
 お知らせ
毎年5月最終㈰の
春のクリーンデー中止01

新型コロナウイルス感染症の感染状況
を考慮し、「春のクリーンデー」（市内一斉
清掃）は中止　 リサイクル推進課（内
7735）、庄和総合支所総務担当（内7015）

男女共同参画に関する
市民意識調査の結果公表02

令和5年度からの第3次春日部市男女共
同参画基本計画のため、令和3年9月に3
千人を対象に実施。報告書は市WEB、市
役所別館3階市民参加推進課・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、ぽぽら春日
部、ハーモニー春日部、各公民館で閲覧可
能　 市民参加推進課（内2878）

4月より年金手帳を廃止
基礎年金番号通知書へ03

これまでの年金手帳はそのまま使用可
能。基礎年金番号通知書への切り替え不要。
4月以降、年金制度に加入する人や再発行
を希望する人には、基礎年金番号通知書を
発行
再発行…厚生年金加入者、第3号被保険者
は勤務先へ。第1号被保険者は市民課、庄
和総合支所1階市民窓口担当、または春日
部年金事務所へ　 市民課（内2893）、
春日部年金事務所（☎ 737-7112）

令和4年度より成人式は
「二十歳を祝う会」に04

成年年齢引き下げに伴い、成人式の名
称を変更。20歳を対象とし、1月上旬に開
催予定　 社会教育課（☎ 763-2445）

市限定「わんわん住民票」
リニューアル05

ⓒU／F・Ｓ・A・A
4/1㈮～　 クレヨンしんちゃんのイ

ラスト入り、市限定のわんわん住民票を今
年もリニューアル。市役所第三別館1階環
境政策課、庄和総合支所2階総務担当の窓
口で、愛犬の名前などを印字して無料配布。
詳しくは市WEBへ　 同課（内7719）

令和4年度の国民年金保険料06

6カ月分（上期）、1年分、2年分の現金
納付での前納は4月末まで、6カ月分（下
期）の口座振替での前納は8月末までに年
金事務所で手続きが必要。口座振替は、現
金納付よりお得。クレジットカードによる
納付も有り。詳しくは年金事務所へ　
市民課（内2893）、春日部年金事務所（☎ 
737-7112）

浄化槽の正しい維持管理
合併処理浄化槽への転換を07

維持管理が行われていないと放流水質
の悪化や悪臭など、周辺の生活環境を悪く
する原因に
浄化槽設置者・使用者の三つの責任
①保守点検…年3回～4回、県知事登録業
者へ（有料）　②清掃…年1回以上、市の許
可業者へ（有料）　③法定検査（定期水質検
査）…年1回、埼玉県浄化槽協会（☎ 048-

定額保険料（1カ月分） 現金・口座16,590円
口座（早割）16,540円

保険料6カ月分（上期、
下期）を納期限までに
前納した場合

現金98,730円
口座98,410円

保険料1年分を4月に
前納した場合 現金195,550円

保険料2年分を4月に
前納した場合 現金382,780円

501-5707）へ（有料）
合併処理浄化槽への転換に補助
浄化槽処理促進区域内での合併処理浄化槽
への転換に対し、市では予算の範囲内で補
助金を交付。新築・増改築などは不可
リサイクル推進課（内7735）

ゴーヤ・アサガオの種配布08
緑のカーテンを作って、夏の省エネや

地球温暖化防止。希望者にゴーヤ・アサガ
オの種を郵送　 4/22㈮までに郵便番
号、住所、氏名、電話番号をはがき、電話、
ファックス、またはメールで〒344-8577 
（所在地不要） 春日部市役所環境政策課（内
7717、FAXFFFAAAFAFFFAFAFAFFFAF XXX 733-3826、 kankyo@
city.kasukabe.lg.jp）へ

