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「今」を知るために「昔」を知る 学芸員が教える 郷土資料館のススメ！
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◆  ３回目接種は、１回目・２回目に用いたワクチンの種類にかかわらず、モデルナ社製またはファイザー社製を接種する「交互接種」が認められています
◆  交互接種した場合でも十分な効果と安全性が確認されています
◆  ３回目接種でモデルナ社製とファイザー社製のいずれを接種した場合も、抗体価が十分上昇することが報告されています
◆  集団接種会場では、モデルナ社製ワクチンを使用します
◆  ファイザー社製ワクチンの供給量が少なくなります。１回目・２回目接種時と比べて、モデルナ社製ワクチンの方が多く
配分されることになりました

2・3面は、市の歴史や文化を紹介する郷土資料館の特集です。

※16面もご覧ください

新型コロナウイルスワクチンに ついて
皆さんに知ってほしいこと ~3回目接種編~
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感染対策など詳しくは▶新型コロナウイルス感染拡大防止のため、対策の徹底をお願いします。
3/6まで まん延防止等重点措置の対象区域に指定されています



　開館して32年。市民の皆さんから寄託・寄贈を
受けた資料は約5万点になり、収蔵庫などで大切
に保管しています。展示で紹介できるのは、その
うちのほんのわずかです。私たち学芸員は資料を
未来に残すため、保存環境を整え、調査や研究に
日々、取り組んでいます。新たな発見も少なくなく、
常設展、企画展などに生かしています。郷土資料
館にぜひお越しください。 左：収蔵庫

上：過去の企画展パンフレット

　倉常の須釡遺跡では、弥生時代の「再
さい
葬
そう
墓
ぼ
」というお墓の跡が発見されています。再葬墓は人が亡くなった際、遺体を土に埋めたりして、しばらくたった後、人骨だけを回収し土器に入れて、再度、埋葬するお墓です。須釡遺跡では、再葬墓に使われた完全な形に近い土器が約30点発見され、土器の表面に籾
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「埼玉の4大貝塚」展で
神明貝塚の出土品を展示
日時 3/5㈯～5/8㈰
場所 富士見市立水子貝塚資料館
（富士見市大字水子 2003-1）
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　春日部市郷土資料館は、平成2年7月に開館した春日部の歴史や文化を紹介する施設です。ここでは原
始から近代にわたる常設展示やワークショップなども開催し、私たちのまちを楽しく知ることができます。
本特集では、春日部の歴史を知りつくした4人の学芸員が皆さんに“推し”たい展示品を片手に、遺跡や古
文書など郷土の宝を熱く、分かりやすく語ります。 問い合わせ／郷土資料館（☎ 763-2455）
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左：収蔵庫
上：過去の企画展パンフレット

郷土春日部の歴史は奥深い！
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　春日部市郷土資料館は、平成2年7月に開館した春日部の歴史や文化を紹介する施設です。ここでは原　春日部市郷土資料館は、平成2年7月に開館した春日部の歴史や文化を紹介する施設です。ここでは原
始から近代にわたる常設展示やワークショップなども開催し、私たちのまちを楽しく知ることができます。

郷土資料館のススメ！
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　江戸時代終わりごろの粕壁宿を
200分の1で再現した模型です。現
在のかすかべ大通りに短冊状に地割
りされた町家が立ち並び、地域の政
治や経済、文化の中心でした。松

ま つ お
尾 

芭
ばしょう
蕉や徳

とくがわ

川 慶
よしのぶ

喜も宿泊しました。

　花積で発掘調査された竪穴住居を
復元したものです。お父さん、お母さ
ん、子どもの3人家族の暮らしを再現
しています。奥の壁には、水を入れる
ためのひょうたんやサケの薫製が掛け
てあります。

縄文時代の竪穴住居模型

粕壁宿推定復元模型

　内牧塚内古墳群は今から１,５００年ほど前に作られた古
墳群で、古墳の数は２０を数えます。このように小さな古墳が点在しているものは「群

ぐん

集
しゅう
墳
ふん

」と呼ばれ、春日部の地にも遠く離れたヤマト政権の影響が及んだことを物語る遺跡です。塚内４号墳から出土した人物埴輪は、「下
さ

げ美
み ず ら
豆良」という髪型から男性であることが分かり、古代人の面影がよく観察できます。

　「ある日、赤沼村の秋蔵さん
は、酒に呑

の
まれ常楽寺の境

内で騒ぎ、住職に叱
しか
られた」この古文書は、寺に提

出した

秋蔵さんの始末書。今後は慎
みますと猛省のご様子。誰

にだって「やらかしちまった」
Ｂ級事件ありますよね。市内

にはくずし字で書かれた古文書

が膨大に遺
のこ
されています。古文

書は人々の暮らし・思いを今に

伝えるお宝。常設展示室
4 で

は館蔵の古文書を定期的に展

示替えしています。

日時 3/8 ㈫～ 5/1 ㈰
場所 企画展示室 日時 3/20 ㈰　10:30～、14:00～の2回

場所 展示室

　展示資料ゆかりのオリジナルスタンプ、ク
レヨンしんちゃんの期間限定スタンプは、来
館の記念に押しましょう。

ⓒU／F・ S・A・A

今回は、
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郷土資料館３月のイベント オリジナルスタンプ

❶ミニ展示 牛島のフジ ❸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」

日時 3/27㈰　10:00～ 12:00
場所 教育センター
申込 3/８㈫から直接、または電
話、または市 WEBWEBWEBWEBより電子申請
で同館（☎763-2455）へ

❷考古学講座
「米島貝塚を探る」

江戸時代のＢ級事件簿
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何度も見たくなる！
常設展示の定番アイテム3

企画展示室

常設展示室

入口 出口
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「今」を知るために「昔」を知る　学芸員が教える

郷土資料館のススメ！
郷土資料館　館内図

32022年3月号 No.199S
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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北春日部駅

●北春日部駅周辺地区でまちづくりを進めています
●3/26㈯～4/3㈰は休日開庁を実施　●運動動画を配信　●地元のお店を 買って応援!食べて応援!

　コロナ禍でも、お店の皆さんはさまざまな工夫
をして営業しています。市も支援策などでお店を
応援しています。皆さんも感染症対策をしながら、
地元のお店を応援しましょう!

