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［マークの見方］�日…とき　�所…ところ　�内…内容　�対…対象・定員　�￥…費用　�持…持ち物　�申…申し込み　�問…問い合わせ

⃝施設名は略称・愛称で表記
　（例）庄和総合支所→支所、勤労者会館「ライム」→ライム
⃝申し込み・問い合わせの際は、各施設の休館日などの確認を
⃝記載のない郵送での送付先は「〒344-8577（所在地不要）春日部
市役所《担当部署名》」

かすかべ情報

�
日 お知らせ

市税など納期限は5/31㈫

�内固定資産税・都市計画税の第1期、軽自動
車税の全期　�問収納管理課（内2384～
2396）、支所総務担当（内7017）

納期特例事業者の納期限は6/10㈮

�内令和3年12月～5月分の納期限は6/10
㈮　�対市・県民税の特別徴収を12月・6月
にまとめている納期特例の事業者　�問収
納管理課（内2384～2396）、支所総務担当
（内7017）

全国一斉情報伝達試験

�日5/18㈬　11:00　
�内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　�問防災対策課（内2344）

中央図書館の臨時休館

�日5/17㈫　�内館内整理のため　�問同館
（�TEL761-5911）

マンションの住まいトラブル・ 
管理無料相談会

�日5/19㈭　18:00～（最終受け付け20：
00）　�所市役所別館　�内埼玉県マンショ
ン管理士会による相談会　�問住宅政策課
（内3620）

日本年金機構の年金相談の予約

�所春日部年金事務所ほか　�申相談希望日1
カ月前～前日の平日8:30～17:15（年末年
始を除く）に予約受付専用電話（�TEL0570-
05-4890）へ　※本人確認書類、基礎年金
番号などが必要　�問市民課（内2893）、春
日部年金事務所（�TEL737-7112）

江戸川水防事務組合・市主催 
江戸川水防演習

�日5/28㈯　13:00～15:30　�所西宝珠花
多目的広場　�内災害情報無線通信訓練、水
防工法訓練、水難救出救助訓練　�問消防本
部総務課（�TEL738-3111）

光化学スモッグ注意報などの 
発令情報をメール配信

�内光化学スモッグやPM2.5な
どの情報入手には県のメール配
信サービスの登録を　�問環境
政策課（内7717）

樹木の適切な維持管理を

日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
�内私有地から公道に張り出した樹木は、所
有者が伐採・枝払いを　�問道路管理課（内
3415）

市立小規模特認校 
（江戸川小中学校）の学校公開

�日5/30㈪～6/1㈬　9:00～12:00（入退
場自由）�※日程などの変更は市�WEBで案内　
�所江戸川小中学校　�対市内に住民登録が
あり、就学を考えている児童・生徒の保護
者　�申当日受け付け　�問学務課（内4734）

宮代特別支援学校の学校公開

�日6/7㈫　10:00～12:00（受け付け9:40～）　
�所県立宮代特別支援学校　�内概要説明、見
学　�対入学・転学を考えている児童・生徒
の保護者、教育関係者　�申同校（�TEL0480-
35-2432）へ

5/3㈷憲法記念日行事 
地元弁護士による無料法律相談会

�日5/10㈫　13:30～16:00　�所草加市立中
央公民館　�内離婚･相続･借金・交通事故な
どの法律相談　1人30分以内　�申埼玉弁護
士会越谷支部事務局（�TEL048-962-1188）へ

春日部税務署 
インボイス制度説明会

�日月2回程度開催　�所春日部税
務署　�問同署（�TEL733-2964）

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

�日5/3㈷～8㈰・17㈫～22㈰・26㈭～30㈪　
�所ボートレース戸田　�内市は同企業団に
加盟し、配分金を市政に活用中　�問同企業
団（�TEL823-8711）

�
人材募集

7月からの交通指導員

�内児童・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…豊野小学校、立野小学校、江戸
川小中学校　�対20歳以上の人　各学区1
人（選考）　�申5/20㈮までに電話で交通防
犯課（内2825）へ

� 福祉

日本赤十字社 
5月は活動資金の募集強化月間

�内日本赤十字社の災害救護活動や被災者
支援活動のため、寄付の協力を　�所受付場
所…市役所3階生活支援課、支所2階福祉・
健康保険担当および公園緑地課、社会福祉
協議会（あしすと春日部）　�問生活支援課
（内2516）