4/6㈬～15㈮
春の全国交通安全運動09

歩行者の安全の確保　「もしかして・とま
る・みる・まつ・たしかめる」を合言葉に、
子どもに交通ルールやマナーを／高齢者は
「相手が止まるだろう」などの優先意識を持
たず、自分の目で安全確認を
高齢運転者などの交通事故防止　高齢者
は衝突被害軽減ブレーキなどのある車「サ
ポカー S」の利用を／運転に不安を感じた
ときは運転免許証の自主返納の検討を／運
転者は、全ての座席のシートベルトとチャ
イルドシートを正しく着用。飲酒運転は「し
ない、させない、ゆるさない」の徹底を
自転車の安全利用　原則、車道の左側を走
行し、交通ルール順守／歩道を走行する場
合、歩行者を優先／乗車用ヘルメットを着
用／夕暮れ時や夜間は明るい色の衣服や反
射材を身に着け、必ずライト点灯／自転車
損害保険などに加入を
交通防犯課（内2825）
県主催 就職支援セミナー
魅力的な応募書類の作成術10

5/11㈬　14:00～16:00　 中央公
民館　 おおむね60歳以上の人　40人
（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

求人企業合同説明会11
4/26㈫　13:00～16:00（受け付け

12:00～）　 大宮ソニックシティ　 令
和5年3月大学・短大・専門学校卒業予定
者・既卒3年以内の人　※参加企業は4月
中旬に埼玉県雇用対策協議会WEBに掲載
予定　 不要　 履歴書複数枚（コピー
可）　 同協議会（☎ 647-4185）

検察審査会制度12
検察審査会制度　 検察審査会は、検察
官が被疑者（犯罪を犯した疑いがある者）
を裁判にかけなかったことが正しかったか
どうかを審査する機関。不起訴処分に不満

を持っている人は問い合わせを
検察審査員　 検察官の不起訴処分を審
査するため、審査員に選ばれた際には協力
を　 選挙権を持つ、抽選で選ばれた人
さいたま第一検察審査会事務局（☎ 

863-8714）
4/15遺言の日
地元弁護士による無料法律相談会13

4/15㈮　13:30～16:00（1人30分
以内）　 越谷市中央市民会館（越谷市
越ヶ谷4-1-1）　 離婚･相続･借金・交通
事故などの法律問題　 4/1㈮から、電
話で埼玉弁護士会越谷支部事務局（☎ 048-
962-1188）へ

遺言の日記念
相続問題電話法律相談会14

4/16㈯  13:00～16:00（受け付けは
15:30まで）　 弁護士による遺言・相続
に関する電話法律相談　☎ 861-0200（当
日のみ通話可、通話料は相談者負担）　
埼玉弁護士会法律相談センター（☎ 710-
5666）

宝くじ助成金で
コミュニティ活動を支援15

（一財）自治総合センターは、宝くじの
受託事業収入を財源としたコミュニティ助
成事業を実施。令和3年度宝くじ助成金を
受けて、永沼区が集会所建て替えと備品整
備を実施　 市民参加推進課（内2875）

埼玉県都市ボートレース企業団
ボートレース戸田開催日程16

4/1㈮～4㈪・13㈬～18㈪・23㈯～
27㈬　 ボートレース戸田　 市は同
企業団に加盟し、配分金を市政に活用中　
同企業団（☎ 823-8711）

 人材募集

交通指導員17
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

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。

×廃止
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スマホじゃない　見るのは前でしょ　周りでしょ　（交通安全スローガン）　



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　 4/20㈬まで
に電話で交通防犯課（内2825）へ

令和5年4/1付採用
市職員（第1回）18

試験日…7/10㈰（1次試験）　 受験
案内などの配布…4/11㈪から市役所第三
別館2階人事課、庄和総合支所2階総務
担当、または市WEBで。郵送希望者は封
書に「受験案内希望」と朱書き、140円分
の切手を貼った封筒（角形2号）を同封し、
〒344-8577 （所在地不要） 春日部市役
所人事課（内7618）へ　 事務職（一般）、
消防は、大卒者（卒業見込者含む）　※そ
の他の職種は受験案内、市WEBで　
4/11㈪～5/17㈫に電子申請の上、履歴
書を5/17㈫（消印有効）までに簡易書留
で、〒344-8577 （所在地不要） 春日部
市役所人事課へ
職員採用説明会
4/24㈰　※詳細は4月上旬に市WEB

