
KASUKABE CITY  INFORMATION

No.

1/31市公式ホームページがリニューアル

今月の特集

発行／春日部市　編集／シティセールス広報課
〒344-8577 春日部市中央六丁目2番地
☎048-736-1111 048-734-2593

http://www.city.kasukabe.lg.jp
koho@city.kasukabe.lg.jp
WEBWEBWEBWEB市

２・3面2月号
2022年

198
令和4年（2022年）2月1日発行

1/31リニューアル!!市ホームページが使いやすく
見やすくなりました

▶ 混雑している場所や時間を避けて行動を

▶ 体調がすぐれない場合は、外出を見送って

▶ 会話の際には大声を控え、必ずマスクの着用を

▶ 業種別ガイドラインなどを順守している施設の利用を

▶ 感染リスクの高まる行動（同居家族以外とのホームパーティーなど）の自粛を

新機能を2・3面の特集で紹介しています。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、対策の徹底を

コロナやワクチンの最新情報もすぐ分かる♪

1/21から、まん延防止等重点
措置の対象区域に指定されて
います



　近年、デジタル化が進み、刻々と変化する新型コロ
ナウイルスなどの最新情報をいち早くキャッチする
ため、多くの人がスマートフォンやパソコンを利用す
るようになっています。1/31にリニューアルした市
ホームページ（以下「市WEBWEBWEBWEB」）には、見やすい・分か
りやすい機能を満載しました。今回は、その一部を紹
介します。ぜひアクセスして、もっと使ってください。

問い合わせ／シティセールス広報課（内線2177）

　「引っ越してきたけどどんな手続きがいるだろう？」
など暮らしの中で聞きたいことができたら「手続きナ
ビ」の活用を。転入・転出、出産など暮らしの出来
事に合った手続きが分かり、時短になります。

面倒な手続きを
少しでも簡単に

年間の市WEBWEBWEBWEB 閲覧件数

暮らしの中の出来事か
ら、あなたにぴったり
な情報を見つけやすく
なりました。

事に合った手続きが分かり、時短になります。

暮らしの中の出来事か
ら、あなたにぴったり
な情報を見つけやすく
なりました。
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約4倍に

　「これは燃えるごみ？それとも燃えない
ごみ？」「びん・かんの収集日はいつだっ
け？」。そんな疑問も新しいサービス「ご
み出し検索」で解決できます。捨てたい
ごみや自宅の地域を選べば、ごみの分別
種類やごみ収集地区などが分かります。

ごみの分別
素早く検索

ごみ収集日やごみ
の種類がぐっと
探しやすくなり
ました。

の種類がぐっと
探しやすくなり

リサイクル推進課職員

市民課職員

スマートフォンの
普及により

今やパソコン＜スマートフォンの
時代へ

G
グ ッ ドood
P
ポ イ ン トoint 1

Good
Point 2

年間の市

スマートフォ
ンでも

見やすくなり
ました
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キーワード検索を使うと、市WEBWEBWEBWEBの中にあるページから検索できます。
今回、それぞれのページ（右上）に4桁のページIDを付けました。自分が繰り返
し見たいページや周りの人に紹介する際に、ページIDを使用すると便利です。

　春日部市公式 LINEに友だち申請することで、
トーク画面（下部）のメニューから市WEBWEBWEBWEBにアク
セスできるようになります。
　市公式 LINE では、大事な情報を
あなたに届けます。

L
ラ イ ン

INEからも市WEBWEBWEBWEBが
見られるようになります

検索のコツ教えます！

ごみ出し検索など、利用頻度が高
いものがボタンで表示されるとい
うのが、ありがたいです。普段、
仲間への連絡として使用している
LINEからアクセスできるように
なるのは、とても便利ですね。

皆さんが知りたい情報を伝えられるよう、
市WEBWEBWEBWEBをリニューアルしました。
緊急時はもちろん、日常生活の中で気に
なることがあれば、ぜひ、ホームページ
を活用してください。

ごみ出し検索など、利用頻度が高
いものがボタンで表示されるとい
うのが、ありがたいです。普段、
仲間への連絡として使用している
LINEからアクセスできるように
なるのは、とても便利ですね。

　市WEBWEBWEBWEBのリニューアルに伴い、トップページ以外のアドレスが変更に
なりました。
　トップページ以外をブックマークしている人は、変更をお願いします。

注意事項

利用者

ココ

ページ
IDが

付きま
す

ココ

　大地震などの災害時には、Ｊ- アラートからの情報により自動的に市WEBWEBWEBWEBのトップペー
ジが切り替わります。普段から心掛けたい防災情報もより見やすく、分かりやすくする
ため、アイコンでの表示になりました。

イザというときのために
情報をキャッチしやすく

2/2㈬
から

Good
Point 3

Good
Point 4

災害時はいち早く情報を知りたいですよね。新しく
なったホームページでは、市が発信する最新情報を
すぐに確認できるようになりました。

防災対策課職員

シティセールス広報課職員

32022年2月号 No.198S
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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●マイナンバーカードでマイナポイント　●「大凧文字書き」見学募集　●豊春駅に春バスが乗り入れます
●便利な電子申請の活用を　●議員定数の削減　●市長給料50パーセント減額に関する市長コメント