ファミリー・サポート・センター 
の提供会員

�対子どもが好きな人や子育てが一段落し
た人など、子育て中のママ・パパをサポー
トできる人　※資格不要。下記の養成講座
（全2日）受講を
養成講座

とき 内容
5/24㈫
13:00～15:00

子どもの健康と安全に
ついて

5/25㈬
13:00～15:30

保育の心構えと子ども
の接し方について

�所あしすと春日部　�対10人　※託児有り　
�申直接、または電話で同センター（�TEL755-
2324）へ

4月分から児童扶養手当、 
特別児童扶養手当が変更

児童扶養手当（月額）

内
容
子どもの
人数 改定前 改定後

全
部
支
給

1人目 43,160円 43,070円

2人目�
加算額 10,190円 10,170円

3人目以降�
の加算額 6,110円 6,100円

一
部
支
給

1人目 43,150円�
～10,180円

43,060円�
～10,160円

2人目
加算額

10,180円�
～5,100円

10,160円�
～5,090円

3人目以降�
の加算額

6,100円�
～3,060円

6,090円�
～3,050円

特別児童扶養手当（月額）
種類 改定前（月額）改定後（月額）

1級（重度） 52,500円 52,400円
2級（中度） 34,970円 34,900円

�問こども政策課（内2578）

障がいのある人などに対する 
軽自動車税（種別割）の減免制度

�対障がいのある人やその家族などが所有
している軽自動車などで、障がいのある人
が通勤・通学・通院・通所に使用するもの　
�申5/31㈫までに直接、または郵送で市役
所1階市民税課（内2315）、支所2階総務担
当へ　※手続きは毎年度必要。障がいの内
容などによっては対象外の場合有り。詳し
くは納税通知書に同封の案内参照

元気アップ教室特別講座

日
日
日
日
日
日
日
�日5/12㈭　10:00～12:00　�所中央公民
館　�内音楽に合わせた簡単な体操、スペ
シャルコンサートなど　�対おおむね60歳
以上の人　130人（申し込み順）　�持動き
やすい服装、飲み物、タオル　�申直接、また
は電話で市役所第二別館2階高齢者支援課
（内7456）へ

元気アップ教室

とき ところ テーマ
5/20㈮
10:00～11:30 幸楽荘

頭と体のアンチ
エイジング

5/26㈭
14:00～15:30

武里南地
区公民館 健康ツボ講話

6/2㈭
10:00～11:30

豊春地区
公民館

正しいウオーキ
ング

�内楽しみながら介護予防　�対おおむね65
歳以上の人　30人（先着順）　�￥30円　�持
動きやすい服装、飲み物、タオル、5/26の
み上履き（スリッパ不可）　�申不要。団体で
参加の場合は人数を高齢者支援課（内
7456）へ

介護予防体操「春日部えんJ
ジ ョ イ

OY 
トレーニング」実施団体の募集

日
日
日
日
日
日
日
�内高齢者が住みなれた地域でいつまでも
活動的に生活できるよう、負荷調節可能な
重りを着け筋力アップを目指すトレーニン
グに取り組む団体。おおむね65歳以上の
市内在住者で5人以上で構成。重りは市が
貸与　�問介護保険課（内7573）登録は▶