に公開予定
令和5年4/1付採用
市立医療センター職員（看護職）19

試験日…5/14㈯　 看護師・助産師
の資格を有する、または令和5年3月ま
でに取得見込みの人で、昭和62年4/2以
降に生まれた人　 4/22㈮までに受験
申込書などを直接、または郵送で〒344-
8588 （所在地不要） 春日部市立医療セン
ター3階総務課（☎735-1261）へ　※受
験資格や受験申込書など、詳しくは同セ
ンターWEBで

令和5年二十歳を祝う会
実行委員会委員20

任期は令和5年3/31㈮まで　 年4
回程度の会議、式典企画運営、記念品選
定、式典当日進行など　 15歳～25歳
未満の市内在住・在勤・在学者（中学生を
除く。過去に本市在住経験が有り、令和
5年二十歳を祝う会に参加する人は、市
内在住・在勤・在学者以外も可）　15人
以内（申し込み順）　 4/1㈮～5/6㈮
に電話、またはメールで社会教育課（内
4816、 s-kyoiku@city.kasukabe.
lg.jp）へ　※詳しくは市WEB、または春

日部市二十歳を祝う会実行委員会WEBで
インターネットモニター
（広報紙に関するアンケート）21

4/1㈮～22㈮　 広報かすかべなど
に関するアンケートに応じるモニター。
月1回、年10回程度。回答回数により謝
礼有り（市内共通商品券千円）　 イン
ターネット・メールが利用できる18歳以
上の市内在住者　100人　
4/1㈮から申し込み

フォームでシティセール
ス広報課（内2178）へ。
詳しくは市WEBで

第3次春日部市男女共同参画
基本計画ワークショップ参加者22

4/30㈯　10:00～11:30　 ハーモ
ニー春日部　 令和5年度からの第3次
計画策定に当たり、ワークショップを開
催。テーマ「（仮）一人ひとりの豊かな人生
について考えよう」　 満18歳以上の市
内在住・在勤・在学者　20人（申し込み順）
4/11㈪～22㈮に電話、またはメールで

市民参加推進課（内2878、 sanka@
city.kasukabe.lg.jp）へ　※詳しくは市
WEBで

 福　祉
介護支援ボランティアポイント
事業に登録を23

活動施設で介護支援ボランティアを
行った人にポイントを付与。翌年度に市
内共通商品券と交換
活動施設…市内の特別養護老人ホーム、
介護老人保健施設、グループホーム、デ
イサービス施設などのうち、市にボラン
ティア受け入れの登録をしている施設　
※施設によって活動内容は異なる
ボランティア…▶レクリエーションなど
の指導・参加支援　▶食堂内の配膳・下
膳　▶施設内の喫茶などの運営補助　▶

募集職種 試験科目
事務職（一般）

一般教養試験
事務職（障がい者対象）

事務職（学芸員）

消防（救急救命士を含む）

土木

専門試験

建築

電気

保健師

保育士（事務）

散歩・外出・館内移動の補助　▶模擬店・
会場設営、芸能披露など　▶話し相手　
▶その他施設職員と一緒に行う軽微で補
助的な活動（草刈り、洗濯物の整理など）
介護保険料を納めている市内在住の65

歳以上の人（第1号被保険者）　 介護保
険被保険者証を持って、市役所第二別館2
階介護保険課（内7575）、庄和総合支所
2階福祉・健康保険担当へ

そらまめ手帳を配布24

介護予防に関する情報、市や地域包括
支援センターで実施する介護予防事業な
どをまとめた手帳。各事業の年間予定も
記載。市役所第二別館2階介護保険課（内
7573）、庄和総合支所2階福祉・健康保
険担当、各公民館で配布

