
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

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

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
（来庁の上、別室での
電話相談可）

㈪～㈮　9:00～12:00、13:00～16:30　 市役所別館1階市民
相談室　※新型コロナウイルス感染防止のため、電話相談の利用を

市民相談室（内2855）
法律相談　
年度1人1回・予約制
（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

2/9㈬・16㈬、3/9㈬・30㈬　
13:20～16:25　 庄和総合
支所総務担当（内7017）へ

登記相談
予約制（来庁の上、別
室での電話相談のみ）

市
2/16㈬、3/16㈬　13:00

～16:00　 前日までに市民
相談室（内2855）へ

庄
2/2㈬、3/2㈬　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
2/21㈪、3/28㈪　13:00

～16:00
市民相談室（内2855）

庄
2/17㈭、3/16㈬　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 3/1㈫　13:30～16:30　 市役所別館1階相談室
2/25㈮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

①2/16㈬　②3/23㈬　10:00～15:00（相談時間30分程度）　
①庄和総合支所2階相談室　②市役所別館1階相談室
総務課（内2418）

税務相談　
電話相談のみ（予約制）

2/14㈪　10:00～12:00、13:00～15:00（相談時間30分）　※3月
は実施なし　 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）

3/9㈬　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）

2/15㈫、3/15㈫　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　※2/11㈷を除く　 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）

2/22㈫、3/22㈫　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（☎ 734-3531）

女性総合相談
女性相談員による相談

㈪㈫㈬㈮　10:00～15:00　※2/21㈪を除く
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）

2月、3月の毎週㈫㈬　10:00～16:00（相談時間45分）　※2/23
㈷は2/21㈪に振り替え　 ㈫…東部地域振興センター、㈬・2/21㈪
…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
子育てや学校生活に
関する相談（幼児、小・
中学生および保護者）

㈫～㈮　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
学校生活や友達に関
する相談（小・中学生）

㈫～㈮　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㈰　10:00～17:00　※2/23㈷を除く　 エンゼル・

ドーム　 同施設（☎ 755-8190）、こども相談課（内2766）

㈮　10:00～17:00　※2/11㈷・25㈮を除く　 グーかすかべ
同施設（☎ 754-9140）、こども相談課（内2766）

㈪　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
平日の9:30～10:00、16:00～16:30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　 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 

①2/8㈫　10:30～13:30　②2/9㈬　11:00～14:00　③2/22
㈫　10:30～13:30　④3/4㈮　10:30～13:30　 ①豊春地区公
民館　②武里大枝公民館　③幸松地区公民館　④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
2/10㈭・17㈭・24㈭、3/5㈯　
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　※2/11㈷を除く　 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

春日部市民文化講座
～ボーイスカウト春日部10団
2/4㈮　10:00～13:00　 ふ

れあいキューブ　 講演「茶の湯
の道具の話し」　 20人　 700
円　 2/3㈭までに電話、ファッ
クス、またはメールで山田（☎090-
6128-0925、FAXFFFAAAFAFFFAFAFAFFFAF XXX 735-4726、

info@kefc.jp）

グリーン太極拳サークル
毎週㈯　10:30～12:30　

ハーモニー春日部　 太極拳の
練習　 成人　 中

なかやま

山（☎090-
4050-5466）
春日部蕎

そ ば

麦打ち会
毎月第4㈭　 浜川戸町内会

館　 手打ちそば作り、石臼粉ひ
き（隔月）　 岡

お か だ

田（☎080-9445-
2075）
清心太鼓
毎週㈯　16:00～18:00、㈰　

10:00～12:00　 豊春第二公
民館　 和太鼓チームでイベン
ト・慰労訪問へ参加　 小学生
以上（小学1年生～3年生は保護
者同伴）　 野

の う ち

内（☎080-3022-

9806、WEBWEBWEBWEB http://seishin.
chara.ne.jp/）
フォトクラブ藤

毎月第3㈮　13:00～16:00　
豊野地区公民館　 デジタル

カメラで写真を撮って楽しむ　
辺
へ ん み

見（☎737-8137）
大沼青空太極拳
月3回㈮　10:00～11:00　

大沼区画整理記念館　 簡単
で元気になる太極拳　 中高年　

清
し み ず

水（☎754-1521）
春日部ジュニアソフトテニスクラブ

毎週㈯　9:00～11:00　※上
達度合いにより、㈯の午後、㈰㈷

の練習有り　 谷原中西側テ
ニスコート　 ソフトテニスの
スポーツ少年団。練習、大会参
加　 小学生　 横

よこやま

山（☎090-
1778-3118）
日本舞踊　ましろ会
主に毎月第1・第3㈯　16:00～

17:30　 粕壁南公民館他　
グループで行う日本舞踊。着物レ
ンタル可　 藤

ふ じ ま

間（☎090-6134-
1693）

お越しください

仲間になりませんか

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
催しの入場料・参加費無料、申し込み不要のものは記載を省略しています。「仲間になりませんか」
で参加・見学希望の場合は、事前にお問い合わせください。掲載依頼の詳細は、市WEBWEBWEBWEBで。