　 問い合わせ／商工振興課（内線7755）

　 問い合わせ／まちづくり推進課（内線3577）

北春日部駅周辺地区でまちづくりを進めています
　2/19に都市計画変更の説明会を実施し、現在は土地区画整理組合の設立に向けた準備をして
います。本事業は、令和4年度の着工を目指して進めています。

　地区住民の暮らしを支える生活利便施設の集積を
図るとともに、地区の特性に関連する施設の立地な
どにより、地区の中心としてのにぎわいを創出しま
す。住宅と駅を結ぶ道路沿いにショッピングモール
の配置を検討しています。

　あらゆる世代の暮らしを豊か
にするため、多様な施設をバラ
ンスよく設置するとともに、地
区の安全性を向上させる施設の
配置を検討しています（子育てを
サポートする施設、住まいの近
くで働くことのできるサテライ
トオフィスなど）。

3/26㈯～4/3㈰は休日開庁を実施 問い合わせ／政策課（内線2116）

　3月～4月は引っ越しなどによる届け出が集中し、市役所の窓口が混雑します。市では混雑緩
和を図るため、転入・転出・転居などに関係する一部の窓口で、休日開庁を実施します。
とき…3/26㈯・27㈰、4/2㈯・3㈰　8:30～12:00
実施部署および場所、取り扱い業務

実施部署および場所 取り扱い業務

市役所1階

市民課（内線2887） 各種証明書発行、届け出受け付け（※）、マイナンバーカード交付、電子証明書更新

障がい者支援課（内線2545）
申請受け付け

こども政策課（内線2577）

国民健康保険課（内線2787） 国保・後期高齢者医療に関する申請受け付け

庄和総合支所1階市民窓口担当（内線7065）
各種証明書発行、届け出受け付け（※）

武里出張所（☎ 735-5111）

※ 戸籍、住民異動などの届け出は、内容により他市町村への確認を要します。確認できない場合、証明書発行や手続きは次の開庁日以
降になります。また、住民基本台帳ネットワークシステムを使用する照会業務や国民年金業務の一部などは、休日開庁時には取り扱
いできません

運動動画を配信
問い合わせ／春日部市保健センター（☎ 736-6778）

　おうちで手軽に運動を始めませんか。生活
習慣病の予防には、適度な運動習慣の継続が
大切です。
　3/11㈮から、かすかべ動画チャンネル
（Y

ユ ー チ ュ ー ブ

ouTube）で筋力アップをテーマにした運動
動画「毎日10分！おうちでトレーニング～筋
力アップ編～」を配信します。

詳しくは
市WEBWEBWEBWEBで▶

地元のお店を

買って応援！
　　食べて応援！

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。

問い合わせ／
シティセールス広報課（内線2177）

　動画を見て、
足腰の筋力アップや

バランス能力のアップなどを
目指していきましょう。

まちづくりのイメージ

暮らしの質向上ゾーン

商業ゾーン

　交通利便性の高さと豊かな自然環境
を生かし、子育て世帯から高齢者世帯
まで、幅広い世帯が住み続けられる住
宅地を形成します。 

住宅ゾーン
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●災害時に支援が必要な人は登録を　●新成人の消費者トラブルに注意　
●犬の飼い主の皆さんへ

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で確認できます。

新成人の消費者トラブルに注意
問い合わせ／交通防犯課（内線2827）

　民法改正により4/1㈮から成年年齢が18歳
になります。
　成人になると、自分の意思で契約ができた
り、高校生でもローンを組んだり、クレジッ
トカードが作れるようになったり、未成年者
取消権（※）による保護がなくなります。高校・
大学在学中などの新成人を狙い撃ちにする悪
質な業者がいます。契約や買い物は、しっか
りと考えてからしましょう。
※ 親などの法定代理人の同意がない場合、未
成年者の契約を取り消すことができるもの

犬の飼い主の皆さんへ 
問い合わせ／環境政策課（内線7719）、庄和総合支所総務担当（内線7015）

　狂犬病予防法により、生後91日以上の犬
の所有者は、生涯に1度の犬の登録と、年1
回狂犬病予防注射を受けさせなければなりま
せん。また、鑑札および注射済票を犬に着け
ることも義務付けられています。
　注射を受ける際には、犬の所有者宛てに3月中
旬ごろに発送する令和4年度狂犬病予防注射済票
交付申請書（はがき）を必ず持参してください。
集合狂犬病予防注射を実施します
料金　▶登録している場合…3,500円　▶登
録していない場合…6,500円

動物病院でも注射できます
　下表の動物病院では、犬の新規登録の他、
予防注射後にその場で注射済票の交付を受け
ることができます。

※地域の支援者も被災して支援活動が困難となる場合もあります。支援する人が義務や責任を負うものではありません

　 問い合わせ／防災対策課（内線2342）災害時に支援が必要な人は登録を

集合狂犬病予防注射日程・会場
とき ところ

4/11㈪
9:30～11:30 武里市民センター

13:30～15:00 豊春地区公民館

4/12㈫

9:30～11:00 藤塚香取神社（藤塚428-1）

11:30～12:30 宝光院（牛島813）
※駐車場の利用不可

14:00～15:00 旧倉松公園

4/13㈬
9:30～11:30 内牧栄町会館（栄町2-212）

13:30～15:00 ウイング・ハット春日部

4/14㈭ 9:30～12:30 春日部地方庁舎

4/15㈮
9:30～11:30 大凧公園

13:30～15:00 旧庄和町シルバー人材センター
事務所跡地（上柳26）

4/18㈪
9:30～11:30 正風館

13:30～15:00 庄和南公民館

 　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、最少人数で来場し
てください。その他感染防止対策をお願いします。

　災害時要援護者避難支援制度は、災害発生
時に、自分一人や家族の力だけでは避難でき
ない高齢の人や障がいのある人を地域で支え
合う共助の制度です。
　導入自治会の地域に住んでいて、かつ支援
の対象である人は登録ができます。登録に当
たっては、自治会に名簿を提供することへの
同意が必要です。

支援対象
次のいずれかに該当する人
▶65歳以上で一人暮らしの高齢者
▶65歳以上で高齢者のみの世帯
▶障害者手帳を所持している人
▶介護保険で要介護認定を受けている人
▶自力で避難することが困難な人

登録の届け出
　登録届出書兼名簿に必要事項を記入し、下
記窓口へ提出してください。様式は、下記窓
口の他、市WEBWEBWEBWEBからもダウンロードできます。
▶市役所別館1階防災対策課
▶市役所1階障がい者支援課・介護保険課
▶市役所3階生活支援課
▶市役所第二別館2階高齢者支援課・健康課
▶庄和総合支所2階福祉・健康保険担当

