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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

�
� お知らせ

結婚新生活支援事業

�内婚姻に伴う新生活を応援するため、結婚
新生活に係る住居費・引っ越し費用の一部
を最大30万円補助　�対次の要件全てに該
当する夫婦　●婚姻届の提出・受領日が
1/1～令和5年3/31㈮　●夫婦所得の合算
が340万円未満（年収約480万円未満に相
当）　●夫婦の年齢がいずれも満34歳以下　
●夫婦いずれかの親が春日部市に引き続き
5年以上住んでいる（その他各種要件有り）　
�申申請書と必要書類を直接、市役所4階住
宅政策課（内3620）へ　※申請書は同課、
または市�WEBで

ふれあい家族住宅購入奨励事業

�内子世帯と親世帯が市内で近居または同
居するため、初めて住宅を取得した世帯に、
登記費用として支払った額の2分の1に相
当する額（最大30万円）を市内共通商品券
で交付（住宅ローン「フラット35」の利用
を検討している人は、併せてローンの優遇
金利を受けられる場合有り）　�対義務教育
修了前の子を扶養し同居しているか妊娠中
である子世帯、またはその親世帯（その他
各種要件有り）　�申登記完了後3カ月以内
に、申請書と必要書類を直接、市役所4階住
宅政策課（内3620）へ　※申請書は同課、
または市�WEBで

空き家リノベーション助成制度

�内空き家の利活用により市内への定住促
進と地域の活性化を目的に、市内の空き家

のリノベーション工事（内装・水周りの改修、
サッシや外壁の改修など）に係る費用の一
部を最大60万円補助（空き家バンクに登録
していない住宅または店舗は最大30万円）
�対市内の空き家を購入し改修する人、空き
家バンクに登録している空き家を改修する
人、店舗を改修する個人所有者で市区町村
税を滞納していない人（その他各種要件有
り）　�申改修工事の14日前までに、申請書
と必要書類を直接、市役所4階住宅政策課

（内3620）へ　※申請書は同課、または市
�WEBで

市営住宅入居者募集

�所募集する住宅…西宝珠花北住宅・グラン
ドソレイユ　�内希望する住宅を一つだけ
選んで申し込み　�対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、
市税を完納している　●暴力団員ではない　
●同居する親族がある　●住宅困窮が明ら
か　●世帯全員の収入総額が基準範囲内　
�申6/1㈬～14㈫（消印有効）に、郵送で住宅
政策課（内3620）へ　※詳しくは、期間中
に同課、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

産前産後期間の�
国民年金保険料の免除制度

�内出産予定日または出産日が属する月の
前月から4カ月間が免除。多胎妊娠の場合
は、出産予定日または出産日の属する月の
3カ月前から6カ月間が免除　�対国民年金
第1号被保険者で出産日が平成31年2/1以
降の人　�持本人確認できるもの、母子手帳　
�申出産予定日の6カ月前から市役所1階市
民課（内2893）、支所1階市民窓口担当、ま
たは春日部年金事務所（�TEL737-7112）へ

本人通知制度の登録で�
不正請求抑止

�内本人以外に戸籍謄本や住民票の写し（本
籍記載のもの）などを交付したときに、本
人にその事実を通知する制度　�対市の住
民基本台帳、または戸籍に記録されている

（いた）人　�申申込書と本人確認書類を直
接、または郵送で市民課（内2891）、支所1
階市民窓口担当、または武里出張所へ　※
詳しくは、市�WEBで

市税など納期限は6/30㈭

�内市県民税（普通徴収）の第1期　�問収納管
理課（内2384～2396）、支所総務担当（内
7017）

キャッシュレス決済の利用を

�内納付には、P
ペ イ ジ ー
ay-easy、モバイルレジ、モ

バイルレジクレジット、P
ペ イ ペ イ
ayPay、d 払い、

au�P
ペ イ
AY、L

ラ イ ン
INE�P

ペ イ
ay、J-C

コ イ ン
oin�P

ペ イ
ay などが利

用可　※クレジットカードで納付した場合、
手数料が発生します　�問収納管理課（内
2383～2390）

市立看護専門学校�
学校説明会

学校説明会
�日6/7・21、7/5・19、9/6・20、10/4・18、
11/1・15、12/6（全て㈫）　16：00～17：00　
�対各回30人
学校説明会・看護体験・学生による相談会
�日7/30㈯、8/20㈯　①10：00～12：00　
②14：00～16：00　�対各回60人
共通事項
�所看護専門学校　�対入学希望者　�持筆記
用具・上履 き　�申事前 に 同校（�TEL763-
4311）へ

