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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（記載のないものは無料）　�持…持ち物　�申…申し込み（記載のないものは直接会場へ）　�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
⃝個別に記載のない場合、電話番号の市外局番は「048」

かすかべ情報

� お知らせ

N
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ET119緊急通報システムの登録

�内音声で119番通報が困難な人が、緊急時にスマートフォ
ンなどから通報を行うシステム（アプリケーションでの登
録が必要）　�対音声での通報が困難な市内在住・在勤・在学
者　�申スマートフォン（機種によっては登録不可）、本人確
認書類（学生証、障がい者手帳など）、利用申請書兼承諾書
を持って、直接消防本部3階警防課指令室（�TEL738-3111）へ

全国一斉情報伝達試験
�日11/16㈬　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）

市税などの納期限は11/30㈬
�内国民健康保険税（普通徴収）の第5期、介護保険料（普通徴
収）の第4期、後期高齢者医療保険料（普通徴収）の第5期　
納付にはキャッシュレス決済の利用を…P
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カードでの納付は手数料が発生　�問収納管理課（内2384）

市民税・県民税の特別徴収の納期限
�内毎月の給与から特別徴収している市民税・県民税のうち
6月～11月分の納期限は12/12㈪　�対市民税・県民税の特
別徴収を12月と6月の年2回にまとめて納めている納期特
例事業者　�問収納管理課（内2385）

年末調整や確定申告の 
国民年金保険料に係る控除証明書

�内国民年金保険料は、社会保険料控除の対象。控除証明書
は、1/1～9/30に納めた人には11月上旬に送付。10/1～
12/31㈯に今年初めて納めた人には令和5年2月上旬に送
付予定。詳しくは、日本年金機構ねんきん加入者ダイヤル
（�TEL0570-003-004）へ　※050から始まる電話は（�TEL03-
6630-2525）へ　�問市民課（内2893）、春日部年金事務所
（�TEL737-7112）

「第42回春日部藤まつり」の 
参加団体募集

�日令和5年4/23㈰　10：30～16：00（雨天時は4/29㈷に
延期）　�対日頃からコミュニティづくりを行っている団体で、
延期した場合にも参加でき、次の要件を全て満たす団体　
出店…▶出店間口が5.4メートル以内（3間テントは使用可。
歩道通行者の安全確保のため、屋根下に客だまりスペース

を設ける）　▶必要な備品を準備できる　▶道路使用許可
申請料2,500円（中止の場合も返金不可）を用意できる　▶
藤まつり終了後、清掃活動に参加　▶火気を取り扱う場合
は、消火器を常設　▶別に定める「出店規約」の内容を順守　
パレード…▶約800メートルの区間を踊り・演技・楽器演奏
などを披露しながら25分程度で進行できる　▶音響車は
団体が用意（必要な場合）　▶見物人などに危険が及ばない
会場イベント…▶出演時間が30分以内　▶音響は団体が
用意（必要な場合）　▶会場準備・片付け、観客整理などを
行う
共通…参加費やその他の参加条件など詳しくは市�WEBで
�申11/14㈪～12/5㈪に、参加申込書に団体の活動内容が
分かる書類を添えて直接、市役所別館3階市民参加推進課
内春日部市コミュニティ推進協議会（内2876）へ　※出店
団体は「出店申請書兼誓約書」「出店者一覧」および出店者
全員分の本人確認書類の写しを提出。審査後、許可証を発
行。申し込み多数の場合などは、参加できない場合あり

第47回春日部市農業祭

�日11/23㈷　9：00～14：00　※雨天決行　�所ウイング・
ハット春日部　�内農産物および加工品の販売、小学生の絵
画・書道の展示、農産物品評会および展示品即売会　�問農
業振興課（内7744）

住宅耐震診断・建物無料相談会
�日11/17㈭　13：30～16：30　�所市役所前アイピー春日
部ビル　�内昭和56年5/31以前に建築確認を受け建築され
た2階建てまでの木造住宅の耐震診断または建築に関する
相談　�対市内に住宅を所有し居住している人　10人（申し
込み順）　�持新築時、または増築時に作成した図面　�申
11/15㈫までに、電話で建築課（内3618）へ