春日部そらまめ体操
6/7㈫から市民文化会館再開25

毎週㈫　10:00～　
市民文化会館　

そらまめ体操（市独自
の介護予防体操）実技　
おおむね65歳以上

の市民25人（事前登
録・申し込み順）　
4/18㈪から介護保険
課（内7573）へ

住民主体型
介護予防事業費補助金26

日常生活支援が必要な高齢者を地域で
支え合う介護予防・生活支援の体制づく
り（下記①②）に取り組む団体へ補助金を
交付　補助金額…上限25,000円（概算払
い。対象外となる経費有り）
①住民主体型生活支援…日常の困り事（掃
除、洗濯、買い物、ごみ出し、庭の手入れ、
通院付き添いなど）の支援
《要件》▶市内在住の5人以上の団体　▶
支援区域・利用料・支援内容が明確　▶
主に高齢者対象に支援可能
②住民主体型通所支援…地域住民が運営
する、定期開催する介護予防の体操
《要件》▶おおむね週1回実施　▶1回の
所要時間が30分以上　▶虚弱な高齢者な
どでも十分実施できる内容で身体機能の
向上を目的とする　▶要支援1・2の人も
しくは事業対象者を受け入れる体制が常
時整っている
補助金交付申請書などの必要書類を5

月末までに直接、市役所第二別館2階介

護保険課（内7573）へ　※必要書類は同
課、市WEBで配布

認知症サポーター養成講座27

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サポー
ターを養成　 介護保険課（内7575）

健康脳トレ塾28

13:30～15:30　 そらまめ体操と健
康に関する講話、脳トレなど　 おおむ
ね65歳以上の市内在住者　各日30人（申
し込み順）　 240円　 電話で介護保
険課（内7575）へ

家族介護教室　知っておきたい!
～生活介護のポイント～29

5/18㈬　14:00～15:30　 ゆっく
武里　 在宅介護をしている人、在宅介
護に関心のある人　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）30

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

特別障害者手当などの支給額変更31

障がい者支援課（内2548）、庄和総合
支所（内7044）

とき ところ 申し込み先
5/14㈯
10:00～ 豊春第二公民館 第3包括

（☎ 753-1136） 
5/18㈬
14:00～ 武里地区公民館 第5包括

（☎ 734-7631）
5/25㈬
14:00～ 幸松第二公民館 第2包括

（☎ 753-2020）

とき ところ
5/24・31、6/7・14・22㈬・28、
7/5・12（22日以外全て㈫） 豊春地区公民館

5/26、6/2・9・16・23・30、
7/7・14（全て㈭） 庄和南公民館

とき ところ 定員 申し込み
4/13㈬
10:00～12:00

豊春地区
公民館 20人 第3包括

（☎ 753-1136）

4/15㈮
13:30～15:00

特別養護
老人ホーム
清寿園
（内牧2072）

25人 第2包括
（☎ 753-2020）

4/16㈯
10:00～11:30

武里地区
公民館 20人 第4包括

（☎ 738-5764）
4/20㈬
10:00～12:00

豊春第二
公民館 12人 第3包括

（☎ 753-1136）
4/28㈭
10:00～11:30

㈱コダマホーム
（緑町5-7-27） 8人

第5包括
（☎ 734-7631）

5/6㈮
10:00～11:30

ハーモニー
春日部 18人 第5包括

（☎ 734-7631）
5/10㈫　
2部制
①13:00～14:00
②14:10～15:10

武里大枝
公民館

各
20人

第6包括
（☎ 738-0021）

手当名 3月分まで 4月分から
障害児福祉手当 14,880円 14,850円

特別障害者手当 27,350円 27,300円

経過的福祉手当 14,880円 14,850円
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かすかべオラナビ 春日部市の公式地域ポータルサイトです。生活情報の案内や、道路不具合・生き物情報の投稿機能などがあります。
サイト…https://kasukabe.geocloud.jp/　 2次元コード