図書館の臨時休館

�日�所�問武里図書館（�TEL737-7625）…6/13
㈪、庄和図書館（�TEL718-0200）…6/27㈪　
�内館内整理

教育センターの臨時休館

�日6/18㈯　�内設備点検作業のため全館休
館　�問学校総務課（�TEL763-2443）

男女共同参画推進センターを�
管理運営する指定管理者を募集

�日指定期間…令和5年4/1
㈯～令和10年3/31㈮　�問
市民参加推進課（内2878）　
※詳しくは市�WEBで

就労セミナー（サポステ連携事業）�
～就職活動の進め方～

�日6/15㈬　14：00～15：00　�所正風館　�内
これから就職活動を始めようとする人が、
就活プランの立て方を学ぶ　�対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　�申6/12
㈰までに電話で埼玉とうぶ若者サポートス
テーション（�TEL741-6583）へ

求人企業合同説明会

�日6/23㈭　13：00～16：00（受け付け12：00～）　
�所大宮ソニックシティ　�内参加企業は6月

中旬に埼玉県雇用対策協議会�WEB へ掲載　
�対令和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　�持履歴書複
数枚（コピー可）　�問同協
議会（�TEL647-4185）

農薬の適正利用

�内農薬は、ラベルや袋に表示された使用方
法や注意事項を厳守し、他の作物への飛散
に十分注意を。散布量は最低限にし、せん
定や捕殺など、農薬以外の防除方法の検討
を。散布するときは、事前に周辺住民など
に周知し、風向きなどに十分注意し、事故
防止に努める。また、誤飲などの事故を防
止するため、小分けはせず、鍵を掛けて安
全に保管管理を。飲食物の容器（ペットボ
トルなど）を容器として使用しない。専門
業者に処理を委託するなど、各自責任を
持って処分。本来の目的以外で使用しない　
�問春日部保健所（�TEL737-2133）

シルバー人材センター入会説明会

�日6/24㈮、7/22㈮、8/19㈮　�所シルバー
人材センター　�対健康で働く意欲のある
60歳以上の市内在住者　�持筆記用具　�申
電話、または�WEB で同センター（�TEL752-
4747）へ

春日部特別支援学校�
学校公開

�日小・中学部…6/10㈮　10：10～11：20
（受け付け9：40～）　高等部…6/17㈮　※
時間は、県立春日部特別支援学校�WEBで確認
を　�所同校　�内概要説明、授業見学、学部
ごとの質疑応答　�対入学、転学を考えてい
る児童・生徒および保護者、教育関係者　
�申電話で同校（�TEL761-1991）へ

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6/2㈭～6㈪・9㈭～13㈪・16㈭～21㈫・
25㈯～29㈬　�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

8月からの交通指導員

�所勤務学区…豊野小学校、立野小学校、江
戸川小中学校　�内児童・生徒通学時（おお
むね7：00～8：30の内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　�対20歳以上の人　各
学区1人（選考）　�申6/20㈪までに、電話で
交通防犯課（内2825）へ
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パートタイム会計年度任用職員�
母子保健コーディネーター

�内子育て世代包括支援センターでの保健
指導、相談業務、妊娠届出書の受け付けな
ど　�対助産師の資格を有し、基本的なパソ
コン操作のできる人　�申直接、市役所1階
こども相談課（内2768）へ　※申込書は同
課、または市�WEBで

� 福祉

児童手当制度の改正

�内所得上限限度額の新設…10月期支給分
から、児童を養育している人の所得が所得
上限限度額以上の場合、児童手当などの支
給対象外に　現況届の提出が原則不要…毎
年6月の現況届は原則不要に（一部の人を
除く）　案内…児童手当などの受給者へ制
度改正の案内を6/1㈬に送付　�問こども政
策課（内2577）