導入自治会
地区 導入自治会名
粕壁 元新宿町内会、立沼町会
内牧 栄町二丁目町会

武里
備後東六丁目地区自治会、正善第二自治会、
東急武里自治会、大枝地区自治会、
大枝東自治会、5街区町会

豊春

大沼ゆりの木自治会、下谷原地区自治会、
増富東地区、下蛭田自治会、
下蛭田中央自治会、花積西自治会、
ルネ春日部自治会、新方袋連合自治会、
ふじの街自治会

幸松 小渕島自治会

豊野
本田上自治会、本田下自治会、
藤塚新田自治会、三本木自治会、
荻原地区自治会、藤ヶ丘自治会、
藤ヶ丘文化村自治会、豊野町自治会

庄和
新生一区、新生二区、新宿新田区、
三井南桜井自治会、下柳区、
有楽南桜井自治会、芦橋区

▶ 放し飼いなどの取り締まり、犬がかんだとき、
飼い方の相談…春日部保健所（☎ 737-2133）

▶ 猫に関する相談…県動物指導センター南支所
（さいたま市桜区在家473）（☎ 855-0484）
▶ 犬の住所の変更、飼い主の変更、犬が死亡し
たとき…本記事問い合わせ先

契約や買い物で「困ったな」と思ったら
消費者ホットライン188
貸金業に関する問い合わせ
▶日本貸金業協会　貸金業相談・紛争解決センター
☎ 0570-051-051
▶関東財務局　金融監督第5課
☎ 048-600-1151
警察に対する相談は
#9110

❷市 役 所（災害時要援護者名簿の作成）

災害時の支援活動
に備えた状況確認

❹ 災害時の避難支援
　　安否確認

❶（登録） ❸（名簿提供）

　　安否確認

）

自治会
自主防災組織
消防団
社会福祉協議会
民生委員・児童委員

避難の支援を
希望する人

（災害時要援護者）

地域での助け合い

支援制度の仕組み

〔地域などへの名簿提供に同意〕

地域の支援者

注射済票の交付が受けられる市内動物病院（50音順）
病院名 所在地 電話番号

アシュア動物病院 粕壁1-4-36 ☎ 755-5555

アナイ動物病院 本田町1-173-5 ☎734-6401

井上動物病院 八丁目321-1 ☎763-1570

牛島ねこと犬の病院 牛島1544-3 ☎754-2231

小野どうぶつ病院 栄町1-346 ☎754-0020

春日部はる動物病院 大沼2-62-30 ☎737-1206

たきや動物病院 大沼4-63-1 ☎737-3025

東武動物病院 西金野井100-32 ☎746-7841

豊春ペットクリニック 南中曽根433-1 ☎754-3871

菜の花どうぶつ病院 千間1-8 ☎736-7091

ハダ動物病院 備後西5-7-34 ☎737-8187

ひなた動物病院 南3-10-4 ☎812-5200

ひろ動物病院 緑町1-15-21 ☎731-1122

本間獣医科医院春日部病院 小渕1249-3 ☎752-5196

緑どうぶつ病院 緑町2-8-55 ☎738-5550

森田動物病院 新宿新田327-318 ☎745-4871

やました動物病院 備後東5-15-39 ☎738-0119

ゆりのき通り動物病院 大沼4-11-2 ☎796-0017
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●人権それは愛

　地域で環境活動に取り組む団体などが集ま
り、生態系、食品ロスなど身近なテーマで展
示会を行います。
　3/19㈯には、先着20人にエコグッズのプ
レゼント、および食品廃油の回収も実施します。
とき…3/17㈭～20㈰　10:00～16:00（20
日は12:00まで）
ところ…春日部市民活動センター「ぽぽら春

日部」
主な出展団体…埼玉県生態系保護協会春日部
支部／彩の国環境大学修了生の会／G

ジ ー キ ャ ン ズ

-CANS
／春日部C工房／春日部環境衛生事業協同組
合／埼玉りそな銀行春日部支店／武蔵野銀行
春日部支店／個人会員／春日部市　他
※詳しくは市WEBWEBWEBWEBをご覧ください

第3回かすかべ環境フェア　 問い合わせ／かすかべ環境ネットワーク事務局（環境政策課）（内線7715）

　10/1㈯から、後期高齢者医療の被保険者で一定以
上の所得のある人は、医療費の窓口負担割合が2割
になります（負担割合3割の現役並み所得者を除く）。
　割合が変わるのは、後期高齢者医療の被保険者の
うち約20パーセントの人です。

見直しの背景
　令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、
医療費の増大が見込まれています。
　後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いた約
4割は現役世代の負担（支援金）で、今後も拡大して
いく見通しとなっています。
　今回の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆
保険を未来につなぐためのものです。

2割負担の対象者
　負担割合が3割の人を除いて、右図のとおり世帯
単位で決まります。
　なお、負担割合は令和3年中の収入や所得に基づ
き判定するため、現時点でお答えすることはできま
せん。9月ごろ、10/1㈯からの負担割合が表示され
た被保険者証を送付する予定です。

▶ 後期高齢者医療の被保険者には、65歳～74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受
けた人を含みます

▶ 課税所得とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額（前年の収入から、給与所得控除や公的年金等
控除、所得控除（基礎控除や社会保険料控除等）を差し引いた後の金額）です

▶ 年金収入は遺族年金や障害年金を除きます
▶ その他の合計所得金額とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた
後の金額です

問い合わせ／国民健康保険課（内線2783）、
〈より詳しく知るためには〉厚生労働省コールセンター（☎ 0120-002-719）

▲展示例

　同和問題とは、日本社会の歴史的過程で形作
られた身分差別によって、一部の人々が長い間、
経済的・社会的・文化的に低い状態に置かれる
ことを強いられ、同和地区と呼ばれる特定の地
域の出身者であることなどを理由に、結婚を反
対されたり、就職時に差別を受けたりするなど、
基本的人権の侵害に関わるわが国固有の重大な
人権問題です。
　同和問題を口実に不当な利益を求める「えせ
同和行為」の事象の他、近年、情報化の進展に

伴いインターネット上において、県内外の特定
の地域を同和地区と識別させ、同和問題を助長・
誘発するような事件などが起きています。また、
令和3年1月には、県内において、差別ビラが
小学校やその周辺に数回にわたりまかれたとい
う事件が起きました。これらは、同和問題を正
しく理解していないために起きた事件であり、
現在もなお同和問題が残っていることを象徴し
ています。
　同和問題を解消し、差別のない社会を実現し