私有地 公道

その他の日程など▶
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認知症サポーター養成講座

とき ところ 申込先
6/1㈬
14:00～

あしすと�
春日部

第1包括
（�TEL754-3775）

6/17㈮
14:00～

介護老人保健
施設みどり（上
大増新田168）

武里病院
（�TEL733-5111）

6/23㈭
10:00～ 藤塚公民館

第7包括
（�TEL737-7771）6/29㈬

10:00～ 庄和南公民館

�内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　�問介護保険課（内7575）

オレンジカフェ（認知症カフェ）

とき ところ 定
員 申し込み

5/11㈬
10:00～12:00

豊春地区
公民館

20
人
第3包括
（�TEL753-1136）

5/14㈯
13:30～15:00

武里東公
民館

20
人
第5包括
（�TEL734-7631）

5/18㈬
10:00～12:00

豊春第二
公民館

12
人
第3包括
（�TEL753-1136）

5/20㈮
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
（�TEL753-2020）

5/21㈯
10:00～11:30

武里地区
公民館

20
人
第4包括
（�TEL738-5764）

5/26㈭
10:00～11:30

㈱コダマ
ホーム
（緑町
5-7-27）

8
人
第5包括
（�TEL734-7631）

5/26㈭
14:00～14:45

庄和社会
福祉セン
ター

8
人
第8包括
（�TEL746-5190）

6/3㈮
10:00～11:30

ハ ー モ
ニー春日
部

18
人
第5包括
（�TEL734-7631）

6/7㈫
13:00～14:00、
14:10～15:10

武里大枝
公民館

各
20
人
第6包括
（�TEL738-0021）

6/8㈬
10:00～12:00

豊春地区
公民館

20
人
第3包括
（�TEL753-1136）

�内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。　�申電話で各申込先へ

健康づくりいきいき運動研修会

とき ところ
5/17㈫
10:00～12:00 ハーモニー春日部

5/19㈭
10:00～12:00 幸松第二公民館

6/10㈮
13:30～15:30 武里地区公民館

�内ストレッチ、筋肉運動など　�対おおむね
60歳以上の市内在住者　各30人　�持動き
やすい服装、上履き（スリッパ不可）、飲み物、
タオル　�申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

� 保健

普通救命講習会

とき 講座名
①5/21㈯�9:00～12:00 普通救命講習1

（主に成人への対応）③6/25㈯�10:00～12:00
②5/24㈫�9:00～12:00 普通救命講習3

（主に小児への対応）④6/17㈮�13:30～16:30
�所庄和消防署　�内心肺蘇生法、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　�対中学生以上の市内在住・
在勤・在学者　各12人（申し込み順）　※③は
事前にWEB講習の受講が必要　�持筆記用
具、動きやすい服装　�申①②は5/2㈪から、
③④は6/1㈬から直接、または電話で消防
本部2階警防課（�TEL738-3118）へ　※詳し
くは市�WEBで

乳幼児応急手当講習会

�日6/15㈬　10:30～12:00　�所春日部市
保健センター　�内心肺蘇生法、AED の使
い方、気道異物除去、家庭で起こりやすい
事故とその予防法　�対未就学児の保護者、
子どもを預かることがある市内在住者　
10人（託児有り。申し込み順）　�持筆記用
具　�申5/12㈭から直接、または電話でこ
ども相談課（内2769）へ

行事やイベントへの 
AED 貸し出し

�対市や自治会などが主催・共催・後援・協賛
する行事、市民主催の営利を目的としない
イベントなどに7日以内の範囲で貸し出し。　
※救命講習修了者などを会場に配置するこ
とが必須条件　�申電話で健康課（内7513）
へ連絡した後に、市役所第二別館2階同課、
春日部市保健センター、消防本部2階警防
課へ

献血協力団体募集

�対献血会場の提供、献血者の確保のための
協力企業・団体を　�問健康課（内7512）

新社会人献血キャンペーン

�日6月末まで　�所県内の献血ルーム、献血
バス　�内献血協力者に記念品を贈呈（なく
なり次第終了）　�対新社会人　�問健康課（内
7513）�※献血バスの日程など詳しくは市
�WEBで

健康長寿サポーター養成講習

�日6/22㈬　9:30～11:00　�所春日部市保
健センター　�内健康づくりに役立つ講話　
�対18歳以上の市内在住者　20人（申し込
み順）　�持筆記用具　�申5/31㈫から同セ
ンター（�TEL736-6778）へ

骨密度測定会

�日①5/26㈭　②6/7㈫　③6/21㈫　④
7/27㈬　�所①③④春日部市保健センター　
②庄和保健センター　�対20歳以上の市内
在住者で、誕生月が4月～7月の人　①③④
は各日120人　②は60人（申し込み順）　
※1人年度内1回まで。測定部位に傷の有
る人は不可　�持 タオル、筆記用具　�申
5/11㈬から、春日部市保健センター（�TEL
736-6778）へ

子宮がん検診

�日5/1㈰～令和5年2/28㈫（休診日を除く）　
�所実施医療機関（市�WEB参照）　�対平成15年
4/1以前生まれの市内在住者で4月以降に
妊婦健診で子宮頸