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

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。
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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）



◎ 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

2
／
27
（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

めじろ薬局
☎733-3100小児科系

ますだ春日部クリニック
（中央4-8-12 AYAKAビル1階）

☎606-3101
呼内、内、

アレルギー、小

外科系 杉浦眼科・豊春分院（上蛭田259-2）
☎754-2333 眼

3
／
6

（日）

内科系 横田医院（中央1-15-10）
☎761-0201 内、循内、麻酔

ファーマシー
いまい

☎754-2675
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 渡辺クリニック（上蛭田128）
☎754-3666 婦、内、皮、泌

3
／
13
（日）

内科系 内田医院（上吉妻164）
☎748-0704 内

さいたま
中央薬局

☎761-0123
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
おおつ整形外科

（中央2-17-10 昭和ビル3階）
☎797-5802

整、リハビリ

3
／
20
（日）

内科系 東都春日部病院（大畑652-7）
☎739-2000 内

こはる薬局
☎872-6081小児科系

名越内科医院
（大枝89 武里団地1-15-101）

☎735-6627

内、胃、小、皮、
アレルギー、
リウマチ

外科系 東都春日部病院（大畑652-7）
☎739-2000 外

3
／
21
（祝）

内科系 春日部厚生クリニック（下蛭田125-1）
☎754-4313 内

豊春薬局
☎763-8133
薬局キューピー・
ファーマシー
☎793-7848
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 豊春内科小児科クリニック（上蛭田681）
☎760-2300 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

2
／
6

（日）

内科系 花川内科クリニック（中央3-8-2）
☎752-3378 内、循、消

稲垣薬局
春日部店

☎812-7038
小児科系

グレース家庭医療クリニック
（大衾610-10）
☎718-0107

小

外科系 梅原病院（小渕455-1）
☎752-2152 外、胃

2
／
11
（祝）

内科系 成松医院（上蛭田64-1）
☎763-5211 内、神経内 池田薬局

☎761-3730
中川薬局
春日部店

☎792-0414
あすなろ薬局
☎747-1311

小児科系 田村クリニック（西金野井291-163）
☎745-1622 婦、小、内、皮

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

2
／
13
（日）

内科系 染谷医院（西宝珠花700）
☎748-1011 内、循

さくら薬局
春日部店

☎739-3781
小児科系

竹田クリニック
（大枝89 武里団地3-23-103）

☎735-4501
内、胃、小

外科系 分娩館医院（備後西5-4-28）
☎739-3883 産

2
／
20
（日）

内科系
木田内科医院

（中央1-11-4 清興ビル1階）
☎763-0183

内、消内 みき薬局
☎763-1325
薬局たんぽぽ
☎733-1411
クラフト薬局
春日部永沼店
☎745-2301

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 舘浦整形外科医院（永沼2229-1）
☎746-4832 整、リハビリ

2
／
23
（祝）

内科系 はまさきの郷クリニック（一ノ割3-16-9）
☎731-7777 内、胃、肛

飛鳥薬局
春日部店

☎812-7641
あいあい薬局
☎739-5050

小児科系 浜崎医院（備後西3-8-57）
☎745-6000

内、小、皮、胃、循、
呼、アレルギー、

リウマチ、
リハビリ、放

外科系 さだまつ眼科クリニック（谷原新田2213-1）
☎731-5040 眼

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

2・3月の

　今月号では、空から眺めた南桜井地区の今と昔を紹介します。この地区は、①江戸川と②
中川に挟まれた地域です。令和元年の写真のように江戸川沿いは住宅地に、一方で、中川沿
いは主に水田などの農地に用いられています。
　③は現在の南桜井駅です。戦時中は、この場所に米島仮停車場という貨物専用の駅が設け
られ、当時の南桜井駅は現在の駅より西側800メートルの蓮

れ ん げ

花院の近くにありました。
　④は戦時中、私立服部南桜井青年学校でした。その後、昭和22（1947）年に南桜井・川辺
村組合立南桜井中学校として開校し、翌年には校名を葛飾中学校へ変更しました。現在の⑤
葛飾中学校に移転したのは昭和48（1973）年です。移転した❹葛飾中学校の跡地には、昭和
50（1975）年に現在の桜川小学校が開校しました。
　昭和40年代以降、宅地化と人口の増加とともに、水田が広がっていた地域に、昭和50
（1975）年には⑥国道16号バイパスが、昭和52（1977）年には⑦国道4号バイパスがそれぞ
れ開通しました。近年では、⑦付近に商業施設が増えてきています。
　のどかな田園風景とベッドタウンとしての両面の景観を示す南桜井地区は、庄和地域の中
心街として発展しています。

問い合わせ／文化財保護課（内線4834）

天空紀行～南桜井地区～

◀南桜井地区
　（昭和22年）

◀南桜井地区
　（令和元年）

●①

●①●⑥
●❹●⑦

●②

●②

●③

●③
●⑤

●④

写真提供:国土地理院　　加工:春日部市

N

N
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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）