安心安全情報メール「かすかべ」防犯、子育て、行政、気象情報などをメールで配信しています。
登録方法など、詳しくは市WEBWEBWEBWEBで。

　1/1から、マイナポイント第2弾が始まりました。
ポイントは各種決済サービスで使えます。

　マイナンバーカードを健康保
険証として利用登録した人への
7,500円分のポイント付与、公
金受取口座の登録をした人への
7,500円分のポイント付与も予
定されています。
交付通知書が届いている人は、

早めにマイナンバーカードを受
け取ってください。

問い合わせ／政策課（内線2114）

市長給料50パーセント減額に関する市長コメント

開始時期など
詳しくは総務省WEBWEBWEBWEBで▶

問い合わせ／
シティセールス広報課（内線2177）

マイナンバーカードの取得でポイント付与
対象 次のいずれかの人　▶新規取得をす

る　▶取得しているがマイナポイントを申し込
んでいない　▶令和3年12月末までにマイナポ
イントを申し込んだがポイント上限（5千ポイン
ト）まで付与されていない

付与率 選択した決済サービスでチャージ額
または買い物額の25パーセント（上限5千円分）
※ ポイント付与のタイミングなどに関する問い合わ
せは、選択した決済サービスへ

豊春駅に春バスが乗り入れます
問い合わせ／都市計画課（内線3516）

　豊春駅東口駅前広場の完成により、4月
から春バスが豊春駅東口に乗り入れ、利便
性が向上します。
　これに伴い、春バスのルートとダイヤが一
部変更となるため、かすかべバスガイドマッ
プが新しくなります。

議員定数の削減
問い合わせ／議会事務局（内線3111）

　令和3年12月市議会定例会で、市議会の議
員の定数を定める条例の一部改正が可決され
ました。
　4/17㈰に執行予定の市議会議員選挙から議
員定数が32人から30人になります。

「大凧文字書き」見学募集
問い合わせ／観光振興課（春日部大凧あげ祭り

実行委員会事務局）（内線7769）

　春日部市「庄和大凧文化保存会」では5/3㈷・
5㈷に大凧あげ祭りで揚げる大凧を制作中で
す。今年の大凧文字を、百畳敷きの大凧に書
き入れる様子を見学しませんか。
※ 例年は作業を体験できますが、新型コロナ
ウイルス感染症予防のため見学のみとなり
ます。感染状況により実施方法を変更する
場合があります

とき…2/27㈰　9:00～12:00
ところ…旧宝珠花小学校体育館（上若組）、江
戸川小中学校体育館（下若組）
持ち物…体育館履き

　同保存会が、長年にわ
たって受け継がれた技法に
より大凧を制作。当日は、
小凧・小町凧にも文字書
きを行います。チームワー
クの良さも必見です。 ⓒU／F・S・A・A

　本紙と同時配布し
た「2022.4～かすか
べバスガイドマップ」
を活用してください。

便利な電子申請の活用を
問い合わせ／情報政策課（内線2464）

　いつでも、どこで
も申請できる電子申
請は、32種類に対応。
通信は暗号化され、
セキュリティも安心
です。ぜひ活用を。
電子申請の利点
① 自宅のパソコンや、スマートフォンなどか
ら申請できる

②夜間や休日も申請できる
③ 事前に申請しておくことで窓口での待ち時
間が短縮できる

利用方法
　電子申請サービスは市WEBWEBWEBWEBの「電子申請・届
出サービス申請窓口」から。
電子申請ができる手続きの例
▶水道関係手続き（使用開始・中止の届け出など）
▶一般家庭粗大ごみ収集の申し込み　など

電子申請をする人が
増えています
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　私の市長選挙の公約である給料50パーセント減額期間について
は、新型コロナウイルス感染症の収束までと、市民の皆さまに説明
させていただいておりました。
　具体的な減額期間についてですが、3回目のワクチン接種が、令
和4年の夏に終わる見込みであること、その後の感染者数・医療提
供体制・経済状況を見る必要もあることから、令和4年1月から
12月までの1年間を減額期間と設定させていただきました。
　なお、この給料減額期間の延長の要否については、1年後の状況
で判断してまいります。
　判断基準については、「ウィズコロナの生活様式が構築されてい
る」「市内の医療提供体制が円滑に運営されている」「市内経済が安

定した状況にある」の3点とさせていただき、給料減額期間の延長
の要否については、私と議会の双方の合議の上で判断していくこと
をお約束させていただきました。
　今後におきましても、新型コロナウイルス感染症対策を最優先
課題として、市を挙げて取り組み、「市民の命と暮らしを守る」と
いう、市長に課せられた最大の使命をしっかりと果たしてまいり
ます。

年額 減額前…1,685万1,120円　減額後…842万5,560円
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●かすかべ音楽祭2021オンラインプロジェクト　●令和4年度就学援助の受け付け開始
● 4/1㈮からの南桜井駅西側自転車駐車場の利用申請　●屋外広告物条例　4/1㈮改正施行　●職員の懲戒処分

問い合わせ／収納管理課（内線2391～2396）防災行政無線 放送内容の確認は、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）
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。

