
 お知らせ
土地・家屋価格等縦覧帳簿などの
縦覧・閲覧01

4/1㈮～5/31㈫　8:30～17:15　 市
役所別館2階資産税課、支所1階市民窓口担
当（閲覧）・2階総務担当（縦覧）　 縦覧
できる人…固定資産税（土地・家屋）の納税
者および納税管理人　閲覧できる人…土地・
家屋・償却資産の所有者および納税管理人　
本人確認書類　 資産税課（内2354）

たばこは市内で購入を02
市町村たばこ税は、たばこを購入した

小売業者（たばこ屋）の所在する市区町村
の税収に。貴重な財源のため、たばこは
市内で購入を　 市民税課（内2314）

国民年金保険料の
学生納付特例制度03

在学中の保険料の納付が猶予される制
度。2年1カ月前から年度末の学生の期間
で申請可能。猶予された保険料は10年以
内の追納可　 大学（大学院）、短大、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、学生証
または在学証明書　 市役所1階市民課、
支所1階市民窓口担当、または最寄りの
年金事務所へ　 市民課（内2893）、春
日部年金事務所（☎ 737-7112）

危険と感じるバス停の
情報提供を04

人身事故防止のため、危険と感じる
バス停の情報提供を　 都市計画課（内
3516）　※詳しくは市WEBで

武里図書館の臨時休館05
3/14㈪　 館内整理のため　 同館

（☎ 737-7625）

図書館3館の開館時間変更06
3/7㈪の開館時間…14:00～19:00　
電気設備点検のため　 中央図書館

（☎ 761-5911）、武里図書館（☎ 737-7625）、
庄和図書館（☎ 718-0200）

経済社会と不動産価格の
一般公開セミナー07

3/28㈪　13:30～16:00　 ①Y
ユ ー チ ュ ー ブ
ouTube

ライブ配信　②TKPガ ーデンシティ
P
プ レ ミ ア ム
REMIUM大宮　 ②100人（申し込み
順）　 ②は3/3㈭～15㈫に、埼玉県不
動産鑑定士協会WEB へ　 同協会（☎ 
789-6000）

不動産鑑定士による
不動産の無料相談会08

4/9㈯  10:00～16:00　 さいたま
浦和会場（さいたま市浦和コミュニティセ
ンター）、川越会場（東上パールビルヂン
グ）　 3/16㈬～31㈭に、埼玉県不動
産鑑定士協会（☎ 789-6000）へ

財務省関東財務局の各種相談窓口09
▶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（借金返済の悩み相談）（☎ 600-1113）　
▶新型コロナウイルスに関する金融相談
（☎ 615-1779）

県主催「ジョブフェス埼玉2022」10

3/16㈬　11:00～16:00　 大宮ソ
ニックシティ　 合同企業説明会、就活
応援講座、企業講演など　 大学生、既
卒3年以内の人、短大生、専門学校生、
高専生、高校生、保護者な
ど　 電話、または WEB
でジョブフェス埼玉事務局
（☎ 657-4343）へ

就労セミナー（サポステ連携事業）
～就職活動の進め方～11

3/23㈬　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　 3/22
㈫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

埼玉県都市競艇組合
ボートレース戸田開催日程12

3/1㈫～5㈯・18㈮～21㈷・24㈭～
27㈰・30㈬・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）

 人材募集

統計調査員13
随時　 国が実施する調査対象の世帯

や事業所などを訪問し、調査票の記入依
頼や回収に従事。期間は2カ月～1年程度　
20歳以上の人。諸要件有り　 申込

書、印鑑（浸透印不可）、マイナンバーカー
ドまたはマイナンバーの通知カードと本
人確認書類、報酬の振り込み先の分かる
ものを持って直接、市役所別館1階市政
情報課（内2862）へ　※申込書は同課、
または市WEBで

5月からの交通指導員14
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、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　 3/18㈮まで
に電話で交通防犯課（内2825）へ