ていくため、平成28年12月に「部落差別の解
消の推進に関する法律」が施行され、国や地方
公共団体では、部落差別の解消に向けた研修会
やイベントなど、必要な教育や啓発を行ってい
ます。
　いつどこで起こるか分からないこのような問
題に対して、誤った情報に流されることのない
よう、正しい理解と認識を深めていく必要があ
るのではないでしょうか。

問い合わせ／総務課（内線2418）、社会教育課（内線4814）

人権それは愛
同和問題（部落差別）について～問題の解決に向けて～

　10/1㈯～令和7年9/30㈫は、負担割合の引
き上げに伴う外来の負担増加額が1カ月3千円ま
でに抑えられます（入院は対象外）。超えた金額は、
高額療養費として払い戻します。

配慮措置
1カ月5,000円の負担増を3,000円に
抑制するための差額を払い戻します

計算例（1カ月の外来の医療費全体額が50,000円の場合）
①窓口自己負担1割のとき 5,000円
②窓口自己負担2割のとき 10,000円
③負担増（②-①） 5,000円
④窓口負担増の上限 3,000円
払い戻し（③-④） 2,000円

埼玉県後期高齢者医療
広域連合WEBWEBWEBWEB▶

28万円未満

28万円以上

1人だけ

2人以上

200万円未満

320万円以上

320万円未満

200万円以上

世帯内の後期高齢者のうち
課税所得が最大の人の
課税所得が28万円以上か

世帯に後期高齢者が
2人以上いるか

「年金収入+その他の
合計所得金額」
が200万円以上か

「年金収入+その他の
合計所得金額」の合計
が320万円以上か

2割負担の対象者の負担を抑える配慮措置

後期高齢者医療制度　
医療費の窓口負担割合変更

1割

1割

1割

2割

2割

休日納税相談を行います とき…3/27㈰　8:30～17:15　ところ…市役所1階収納管理課（入り口は東側裏）
※証明書発行などは不可。詳しくは、収納管理課（内線2391～2396）へ
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こ ころ
と 上手

に付き合う方法

こころと上手に付き合う
方法

　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

　当市場では、地元産農作物を市内
の小・中学校に提供することで、子
どもたちの食育と地産地消に取り
組んでいます。これからも生産者と
消費者を結び「新鮮」で「安全」「安
心」、さらに「おいしい」青果物をお
届けできるよう努力いたします。

同会員WEBWEBWEBWEB▶ 

さいたま春日部市場株式会社
（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）

●世界の現状　
　世界の9人に1人が栄養不足に陥っています。原因の一つとして、環境破壊や
干ばつなどによる生産の停滞があります。特に途上国では、技術不足やインフラ
不備により農作物の安定供給ができないなどの問題もあります。農家への土地や
技術、市場へのアクセス付与により、天候などにも左右されにくく、安定して持
続した生産・収穫が行える「持続可能な農業」の実現が求められます。
●春日部市の現状
　農業経営者の高齢化などにより、耕作面積が年々減少し、農地利用の低下や耕
作放棄地が増えています。意欲ある農業経営者が安定かつ持続可能な経営ができ
るよう、農業の生産・経営基盤の整備や、消費者の購買意欲、関心の向上による
消費拡大が図られることが必要です。

目標2　飢餓をゼロに　

私たちにできるアクション
▶春日部産の農産物を購入しよう
▶食べ残しをなくそう
▶フードバンクへ寄付してみよう問い合わせ／政策課（内線2120）

SDGs

　最近、こころや体の不調を感じていませんか。新型コロナウイルス感染症拡大やその影響でこれ
までの日常とは違った生活を送り、ストレスや悩みを抱えている人も多いのではないでしょうか。
　悩み事がある場合は、問題が小さいうちに専門家などに相談し、こころの負担を軽くすることが
大切です。

新型コロナウイルス感染症で療養した皆さんへ
　この感染症は、誰もがかかる可能性があります。自分を責める必要はありません。

活用してください

▶こころの体温計
　携帯電話やパソコンで、気軽にあなたや
周りの人のストレスや落ち込み度を確認で
きるシステムです。氏名・住
所などの個人情報は入力不
要。さまざまな相談窓口も案
内しています。

▶相談窓口
　市で行う各種相談は14面を
参照。その他の相談窓口の詳
細は、市WEBWEBWEBWEBをご覧ください。

▶メンタルヘルス講演会
とき…3/25㈮　13:30～15:00
ところ…春日部市保健センター
内容…ストレスとの上手な付き合い方とこ
ころのセルフケア方法
対象…市内在住者　25人（申し込み順）
持ち物…筆記用具
申し込み…3/3㈭から、電話で同センター
（☎ 736-6778）へ

周りの人へ
　自殺は防ぐことができる社会的な問題
です。あなたの周りに悩みのある人がい
たら、不調に気付き、声を掛け、話を聞
き、適切な相談・支援につなげましょう。

　 問い合わせ／春日部市保健センター（☎ 736-6778）

●3月は自殺対策強化月間　●1分で分かるSDGs

女性の人権を守ろう　（人権標語）

エスディージーズ

どうして
自分だけが…

に付き合う方法に付き合う方法に付き合う方法に付き合う方法に付き合う方法に付き合う方法に付き合う方法に付き合う方法に付き合う方法に付き合う方法に付き合う方法に付き合う方法に付き合う方法に付き合う方法に付き合う方法に付き合う方法に付き合う方法に付き合う方法に付き合う方法に付き合う方法に付き合う方法に付き合う方法に付き合う方法に付き合う方法に付き合う方法に付き合う方法に付き合う方法に付き合う方法に付き合う方法に付き合う方法に付き合う方法に付き合う方法に付き合う方法に付き合う方法に付き合う方法に付き合う方法に付き合う方法に付き合う方法に付き合う方法に付き合う方法に付き合う方法に付き合う方法に付き合う方法に付き合う方法に付き合う方法に付き合う方法に付き合う方法に付き合う方法に付き合う方法に付き合う方法に付き合う方法に付き合う方法に付き合う方法に付き合う方法に付き合う方法に付き合う方法に付き合う方法に付き合う方法に付き合う方法に付き合う方法に付き合う方法に付き合う方法に付き合う方法に付き合う方法に付き合う方法に付き合う方法
迷惑を掛けて
申し訳ない

偏見や
差別が怖い

こんな思いを抱いている人もいるかもしれません

次のことを心掛けてみましょう
 気持ちを誰かに話すことでつらさが和らぐことがあります
 食事や睡眠など、日常生活のリズムを崩さないようにしましょう
 情報が多すぎると不安を引き起こすことがあります。信頼できる情報を必要な
だけ取り入れるようにしましょう