令和4年度就学援助の受け付け開始
問い合わせ／学務課（☎ 763-2447）

　就学援助制度は、経済的理由のために学用品
費や給食費などの支払いが困難な保護者に対し
て、費用の一部を援助する制度です。
　令和3年度に認定された児童・生徒、新小学
1年生の入学前支給が認定になった児童も新た
に申請が必要です。
対象者…市立小・中・義務教育学校に在学する
児童・生徒の保護者
※ 所得などの審査があります。詳しくは、市
WEBWEBWEBWEBをご覧ください

申請方法…4月からの援助を希望する人は、
2/1㈫～4/28㈭に在学する学校、教育センター
1階学務課へ申請書類を提出してください。
5/2㈪以降に申請する場合、申請月の翌月分か
ら援助の対象となります
※申請書は学校から各家庭に配布します

4/1㈮からの南桜井駅西側
自転車駐車場の利用申請

問い合わせ／交通防犯課（内線2826）

　市内在住・在勤・在学者の利用申請を受け
付けます（申し込み順）。

利用期間…4/1㈮～令和5年3/31㈮
使用料…年額6千円（申請時に納入）
※ 詳しくは、2/7㈪から市役所別館3階交通
防犯課、庄和総合支所2階総務担当、正風館、
庄和南公民館、同駐車場で配布する登録説
明書をご覧ください

駐車場案内図

屋外広告物条例4/1㈮改正施行
問い合わせ／都市計画課（内線3514）

　屋外広告物の倒壊などによる危害を防止す
るため、春日部市屋外広告物条例の一部改正
を行いました。屋外広告物の点検や点検結果
報告の義務化、管理義務対象者の拡大を規定
しました。
　なお、改正に当たり市民意見募集を行った
結果、意見はありませんでした。

「麻薬及び向精神薬取締法違反・
覚醒剤取締法違反」にかかる
職員の懲戒処分

問い合わせ／消防本部総務課（内線4512）

　「麻薬及び向精神薬取締法違反・覚醒剤取締
法違反」の件につきましては、市民の皆さまを
はじめ関係者に多大なご迷惑とご心配をおか
けし心から深くおわび申し上げます。
このたびの不祥事に関して、次のとおり職員

の処分を行いましたのでお知らせいたします。
処分対象者
春日部消防署 東分署
主事（消防士）　小

お ぬ ま

沼 慶
け い ご

悟（21歳男性）
懲戒処分
免職（令和4年1/6）

　秋になるとまち全体が音楽で彩られる「かす
かべ音楽祭」。今年は新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、オンラインプロジェクトと
して動画を作成中です。
　動画は、2月上旬にかすかべ動
画チャンネル（Y

ユ ー チ ュ ー ブ

ouTube）で公開
する予定です。

　本市は子どもたちの音楽が盛んです。市内
の小・中学校では合唱活動が活発に行われて
おり、コンクールなどで多くの功績を残して
います。
　動画には、市内の学生による合唱、ピアノ
タレントの“まなまる”さんによる特別演奏、ま
なまるさんのピアノ伴奏による合同合唱を収
録します。合唱を通して応援と感動のGiftを届
けます。
　詳しくは「かすかべ音楽祭2021」で検索。

かすかべ音楽祭2021オンラインプロジェクト
～G

ギ フ ト

ift 合唱で届け、音楽の力～
収録内容

〒

南桜井駅
銀行

正風館

桜川小学校

至
藤
の
牛
島

至
川
間

南桜井駅西側自転車駐車場【有料】（徒歩６分）

東武野田線

（アーバンパ
ークライン）

ホームセンター

スーパー
マーケット

とき ところ
3/18㈮ 17:00～20:00 正風館1階集会室

3/19㈯ 8:30～12:00 庄和総合支所1階
エントランスホール

3/22㈫～ 8:30～17:15 庄和総合支所2階
総務担当

春日部の合唱を皆さんへ

　本市は子どもたちの音楽が盛んです。市内

春日部の合唱を皆さんへ

永
ながふじ

藤 まな（通称:まなまる）さん
　ピアノタレント。モノマネ弾
き語りなど、ピアノという枠を
超えた新たなエンターテインメ
ントパフォーマンスを確立し、
話題沸騰中!

問い合わせ／シティセールス広報課（内線2175）

合唱

合同合唱

特別演奏

　まなまるさんのピアノ伴奏で出演4校が「水
平線（b

バ ッ ク

ack n
ナ ン バ ー

umber）」を合同合唱。

　まなまるさんがピアノ演奏や弾き語りでスペ
シャルメドレー（うっせぇわ、夜に駆ける、紅
蓮華など）を披露。

　子どもたちが合唱曲やJ-P
ポ ッ プ

OPを合唱。
出演

▶春日部中学校合唱部
▶豊春中学校混声合唱団
▶武里中学校音楽部
▶春日部共栄中学高等学校合唱部

収録当日、保育士を目指す生徒
からまなまるさんへ質問。「歌い
ながら上手にピアノを弾くコツ
は?」との問いに答える交流も♪

合同合唱♪
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●ふれあい大学・ふれあい大学院　新入学生募集　●庄和地区市民大学の新入生募集　
●委員を募集