春日部市子ども会育成連絡協議会
運営ボランティア15

年7回程度　 市内　 主催イベン
トの企画・運営など　 市内在住・在勤・
在学で子どもに関わることに関心のある
人　 電話、またはファックスで同協議
会 角

かく ま
間（☎ FAXFFFAAAFAFFFAFAFAFFFAF XXX 797-7791）へ

 福　祉
市内共通商品券の贈呈は
3/15㈫まで16

各基準日時点で市の住民基本台帳に記
録されている対象者のうち、市内共通商品
券を受け取っていない人は3/15㈫までに
高齢者支援課（内7454）へ問い合わせを
▶新型コロナウイルスワクチン接種に伴
う交通支援（令和3年4月下旬から2千
円分を送付）　 基準日…令和3年4/1　
昭和32年4/1以前に生まれた人

▶敬老会中止に伴う敬老祝金（令和3年8
月下旬から2千円分を送付）　 基準日…
令和3年7/31　 昭和21年9/30以前に
生まれた人
▶長寿祝金（令和3年9月中旬から2万
円分を送付）　 基準日…令和3年8/31　
令和2年9/1～令和3年8/31に88歳

の誕生日を迎えた人
特別弔慰金（第十一回）の請求は
令和5年3月末まで17

戦没者などの遺族に特別弔慰金を支
給。額面は25万円（5年償還の記名国債）　
令和2年4/1時点で戦没者などの死亡

に関する年金給付の受給権者がいない場
合に、戦没者の死亡当時における生計関

係を有していた遺族などの一人　※請求
権には順位有り　 市役所3階生活支援
課（内2515）、または庄和総合支所2階
福祉・健康保険担当へ

健康づくりいきいき運動研修会18

3/11㈮　10:00～12:00　 中央公
民館　 ストレッチ、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　60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

オレンジカフェ（認知症カフェ）19

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　 電話で各申し込
み先へ

とき ところ 定員 申し込み先
3/12㈯
13:30～15:00 武里東公民館 20人 第5包括

（☎ 734-7631）

3/16㈬
10:00～12:00

豊春第二
公民館 8人 第3包括

（☎753-1136）

3/19㈯
10:00～11:30

武里地区
公民館 20人 第4包括

（☎ 738-5764）

3/24㈭
10:00～11:30

㈱コダマホーム
（緑町5-7-27） 8人 第5包括

（☎ 734-7631）

3/24㈭
14:00～14:30

庄和社会
福祉センター 8人 第8包括

（☎ 746-5190）

4/1㈮
10:00～11:30

ハーモニー
春日部 18人 第5包括

（☎ 734-7631）

4/5㈫
13:00～14:00、
14:10～15:10

武里大枝
公民館

各
20人

第6包括
（☎ 738-0021）

4/9㈯
13:30～15:00 武里東公民館 20人 第5包括

（☎ 734-7631）

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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 福　祉
春日部そらまめ体操の参加登録
4月から新会場20

第1・第3㈬　10:00～　 庄和南公
民館　 市独自の介護予防体操「春日部
そらまめ体操」の実技　 おおむね65歳
以上の人　25人（申し込み順）　 3/7
㈪から介護保険課（内7573）へ

認知症サポーター養成講座21

14:00～　 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）

かすかべ家事サービス事業
協力会員養成研修22

3/25㈮　13:20～16:00　 あしすと
春日部　 援助を必要とする人へ家事援
助を行う事業の説明、講義「コロナ禍にお
ける訪問時の傾聴」　 市内在住者　30
人（申し込み順）　 300円　 筆記用具　
3/18㈮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
多子世帯を応援
「3キュー子育てチケット」23

一時預かりやおむつ・ミルクなどの物
品購入などに利用できる5万円分のチケッ
トを配布　 第3子以降が生まれ、一定
の条件を満たす世帯　 県
3キュー子育てチケット事
務局（☎ 0120-39-3192）　
※詳しくは県WEBで

 保　健

普通救命講習会124

心肺蘇生法、AED（自動体外式除細動
器）の使用方法、救命に必要な応急手当て　
中学生以上の市内在住・在勤・在学者

（申し込み順）　※17日は、事前にWEB
講習の受講が必要　 筆記用具、動きや
すい服装　 直接、または電話で消防本
部2階警防課（☎ 738-3118）へ　※詳し
くは市WEBで