 福　祉
手話講習会
基礎コース／中級コースⅡ32

基礎コース
5/12～10/27の毎週㈭（㈷を除く）　

13:30～15:30（全24回）　 高校生（令
和4年度に満16歳になる人）以上で、春日
部市手話講習会入門コースを修了または同
程度の手話技術を有する市内在住・在勤・
在学者　15人（申し込み順）　 テキスト
代3,300円　 4/1㈮～13㈬（必着）に申
込書を直接、または郵送で〒344-8577 （所
在地不要） 市役所1階障がい者支援課（内
2544）へ
中級コースⅡ
5/16～令和5年1/16の毎週㈪（㈷を

除く）　18:45～20:45（全30回）　 手
話通訳者を目指す、春日部市手話講習会中
級コースを修了、または同程度の手話技術
を有する市内在住者　10人程度　※令和
3年度中級コース修了者以外の人は4/22
㈮の17:00～20:00に技術確認の面談有り　
4/1㈮～8㈮（必着）に申込書を直接、

または郵送で〒344-8577 （所在地不要） 
市役所1階障がい者支援課（内2541）へ
共通事項
あしすと春日部　 申込書は同課、ま

たは市WEBで。託児サービスなし

点訳者養成講習会33
5/13～7/15の毎週㈫㈮　13:30～

15:30（全15回）　 あしすと春日部　
点訳の基礎、パソコン点訳（道具貸し出し
有り）　 点訳を初めて学ぶ、点訳者（ボ
ランティア）として活動したい高校生（令
和4年度に満16歳）以上の市内在住・在勤・
在学者　10人（申し込み順、最小催行2人）　

テキスト代770円＋送料別途　 4/1
㈮～15㈮（必着）に申込書を直接、または
郵送で〒344-8577 （所在地不要） 市役所1
階障がい者支援課（内2545）へ。申込書は
同課、または市WEBで。託児サービスなし

シルバー人材センター
入会説明会34

4/22㈮、5/20㈮、5/21㈯（女性向け）、
6/24㈮　 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

 保　健
高齢者用肺炎球菌
定期予防接種35 定期予防接種

令和5年3/31㈮まで　 実施医療機関　
▶令和5年4/1㈯までに65、70、75、

80、85、90、95、100歳になる人のうち、
令和4年2月末時点で未接種の人（対象者
へ4月上旬に通知を発送）　▶60歳～65
歳未満で身体障害者手帳1級相当の人　※
23価肺炎球菌ワクチンの接種歴の有る人
は対象外　 2,500円　※実施医療機関
は健康課（内7515）、健康情報カレンダー
39ページ～42ページ、市WEBで

成人男性　風しん抗体検査、
定期予防接種の期間延長36

令和7年3/31㈪まで　 実施医療機
関　 抗体検査の結果、抗体価が低い
人は、麻しん・風しん混合ワクチンを接
種　 昭和37年4/2～昭和54年4/1生
まれの男性　※送付済みクーポン券は期
限切れも有効。実施医療機関は、同封し
た通知または市WEBで　 健康課（内
7515）　

国民健康保険を使った接骨院・
整骨院（柔道整復師）での施術37

柔道整復師による施術は保険証が使え

ず、全額自己負担になる場合有り
保険証が使えない例
疲労性や慢性的な要因からくる肩こりや
筋肉疲労／脳疾患後遺症などの慢性病や
病状の改善の見られない長期の施術／肉
体疲労改善のための施術／保険医療機関
（病院など）で治療中の場合／労災保険が
適用になる場合／交通事故などの第三者
行為に該当する場合
保険証が使える例
骨折・脱臼（応急手当て以外は医師の同意
が必要）／打撲・捻挫の施術
施術を受ける場合の留意事項
負傷の原因を正しく伝える／施術者などが
作成した療養費支給申請書に患者の署名
が必要／施術内容を市から尋ねる場合有り
国民健康保険課（内2790）