けい
がん検診を受診していな

い女性　�￥▶頸部検診…1,300円　▶頸
部・体部検診…2千円　�問春日部市保健セ
ンター（�TEL736-6778）

5/1㈰～6/30㈭は 
不正大麻・けし撲滅運動期間

�内大麻の不正栽培・所持は犯罪。「海外では
合法化されていて害がない」といった誤情
報に注意。ケシは栽培禁止の種類有り。大
麻や栽培禁止のケシを発見したら、春日部
保健所（�TEL737-2133）へ

� 趣味・教養

かすかべ遊学フェスティバル2022 
参加事業募集

�内生涯学習を広めるため市民サークル・団
体、民間の教育事業者、学校などが10月～
12月にかけて市内で一般公開する講座・演
奏会・展示などの事業　※市承認事業はポ
スター・市�WEBなどで周知　�申6/21㈫まで
に直接、または〒344-0062�粕壁東3-2-15�
社会教育課（�TEL763-2425）へ　※申込用
紙など詳しくは市�WEBで

郷土資料館　春季展示 
「宝珠花の歴史と大凧あげ」展

�日5/17㈫～7/3㈰　�所郷土資料館　�内宝
珠花地区と大凧あげの歴史・文化を紹介　
�問同館（�TEL763-2455）
ミュージアムトーク
�日5/22 ㈰・7/3 ㈰　10:30 ～、15:00 ～　
�内学芸員による春季展示の解説

男性の家事支援講座 
効率よく片付けをすすめよう

�日5/22㈰　14:00～16:00　�所ハーモニー
春日部　�内片付けの基本の考え方とポイ
ント、無駄や無理のない片付け方　�対男性　
15人（申し込み順）　�申5/10㈫から直接、
または電話で同施設（�TEL731-3333）へ

市民パソコンセミナー

はがき作成編
�日①6/8㈬　②6/9㈭　9:30～16:00　�内
ワードを使って絵入りのはがき文面、宛名
を作成　�申5/17㈫の9:00から
インターネット活用編
�日6/22㈬　①9:30～12:00　②13:30～
16:00　�内生活をより豊かにするインター
ネットの基礎知識　�申5/25㈬の9:00から
共通事項
�所教育センター　�対パソコンでマウス操
作と文字入力ができる16歳以上（高校生な
どを除く）の市内在住・在勤・在学者　各回
10人（申し込み順）　�申直接、または電話
で教育センター3階視聴覚センター（�TEL
763-2425）へ

市民映像セミナー

デジカメ写真加工入門講座
�日6/1㈬　①9:30～12:00　②13:30～
16:00　�内デジタルカメラで撮影した写真
の加工や保存、印刷など　�対パソコンで日
本語入力ができる人（高校生などを除く）　
各回10人　�持自分で撮った写真データ　
�申5/12㈭の9:00から
ビデオ編集入門講座
�日6/19㈰　9:30～16:00　�内ビデオ（動
画）編集の基本操作、画面構成などの学習、
作品の試作　�対パソコンで文字入力がで
きる人　5人　�申5/20㈮の9:00から
共通事項
�所教育センター　�対パソコンでマウス操
作ができる16歳以上の市内在住・在勤・在
学者（申し込み順）　�申直接、または電話で
教育センター3階視聴覚センター（�TEL763-
2425）へ

▲昭和34年の文字書き、大凧飛揚
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� 趣味・教養

16ミリ映写機簡易技術講習会

日
日
日
日
日
日
日
日
�日6/25㈯　9:30～12:00　�所教育セン
ター　�内映写機の操作実習他　※修了者
には、視聴覚センターの16ミリ映写機、フィ
ルムの利用に必要な修了証を交付　�対15
歳以上（中学生を除く）の市内在住・在勤・在
学者　10人（申し込み順）　�申5/20㈮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（�TEL763-2425）へ

生涯学習市民塾（前期）

日
日
日
日
日
日
日
日
�内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
�所特に記載がない場合は、教育センター　
�対市内在住・在勤・在学者（申し込み順）　
�持筆記用具　�申5/11㈬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（�TEL763-2425）へ
①ロコモヨガ　�日6/2㈭、7/7㈭、8/4㈭　
9:30～11：30　�所内牧地区公民館　�対15人�
�持動きやすい服装、飲み物、タオル、ヨガ
マット（1回100円で貸し出し可）　�￥500円
②官足法と足もみ～自分の健康は自分で守
ろう～　�日6/2㈭・9㈭　13:30～15:30　
�所幸松地区公民館　�対10人　�持動きやす
い服装、飲み物、タオル、ハンドクリーム、
官足棒（有る人）
③捨てられない人の整理収納術　�日6/3
㈮・17㈮　13:30～15:30　�対20歳以上　
10人　�￥200円
④浴衣の着方と半