『「助けて!」一言勇気出してみよう』
（春日部市自殺対策計画キャッチフレーズ）

こころと上手に付き合う方法

こころほっとしていますか? ひとりで悩まず相談してください
～3月は自殺対策強化月間～

と

どうしてどうしてどうしてどうしてどうしてどうしてどうしてどうしてどうしてどうしてどうしてどうしてどうしてどうしてどうしてどうしてどうして
自分だけが…

こんな思いを抱いている人もいるかもしれません 上手



3月・4月の予定

　学校と教育委員会では、子どもたちの確かな学力の定着と豊か
な心を育むために取り組んでいます。学校がテーマを決めて研究し、
その成果を市内の学校に広めると
いう「研究委嘱」がその一つです。
　先日は、地域の皆さんと共に
学校づくりを進めていく「コミュニ
ティ・スクール」を研究した学校に
よる発表会がオンラインで行われ
ました。コロナ禍でも着実に教育
活動を前に進めています。
　今後も、学校と教育委員会、
そして地域の皆さんと連携して、
子どもたちの学ぶ場を充実させて
いきます。

「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…3月・4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
テントウムシを作ろう

3/5㈯
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

かえっこエンゼル
みんなで子ども用品を交換しよう

3/6㈰～11㈮
１０:００～１５:００

3/6㈰～8㈫は入場券のある人、3/9㈬～11㈮は全児童
（保護者も可）
入場券希望者は、3/4㈮までに提供品を直接同センターへ

みんなでつくろう工作教室
スイーツマグネットを作ろう

3/12㈯
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

紙コップUFOを作って空高く飛ばそう
3/13㈰
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）
3/1㈫から直接、または電話で同センターへ

いご・しょうぎ
囲碁・将棋を楽しもう

4/2㈯
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…3月・4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）
おそうじワンちゃんを作ろう

3/3㈭
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）
3/1㈫から電話で同センターヘ

プラレール&トミカであそぼう
プラレール&トミカで楽しく遊ぼう

3/10㈭・15㈫
①10:30～11:00
②11:00～11:30
③11:30～12:00

未就学児とその保護者　各4組（先着順）
当日直接、同センターへ

ママとなかよしグー
カラフルなフラワーバスケットを作ろう

3/11㈮
①10:15～10:50
②11:00～11:35

1歳以上の未就学児とその保護者　各7組（申し込み順） 
3/1㈫から電話で同センターへ

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

3/13㈰
10:00～12:00
13:00～15:00

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

パターゴルフ
カップイン目指して、楽しく遊ぼう

3/26㈯
13:00～15:00

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

庄和児童センター スマイルしょうわ　金崎839-1　☎718-0300
休館…3月・4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
つくってあそぼう!
作った工作で楽しくあそぼう。何を作るかお楽
しみに

3/6㈰
10:00～11:45

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

囲碁・将棋教室
初めてでも先生が優しく教えてくれます

3/12㈯・26㈯
10:00～12:00

小学生以上
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

3/15㈫
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
3/4㈮から直接、または電話で同センターへ

ジオラマ運転会
本物そっくりな電車、出発進行。運転手は君だ

3/19㈯
①10:00～11:30
②13:00～14:30

3歳児以上（未就学児は保護者同伴）
当日直接、同センターへ

おもちゃ病院
壊れたおもちゃを、おもちゃ病院の先生にみて
もらおう

4/2㈯
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

　幼保連携型認定こども園武里幼稚園が、4月か
ら地域子育て支援拠点事業を開始します。
　地域子育て支援拠点事業とは、子育て家庭が
気軽に集い、相互交流や子育てに関する不安・悩
みを相談できる場を提供する事業です（9面参照）。
　同園では、育児に関する相談や情報の提供、
乳幼児向けのイベントや子育てサークル活動など
0歳児～未就学児とその保護者が遊ぶことのでき
る環境の提供を予定していますので、気軽に利用
してください。なお、新型コロナウイルス感染症
拡大防止に伴い、事前予約制となっています。

子育てピックアップ①
武里幼稚園が子育て支援拠点になります 子どもたちへの教え方を研究しています

子育てピックアップ②

問い合わせ／指導課（内線4743）問い合わせ／保育課（内線2594）

生ごみの水をしぼって　減量化　におい減らして　ごみ出し　らくらく

対象者…未就学児の保護者　対応日時…㈪㈬㈭（㈷、年末年始、夏季休業を除く）　１０:００～
１２:００はサークル活動（登録制）、１３:００～１６:００は個別相談（事前予約制）
問い合わせ…大枝89番地 武里団地2街区2棟同園（☎735-5002）

　1/31にリニューアルし、スマートフォ
ンでより見やすいデザインになりました。
ぜひご覧ください。

かすかべ子育て応援サイト
子育てに役立つ情報満載!
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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
ひな祭り製作、平均台、お誕生日会

信愛保育園（大場）
（☎734-9692）

㈪㈬㈮・8㈫・22㈫
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）

㈪㈬㈮（21㈷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

Cocco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㈯

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））
※3/10㈭は武里南地区公民館

㈪㈫㈮（21㈷・29㈫を除く）・
5㈯・10㈭・23㈬・26㈯
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、工作くらぶ、誕生
会、ベビーマッサージ&産後ヨガ

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
3/7㈪人形劇「はだかの王様」鑑賞会

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）
㈫㈬㈮
10:00~15:00

地域子育て支援拠点施設

幼保連携型認定こども園　とよはる こども学園 所在地：上蛭田610-2　☎754-0200

　昭和42年に豊春幼稚園として創立し、平成31年から認定こども園　とよはるこども学園に変わり新た
にスタートしました。
　「なかよしの手は大きな力に　パワー全開はじける笑顔」をスローガンに小さなことから大きなことへと
チャレンジし、頑張ることで成し遂げる楽しさや喜びを体験しながら日々生活しています。
　親切（やさしく）協力（なかよく）感謝（ありがとう）の方針の下、元気で仲良く強い体と優しい
心を育みながら、大きく成長してくれることを願っています。
開園日時：㈪～㈮　7:00～19:00、㈯　7:00～14:30　対象：0歳児（満6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3月 4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） なし 28㈭

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 12㈫

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 7㈭ 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） 17㈭ 21㈭