不法投棄は重大な犯罪

�内みだりにごみを捨てると、「廃棄物の処理及び清掃に関
する法律」違反で、5年以下の懲役もしくは1千万円以下（法
人の場合は3億円以下）の罰金、その両方、または他の法令
により罰せられる場合もあり。私有地や公共用地などに不
法投棄され、捨てた者が不明な場合は、そのごみを土地の
所有者（管理者）の責任での処理が必要。不法投棄禁止看板
が必要な場合は、リサイクル推進課（内7735）まで連絡を。

不法投棄物を発見した場合は同課、または埼玉県廃棄物不
法投棄110番（�TEL0120-530-384）へ。不法投棄行為を発
見した場合は、春日部警察署（�TEL734-0110）へ　※不法投
棄者に接触するのは危険なので絶対に避けること

第6回まちを「知る」「好きになる」 
セミナーをY
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ouTube で公開
�内9/15開催の、まちのことを広く楽しく学べる同セミナー
をYouTube で公開中　登壇者…ナオナさ
ん（地域コーディネーター）、h

ハ ル
al. さん（イ

ラストレーター）　�問シティセールス広報
課（内2175）

暴力に負けない明るい街づくり
暴力団追放「三ない運動＋1」の推進
�内暴力団を「利用しない」。暴力団を「恐れない」。暴力団に
「金を出さない」。暴力団と「交際しない」（＋1）の「三ない
運動＋1」の推進が大切
不当要求行為の対応要領
�内大原則：▶組織的な対応…暴力団などから不当要求を受
けた場合、組織一丸となって対応することが大切　平素の
準備：▶トップの危機管理…トップ自らが「不当要求には
絶対応じない」という基本方針と姿勢を示す　▶体制作り
…対応責任者などの指定、対応マニュアルや通報手順など
を定めておく　▶暴力団排除条項の導入…暴力団などの反
社会的勢力とは取引しないことなどの内容を盛り込んだ暴
力団排除条項を契約書や約款などに導入しておく　▶警察、
暴力追放運動推進センター、弁護士などとの連携…連携を
保ち、事案の発生に備え担当窓口を設けておく
�問交通防犯課（内2827）

南桜井駅西側自転車駐車場を閉鎖
�内利用者がここ数年で大きく減少しているため、公共施設
の適正な配置などの観点から、令和5年
3/31㈮をもって、南桜井駅西側自転車駐
車場を閉鎖。閉鎖後は、近隣の市営・民間自
転車駐車場の利用を　�問交通防犯課（内
2826）

令和5年度小規模特認校（江戸川小 
中学校）の就学受け入れ人数

�内受け入れ学年・人数…1年生6人、2年生17人、3年生5人、
4年生4人、5年生5人、6年生13人、7年生（中学1年生）7人、
8年生（中学2年生）14人、9年生（中学3年
生）8人　※受け入れ学年は令和5年度時点。
受け入れ人数を超えた場合は抽選　※就学
条件や申し込み方法など詳しくは市�WEBで　
�問学務課（内4734）

春日部地域合同就職相談会
�日12/7㈬　13：30～16：00（受け付け13：00～15：20）　
�所中央公民館　�内就職希望者と市内求人企業6社との面
接・相談会　※雇用保険受給者に参加証明書発行　�対就職
を希望する人　60人（申し込み順）　�持履歴書、ハローワー
ク紹介状（持っている人）　�申11/4㈮から、電話でハロー
ワーク春日部（�TEL736-7611電話後に部門コード41＃を押
す）へ　�問ライム（�TEL752-5540）

市営自転車駐車場▶

外出先から
通報を受信

自宅から

通報 出動
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人生100年時代。あなたらしく生き
生き働き続けよう

�日11/24㈭　14：00～15：10（オンラインセミナー）　�対
30人（申し込み順）　※雇用保険受給者には受講証明書を
発行　�申11/21㈪までにFAX、メールまたは専用�WEBで埼
玉キャリア形成サポートセンター（�FAX729-
5783、 saitama_carisapo@mb.langate.
co.jp）へ　※ランゲート㈱が厚生労働省より
受託運営　�問ライム（�TEL752-5540）