元気アップ教室

とき ところ テーマ

6/17㈮ 藤塚公民館 笑顔で！　
心の健康づくり

6/30㈭ 武里地区
公民館 簡単スポーツ

7/7㈭ 幸松地区
公民館

笑顔で！　
心の健康づくり

�日10：00～11：30　�内楽しみながら介護
予防に取り組む　�対おおむね65歳以上の
人　各30人（先着順）　�￥30円　�持動きや
すい服装、飲み物、タオル、6/17㈮のみ上
履き（スリッパ不可）　�申不要。直接会場へ。
団体での参加の場合は参加人数を高齢者支
援課（内7456）へ

介護予防講演会

腰痛・膝痛予防について
�日7/22㈮　13：30～15：30　�所庄和南公
民館　�内理学療法士による講話と実技　
�対おおむね65歳以上の市内在住者　20人

（申し込み順）　�￥30円　�申電話で介護保
険課（内7575）へ
転倒予防について
�日7/26㈫　13：30～15：30　�所豊春第二
公民館　�内健康運動指導士による転倒予
防の講話・体操　�対おおむね65歳以上の市
内在住者　30人（申し込み順）　�￥30円　
�申電話で介護保険課（内7575）へ

健康づくりいきいき運動研修会

とき ところ 定員
6/21㈫
10：00～12：00 豊春地区公民館 30人

6/23㈭
13：30～15：30 中央公民館 60人

�内ストレッチ、楽しいリズムダンス、筋肉
運動など　�対おおむね60歳以上の市内在
住者　�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

オレンジカフェ�
（認知症カフェ）

とき ところ 定
員 申込先

6/11㈯
13：30～15：00

武里東
公民館

20
人

第5包括
（�TEL734-7631）

6/15㈬
10：00～12：00

豊春第二
公民館

12
人

第3包括
（�TEL753-1136）

6/17㈮
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）

6/18㈯
10：00～11：30

武里地区
公民館

20
人

第4包括
（�TEL738-5764）

6/23㈭
10：00～11：30

㈱コダマ
ホーム

（緑町
5-7-27）

8
人

第5包括
（�TEL734-7631）

7/1㈮
10：00～11：30

ハーモ
ニー春日
部

18
人

第5包括
（�TEL734-7631）

7/5㈫�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
（�TEL738-0021）

7/9㈯
13：30～15：00

武里東
公民館

20
人

第5包括
（�TEL734-7631）

�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

介護保険料の�
決定通知書を送付

�日7月中旬　�内介護保険料は、春日部市の
介護サービスが賄えるよう算出された「基
準額」をもとに決定。また、所得に応じて
11段階の保険料に分かれる。年間保険料

額やどの保険料段階に該当するかは、決定
通知書を参照　�対65歳以上の人　�問介護
保険課（内2745）

認知症サポーター養成講座

�日7/5㈫　10：00～　�所幸松地区公民館　
�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認知
症サポーターを養成　�申第7包括（�TEL733-
7771）　�問介護保険課（内7575）

体力測定会

�日7/5㈫　10：00～12：00　�所豊春第二
公民館　�内握力、開眼片足立ち、10メート
ル障害物歩行、長座体前屈　�対60歳以上
の市内在住者　�￥30円（いきいきクラブ加
入者は不要）　�持上履き（スリッパ不可）、
動きやすい服装、飲み物、タオル、筆記用具　
�申同クラブ加入者…各クラブ会長へ　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

HPV（子宮頸
けい

がん予防）�
ワクチン接種

国の通知に基づく個別通知
�対①平成18年4/2～平成23年4/1生まれ
の女子　②（キャッチアップ接種）平成9年
4/2～平成18年4/1生まれの女子　
キャッチアップ接種とは…積極的勧奨の差
し控えにより接種機会を逃した人への接種　
※詳しくは通知、または市�WEBで　�問健康課

（内7515）

令和4年度（前期）�歯周病検診

�日9/30㈮まで（休診日を除く）　�所市内実
施歯科医療機関（通知・春日部市保健セン
ター・市�WEBで確認を）　※要予約　�内市内
に住民登録がある対象者へ5月下旬に通知