10:00～
11:30

豊春第二公民館（☎754-2100）
8組（申し込み順） 9㈬ 13㈬

子育てサロン 幸松地区公民館（☎752-6065）
10組（申し込み順） 16㈬ 20㈬

子育て
ふれあいサロン

豊野地区公民館（☎735-0009）
5組（申し込み順） なし 21㈭

藤塚公民館（☎ 735-2528）
5組（申し込み順） なし 26㈫

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 20㈬

ともだちが　わらうとぼくも　うれしいな　（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

問い合わせ／こども相談課（内線2769）

　春は入園・入学などの新生活に対する期待や不安で、なんとな
く落ち着かない時期ではないでしょうか。子どもも大人も環境の
変化に対するなじみ方は人それぞれです。以下のポイントを参考
にして、新しい生活に向け焦らずゆっくりとお子さんの気持ちを整
えていきましょう。
対応のポイント
▶プレッシャーを与える言葉掛けを避ける
「年長さんになるんだから頑張って」「これ
ができないと1年生になれないよ」など
▶ 不安を口にする子どもには、不安を否定
するのではなく受け入れて共感する
「お友達ができるか心配なんだね」「パパやママもそうだったよ」など
▶ できていることを見つけてたくさん褒める。できていなくても、
頑張った過程を認める
▶ 新生活が楽しみになり自然と気持ちが前向きになる声掛けをする
「幼稚園に行ったらすべり台で遊べるね」など

春からの新生活に向けて

子育て アドバイスワンポイ
ント

楽しみなことを数えながら、気持ちよく新生活を迎えましょう。

幼稚園に行ったらすべり台で遊べるね
すべり台で遊べるね
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委員を募集します
委員の名称 防犯のまちづくり推進協議会の委員 市立小学校、中学校および

義務教育学校学区審議会の委員 社会教育委員 スポーツ推進審議会委員

応募期間 4/1㈮～5/2㈪（必着） 3/1㈫～31㈭（必着）

内容 防犯のまちづくりに関する事項を調査審議 市立小・中・義務教育学校の学区の
編成に関する事項などを調査審議

社会教育に関する調査研究、
教育委員会への助言など スポーツ推進に関する事項を審議

募集人数 2人以内 1人

任期 2年（6/29㈬～令和6年6/28㈮） 2年

会議 年2回程度 年3回程度

報酬 会議1回につき、5,200円（予定） 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

防犯のまちづくりに関心がある 春日部市の通学区域に関心がある

次のいずれかの条件を満たす人　▶社会教育
に関係する　▶家庭教育の向上に資する活動
をしている　▶社会教育について幅広い見識
と関心がある

スポーツ推進に関心がある

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（※）、またはメールで応募
※スポーツ推進課はファックスでの応募不可

応募先

▶直接…市役所別館3階交通防犯課　▶郵送
…〒344-8577 （所在地不要） 春日部市役所
交通防犯課　▶ FAXFFFAAAFAFFFAFAFAFFFAF XXX …734-5516　▶
…kotsu@city.kasukabe.lg.jp

▶直接…教育センター1階学務課　▶郵送…
〒344-0062 粕壁東3-2-15 春日部市教育委
員会学務課　▶ FAXFFFAAAFAFFFAFAFAFFFAF XXX …763-2218　▶
…gakumu@city.kasukabe.lg.jp

▶直接…教育センター1階社会教育課　▶郵
送…〒344-0062 粕壁東3-2-15 春日部市教
育委員会社会教育課　▶ FAXFFFAAAFAFFFAFAFAFFFAF XXX …763-2218　
▶ …s-kyoiku@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
部市教育委員会スポーツ推進課　▶ …
sports@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

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 交通防犯課（内線2827） 学務課（☎ 763-2447） 社会教育課（☎ 763-2445） スポーツ推進課（☎ 763-2446）

　ごみの収集日程や分別方法、各種健診や
予防接種などの健康情報を掲載したカレン
ダー（4月～令和5年3月）を発行しました。
右表で配布する他、4月から市 WEBWEBWEBWEBへ掲載
します。
カレンダーを活用して適正な排出を
▶ 充電式電子機器に内蔵されている、リチウ
ムイオン電池は強い衝撃が加わると発煙・
発火の恐れがあります。廃棄する際は、分
別して適切に排出してください

▶ 庭木の剪
せんてい

定、引っ越しなどで排出される一
時多量ごみは、分別ルールを守り、数回に
分けて集積所に出してください

▶ 処理施設内の安全を確保するため、処理施
設への直接搬入はなるべくご遠慮ください

粗大ごみの収集の申し込みはお早めに
　3月は引っ越しなどにより粗大ごみが多く排
出されるため、受け付けの混雑が予想されま
す。収集の申し込みは、早めにお願いします。
申し込み…毎週㈪～㈮（㈷㉁を除く）の8:30～
17:00に収集運搬申込受付（☎ 734-3196）へ
手数料…1品500円（スプリング入りマット
レスは1品2千円）　
※ 直接クリーンセンターへ搬入する場合は、
10キログラム当たり210円。スプリング
マットレスは別途1品2千円を徴収

　詳しくは、カレンダー
をご覧ください。

令和4年度ゴミニケーション　健康情報カレンダー
問い合わせ／リサイクル推進課（内線7735）、庄和総合支所総務担当（内線7015）

　 問い合わせ／交通防犯課（内線2827）

●委員を募集　●令和4年度ゴミニケーション　健康情報カレンダー
●防犯パトロールをしませんか

令和4年度ゴミニケーション　健康情報カレンダー配布場所

配布場所／収集区 第
1
第
2
第
3
第
4
第
5
第
6
第
7
第
8
第
9
第
10
第
11
第
12

市役所第三別館1階リサ
イクル推進課、市役所第
二別館2階健康課、市役
所1階総合案内、庄和総
合支所2階総務担当

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ハーモニー春日部 ● ●
武里出張所・武里南地区
公民館・武里大枝公民館 ● ● ●

中央公民館・豊春地区公
民館・豊春第二公民館 ● ● ●

粕壁南公民館 ● ● ● ●
内牧地区公民館
内牧南公民館 ●

武里地区公民館
武里東公民館 ● ●

幸松地区公民館
幸松第二公民館 ● ●

豊野地区公民館
藤塚公民館 ●

庄和地区公民館（正風館） ● ● ● ●
庄和南公民館 ● ●

▲下校時の見守り警戒活動

　市に自主防犯活動団体（※）として登録すると市民活動総合補償制度（ボランティア保険）
の適用対象となり、パトロールベストや帽子、タスキなどの防犯活動用品も受け取れます。
※ 構成員数が5人以上で平均して月1回以上、地域で自主的に防犯パトロールや子ども見守り活動などの防
犯活動を行う団体