図書館の臨時休館
�日�所�問中央図書館（�TEL761-5911）…11/11㈮、武里図書
館（�TEL737-7625）…12/9㈮　�内館内整理のため

「d 払い」で水道料金などの 
支払いが可能に

�日11/1㈫～　�内水道料金と下水道使用料の支払いに使用
できるスマートフォン決済アプリに、新たに「ｄ払い」が追
加　利用できるスマートフォン決済アプリ…PayB、楽天銀
行コンビニ支払サービス、LINE�Pay、PayPay、F

フ ァ ミ
amiPay、

au�PAY、d払い　※決済方法、注意事項など詳しくは市�WEB
で　�問業務課春日部営業所（内7818）

水道管漏水調査にご協力を
�日令和5年3月中旬まで　�所市内全域　�内▶調査対象…道
路に埋設されている水道本管および水道本管からメーター
までの水道管（受水槽などが設置してある場合は、道路に
最も近い止水栓まで）　▶調査方法…調査員が専門機器な
どで道路に埋設されている水道管の漏水音を調査。敷地に
立ち入り、水道メーターや止水栓のふたを開けて漏水音を
調べる場合もあり　※調査員は市水道部が発行した身分証
明書を携帯　�問施設管理課（内4310）

全国一斉「女性の人権ホットライン」
強化週間

�日11/18㈮～24㈭　8：30～19：00　※㈯㈰は10：00～
17：00　�内女性を巡るさまざまな人権問題の解決を図る
ため、相談を受け付け（秘密厳守）　女性の人権ホットライ
ン…（�TEL0570-070-810）　�問 さいたま地方法務局（�TEL
859-3507）

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11/3㈷～7㈪・10㈭～13㈰・16㈬～21㈪　�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

農業委員会委員
�日任期…任命の日～令和5年11/30㈭　�内農地法や他の
法令に基づく農地の権利に係る許可などに関する審議、担
い手への農地の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、
新規参入の促進のための活動など　�対2人　�申11/14㈪～
12/13㈫（必着）に申込書を直接、または郵送で〒344-
8577�（所在地不要）　市役所第三別館1階農業委員会（内
7775）へ　※募集要項など詳しくは市�WEBで

春日部市ファミリー・サポート・ 
センター提供会員

�内子育て中のママ・パパをサポートできる人（提供会員）を
募集　�対子どもが好きな人や子育てが一段落した人など、

子育てのお手伝いをしてみたい人で、下記の会員養成講座
（全2回）を受講できる人
会員養成講座

とき 内容

11/29㈫　
13：00～15：00 子どもの健康と安全

11/30㈬　�
13：00～15：30 保育の心構えと子どもへの接し方

�所武里東公民館　�対10人（申し込み順）　※託児有（要申
し込み）　�申直接、または電話でファミリー・サポート・セ
ンター（�TEL755-2324）へ

市立看護専門学校学生
試験…�日令和5年1/7㈯（1次）・13㈮（2次）　�所市立看護専
門学校　�対令和5年度に入学を希望する人　�￥1万円　�申
11/25㈮～12/6㈫に、直接または郵送で同校（�TEL763-
4311）へ　学校説明会…�日11/1㈫・15㈫、12/6㈫　16：00～
17：00　�対各30人（申し込み順）　�申電話で同校へ　※受
験案内・募集要項などの希望者は同校へ連絡を

令和5年1月からの交通指導員
�所勤務学区…豊野小学校　�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　�対20歳以上の
人　1人（選考）　�申11/18㈮までに、電話で交通防犯課（内
2825）へ

� 福　祉

認知症サポーター養成講座
とき ところ 申込先

12/2㈮
10：00～11：30 あしすと春日部

第1包括
（�TEL754-3775）

12/16㈮
14：00～15：30

介護老人保健施設みど
り（上大増新田168）

武里病院
（�TEL733-5111）

�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　�申電話
で各申込先へ　�問介護保険課（内7575）

介護予防講演会「高齢期の栄養 
～普段の食事にちょい足しを～」

�日12/16㈮　13：30～15：30　�所武里東公民館　�内管理
栄養士による講話　�対おおむね65歳以上の市内在住者
30人（申し込み順）　�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
�日11/17㈭　10：00～12：00　�所ゆっく武里　�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　30人　�持動きやすい服装、上履き（スリッパは不可）、
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