を郵送　�対誕生日が4/2～9/30㈮の30歳
（平成4年生まれ）、40歳（昭和57年生まれ）、
50歳（昭和47年生まれ）、60歳（昭和37年
生まれ）、70歳（昭和26年生まれ）の人　※
誕生日が10/1㈯～令和5年4/1㈯の後期対
象者は9月下旬に通知（10/1㈯～令和5年
1/31㈫実施）　�￥500円　自己負担金免
除対象者（受診時に必要な物）…70歳以上
の人（健康保険証）、生活保護受給者（受給
証）、中国残留邦人等支援給付受給者（本人
確認証）、市民税非課税世帯に属する人（無
料券　※受診日までに要申請）　�持受診券、
健康保険証　�問 同 セ ン タ ー（�TEL736-
6778）

かすかべ健康マイレージ　�
体力測定会

とき 内容

6/25㈯
①10:00～10:50
②11:00～11:50
③13:30～14:20
④14:30～15:20

体力測定会
身体測定、体力測定

（握力、長座体前屈、
開眼片足立ち）、健康
目標設定

8/27㈯
①10:00～12:00
②14:00～16:00

フォローアップ運動
教室、栄養講話

10/30㈰
①10:00～12:00
②14:00～16:00

フォローアップ運動
教室、健康講話

令和5年1/22㈰
①10:00～10:50
②11:00～11:50
③13:30～14:20
④14:30～15:20

体力測定会（半年後の
評価）
身体測定、体力測定

（握力、長座体前屈、
開眼片足立ち）、健康
目標の振り返り

�所春日部市保健センター　�対体力測定会
の両日およびフォローアップ運動教室に参
加可能なコバトン健康マイレージに参加し
ている市内在住者　体力測定会…各回12～
13人　フォローアップ教室…各回25人　
※いずれも申し込み順　�￥各100円　�持
飲み物、汗拭きタオル、筆記用具、かすかべ
健康マイレージスタンプカード　�申6/8㈬
から電話で、同センター

（�TEL736-6778）へ健康マイ
レージの詳細は

健康マスターになりませんか�
健康長寿サポーター養成講習�
応用編

�日1日目…7/14㈭　9：30～11：00　2日
目…7/21㈭　9：30～11：45　�所春日部
市保健センター　�内1日目…保健師による
健診結果の見方の話、管理栄養士による生
活習慣病とフレイル予防の話　2日目…理
学療法士による運動実技（ロコモ・フレイル
予防から体の使い方について）　�対健康長
寿サポーター養成講習を修了した市内在住
者で、健康に興味が有り、健康長寿サポー
ター養成講習の内容をより深く知りたい両
日参加可能な人　20人（申し込み順。妊婦
を除く）　�￥40円　�持飲み物、タオル、筆
記用具　�申6/15㈬から電話で同センター

（�TEL736-6778）へ

かすかべ健康
マイレージ
対象事業

事務局�WEBで▶
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� 保健

埼玉県後期高齢者医療�
健康長寿歯科健診

�日7/1㈮～令和5年1/31㈫　�対昭和21年
4/2～昭和22年4/1に生まれた人、昭和16
年4/2～昭和17年4/1に生まれた人で、後
期高齢者医療被保険者証を持っている人
�申6月下旬に対象者へ送付する受診案内で
確認を　�問埼玉県後期高齢者医療広域連
合給付課（�TEL833-3130）

「ダメ。ゼッタイ。」普及運動

�日6/20㈪～7/19㈫　�内麻薬・覚醒剤・大
麻・危険ドラッグなどの薬物乱用は、個人
の問題にとどまらず社会全体に計り知れな
い危害をもたらす。薬物乱用は自分の人生
だけでなく、家族や友人の人生までも狂わ
せる。「ちょっとなら…。」といった甘い考
えは命取り。薬物乱用は1回でも「ダメ。
ゼッタイ。」。薬物で困っている人は、相談
を　�問春日部保健所（�TEL737-2133）

在宅歯科医療推進拠点�
～自宅で歯科診療や口

こう

腔
くう

ケアを～

�日相談時間…㈪～㈮（㈷・年末年始を除く）
10：00～15：00　�内県では、歯科衛生士が
歯科診療や口腔ケアの相談に応じ、通院困
難な人には自宅に伺う歯科医師を紹介する
相談窓口を設置　�問相談窓口…春日部地
区在宅歯科医療支援窓口（�TEL090-2253-
8020）
※制度について詳しくは、埼玉県歯科医師
会�WEBで