はん
巾
はば
帯
おび
の結び方　�日6/4

㈯・11㈯　10:00～12:00　�所粕壁南公民
館　�対中学生以上の女性　5人　�持浴衣、
半巾帯、伊

だ
達
て
締め、腰ひも3本、帯板、スポー

ツタオル2枚、コーリンベルト（有る人）
⑤楽しい社交・ラテンダンスエクササイズ　
�日6/4㈯・11㈯　11:30～13:00　�所豊春
第二公民館　�対小学5年生以上　16人　
�持動きやすい服装、飲み物、タオル、ダンス
シューズまたは上履き　�￥1,100円
⑥やさしいバレエとやさしいストレッチ　
�日6/4㈯・11㈯　13:30～15:30　�所武里
南地区公民館　�対おおむね65歳以上　10

人　�持動きやすい服装、飲み物、ヨガマッ
ト（バスタオルも可）、底の柔らかい靴（厚
手靴下も可）
⑦楽しくステンシル・型染め（自分の好き
な色で染めましょう）　�日6/5㈰・12㈰　9:30
～11:30　�対20歳以上　5人　�持タオル（筆
拭き用）、エプロン、新聞紙2枚　�￥4千円
⑧自筆証書遺言書の書き方講座　�日6/5
㈰・12㈰・19㈰　13:30～15:30　�対20歳
以上　10人　�持住民票・印鑑登録証明書な
ど（写しでも可）　�￥500円
⑨防災勉強会（防災の取り組み方・進め方）
�日6/7・14・21・28（ 全 て ㈫ ）　9:30～
11:30　�対20歳以上　10人
⑩のばして楽しいパン成形♪　�日6/8㈬・
22㈬、7/6㈬　10:00～12:00　�所中央公
民館　�対20歳以上　10人　�持エプロン、
タオル、持ち帰り容器　�￥各回2千円
⑪太極拳で体幹を鍛えよう　�日6/9㈭・16
㈭・23㈭　13:30～15:00　�所武里大枝公
民館　�対15人　�持動きやすい服装、上履き
⑫健康セミナー（健康に役立つお話をしま
す ）　�日6/12㈰・19㈰　13:30～15:30　
�所藤塚公民館　�対6人
⑬浴衣の着付け講座　�日6/14㈫・21㈫・
28㈫　13:30～15:30　�対20歳以上の女
性　5人　�持浴衣・半巾帯（500円で貸し出
し可）、和装下着、裾よけ、足袋、ゴムベルト、
前板、伊達締め、腰ひも　�￥1回500円
⑭初めての絵手紙～｢手がき｣だからこそ
伝わる想

おも
い～　�日6/15㈬・22㈬　9:30～

11:30　�所幸松地区公民館　�対20歳以上　
6人　�持ピーマン1個、新聞紙1枚、紙コッ
プ（筆洗い用）2個、ティッシュペーパー、絵
手紙道具（有る人）　�￥500円
⑮宅建士講習会　�日6/16㈭・23㈭・30㈭　
9:30～11:30　�対20歳以上　15人　�￥
各回500円
⑯街道寄席　�日6/19㈰、7/31㈰、8/21㈰　
13:30～14:30　�対20人
⑰ラージャ・ヨーガ（瞑

めい
想
そう
ヨーガ）　�日6/28

㈫、7/12㈫　9:30～11:30　�所武里大枝
公民館　�対20歳以上　20人（妊婦を除く）　
�持動きやすい服装、飲み物、ヨガマット（バ
スタオルも可）　�￥200円

かすかべ探訪 
須
す

賀
が

芳
よし

郎
ろう

先生の歴史講演会

�日6/9㈭　10:00～12:00　�所教育セン
ター　�内『～ふるさとかすかべ～郷土春日
部の歴史参考資料』より　�対20人（申し込
み順）��￥100円　�申5/7㈯の9:30から電
話でぷらっとかすかべ（�TEL752-9090）へ

かすかべ探訪 
～文化財マップ講座～

�日6/15㈬　10:00～12:00　�所教育セン
ター　�内豊春編　�対20人（申し込み順）　
�￥100円　�申5/10㈫の9:30から電話でぷ
らっとかすかべ（�TEL752-9090）へ

