に経済政
策、社会福祉、語学などを学ぶ　 県内
在住の55歳以上の人　 各科目1万円程
度　 2/1㈫から県WEB
の募集案内を確認の上、直
接各大学へ　 県高齢者
福祉課（☎ 830-3263）

ボランティア団体によるガイド54

かすかべ探訪（定期案内）

定期観光案内

10人（申し込み順）　 9:30から電話
でぷらっとかすかべ（☎ 752-9090）へ

令和4年度埼玉未来大学（前期）55
人生100年時代を生きるシニアのため

の大学。健康長寿を実現するプログラムや
社会貢献・社会的起業などを学ぶ
▶ライフデザイン科

4月～9月（18日間）　 28,000円

▶地域創造科
5月～9月　①アクティブコース…17

日間　②地域ビジネスコース…12日間　
県民活動総合センター　 ＮPOの立ち

上げや起業の仕方など　 各25人　 ①
4万円　②48,000円
共通事項

県内在住で50歳以上の人（4/1㈮現在）
3/25㈮（必着）　 （公財）いきいき埼

玉未来大学担当（☎ 728-2299）　※募集
案内を高齢者支援課、各公民館などで配布。
詳しくは同財団法人WEBで

スポ・レク

ボディアートトレーニング56
毎週㈪　14:00～15:00　 ウイング・

ハット春日部　 セラバンドを使ったトレー
ニング　 中学生以上　各日15人（申し込
み順）　 1回600円　 運動のできる服
装、体育館履き、タオル、飲み物　 直接、
または電話で同施設（☎ 733-7575）へ

ボルダリング教室57

毎週㈭午後、または㈯午前（年齢別。全
4回）　 ウイング・ハット春日部　 楽
しく遊びながらボルダリングが上達できる
教室　 3歳～小学6年生　各回15人（申
し込み順）　 5,200円　 運動のできる
服装、体育館履き、タオル、飲み物　 直接、
または電話で同施設（☎ 733-7575）へ

とき ところ・内容 申込
開始日

2/26㈯
9:30～
12:00

街道絵図『増
ぞうほ
補行程記』から

「日光道中」を見よう!
ぷらっとかすかべ（集合・

解散）　 粕壁宿から大橋
（新町橋）を渡り小渕方面へ

2/6㈰

とき ところ・内容 申込
開始日

2/24㈭
10:00～
12:30

“日光道中粕壁宿”を歩い
てみませんか?～粕壁宿を
初めて歩く方～

ぷらっとかすかべ（集合・
解散）　 郷土資料館から
東八幡神社、東陽寺、薬草
園などを巡り新町橋まで

2/8㈫

3/6㈰
13:30～
16:30

備後須賀稲荷神社初
はつうま
午祭見学

一ノ割駅（集合）、現地解
散　 丸

まるぼりこうしんとう
彫庚申塔、円福

寺、勝林寺などを巡る

2/9㈬

曜日 ところ 定員
㈫ 県民活動総合センター 130人

㈬
熊谷市立勤労会館 80人
川口総合文化センター 100人

㈭ ウエスタ川越 130人

㈮ 春日部市民文化会館 50人

第22回春日部市16公民館
合同フェスティバル

問い合わせ／中央公民館（☎ 752-3080）

熱いぞ公民館

　市内に公民館は16館あります。この利用団体が日ごろの活
動成果を発表します。
　コロナ禍の中、工夫して熱心に活動する市民主体の生涯学習
の成果を見に来ませんか。

　　　　中央公民館ところ

平成30年度の様子

とき ステージ部門 展示部門
2/26㈯・27㈰
10:00～16:00 ダンス系団体によるステージ発表 工芸作品などの展示

3/5㈯
11:00～15:00 音楽系団体によるステージ発表
3/6㈰
10:45～13:00

手作りP
ポ ッ プ

OPで中学生も応援!
問い合わせ／指導課（内線4745）

　大沼中学校2年生が、市内の商店・農園・果実園などを取材
し、地域や商品の良さを伝える販売促進ツール（POP）を作りま
した。生徒からは「市内にいろいろな特産品などがあることが
分かり、詳しく知れて良かった」などの声がありました。
　子どもたちが作成したPOPは、1/24から市内20カ所の店頭
に登場しています。ぜひ応援してください。

「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

魅力が伝わるようにしっかり取材しました
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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。

●第22回春日部市16公民館合同フェスティバル　
●手作りPOPで中学生も応援!