親子スキンタッチ教室

�日7/10㈰　10：00～11：00（受け付け9：
45～）　�所春日部市保健センター　�内春
日部鍼

しん
灸
きゅう

マッサージ師会によるスプーン・
歯ブラシなどを利用した、子どもの健康増
進を目的としたスキンタッチによる親子講
習　�対市内在住の乳幼児・小学校低学年以
下の親子　30組（申し込み順）　�申6/1㈬
～7/9㈯に、同会�WEB（http://kasukabehqm.�
main.jp）へ　�問同会（�TEL733-2487）

� 趣味・教養

男女共同参画セミナー�
オリンピック報道と�
ジェンダーの多様性

�日6/26㈰　14：00～16：00　�所ハーモニー
春日部　�内6月の男女共同参画週間に合わ

せ特別パネル展示も同時開催（6/23㈭～
29㈬）　�対40人（申し込み順）　�申6/10㈮
から直接、または電話で同施設（�TEL731-
3333）へ

リノベーションスクールの開催

�内空き家・空き店舗などの遊休不動産を題
材に、エリアの魅力や価値を高めるビジネ
スプランを作り出す「リノベーションスクー
ル」を10月に開催。また、開催に先立ち、リ
ノベーションまちづくりの考え方やエリア
の魅力を上げるヒントにつ
いて、専門家による講演会
を実施。詳しくは市�WEB へ　
�問都市計画課（内3518）

生涯学習市民塾（前期）

�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
�対市内在住・在勤・在学者（申し込み順）　
�持筆記用具　�所個別に記載がない場合は、
教育センター　�申6/10㈮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文化箏

こと
（ミニ琴）…�日7/1㈮・8㈮　13：30～

15：30　�所粕壁南公民館　�対20歳以上　
8人　�持筆記用具、箏爪（持っている人）　
�￥100円
②声出し・脳トレ・朗読講座…�日7/5㈫・12
㈫・26㈫　13：30～15：30　�対おおむね
50歳以上　15人　�持飲み物　�￥千円
③自

じ
彊
きょう

術～コロナ禍、お家
うち

体操で体力を維
持しよう～…�日7/6㈬・13㈬・20㈬　9：30～
11：30　�対15人　�持動きやすい服装、飲み
物、敷物（バスタオル、キッチンマットなど）、
靴下（持っている人は5本指のもの）、タオル　
④人生100年時代を豊かにいきいき生き抜
く心身健康術と脳活・脳トレ・遊びリテー
ション…�日7/6㈬・13㈬　9：30～11：30　
�対20歳以上　15人　�￥700円
⑤楽しい大正琴…�日7/13㈬・27㈬　9：30～
11：30　�所幸松地区公民館　�対20歳以上　
8人　�持大正琴（持っている人）　�￥100円

⑥スポーツウエルネス吹矢体験講座…�日
7/13㈬・27㈬　13：30～15：30　�対20歳
以上　20人　�持動きやすい服装、飲み物、
運動靴、タオル　�￥100円　
⑦アロマで快適サマー…�日7/14㈭・28㈭　
10：00～12：00　�対20歳以上　8人　�￥
各回2千円
⑧やさしい俳句教室2022…�日7/14㈭・21
㈭　13：30～15：30　�対20歳以上　12人　
�￥200円
⑨生涯スポーツ太極拳…�日7/14㈭・21㈭・
28㈭　13：30～15：30　�所粕壁南公民館　
�対20歳以上　15人　�持動きやすい服装、
底の薄い上履き（靴下でも可）、飲み物、タ
オル
⑩女性の健康寿命延伸のキーは骨の健康で
ある…�日7/15㈮・22㈮　13：30～15：30　
�対おおむね50歳以上　15人　�￥100円
⑪健康気功（初級）…�日7/21㈭・28㈭　9：30～
11：30　�所粕壁南公民館　�対20歳以上　
20人　�持動きやすい服装、上履き、飲み物、
タオル　�￥500円
⑫楽らく手打ちそば…�日7/29㈮、8/12㈮・
26㈮　13：30～16：30　�所内牧地区公民
館　�対5人　�持前掛け、バンダナ、タオル3
枚、持ち帰り用の容器　�￥各回1,500円
⑬詩吟を楽しみましょう…�日7/31㈰、8/7
㈰・14㈰　9：30～11：30　�対10人　�持
ノート