問い合わせ／収納管理課（内線2391～2396）ペットボトルは　キャップをはずし　ラベルをはがして　水ですすいで　リサイクル

　市民大学は「新しいこと（情報・体験）に出
会う機会」と「人と交わり信頼を深める機会」
を提供し、地域での生活や活動をしやすくす
る大学です。

卒業生が主催するハイキング、グラウンド
ゴルフ、マージャンなどのクラブ活動にも参
加できます。
とき…5月～令和5年2月の原則毎週㈮
13:30～16:00（全30回）
ところ…正風館　他
対象…2年間通学できる市内在住者　10人（申し
込み順。申込開始時点で定員を超えた場合は抽選）
活動費…2万3千円
申し込み…2/12㈯の10:30から、活動費の
うち3千円と印鑑を持って直接同館へ
入学説明会…2/12㈯の10:00から正風館で開催
※詳しくは、各公民館などで配布の学生募集要項で

庄和地区市民大学の新入生募集　楽しく学んで　リフレッシュ! -「出会い」「仲間」そして「絆」- 　
問い合わせ／正風館（☎ 746-6666）

委員を募集します

令和4年度の主な講座
形態 内容

視察・鑑賞 筑波宇宙センター（J
ジ ャ ク サ
AXA）、歌舞伎、

クラシック音楽、日展、庄和図書館

体験・実習
文教大学学生との交流、凧作り、
グラウンドゴルフ、ユニカール、
ボランティア活動

講義

地球温暖化（影響と対策）、
江戸庶民の笑いと文学、
お茶がつくる骨の健康維持、
いつまでも健康でいるために、
春日部のあけぼの　他

研究・討論
（班活動）

自由課題の調査と発表、
ディベート（論争ゲーム）

委員の名称 春日部市環境審議会の委員 ごみ減量化・資源化等推進審議会の委員 春日部市スポーツ推進委員

応募期間 2/1㈫～3/2㈬（必着） 2/10㈭まで
※定員に満たない場合は令和5年12/22㈮まで

内容 本市の特性に合った環境政策、
環境に関する各種計画・事項を審議

適正な廃棄物行政の施策を推進するため、
ごみ減量化、資源化などを調査審議 スポーツ教室の指導や各種スポーツ大会の企画・運営など

募集人数 2人以内 70人

任期 2年（5/1㈰～令和6年4/30㈫） 2年（4/1㈮～令和6年3/31㈰）

会議 年2回程度 必要に応じて開催

報酬 会議1回につき、5,200円 日額5,200円

応募資格

次の全ての条件を満たす人　①市内在住・在勤・在学者、または市内で活動する団体に所属する人　
②応募時に満18歳以上　③国または地方公共団体の議員でない　④市の審議会などの公募による委員でない

次の全ての条件を満たす人　▶市内在住・在勤・在学者　▶4/1㈮時
点で満18歳以上　▶社会的信望があり、スポーツに関する深い関心
と理解を有し、スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整並
びに市民に対するスポーツの実技の指導その他スポーツに関する指
導および助言を行うのに必要な熱意と能力を有する　▶左記③④環境行政に関心がある ごみの減量化・資源化などに関心がある

応募方法 応募用紙に応募の動機、課題作文、その他必要事項を記入し、直接、郵送、ファックス、メールで応募 応募用紙に必要事項を記入し、直接、郵送、ファックス、メールで応募

応募先

▶直接…市役所第三別館1階環境政策課　▶郵送…
〒344-8577 （所在地不要） 春日部市役所環境政策課　
▶ FAXFFFAAAFAFFFAFAFAFFFAF XXX …733-3826　
▶ …kankyo@city.kasukabe.lg.jp

▶直接…市役所第三別館1階リサイクル推進課　▶郵送…
〒344-8577 （所在地不要） 春日部市役所リサイクル推進課　
▶ FAXFFFAAAFAFFFAFAFAFFFAF XXX …733-3826　
▶ …shigen@city.kasukabe.lg.jp

▶直接…教育センター1階スポーツ推進課　▶郵送…〒344-0062 
粕壁東3-2-15 春日部市教育センタースポーツ推進課　
▶ FAXFFFAAAFAFFFAFAFAFFFAF XXX …763-2218　
▶ …k-sports-council@city.kasukabe.lg.jp

応募用紙
配布場所

各担当課、市役所別館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、
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、市WEBWEBWEBWEB

教育センター1階スポーツ推進課、市内屋内有料体育施設、
各公民館、市WEBWEBWEBWEB

選考 書類選考により決定し、選考結果は応募者本人に文書で通知。
応募書類は返却しません

書類選考・面接により決定し、選考結果は応募者本人に文書で通知。
応募書類は返却しません

問い合わせ 環境政策課（内線7716） リサイクル推進課（内線7735） スポーツ推進課（☎ 763-2446）

ふれあい大学

　高齢者に関するさまざまな分野の学習や、
実行委員会を通して行事活動などを行います。
とき…4月～12月の㈫または㈬　9:30～
11:40（各月2回～3回、全21回）
ところ…あしすと春日部　他
※日時・会場は変更になる場合有り