趣味・教養

知って・体験!避難所運営（H
ハ グ

UG）25

3/20㈰　13:00～16:00　 中央公
民館　 避難所運営をシミュレーション
する図上訓練ゲーム（HUG）の体験　 15
人（申し込み順）　 筆記用具　 直接、
または電話で同館へ（☎ 752-3080）へ

とき ところ 申し込み先
3/19
㈯ 武里地区公民館 第4包括

（☎ 738-5764）
3/22
㈫ 庄和社会福祉センター 第8包括（☎ 746-5190）
4/15
㈮

介護老人保健施設みどり
（上大増新田168）

武里病院
（☎ 733-5111）

とき ところ 定員
3/11㈮
9:00～12:00 中央公民館 15人

3/17㈭
13:30～15:30

庄和消防署 12人
3/26㈯
13:30～16:30

令和4年度　英語検定料助成26
学校教育における英語力の向上を図る

取り組みとして、実用英語技能検定（英検）
の団体検定料を助成　 ①市内公立中学
校に在籍する3年生　②市内に住所を有し
私立中学校などに在籍する3年生で、在籍
する学校または教育委員会を通じて団体受
験を申し込んだ人　※書店や塾などを通
じて申し込んだ場合は対象外　 学務課
（☎ 763-2447）　※詳しくは、4月以降
に市WEBで（①には各学校を通じて通知）

女性のための
エンパワーメントセミナー27

①3/19㈯　②3/26㈯　14:00～16:00　
※片方のみの参加可　 ハーモニー春日
部　 産業カウンセラー認定講師による
ワークショップ講座　①コロナ疲れが和ら
ぐ女性のための「セルフケア」～ストレス対
処とリラクゼーション～　②自分で自分を
元気にする心のトレーニング～自己肯定感
を高めるコツ～　 女性　15人（申し込
み順）　 筆記用具　 3/10㈭から直接、
または電話で同施設（☎ 731-3333）へ

ハーモニーフェスタ2022
実行委員28

11月開催の同イベントを企画・運営
する人　期間…4月ごろ～イベント終了　
3/31㈭までに直接、または電話でハー

モニー春日部（☎ 731-3333）へ
ふるさと散歩観光ハイキング
～お花見ツアー編～29

9:30～12:30　 各10人（申し込み順。
いずれか1回のみ）　 3/10㈭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（定期案内）30
①お花見～古利根川両岸の桜並木を散策
しよう～
3/26㈯　9:30～12:00　 ぷらっと

かすかべ（集合・解散）　 古利根川にま
つわる話、神社など　 3/6㈰から
②今年は寅

とら
年!楽応寺に参詣しよう！（12

年に1度）
4/3㈰　10:00～12:30　 北春日部

駅西口（集合・解散）　 鷲香取神社・楽
応寺・山王日枝神社など　 3/9㈬から
共通事項　 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

春日部市国際交流協会
春期英会話教室31

4/13～6/22の毎週㈬　19:00～20:00
（全10回）　 ぽぽら春日部　 初級
クラス（日本人スタッフのサポート有り）
…英語で簡単な自己紹介ができる高校生
以上の人　中級クラス（英語のみの授業）
…英語で簡単な日常会話ができる高校生
以上の人　各10人（抽選）　 4千円（別
途テキスト代）　※本協会への入会要（年
会費2千円、大学生以下は無料。会員資格
は令和5年3月末日まで）　 3/23㈬の
18:45～19:00にふれあいキューブ6階
へ　 市民参加推進課内同協会事務局（内
2877）　※最新情報は、同協会WEBで

スポ・レク
春日部市スポーツ賞～スポーツ
分野で優秀な成績を収めました～32

令和3年度春日部市スポーツ賞は、個
人53人、団体20団体（140人）の計193
人が受賞。なお、新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、表彰式は中止
最優秀選手賞・島村基金賞　個人（敬称略）
宮
みやき
木 宏

ひろよし
悦（春日部共栄高2年）

▶第89回全国高等学校総合体育大会
男子400メートル自由形　優勝
▶第72回関東高等学校水泳競技大会
男子400メートル自由形　優勝
スポーツ推進課（☎763-2446）