孫育て教室38
6/29㈬　13:00～　 春日部市保健セ

ンター　 育児・離乳食・おやつの講話、
沐
もくよく
浴デモンストレーション　 市内在住で
これから孫を迎える人、生後6カ月ごろま
での赤ちゃんがいるママパパをサポートし
たい人　18人（申し込み順）　 4/20㈬
から電話でこども相談課（内2769）へ

普通救命講習会39

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）　各12人　※24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　 4/4㈪から直接、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

新社会人献血キャンペーン40
6月末まで　 県内献血ルーム、献血

バス　 受け付けをした新社会人に埼玉

県オリジナル記念品を贈呈（無くなり次第
終了）　※献血バスの日程など詳しくは市
WEBで　 健康課（内7513）

趣味・教養
郷土資料館
ミニ展示ミュージアムトーク41

4/13㈬・24㈰　10:30～、15:00～　
教育センター　 学芸員によるミニ展

示「牛島のフジ」の解説　 郷土資料館（☎ 
763-2455）

郷土資料館　展示解説講座
「深掘り! 牛島のフジ」42

4/30㈯　10:00～12:00　 教育セン
ター　 学芸員による講座。国特別天然記
念物牛島のフジと春日部の歴史について紹
介　 30人（申し込み順）　 4/5㈫か
ら直接、または電話で郷土資料館（☎ 763-
2455）、または市WEBで電子申請

市民パソコンセミナー　
基本操作・パソコン入門編／
インターネット入門編

43

基本操作・パソコン入門編
5/6㈮　 キーボード・マウス操作、

とき 講座名 ところ
4/21㈭
9:00～12:00

普通救命講習3
（主に小児への対応）

中央
公民館

4/18㈪
9:00～12:00 普通救命講習1

（主に成人への対応）
庄和
消防署4/24㈰

10:00～12:00
▲ フジの季節に飾られた春日部駅構内（昭和
30年）出典:埼玉県立文書館収蔵埼玉新聞
社撮影戦後報道写真
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手を上げる　子どもはあなたを　信じてる　（交通安全スローガン）　



ウィンドウズの入門、文書作成ソフト
「ワード」の基礎　 4/12㈫の9:00から
インターネット入門編
5/18㈬　 インターネットの検索方

法、基本マナー　 マウス操作と文字入
力ができる人　 4/19㈫の9:00から
共通事項
①9:30～12:00　②13:30～16:00　
教育センター　 16歳以上（高校生

などを除く）の市内在住・在勤・在学者　
各10人（申し込み順）　 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

市民映像セミナー
ビデオ撮影入門講座44

5/13㈮　9:30～16:00　 ビデオカ
メラ操作の基本、きれいで見やすい映像
を撮影するポイントなど　 16歳以上
（高校生などを除く）の市内在住・在勤・
在学者で、ビデオカメラを持参できる初
心者　10人（申し込み順）　 4/12㈫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

かすかべ探訪（定期案内）
～プレ藤まつり 一足先に香り
豊かな藤を愛

め

でよう! ～
45

4/23㈯　9:30～12:00　 ぷらっと
かすかべ（集合・解散）　 春日部駅西口
の藤棚、市立医療センターの彫刻、神社な
ど　歩行距離約2.7キロメートル　 10
人（申し込み順）　 4/5㈫の9:30から電
話でぷらっとかすかべ（☎ 752-9090）へ　
※令和4年度の春日部藤まつりは中止