対象…健康で、全課程通学が可能な60歳以
上（4/1㈮現在）の市内在住者（ふれあい大学
卒業生を除く）　桐クラス（主に㈫）・藤クラ
ス（主に㈬）　各45人（抽選）
費用…年間1,200円
申し込み…氏名（ふりがな）・住所・電話番号・
生年月日・性別・希望クラス名を記入した往
復はがき（1通につき1人）を郵送
＼こんなことを学びます／

など
※詳しくは市WEBWEBWEBWEBで

ふれあい大学院
　1年間を通して歴史・日本文学史・社会参加
と生きがいづくりなどを専門的に学習します。
とき…4月～12月の㈪　9:30～11:40（各
月2回～3回、全20回）
ところ…あしすと春日部　他
※日時・会場は変更になる場合有り
対象…ふれあい大学卒業生（卒業見込みを含
む）で、全課程通学が可能な市内在住者　50
人（抽選）
費用…年間1,200円
申し込み…申込書は市役所第二別館2階高齢
者支援課、庄和総合支所2階福祉・健康保険
担当、市WEBWEBWEBWEBで配布。宛名に住所・氏名を記
入したはがきと申込書を直接、または郵送（1
通につき1人）

ふれあい大学・ふれあい大学院　新入学生募集　問い合わせ／高齢者支援課（内線7455）

共通事項 申し込み…2/28㈪（消印有効）までに〒344-8577 （所在地不要） 春日部市役所高齢者支援課へ
                ※抽選結果は4月上旬までに全員に通知。入学式は4月中旬を予定

地域
活動

市の歴史
や自然健康・

介護予防

高齢者
の生活

　シニアのための大学「埼玉未来大学」の募集記事を13ページ
に掲載しています。そちらもご覧ください。

多くの学びや触れ合いを経験できます充実した時間を過ごしませんか



72022年2月号 No.198
●かすかべSDGsフォーラム　●3/1㈫～7㈪は春季全国火災予防運動　
●1分で分かるSDGs

障害を理由とする偏見や差別をなくそう　（人権標語）

　このコーナーでは、貧困、気候変動など世界
共通の問題解決へ向けたSDGsの17の目標を、
具体的な行動とともに紹介しています。1分で分

かる

　コープみらいでは、「ビジョン2025」として「食卓を
笑顔に、地域を豊かに」を掲げ、方向性を同じくする
SDGsの実現に向けて、一人一人の暮らしに貢献する
とともに、持続可能な社会につながる多様な取り組み
を進めています。
　平成30年度から開始した奨学金給付事業は、組合
員同士の助け合いとして実施しています。事業に賛同
した組合員のサポーター募金を原資として、家計が苦
しいひとり親家庭（両親がいない方を含む）の組合員の
子ども（高校生）に返済不要の奨学金を給付していま
す。経済的理由で高校を中退することなく卒業し、さ
らにその後の進路を後押ししたいという願いを込めた
取り組みです。令和4年度の「コープみらい奨学生」募
集は2/7㈪から受け付け開始予定です。

▲ コープみらい
財団WEBWEBWEBWEB

生活協同組合コープみらい
（かすかべSDGsパートナーズ会員）

あなたに身近なSDGs問い合わせ／政策課（内線2120）

全ての人に包摂的かつ公平な質の高い教育を確保し、生涯学習の機会を促進する
●世界の現状　
　15歳以上で読み書きができない人は、世界中に約7億5700万人もいます。また、世
界で学校に通っていない5歳～17歳の子どもは3億300万人で、その3分の1以上に相
当する1億400万人は、紛争や自然災害が要因です。
　このような状況下にある人々を含め、全ての人が安心できる環境で学べるように、一
日も早い質の高い教育への対策が求められます。
●春日部市の現状
　文部科学省が進めるG

ギ ガ

IGAスクール構想に基づき、市内全ての小・中・義務教育学校
に1人1台の学習者用端末（タブレット型パソコン）を整備しました。
　子どもたちはこの端末を使って写真や動画で学びを振り返ったり、作成したプレゼン
テーションを発表し合ったりするなど、活動の幅を広げています。また、新型コロナウ
イルスの感染が拡大した時、登校を控えた子どもたちは、持ち帰った端末でオンライン
配信された授業を視聴し、自宅で学習を進めました。

目標４　質の高い教育をみんなに　

私たちにできるアクション
▶学校以外でも地域や家庭で学べる機会を増やそう
▶大人も子どもも学ぶ楽しさを知ろう
▶世界や日本の教育について知ろう

SDGs

とき 内容

①13:00～
「SDGsクイズ」
小・中学生の親子でチャレンジ!
歌やトークも♪

②14:00～

「子どもの貧困について埼玉県の現状」
「地域でできること」
地域福祉活動に関心のある人、
ぜひご覧ください

③15:00～

「協働でつくる私たちの地域
～身近なSDGsを考えよう～」
地域みんなで何ができるか
一緒に考えましょう!