とき 内容

3/29㈫
庄和コース（約6キロメートル）
道の駅そばの桜並木を歩く
道の駅「庄和」（集合・解散）～延命院
～立野天満宮～富多神社など

3/31㈭
古利根川コース（約5キロメートル）
エンゼル・ドーム周辺を歩く
市民文化会館（集合・解散）～白山神
社～樋堀大師～三本木公園など

4/3㈰

内牧コース（約7キロメートル）
楽応寺「十二年に一度の寅歳ご開帳
見学」と内牧公園を歩く
八木崎駅（集合・解散）～塚内公園～
黒沼緑道～内牧公園など
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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）



まちを「知る」「好きになる」セミナーを開催しました 問い合わせ／シティセールス広報課（内線2175）

加入対象 補償対象 加入
区分 年間掛金 傷害保険金額

死亡 後遺障害（最高） 入院（日額） 通院（日額）

子ども
（中学生以下）スポーツ・文化・ボランティア・地域活動 A1 800円 2,000万円 3,000万円 4,000円 1,500円

大人
（高校生以上）

スポーツ活動（64歳以下） C 1,850円 2,000万円 3,000万円 4,000円 1,500円

スポーツ活動（65歳以上） B 1,200円 600万円 900万円 1,800円 1,000円

文化・ボランティア・地域活動、準備・片付け・
応援・団体員の送迎 A2 800円 2,000万円 3,000万円 4,000円 1,500円

全年齢 危険度の高いスポーツ活動 D 11,000円 500万円 750万円 1,800円 1,000円

※上記以外に個人活動も補償対象になる加入区分有り。補償内容などの詳細は同協会WEBで

寄付金（活動資金）　※2/15時点
地区 金額

粕壁地区 1,371,443円

内牧地区 634,000円

武里地区 2,738,729円

豊春地区 1,581,790円

幸松地区 1,192,960円

豊野地区 883,080円

庄和地区 2,561,752円

武里団地 75,200円

団体・個人など 150,800円

合計 11,189,754円

内容…団体管理下での活動中の事故などに対応した保険
対象…スポーツや文化活動などを行う4人以上の団体
申し込み…右記2次元コードからスポあんネットへ

令和4年度スポーツ安全保険のご案内
問い合わせ／スポーツ推進課（☎ 763-2446）、（公財）スポーツ安全協会埼玉県支部（☎ 779-9580）

　市民の皆さんから寄せられた寄付は日本
赤十字社埼玉県支部を通じて災害救護活動
や社会福祉事業などに役立てられます。

令和3年度
日本赤十字社活動資金に寄付を
いただきありがとうございました
問い合わせ／生活支援課（内 2516）

アーカイブ配信
はこちら

私が考えたキャッチコピーは
「一人一人が自慢しよう!春日部」「一人一人が自慢しよう!春日部」

次回開催は、市WEB・
市公式SNSをチェック!

132022年3月号 No.199かすかべ情報

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。

●令和3年度日本赤十字社活動資金への寄付　●令和4年度スポーツ安全保険
●まちを「知る」「好きになる」セミナーを開催しました

参加者の声
▶ 市内の人と人とのつながりを強く感じることが
できました。また、田中さんの「販売するだけ
ではなく、作り手の思いを伝えたい」という部
分に春日部のハートフルな一面を感じました。
上野さんの「ゴールが一緒だと自然につながっ
ていく」というご発言にも共感しました
▶ 春日部に住む人たちがどのような思いで、どの
ような活動をしているのか知れたことが良い刺
激になりました

　2/7に、まちのことを広く楽しく学べるセミナーをオンラインで開催し、48人が参加しました。
　「食で地域を元気にする、春日部の『食』の未来」というテーマで、かすかべ +

プラスワン

1サポーターの上
う え の

野 剛
つよし

さん（カ
フェ「c

か め

ame c
か め

ame 3
さんまる

0」のシェフ）、田
た な か

中 麻
あ さ み

実さん（春日部産の天然ハチミツを販売する養蜂家）が登壇。セ
ミナーでは、「生産者の思いを伝えられる商品を作っていきたい」「地球と体の健康のために、自分たちに何が
できるか」といった、食に対する思いや春日部の未来について熱いトークセッションが繰り広げられました。
また、登壇者には現在の春日部、未来の春日部への期待を込めたキャッチコピーを発表してもらいました。

養蜂家の田中さん