定期観光案内　
幸松地区散策ウオーキング
～古

こ さ つ

刹・小淵観音院へ～
46

5/13㈮　9:30～12:00　 ぷらっ
とかすかべ（集合・解散）　 小渕一里塚
跡、追

おいわけみちしるべ
分道標、仲蔵院など　 10人（申

し込み順）　 4/7㈭の9:30から電話で

ぷらっとかすかべ（☎ 752-9090）へ

小渕観音院円空仏群の特別公開47

5/3㈷ ～5㈷　10:00～17:00　
小淵山観音院（小渕1634）　 500円　
文化財保護課（☎ 763-2449）、小淵山

観音院（☎ 752-3780）
春
かすか べ し こ く さ い こ う り ゅ う き ょ う か い

日部市国際交流協会（K
キ ー フ ァ

IFA）
外
がいこくじん

国人のための無
むりょう に ほ ん ご き ょ う し つ

料日本語教室48
①4/21以

いこう
降の毎

まいしゅうもくようび
週㈭　19:00～21:00　

②4/9以
いこう
降の毎

まいしゅうどようび
週㈯　14:00～16:00　

③4/5以
いこ う
降の毎

まいしゅうかようび
週㈫　10:15～11:45　

④4/6以
いこ う
降の毎

まいしゅうすいようび
週㈬　19:15～20:45

※㈷
しゅくじつ
など休

やす
みの日

ひ
もあるので、最

さいしんじょうほう
新情報は

春
かすかべしこくさいこうりゅうきょうかい
日部市国際交流協会WEB（http://www.
kifa-world.org）で　 ①②中

ちゅうおうこうみんかん
央公民館、

③④正
せいふうかん
風館　 日

に ほ ん ご
本語を母

ぼ ご
語としない

人
ひと
（日

に ほ ん ご
本語をうまく話

はな
せずに困

こま
っている人

ひと

がいたら、この教
きょうしつ
室を

案
あんない
内してください）
来
く
る前

まえ
に連

れんらく
絡は、

いりません　 市
しみん
民

参
さんかすいしんかない
加推進課内同

どうきょうかい
協会

（内
ないせん

2877）
春日部桐箪

た ん す

笥　
技術後継者育成講座49

6/5㈰ ～令和5年3/19㈰　9:30～

16:30（全20回）　 中央公民館　 経
済産業大臣指定伝統的工芸品「春日部桐
箪笥」の製作技術を、伝統工芸士の講義と
実技を通して習得。桐小箱と三

み つ ひ き
ツ引箪笥

を製作　 8人（応募多数の場合は抽選）　
3,500円/月（別途、要道具購入）　

4/30㈯までに春日部桐たんす組合 横
よこみぞ
溝

（☎ 641-6536）へ
埼玉県美術展覧会（6/1㈬～
23㈭開催）作品募集50

日本画（水墨画を含む）、洋画（版画を
含む）、彫刻、工芸、書（篆

てんこく
刻・刻字を含む）、

写真の6部門。各部門3点まで　 15歳
以上の県内在住・在勤・在学者（中学生を
除く）　 1点3千円　 不要。開催要
項を確認。部門ごとの搬入日時（5/10㈫
～17㈫の間）に県立近代美術館へ直接持
参　※開催要項・申込書は各公民館、教育
センター1階社会教育課などで配布。県展
WEBからダウンロード可　 県文化資源
課博物館・美術館担当（☎ 830-6925）

スポ・レク

夏巡業　大相撲春日部場所51
8/14㈰　 ウイング・ハット春日部　
市民先行販売…4/16㈯から直接、同施

設（☎ 733-7575）へ　※詳しくは同施設、
またはインターネットで「大相撲春日部場
所」と検索

チェアエクササイズ52
毎週㈮　14:00～15:00　 ウイング・

ハット春日部　 代謝を上げ体の機能改
善を目指していく、椅子を使ったエクササ

イズプログラム　 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

「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。

　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
イアウトで読めます。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

春日部市の花「フジ」 鳥「ユリカモメ」木「キリ」

あいうえお

かきくけこ
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