④16:00～

「かすかべSDGsパートナーズによる
リレートーク」
私たちの生活に身近な企業が
SDGsの取り組みについて話します

SDGsに精通した二人がナビゲート
ファシリテーター…鳥

と や お
屋尾 健

たけし
さん（NPO法人ESD-J理事）

講師…高
たかはし
橋 朝

あさみ
美さん（（一社）環境パートナーシップ会議）　

　　　※①③に登壇

　見たり聞いたりすることが多くなったSDGsという言葉。春日部のいろんな場所でも広がっ
ています。人や取り組みをつなげるためのフォーラムを開催します。子どもから大人まで、楽
しめる内容です♪

とき 3/20㈰　13:00～17:00

開催方法  オンライン
※詳細は決まり次第市WEBWEBWEBWEBで

コメンテーター木
き や ま

山 裕
ゆうさく

策さん
病を乗り越えながら、会社員と
歌手という「2足のわらじ」をこな
した経験を持つ木山さんが、全
編を通じて参加。あの名曲の生
歌もお届けします

司会 
大
お お の

野 ひろみさん
（埼玉県出身タレ
ント）

かすかべS
エ ス デ ィ ー ジ ー ズ

DGsフォーラム
～地球はわたしたちみんなのh

ホ ー ム

ome～ 問い合わせ／政策課（内線2120）

　高齢者を中心
とする火災によ
る死者の発生を
減少させ、大切
な財産の損失を
防ぎましょう。

3/1㈫～7㈪は春季全国火災
予防運動「おうち時間　家族
で点検　火の始末」

問い合わせ／予防課（内線4528）

　建物火災の出火原因別では「こんろ」（14.1
パーセント）、「たばこ」（9.6パーセント）の順と
なっています。
　こんろの火気は放置せず、付近に可燃物を
置かないようにしましょう。たばこの吸い殻
は、水に浸けてから捨てることで火災を予防
することができます。

住宅用火災警報器
　住宅用火災警報器の電池の寿命の目安は約
10年です。定期的に点検して、常に正常に使
えるよう維持管理をしましょう。
　万が一火災が発生
した場合は、周囲に
大声で知らせ避難し
ましょう。また、119
番通報をするととも
に、可能であれば初
期消火をしましょう。



2月・3月の予定

　放課後子ども教室は、放課後や週
末に小学校の教室などを活用して、
全ての小学校や義務教育学校（前
期）の児童の安全・安心な活動場所
の確保と地域社会の中で心豊かで健
やかに育まれる環境づくりを推進しています。
　教室では、大学生や地域の人たちの協力を得てさまざまな体験活動や
交流活動を行っており、地域と学校をつなぐ架け橋となっています。
　令和３年度は、小渕小学校で、児童が講師や共栄大学の学生と一緒に、
早く走るコツを学ぶ「走り方教室」を、桜川小学校で、科学に見識のある
地元在住者を講師として招き「科学教室」を行いました。
　このように、貴重な体験ができる機会を設けていますので、皆さんぜひ
参加してください。

「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

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…2月・3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
おりがみ教室
ハートのブレスレットを作ろう

2/5㈯
10:30～11:30

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

みんなでつくろう工作教室
オリジナルの飛び出すカードを作ろう

2/12㈯
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

気まぐれロボットびーぶーくんを作ろう
2/13㈰
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）
2/1㈫から直接、または電話で同センターへ

おとうさんといっしょ
音を体で表現しよう（リトミック）

2/27㈰
10:30～11:00

1歳6カ月以上の未就学児とその保護者（お母さんの参加
も可）　15組（先着順）

当日直接、同センターへ
いご・しょうぎ
囲碁・将棋を楽しもう

3/5㈯
13:30～15:00

小学生以上　各10人（申し込み順）
直接、または電話で同センターへ

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…2月・3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

いちごえん（製作）
靴下ぬいぐるみの雪だるまを作ろう

2/7㈪
①10:15～10:45
②11:00～11:30

1歳以上の未就学児とその保護者　各7組（申し込み順）
2/1㈫から直接、または電話で同センターヘ

G
ゲ ー ム
AME C

カ フ ェ  
AFÉ

スマートボールなどで遊ぼう
2/7・14・21・28
（全て㈪）
15:30～17:30

高校生以下（未就学児は保護者同伴）
当日直接、同センターへ

ママとあかちゃんのなかよしヨガ
ヨガで親子の絆を深めよう

2/9㈬
11:00～11:45

4カ月以上1歳未満の乳児と保護者　6組（申し込み順）
バスタオル、オムツ、飲み物
2/1㈫から直接、または電話で同センターへ

オープン工房
卵の殻でおひなさまを作ろう

2/11㈷
①10:15～11:30
②13:15～14:30

高校生以下（未就学児は保護者同伴）　各15人
当日直接、同センターヘ

おもちゃ病院
おもちゃドクターに壊れたおもちゃを修理しても
らおう

2/13㈰
①10:00～12:00
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

庄和児童センター スマイルしょうわ　金崎839-1　☎718-0300
休館…2月・3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
囲碁・将棋教室
初めてでも先生が優しく教えてくれます

2/12㈯・26㈯
10:00～12:00

小学生以上
当日直接、同センターへ

おしゃべりカフェ
学校のこと、友だちのこと…誰かに話したいけ
どどこに?スマイルしょうわに話しに来ませんか

2/18㈮
15:30～17:30

中学生以上
当日直接、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

2/22㈫
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
2/8㈫から直接、または電話で同センターへ