みて きいて しろう  
地域の中での身体障がい者の暮らし

�日12/10㈯　10：00～11：30　�所あしすと春日部　�内講
話「車いすでの日常生活」、意見交換など　�対障がい者支援
に関心がある人　40人（申し込み順）　�申11/14㈪～30㈬
に電話、またはFAX で氏名、連絡先、福祉活動をしている
場合はその内容を障がい者支援課（内2543、�FAX733-
0220）へ

オレンジカフェ（認知症カフェ）
とき ところ 定員 申込先

11/12㈯
13：30～15：00 武里東公民館 20人第5包括（�TEL734-7631）
11/16㈬
10：00～11：00 豊春第二公民館 12人第3包括（�TEL753-1136）

11/18㈮
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）

11/19㈯
10：00～11：30 武里地区公民館 20人第4包括（�TEL738-5764）
11/24㈭
10：00～11：30

㈱コダマホーム�
（緑町5-7-27） 8人 第5包括

（�TEL734-7631）
11/24㈭
14：00～14：45

庄和社会福祉�
センター 8人 第8包括

（�TEL746-5190）

11/25㈮
15：00～16：00

認定こども園�
ふたば
（大場902-1　�
武里団地6街区内）

20人第6包括（�TEL738-0021）

12/2㈮
10：00～11：30 ハーモニー春日部 18人

第5包括
（�TEL734-7631）

12/6㈫　
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）
12/8㈭
10：00～11：00

シティプラザせん
げん台（大枝360）10人

12/10㈯
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　�問介護保険課（内7575）

元気アップ教室

とき ところ 内容
11/11㈮　
10：00～11：30 内牧南公民館

頭と体のアンチエイ
ジング

11/18㈮
10：00～11：30 武里東公民館

笑顔で！
心の健康づくり

11/24㈭
14：00～15：30 薬師沼憩いの家 健康ツボ講話

12/2㈮
10：00～11：30

健康福祉センター
（ゆっく武里）

笑顔で！
心の健康づくり

�内楽しみながら介護予防に取り組む　�対おおむね65歳以
上の市内在住者　30人（先着順）　�￥30円　�持動きやすい
服装、飲み物、タオル、上履き（11/24㈭を除く。スリッパ
不可）　�申不要。団体での参加の場合は参加人数を高齢者
支援課（内7456）へ

支え合い講演会
�日11/27㈰　13：30～15：00　�所①あしすと春日部　②
豊野地区公民館　③武里東公民館　④幸松地区公民館　⑤
庄和南公民館　�内オンライン講演「コロナ禍で考える　気
にかけ合う地域づくり」　�対市内在住・在勤・在学で地域の
助け合い活動に関心がある人（申し込み順）　①56人　②～
⑤各70人　�申11/21㈪までに直接、春日部市社会福祉協
議会（�TEL762-1081）、または同協議会�WEBへ
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� 保　健

骨密度測定会
�日①11/28㈪　②11/30㈬　③12/1㈭　④令和5年1/31
㈫　�所①庄和保健センター　②～④春日部市保健センター　
�対20歳以上の市内在住者で、誕生月が12月～3月の人　①
60人　②～④各120人（申し込み順）　※1人年度内1回ま
で。測定部位（かかと）に傷のある人は不可　�持筆記用具、
タオル　�申11/9㈬から、春日部市保健センター（�TEL736-
6778）へ

普通救命講習会
とき 内容 定員 受付開始日

① 11/16㈬ 普通救命講習1
（主に成人への対応） 10人

11/1㈫
② 11/26㈯ 普通救命講習3

（主に小児への対応）
各
15人③ 12/17㈯

12/1㈭
④ 12/20㈫ 普通救命講習1

（主に成人への対応） 12人

�日①③9：00～12：00　②④10：00～12：00　�所①消防
本部　②③春日部市保健センター　④中央公民館　�内心
肺蘇

そ
生
せい
法・AEDの使用方法、その他救命に必要な応急手当

て　※②④は事前にWEB講習の受講が
必要　�対中学生以上の市内在住・在勤・
在学者（申し込み順）　�持筆記用具、実技
のできる服装　�申直接、または電話で消
防本部2階警防課（�TEL738-3118）へ