自主防犯活動
① あいさつ・声掛け運動、散歩・買い物時の「ながら」防犯パトロールなど、無理をせ
ずできることから始めましょう

②トラブルや緊急事態に備え、複数人で行いましょう
③事故防止のため蛍光色のベストなど、目立つ姿で行いましょう

3/31㈭納期限の市税など ●国民健康保険税（普通徴収）の第9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）

真っすぐ家に帰ってね

ごみ出し検索も便利

防犯パトロールをしませんか
　安全で安心して暮らすためには、地域における防犯の輪を広げることが大切です。防犯パトロールなどの自主防犯活
動は、不審者や泥棒などに犯罪の機会を与えないことに有効です。皆さんのご協力をお願いします。



 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。

112022年3月号 No.199かすかべ情報

市税等納付は納期限内に



 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!
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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。

●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



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
（電話相談のみ）

㈪～㈮　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
の電話相談のみ）

市 ㈭　13:20～16:25　
市民相談室（内2855）へ 庄

3/9㈬・30㈬、4/13㈬・27㈬　
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
3/16㈬、4/20㈬　13:00

～16:00　 前日までに市民
相談室（内2855）へ

庄
3/2㈬、4/6㈬　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
電話相談のみ）

市
3/28㈪、4/18㈪　13:00

～16:00
市民相談室（内2855）

庄
3/16㈬、4/20㈬　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 4/5㈫　13:30～16:30　 市役所別館1階相談室
3/25㈮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

3/23㈬、4/27㈬　10:00～15:00（相談時間30分程度）　
市役所別館1階相談室
総務課（内2418）

税務相談　
電話相談（予約制）

4月以降の毎週㈬　１０:００～１２:００、１３:００～１５:００
関東信越税理士会春日部支部税務相談所（☎738-7470）

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
電話相談のみ）

4/13㈬　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
電話相談のみ）

3/15㈫、4/19㈫　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　 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
電話相談のみ）

3/22㈫、4/26㈫　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　
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）

3月の毎週㈫㈬　10:00～16:00（相談時間45分）
㈫…東部地域振興センター、㈬…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　 エンゼル・ドーム
同施設（☎ 755-8190）、こども相談課（内2766）

㈮　10:00～17:00　 グーかすかべ
同施設（☎ 754-9140）、こども相談課（内2766）

㈪　10:00～17:00　※3/21㈷を除く　 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 

①3/4㈮　10:30～13:30　②3/7㈪　9:30～11:30　③3/14
㈪　10:30～13:30　 ①武里地区公民館　②市役所1階ロビー　
③庄和総合支所1階ロビー　 不要　 春日部市保健センター（☎
736-6778）

こころの健康相談
3/17㈭・24㈭　
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　 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

シャインカービングクラブ武里
月2回㈰　13:00～15:00　
武里大枝公民館　 シャイン

カービング協会認定講師指導の
下、彫るとガラスのような質感が
生まれるアートを作成　 初
心者　 仙

せ ん ぶ

部（☎070-6945-
6873）
楽しい中国語
▶毎月第1～第3㈬　17:00

～19:00（初級）　▶毎月第1～
第3㈭　17:00～19:00（上級）、
19:00～21:00（中級）　 中央

公民館　 大連出身女性の指導
による中国語勉強会　 宮

みやもと

本（☎
080-3006-7481）

精
せいぼく

墨会水墨画展
3/10㈭～13㈰　10:00～

17:00（10日は12:00から、13日は
16:00まで）　 正風館　 三

み つ い

井
（☎745-1596）
雪わり草と山野草の展示会
～春日部雪割草愛好会
3/12㈯・13㈰　9:00～17:00

（13日は16:00まで）　 庄和総
合支所　 北

き た み

見（☎746-5766）

粕壁写真クラブ写真展
3/31㈭～4/3㈰　10:00～

17:00（31日は12:00から）　 中
央公民館　 会員の写真、春日
部市の姉妹都市（オーストラリア 
フレーザーコースト市）の写真クラ
ブとの交流写真も展示　 徳

と く い

井
（☎736-4752）

合気道無料体験教室
～養神館南桜井同好会
3/13㈰・27㈰　15:00～16:00

（全2回）　 庄和体育館　 合
気道をベースにした護身などに役

立つ技法　 小学生以上　5人　
軍手などの手袋　 山

やまなか

中（☎
090-9144-6364）
ターゲットバードゴルフ春の
体験教室～春日部市ターゲット
バードゴルフ協会
3/12㈯・13㈰、4/9㈯・10㈰　

9:00～11:30　 ウイング・ハッ
ト春日部西側ターゲットバードゴ
ルフコース　 市内在住・在勤
者（高齢者・女性歓迎）　各10人　
各前日までに電話、またはメール