人形劇団あんもち
子どもから大人まで楽しめる人形劇です

2/23㈷
①10:00～10:40
②11:10～11:50

高校生以下（未就学児は保護者同伴）　各25組（申し込
み順）

2/10㈭から直接、または電話で同センターへ
おもちゃ病院
壊れたり動かなくなったおもちゃを、おもちゃ病
院の先生にみてもらおう

3/5㈯
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

　いきいきクラブ連合会では、60歳
以上の人が各地域でボランティア活動
や健康づくり活動などを行っています。
　活動の一つ「三世代交流事業」は、
地域ごとに高齢者と子ども、その親の
三世代が輪投げ大会・ラジオ体操など
の活動を通して交流を図る事業です。
　今年度も新型コロナウイルス感染症
の対策を行い開催しました。参加者は久しぶりのゲームなどを楽しみ、世代
を超えた交流の輪が広がりました。

子育てピックアップ①
三世代交流事業 放課後子ども教室

子育てピックアップ②

問い合わせ／社会教育課（内線4817）問い合わせ／高齢者支援課内いきいきクラブ連合会事務局（内線7456）

自転車に　乗るならきみも　運転手　（交通安全スローガン）

▲三世代交流事業のラジオ体操

　同連合会では、一緒に活動する人を募集しています。興味がある人は、同
課へ連絡してください。

▲桜川小学校で行われた科学教室

　スマートフォンで、より見やすいデザ
インになりました。ぜひ市ホームページ
からご覧ください。

かすかべ子育て応援サイト

※ 市ホームページのリニューアル
について、2面・3面で紹介し
ています

1/31にリニューアル
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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です（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
おいでおいであかちゃん、せいさ
くのひろば、あそびのひろば、え
いごであそぼう

庄和子育て支援センター
（☎747-2321）

㈪～㈯
8:30～17:15

さくらんぼ
おにの的当て、知育あそび、身体測定

信愛保育園（大場）
（☎734-9692）

㈪㈬㈮、月２回㈫開所
9:30～16:00

わかたけ
乳児園庭開放、親子講座（キッズ
ビクス）、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
9:30～16:00

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）

㈪㈬㈮（11㈷・23㈷を除く）、
毎月最終㈯
10:00～15:00

緑の森子育てひろば
ママロン、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）

㈪～㈮
9:00～15:00

のびのびタイム他
親子たいそう、お楽しみ週、
読み聞かせなど

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））

㈪㈫㈭（21㈪を除く）・
12㈯・25㈮

い・つ・も　ゆめ色
教材費など自己負担あり
（100円～200円）

ゆっく武里
（☎734-1098（団体代表者））
※2/10㈭は武里南地区公民館

㈪㈫㈮（11㈷を除く）・10㈭・
12㈯・19㈯
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、看護師さん
の身体測定、おりがみくらぶ、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
2/19㈯親子で遊ぼう
（おひなさま製作）

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）
㈫㈬㈮（11㈷・23㈷を除く）・10㈭
10:00～15:00

地域子育て支援拠点施設

小渕保育園 所在地：小渕406-1　☎761-3041

　小渕保育園では「広いお庭でのびのび保育」をテーマに毎日元気いっぱい過ごしています。
　遊びを楽しみながらも、製作・体育・英語などバランスの良い活動に力を入れ、季節の行事は保護
者も楽しめる内容となっています。
園でのさまざまな活動や経験を通じ、元気な子・けじめのある子・思いやりのある優しい子に育ってほ

しいという思いを込めて「家庭的な温かい保育」を心掛けています。随時見学受け付け中です。
開園日時：㈪～㈮　7:00～19:00、㈯　7:00～16:30
対象：0歳児（満4カ月）～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2月 3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） 24㈭ 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） なし 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） なし 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） なし 17㈭

10:00～
11:30

豊春第二公民館（☎754-2100）
8組（申し込み順） なし 9㈬

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

子育て
ふれあいサロン

藤塚公民館（☎ 735-2528）
5組（申し込み順） なし 8㈫

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

なし 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:2/4㈮～27㈰

なし 17㈭ 10:00～
12:00

地域力　非行の兆し　見逃さず　（青少年健全育成標語）

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 ㈯
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
未来へはばたけ

掲載内容   お子さんの氏名・生年月日・顔写真、お子さんへのメッ
セージ

対象   申し込み時に5歳未満の子ども
申し込み   掲載依頼書と写真を直接、郵送、またはメールで〒344-

8577 （所在地不要） 春日部市役所3階シティセールス
広報課（ koho@city.kasukabe.lg.jp）へ

お子さんの写真を載せませんか

杉
すぎもと

本 彩
い ろ は

羽ちゃん
平成29年2月14日生

いつも元気いっぱいの
笑顔をありがとう!

※ メールで申し込みの場合、写真は1メガバイト程度から5メガバ
イト以内。詳しくは市WEBWEBWEBWEBで
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 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!