かすかべ探訪（定期案内）

�日6/25㈯　9：30～12：00　�所ぷらっと
かすかべ（集合）・一ノ割駅（解散）　�内粕壁
宿から一ノ割方面へ～青

しょう
面
めん
金
こん
剛
ごう
（市指定文

化財）・丸彫り庚
こう
申
しん
塔
とう
（市指定文化財）など～　

�対10人（申し込み順）　�申6/5㈰の9：30か
ら電話で、同施設（�TEL752-9090）へ

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7/13㈬　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6/8㈬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7/21㈭　10：00～12：00　�所教育セン
ター　�内武里編　�対20人（申し込み順）　
�￥100円　�申6/10㈮の9：30から、電話で
ぷらっとかすかべ（�TEL752-9090）へ

市民パソコンセミナー�
（タブレットPC入門編）

コース とき

A
7/13㈬

9：30～12：00

B 13：30～16：00

C
7/14㈭

9：30～12：00

D 13：30～16：00

�所教育センター　�内W
ウ ィ ン ド ウ ズ
indows タブレッ

トを使って、タブレットPCの起動の仕方、
使い方の基礎について　�対パソコンで日
本語入力ができる16歳以上（高校生などを
除く）の市内在住・在勤・在学者　各コース
10人（申し込み順）　�申6/15㈬の9：00か
ら、直接、または電話で春日部市教育セン
ター3階視聴覚センター（�TEL763-2425）へ

子どもTV番組制作体験講座

�日7/10㈰　13：00～16：00　※参議院議
員選挙と重なった場合は、7/3㈰　�所教育
センター　�内スタジオでのテレビ番組制
作体験、コンピューターを使ったニュース
編集体験　�対市内在学の小学校3年生～
中学生20人（申し込み順。保護者送迎）　�
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�申6/10㈮～28㈫の9：00～17：00に直接、
または電話で教育センター3階視聴覚セン
ター（�TEL763-2425）へ

郷土資料館展示解説講座�
「宝珠花の歴史と大凧」

▲大凧の運搬（昭和34年）

�日6/19㈰　10：00～12：00　�所教育セン
ター　�内郷土資料館学芸員が春季展示に
合わせ、宝珠花の歴史と大凧を紹介　�対
30人（申し込み順）　�申6/7㈫から直接、電
話で郷土資料館（�TEL763-2455）、または市
�WEBへ

音楽鑑賞会「川
かわ

畑
ばた

麻
ま

衣
い

子
こ

　�
クラリネット　リサイタル」

�日7/9㈯　14：00～16：00（開場13：30～）　
�所中央公民館　�内クラリネット奏者�川畑�
麻衣子氏とピアノ伴奏によるリサイタル　
�対175人　�申6/11㈯の8：30から、同館で
整理券を配布（1人2枚まで）　※当日は、整
理券を持っている人から先に入場　�問同
館（�TEL752-3080）

日本語教室�
ボランティアスタッフ養成講座

�日6/19㈰　14：00～17：00　�所ぽぽら春
日部　�内外国人への日本語指導に関する
講座（講師：J

ジャイカ
ICA 東京　国際協力推進員　

鈴
すず
木
き
�歩
あゆ
未
み
氏）　�対50人（申し込み順）　�持

筆記用具　�申6/10㈮までに直接、または
電話で、市役所別館3階春日部市国際交流
協会事務局（市民参加推進課内/内2877）へ

音響操作セミナー

�日6/11㈯・12㈰　9：00～17：00　�所中
央公民館　�内音響機器を使用した催し物
での操作講習　�対10人（申し込み順）　�申
6/1㈬から直接、または電話で同館（�TEL
752-3080）へ

スキルアップ講習案内

�日7/2㈯・9㈯　9：00～16：00　�所県立春
日部高等技術専門校　�内 しっかり学ぶ
E
エ ク セ ル
xcel2（グラフ・データベース）　�対Excel