ノルディックウォーキング教室
�日12/15㈭　9：30～11：30（受け付け9：15～）　�所中央
公民館　�内ノルディックウォーキング専用のポールの使
い方や歩き方の実技、健康に関するミニ講座　�対40歳～
74歳の春日部市国民健康保険加入者　20人（申し込み順）　
�￥50円　�持運動のできる服装と靴（室内用）、飲み物、タオ
ル、筆記用具　�申11/24㈭～12/8㈭に、電話で国民健康保
険課（内2786）へ

� 趣味・教養

親子サイエンスショー
�日12/18㈰　①12：30～13：30　②14：45～15：45　�所
中央公民館　�内東京大学サイエンスコミュニケーション
サークルC

キ ャ ス ト
AST による親子体験型サイエンスショー　�対

市内在住・在学の小学生とその保護者（1家族5人まで。未
就学児不可）　各部120人（抽選）　�申
11/18㈮までに、WEB応募フォームへ　
※抽選結果は応募者全員に通知。詳しく
は、市�WEBまたは配布チラシで　�問社会教
育課（�TEL763-2445）

遊学1日体験教室
�内生涯学習人材情報登録者が講師となる入門者向けの講座
　　　　　　
�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11/11㈮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公的年金制度の効果的活用法～知ると知らぬで天地の
差！～…�日12/3㈯　9：30～11：30　�対20歳以上　15人　
�￥400円

②楽しい♪パンd
デ
eクリスマスリース…�日12/3㈯　10：00～

12：00　�所中央公民館　�対10人　�￥2千円　�持エプロン、
飲み物、タオル、持ち帰り用の容器　
③しあわせ足もみセルフケア教室…�日12/3㈯　13：30～
15：30　�対10人　�￥千円　�持タオル、バスタオル、ハン
ドクリーム、敷物（ヨガマット、バスタオルなど）　
④麹

こうじ
で叶える腸活美肌…�日12/4㈰　10：00～12：00　�対

10人　�￥千円
⑤デトックス体操…�日12/4㈰　13：30～15：30　�対20
歳以上　15人　�持動きやすい服装、バスタオル、飲み物、
敷物（ヨガマット、バスタオルなど）
⑥人生100年時代のセカンドライフ・デザイン…�日12/11
㈰　13：30～15：30　�対15人　
⑦健康セミナー…�日12/11㈰　13：30～15：30　�対10人
⑧誰でもできる筋トレ・脳トレ…�日12/11㈰　13：30～15：30　
�所豊春地区公民館　�対20歳以上　20人　�持動きやすい服
装、飲み物、タオル2枚、輪ゴム10本、新聞1日分
⑨ストレスに負けない心と体を作る…�日12/17㈯　13：30～
15：30　�対高校生以上　15人
⑩七

しっ
宝
ぽう
焼…�日12/17㈯　13：30～16：30　�所中央公民館　

�対20歳以上　10人　�￥千円　�持エプロン、タオル
⑪中高齢者の健康体操　�日12/18㈰　9：30～11：30　�対
15人　�持動きやすい服装、飲み物、タオル、上履き、敷物（ヨ
ガマット、バスタオルなど）
⑫気功入門（導

どう
引
いん
養
よう
生
じょう
功
こう
）　�日12/18㈰　13：30～15：30　

�対20歳以上　25人　�￥300円　�持動きやすい服装、飲み
物、タオル、上履き　

景観絵画コンクールの 
優秀作品を展示

�日11/5㈯～12/18㈰　�所ララガーデン春日部　�内市内の
小学5年生・中学2年生が自分の住むまちの風景や将来像を
描いた絵画の優秀作品（複製）を展示　�問都市計画課（内
3513）