定期観光案内 
商家の蔵見学とブロンズ像をみる

�日6/16㈭　10:00～12:00　�所ぷらっと

かすかべ（集合・解散）　�内神明神社～山中
観音堂～永嶋庄兵衛商店～丸八商店～商家
の蔵（見学）～公園橋～道

みちしるべ
標　�対10人（申し

込み順）　�申5/11㈬の9:30から電話でぷ
らっとかすかべ（�TEL752-9090）へ

歌会始の詠進歌

�内短歌の募集。お題は「友」　�申9/30㈮（消
印有効）までに、〒100-8111�（所在地不
要）�宮内庁へ　※詳しくは市役所別館1階
市政情報課、支所1階イベント・情報コー
ナー、宮内庁�WEBで配布する要領で

� スポ・レク

親子スポーツ教室 

�日5/28～6/25の毎週㈯　10:00～12:00
（全5回）　�所市民武道館　�内子ども向けの
器械体操、体づくりの運動遊びなど　�対市
内在住の3歳以上の未就学児とその保護者　
20組（申し込み順）　�￥1組500円　�持運
動のできる服装、体育館履き、
タオル、飲み物　�申5/6㈮の
9:00か ら 電子申請（2次元
コード）、または電話でスポー
ツ推進課（�TEL763-2446）へ

アウトドア教室

日
日
日
日
日
日
日
日
日
�日7/30㈯～31㈰�1泊2日　�所茨城県立さ
しま少年自然の家　�内野外でのレクリエー
ション、食事作りなど　�対市内在住の小学
4年生～6年生　25人（抽選）　�￥7千円　
�申6/2㈭（消印有効）までに、往復はがき（1
人につき1枚）にアウトドア教室参加希望・
住所・氏名（ふりがな）・年齢・小学校名・学
年・性別・電話番号を記入し、〒344-0021�
大場991番地1武蔵ビル5階�春日部ツーリ
ストへ　※後日抽選結果を通知し、7月中
旬に事前説明会を予定　�問スポーツ推進
課（�TEL763-2446）
旅行企画実施　埼玉県知事登録　旅行業第
2-864号　春日部ツーリスト　大場991番
地1武蔵ビル5階

健康エアロビクス& 
いろいろエクサ 
サイズ教室

�日6/1～29の毎週㈬　10:00～12:00（全
5回）　�所市民武道館　�内エアロビクスを
はじめとしたエクササイズ　�対18歳以上
の市内在住・在勤・在学者　30人（申し込み
順）　�￥500円　�持運動のできる服装、体
育館履き、タオル、飲み物、ヨガマットまた

はバスタオル　�申5/9㈪の
9:00から電子申請（2次元
コード）、または電話でス
ポ ー ツ 推進課（�TEL763-
2446）へ

健康づくりの 
つどい

とき ところ 内容
5/14㈯ 上沖小 フ・ビ

5/21㈯

上沖小 フ・ビ
武里小 フ
藤塚小 フ・ビ・さ・ミ・卓
中野小 フ・ビ・さ

5/28㈯ 上沖小 フ・ビ

6/4㈯

上沖小 フ・ビ
武里小 フ
藤塚小 フ・ビ・さ・ミ・卓
中野小 フ・ビ・さ

※フ…フラバレーボール　ビ…ビーチボール
バレー　さ…さいかつぼーる　ミ…ミニテニ
ス　卓…卓球　
�日19:00～20:30　�内春日部市発祥のフ
ラバレーボール（おにぎり型の柔らかいボー
ルを使ったバレーボール形式のニュース
ポーツ）他、子どもから高齢者まで誰でも
楽しめる軽スポーツ・ニュースポーツの実
技指導。スポーツ推進委員が講師　�対小学
4年生以上の市内在住・在勤・在学者　40人
（先着順。小学生は保護者同伴）　�持運動の
できる服装、体育館履き、タオル、飲み物　
�申不要。当日会場へ　�問スポーツ推進課
（�TEL763-2446）

かすかべ健康
マイレージ
対象事業

かすかべ健康
マイレージ
対象事業

かすかべ健康
マイレージ
対象事業

「マチイロ」「マイ広報紙」で
“広報かすかべ”を
日もっと身近に
　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。アプリのダウン
ロードは、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
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