の基本操作（関数入力、表計算など）ができ
る人　20人　�￥2千円（テキスト代別）　�申
6/1㈬～10㈮に、往復はがき（記入事項要問
い合わせ）で、〒344-0036下大増新田61-1　
同校（�TEL737-3511）、または同校�WEBへ

埼玉県立大学2022年度オープンカ
レッジ講座「生命科学体験講座～�
いのちを体験しよう～」

�日①7/22㈮　②7/25㈪　13：00～16：30　
�所埼玉県立大学　�内①「血液1滴からわか
ること」血液の採取法から検査に使われて
いる技術を体験する　②「魚の顕微鏡標本
を作ろう」（シロウオの組織標本を作り、魚
類から人類に至る進化を学ぶ）　�対小学4
年～6年生　各回16人　�申
6/24㈮までに�WEB応募フォー
ムへ　�問同大学地域産学連
携センター（�TEL973-4114）

埼玉県立大学2022年度オープンカ
レッジ講座「模擬患者とはなにか？�
〈入門編〉」

�日6/15㈬　14：00～16：00　�所埼玉県立

大学　�内同大学の授業に模擬患者ボラン
ティアとして参加するために必要な知識と
授業参加の仕方を学ぶ入門編　�対60歳以
上の人　20人　�申6/8㈬まで
に�WEB応募フォームへ　�問同
大学地域産学連携センター

（�TEL973-4114）

� スポ・レク

�
健康づくりのつどい�

とき ところ 内容

6/11㈯

上沖小 フ・さ

豊春小 フ

牛島小 フ・ビ・さ

6/18㈯

上沖小 フ・さ

武里小 フ

藤塚小 フ・ビ・さ・ミ・卓

中野小 フ・ビ・さ

6/25㈯

上沖小 フ・さ

豊春小 フ

牛島小 フ・ビ・さ

7/2㈯

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　さ…さいかつ
ぼーる　ビ…ビーチボールバレー　ミ…ミ
ニテニス　卓…卓球　

�日19：00～20：30（豊春小は18：00～19：30）　
�内市発祥のフラバレ―ボール（おにぎり型
の軟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　講師…スポーツ推進
委員　�対小学4年生以上の市内在住・在勤・
在学者　40人（先着順。小学生は要保護者
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）

楽しくドッジボール教室

�日7/16・30、8/6・20・27（全て㈯）　9：30～
11：30（全5回）　�所ウイング・ハット春日
部　�内ドッジボール、軽スポーツなど　�対
市内在住の小学生とその保護者　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
6/15㈬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）

市民体育祭�
レク卓協第26回夏季�
ラージボール卓球大会

�日8/1㈪　11：00～
17：00　�所 市民体
育館　�内混合ダブ
ルス戦（A・Bランク
別に申し込み。抽選
でペア決め）　�対市
内在住・在勤者　�￥
300円　�持 ラージ
用ラケット、屋内用シューズ、ゼッケン　
�申6/30㈭までに直接、または電話で住所・
氏名・電話番号を、市レクリエーション卓球
協会�岸

きし
本
もと
�友
とも
子
こ
（西八木崎1-1-17、�TEL090-

3905-5074）へ

かすかべ健康
マイレージ
対象事業

問 シティセールス広報課（内線2175）
　春日部市の｢まちの案内人｣であるクレヨンしんちゃんが
描かれたオリジナルデザインで、春日部でしか入手できない
グッズです。
　春日部の街の様子が描かれていますので、市外に住んでい
るお友達や日頃お世話になっている人への暑中見舞いにい
かがですか。

セット内容
⃝絵はがき　5種類×各2枚（計10枚）
⃝特製ミニクリアファイル（A5サイズ、ダブルポケットタイプ）
⃝特別領収書（しおりとして使えます）
販売価格
一式200円　※売上金は市の子育て支援の充実のために活用
販売場所
市役所3階シティセールス広報課、支所市民窓口担当、
ぷらっとかすかべ、道の駅｢庄和｣

クレヨンしんちゃん絵はがきセット 第2弾 販売中

春日部大凧マラソン大会古利根公園橋 まちかどに数多く点在する彫刻かすかべ音楽祭サトーココノカドー
ⓒU／F・S・A・A