で原
はら

（☎090-4601-1936、
hiroyuki.hara.1954@gmail.
com）へ

仲間になりませんか

お越しください

参加しませんか

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へ▶

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

4
／
3
（日）

内科系
脳神経内科・内科もてぎ医院

（中央8-8-9）
☎737-5151

脳内、内、脳外
クオール薬局
武里店

☎731-0139小児科系 関根医院（新宿新田226）
☎746-7211 内、小

外科系 武里外科・脳神経外科（大畑241-2）
☎736-7516 外、脳外

4
／
10
（日）

内科系 南部厚生病院（大場20-1）
☎736-7511 内

そうごう薬局
春日部店
☎739-2351

小児科系 安達医院（栄町3-287）
☎761-6398 内、小

外科系 分娩館医院（備後西5-4-28）
☎739-3883 産

4
／
17
（日）

内科系
かすかべ消化器内科クリニック
（谷原新田2177-1）
☎796-0230

内、消内 わかば薬局
中央春日部店
☎884-8190
みき薬局
西口駅前店
☎755-7811

小児科系 いぶきこどもクリニック（大枝309）
☎735-0854 小

外科系
さくら皮フ科

（中央1-1-1 TK春日部ビル4階）
☎760-4112

皮、形成外

4
／
24
（日）

内科系 粕壁東クリニック（粕壁東1-7-17）
☎812-7000 内、胃腸内

やはら薬局
☎795-6437小児科系 岩本小児科医院（谷原3-12-1）

☎795-8796 小、アレルギー

外科系 小笠原医院（新宿新田319-2）
☎746-0088 循、外、内

4
／
29
（祝）

内科系
春日部西口駅前クリニック
（中央1-52-8-2階）
☎678-9801

内、呼内、
脳外

鈴木薬局
春日部中央店
☎812-8696
セイムス
谷原薬局
☎753-3507
アイビー薬局
大枝店

☎733-2414

小児科系 ゆりのき医院（谷原1-16-20）
☎752-3535 小

外科系 彩都レディースクリニック（大枝366）
☎731-1103 産、婦、小

日 系統 医療機関名 科　目 薬　局　名

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

3
／
27
（日）

内科系 みくに中央クリニック（中央1-56-18）
☎737-5400 内 アイン薬局

春日部西口店
☎731-0288
鈴木薬局
春日部中央店
☎812-8696

小児科系
春日部在宅診療所ウエルネス

（内牧3701-1 エミナース春日部1階）
☎792-0772

内、小、
緩和ケア内科

外科系 みやざわ耳鼻咽喉科（中央1-52-8）
☎745-8733

耳、咽喉、
アレルギー

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

3・4月の

材料（4個分）

❶  イチゴはへたを取っておく。
❷  つぶあんを4等分にして丸める。手のひらでつぶし、イチゴをのせ
て包む。

❸  耐熱ボウルに白玉粉と砂糖を入れ、軽く混ぜる。水を2回～3回
に分けて加え、その都度白玉粉の粒をつぶしながら混ぜる。

❹   均一に混ざったらラップをし、600ワットの電子レンジで1分加
熱する。ゴムベラなどで手早く練る。

❺   ❹にラップをして電子レンジでさらに1分加熱し、ゴムベラなどで
よく練る。同様に、追加で30秒加熱し、ゴムベラなどでよく練る。

❻   片栗粉が入ったバットに❺を入れ、全体に片栗粉を付けて4等分
にする。丸めて平らにのばし、❷を包む。

白玉粉で＊もっちりいちご大福
ひな祭りなど、春の行事にぴったりの華やかな手作り和菓子です。電子レ
ンジを使って手軽に作れるので、いつでも出来たての大福の味を楽しめま
す。イチゴの甘酸っぱさとあんこの甘さ、もっちり食感がたまりません。

◆１個当たりの栄養価◆

エネルギー　101kcal　　たんぱく質　2.9g　　脂質　0.3g　　食塩相当量　0.0g

作り方❸で、しっかり白玉粉の粒をつぶして均一になるよ
うに混ぜてください。電子レンジ加熱後は、その都度手早
くしっかり混ぜることで、舌触りの良い滑らかもっちりの
食感に仕上がります。

調理のポイント！

保健センターの管理栄養士が教える！
品目レシピ 10

クックパッド「春日部市
保健センターのキッチン」
で他にもレシピ公開中!

●白玉粉 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50g
●砂糖 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20g
●水 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80ml

●イチゴ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4個
●つぶあん ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 80g
●片栗粉 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量
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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）春日部市　献血 検索



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）

手続きはお早めに!住民税非課税世帯等臨時特別給付金
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））

市独自の子育て世帯応援給付金
子ども1人当たり10万円給付
問い合わせ／こども政策課（内線2577）

　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。

集団接種会場では武田/モデルナを使用
　医療機関では接種を受ける時期に国から供給
されるワクチンを使用するため、希望する種類
のワクチンを接種できるものとは限りませんの
でご了承ください。
　また、取り扱うワクチンについて個別の医療
機関へ問い合わせるのはご遠慮ください。
接種対象
　2回目接種を完了した18歳以上の人。
接種間隔を6カ月に短縮
　2/24以降、2回目接種日から6カ月後に予
約を受け付けています。
３回目接種時期

2回目接種完了時期 3回目接種券発送時期
令和3年9/13～23 3/7㈪

令和3年9/24～10/1 3/14㈪

令和3年10/2～9 3/22㈫

令和3年10/10～16 3/28㈪

集団接種
とき ところ

3/5㈯・6㈰ 消防本部
イオンモール
春日部

3/12㈯・13㈰・19㈯・
20㈰・21㈷・26㈯・27㈰

市民体育館
（大沼7-12）

個別接種
　市内医療機関で実施しています。最新の医療
機関情報は市WEBWEBWEBWEBまたは予約サイトで確認し
てください。
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。
　詳しくは、接種券に同封の通知をご覧くだ
さい。

③コールセンター

　 0120-002-276
　（8:30～17:15）

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

1回目・2回目接種
　春日部嬉泉病院、春日部嬉泉病院附属
クリニック、市立医療センターで予約を
受け付けています。
　接種日程は、予約サイトやコールセン
ター（☎0120-002-276）で確認してく
ださい。
　公費で受けられる期間は、現在のとこ
ろ9/30㈮までです。3回目接種を踏ま
え、希望者は
早めに受けて
ください。

①住民税非課税世帯等
対象…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
申請…5/2㈪（消印有効）までに、1/31付で発送
した「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」の記載内容を確認し、返送し
てください
※ ①の該当者で支給要件確認書が届いていない場合は問い
合わせてください

②家計急変世帯
対象…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
申請…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）

　国による令和3年度子育て世帯への臨時特別給
付金が所得制限により非対象となった人に、市独
自に子ども1人当たり10万円を給
付します。
　申請せずに給付される人、申請が
必要な人がいます。

本件を装った詐欺に注意してください

3回目接種の副反応
（厚生労働省 WEBWEBWEBWEBより）

　2社の薬事承認において、3回目の接種後7
日以内の副反応は、2社とも一部の症状の出現
率に差があるものの、おおむね1回目・2回目
と同様の症状が見られたと報告されています。
　また、武田/モデルナ社のワクチン3回目は、
1回目・2回目の半量を接種します。2回目接
種後と比較して、発熱や疲労などの接種後の症
状が少ないことが報告されています。

ワクチンの効果
　ファイザー社および武田/モデルナ社（以下、
2社）とも2回目接種から約半年後も高い重症
化予防効果が維持されています。
　2社のワクチン接種の効果を約半年間比較し
た観察研究では、武田/モデルナ社のワクチン
の方が、感染・発症・重症化予防の
効果が有意に高かったと報告されて
います。 詳しくは厚生労働省WEBWEBWEBWEBで▶

小児（5歳～11歳）の接種
　3月以降の接種に向けて準備を進めています。

最新の情報は
こちらでチェックするのが

おすすめ

対象 ～2/23 2/24以降

医療従事者、高齢者施
設などの入所者および
従事者など

6カ月後

6カ月後
65歳以上の人 7カ月後

上記以外の人 8カ月後

詳しくは▶

16 2022年3月号 No.199

春日部市の世帯数と人口（2/1現在）
●世帯数　109,675世帯　　●人口　232,679人（前月比185人減）　　男　115,468人　　女　117,211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