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）



新型コロナウイルス関連情報　掲示板

ワクチン接種情報
問い合わせ／新型コロナウイルスワクチン接種担当（内線3673）

住民税非課税世帯等へ
1世帯につき現金10万円の臨時特別給付
問い合わせ／住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付プロジェクトチーム（☎796-8713
（平日8:30~17:15））、内閣府コールセンター（☎ 0120-526-145（毎日9:00～20:00））

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
本紙に掲載の市主催、共催イベントが中止・
延期となる場合がありますので、事前に、
各記事の問い合わせ先に確認してください。

　国では「1回目・2回目接種に用いたワ
クチンの種類にかかわらず、3回目接種
に使用するワクチンはファイザー社製・
武田/モデルナ社製を用いる」とされてい
ます。そのため、3回目接種では1回目・
2回目とは異なる種類のワクチンを接種
する「交互接種」が可能です。

春日部市で使用するワクチン
個別接種…ファイザー社製、
 武田/モデルナ社製
集団接種…武田/モデルナ社製
集団接種が始まります
　2/11㈷～27㈰の㈮㈯㈰㈷にイオ
ンモール春日部と消防本部で集団接
種を行います。

接種対象
　18歳以上で、2回目接種後8カ月以上経
過している人（接種券は順次個別発送）
2回目接種完了時期 3回目接種券発送時期

～令和3年7/31 1/26

令和3年8/1～26 2/14㈪

令和3年8/27～9/5 2/21㈪

令和3年9/6～12 2/28㈪

… …

接種時の持ち物
▶ 接種券一体型予診票（事前に記入を）
▶予防接種済証（接種券送付時の宛名印刷物）
▶本人確認ができるもの
予約方法
　接種券が届いた人は、接種日の3日前ま
でに次の方法で予約してください。市役所
窓口では受け付けていませんので注意して
ください。

③コールセンター

0120-002-276
（8:30～17:15）

※令和3年12/20から電話番号が変わりました

①インターネット
予約
（24時間受付）

②LINEアプリ
（24時間受付）

3回目のワクチン接種

　国の「コロナ克服・新時代開拓のための経済対
策」に基づき、住民税非課税世帯等に対して1世
帯につき現金10万円を給付します。
支給対象者
　次のいずれかに該当する世帯の世帯主。ただし、
住民税均等割が課されている人の扶養親族等のみ
からなる世帯を除く。
① 住民税非課税世帯等…基準日（令和3年12/10）
時点で、春日部市の住民基本台帳に登録されて
いて、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割
が非課税の世帯

② 家計急変世帯…①以外で、新型コロナウイルス感染症
の影響を受け令和3年1月以降に家計が急変し、世帯
全員が①の世帯と同様の事情にあると認められる世帯
※①と重複して受給はできません

申請方法
① 1/31付けで対象世帯に「住民税非課税世帯等に

対する臨時特別給付金支給要件確認書」を発送
します。記載内容を確認し、返送してください。
返送期限は支給要件確認書の発行日から3カ月
以内です

　※ ①に該当する世帯主で、2月下旬になっても支給要件
確認書が届かない場合は問い合わせてください

② 9/30㈮までに、市WEBWEBWEBWEBに掲載の申請書、その
他必要書類を郵送で〒344-8577 （所在地不
要） 春日部市役所同プロジェクトチームへ

　※ 直接提出が必要な場合は、市役所5階のエレベーター
ホールで受け付けます（予約制）

※詳しくは市WEBWEBWEBWEBをご覧ください

本件を装った詐欺に注意してください

埼玉県PCR検査等無料化事業
問い合わせ／健康課（内線7514）

　埼玉県では、PCR検査・抗原定
性検査を無料化しています。対象
者など詳しくは特設WEBWEBWEBWEBをご覧
ください。　 　　

　　 　
本事業の相談窓口

☎0570-200-607
（9:00～22:00（㈯㈰㈷を含む））

粕壁地区…春日部中央総合病院
幸松地区…黄川田医院
武里地区…あゆみクリニック、春日部内科
クリニック、東都春日部病院
豊野地区…久野医院
庄和地区…グレース家庭医療クリニック、
渡辺内科
※ 上記の医療機関以外に追加がある場合がありま
す。詳しくは市WEBWEBWEBWEBや予約サイトで

▲特設WEBWEBWEBWEB

3回目接種券の発行申請
　次の人は接種履歴が分からず自動的に接
種券を発行できないため、発行申請をして
ください。
▶他の自治体で2回目接種をした後に転入
した人　▶海外でファイザー社、武田/モデ
ルナ社、アストラゼネカ社のワクチンを2
回接種した人　▶その他、2回目接種から
8カ月以上経過しているにもかかわらず接
種券が届かない人　など
※申請方法などは市WEBWEBWEBWEBで

事情がありワクチン未接種の人
も接種できます。コールセン
ターや市WEBWEBWEBWEBへ

感染リスクを避けるため、医療機関への来院による問い合わせは控えてください

・ファイザー
・武田/モデルナ

・ファイザー
・武田/モデルナ
・アストラゼネカ

1回目・2回目   3回目

申請が必要な人がいます

2月から新たに実施する
医療機関
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春日部市の世帯数と人口（1/1現在）　
●世帯数　109,679世帯　　●人口　232,864人（前月比179人減）　　男　115,550人　　女　117,314人

●新型コロナウイルス関連情報　掲示板 フェイスブックLINEツイッター