粕壁宿、その繁栄の跡を巡る
�日11/22㈫　9：30～12：30　�所ぷらっとかすかべ（集合・
解散）　�内最

さい
勝
しょう
院
いん
、上
かみ
喜
き
蔵
ぞう
河
が
岸
し
跡
あと
、高
こう
札
さつ
場
ば
、商家の蔵、道標、

碇
いかり
神社、薬草園跡など　�対10人（申し込み順）　�申11/9㈬

の9：30から、電話でぷらっとかすかべ（�TEL752-9090）へ

生ごみ堆肥作り講習会
�日11/30㈬　14：00～16：00　�所中央公民館　�内生ごみ
と発酵促進剤を利用した堆肥作りを学ぶ　�対市内在住・在
勤・在学者　20人（申し込み順）　�持汚れてもいい服装　�申
11/7㈪から電話で、リサイクル推進課（内7735）へ

聞かせ屋。けいたろう先生の 
親子で楽しむおはなし会

�日11/26㈯　①10：00～10：30　②11：00～11：30　�所

中央公民館　�内親子で絵本の読み聞かせ　�対①0歳～2歳
児の親子　②3歳～6歳児（未就学児）の親子　各回おおむ
ね10組（申し込み順）　�申11/10㈭～17㈭
の9：00～17：00に、WEB 応募フォーム、
または電話でこども政策課内青少年育成春
日部市民会議（内2573）へ

市民パソコンセミナー 
オンラインミーティング体験講座

�日11/29㈫　①9：30～12：00　②13：30～16：00　�所
教育センター　�内タブレット端末を用いたオンラインミー
ティング（ズーム）の体験講座（主催者側の体験）　※①②と
もに同内容　�対16歳以上の市内在住・在勤・在学者（高校生
などを除く）　各5人（申し込み順）　�申11/8㈫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（�TEL
763-2425）へ

共に生きよう！フェスティバル

�日�内▶春日部市障がい者作品展…11/29㈫～12/4㈰　�
9：00～17：00（11/29は13：00から、12/4は16：00まで）　
▶ミニコンサート：「ヘルマンハープ風の音」…12/1㈭　
14：00～14：30、12/3㈯　13：00～13：30　「虹色」…
11/30㈬　13：30～14：10、12/3㈯　11：20～12：00　
▶ステージ「和と歌の彩典～春日部ハートフルコンサート～」
…12/3㈯　14：00～15：30　�所中央公民館　�対ステージ
のみ171人（先着順）　�問同館（�TEL752-3080）

ビブリオバトル
とき ところ 申込先

① 11/20㈰ 支所 庄和図書館
（�TEL718-0200）

② 12/4㈰ 武里大枝公民館 武里図書館
（�TEL737-7625）

�日14：00～15：30　�内お気に入りの本を紹介しあうコミュ
ニケーションゲーム　�対バトラー（本の紹介者）…①中高
生および一般　4人（抽選）、②中高生　4人（抽選）　観戦者
…各15人（申し込み順）　�申②バトラーは11/1㈫、観戦者
は11/15㈫から　①②直接、または電話で各申込先へ

郷土資料館「体験ワークショップ　
蓄音機で音楽を聴いて昔の 
おもちゃを作ってみよう」

�日11/27㈰　10：30～、14：00～　�所郷土資料館　�内蓄
音機でレコードを聴き（10分程度）、昔のおもちゃ（紙でっ
ぽう・ぶんぶんゴマ）を作って遊ぶ　�対幼児～小学生（保護
者同伴可）　�問同館（�TEL763-2455）

郷土資料館体験講座「桐のオリジナ
ル貯金箱をつくろう！」

�日11/20㈰　13：30～15：30　�所教育センター　�内桐板

共通事項
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を使ってオリジナルの貯金箱をつくる　�対20人（申し込み
順）　�￥900円　�申11/8㈫から直接、電話で教育センター
1階郷土資料館（�TEL763-2455）、または市�WEBへ

郷土資料館体験講座 
「しめ縄を作って新年を迎えよう」

�日12/17㈯・18㈰　10：00～12：00　�所教育センター　
�内稲わらを使って正月飾りのしめ縄を作る　�対各日12人
（申し込み順。親子での参加可）　�持はさみ、新聞紙、半紙　
�申11/15㈫から直接、電話で教育センター1階郷土資料館
（�TEL763-2455）、または市�WEBへ

図書館まつり
�日11/12㈯　9：30～15：00　�所①中央図書館　②市民文
化会館　�内①ボランティア団体による行事など　②ボラ
ンティア団体による行事、ブックリサイクル　�申不要。ブッ
クリサイクルは当日、市民文化会館ロビーで9：00から整
理券配布　�問中央図書館（�TEL761-5911）

大ホール音響でクラシックを楽しむ会
�日11/19㈯　14：30～16：15　�所教育センター　�内イン

ターネット配信を使って名曲を鑑賞。「管弦楽曲�スペイン
の香り」編　�対30人（先着順）　�問中央図書館（�TEL761-
5911）

共栄大学公開講座
�日11/26㈯　10：30～12：00　�所教育センター　�内子ど
もの健康を「まちづくり」から考える　講師…北

きた
島
じま
�信
しん
哉
や
氏

（共栄大学国際経営学部専任講師）　�対市内在住・在勤・在
学者　30人（申し込み順）　�申電話で、住所・氏名・電話番
号を同大学（�TEL755-2932）へ　�問社会教育課（内4815）、
同大学

� スポ・レク

地域巡回スポーツ教室 

�内各地域に即した地域独自のスポーツ推進を図るための、
地域ごとにさまざまな軽スポーツなどが体験できる教室　
講師…スポーツ推進委員　�対市内在住・在勤・在学者（小学
生以下は保護者同伴）　�持運動できる服装、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）
上沖小…�日11/12㈯　19：00～20：30　�内フラバレー
ボール　�対40人
内牧小…�日①11/26㈯　②12/3㈯　19：00～20：30　
�内①ラダーゲッター、モルック　②ボッチャ、ユニカール、
ゴールボール　�対各30人
豊春小…�日11/12㈯・19㈯　18：00～19：30　�内フラバ
レーボール　�対各30人
武里小…�日11/12㈯・19㈯　19：00～20：30　�内 ボッ
チャ、ミニテニス、フラバレーボール　�対各30人
小渕小…�日11/12㈯　19：00～21：00　�内フラバレー
ボール、ファミリーバドミントン　�対30人
幸松地区公民館…�日11/26㈯　10：00～12：00　�内ドッ
ヂビー　�対小学生30人
藤塚小…�日11/12㈯・19㈯　19：00～21：00　�内フラバ
レーボール、ビーチボールバレー、さいかつぼーる、卓球、
卓球バレー　�対各30人
中野小…�日11/12㈯　19：00～20：30　�内フラバレー
ボール、さいかつぼーる　�対小学4年生以上　40人

かすかべ健康
マイレージ
対象事業

1min

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。

私たちにできるアクション
▶定期的に健康診断や検診を受けよう
▶適度な運動やバランスの良い食生活を心がけよう
▶交通ルールを学び、交通事故を減らそう

あなたに身近なSDGs あなたに身近なSDGs

私たちにできるアクション
▶省エネ型の機種や電球に変えよう
▶必要のないときは、照明を消そう
▶公共交通機関をできるだけ利用しよう

●春日部市の現状
　「かすかべ健康マイレージスタンプカード」を実施しており、みなさんの自主的な
健康づくりの取り組みを応援しています。月の1日平均歩数の達成や健康づくりイ
ベントへの参加、各種検診の受診でスタンプがたまり、集まったスタンプですてき
な賞品が当たる抽選会に参加することができます。

●春日部市の現状
　地球温暖化防止の取り組みの一環として、太陽光発電設備や蓄電池設備などの環
境に配慮した設備を新たに導入する市民に対して補助制度を実施しています。また、
公用車に電気自動車を導入し、公用車による環境負担を軽減するとともに、環境意
識の普及啓発につなげています。

　私の夢は「笑って死ぬこと」。だからいつも、ケアマネ、
ヘルパー、看取り士のスタッフたちと、利用者さまと、
笑って生きています。弊社の理念は「尊厳の保持」。高
齢者も障害者も健常者も。その人らしい日常に寄り合
い、また「残留農薬0」の自然農法で作物を共に作り、
食べ、農福連携も行っております！

　夢にあふれた未来、そして地域の発展のために、創
業以来、開発し進化し続けてきた暁峰のLED 技術。
ソーラー技術やLEDのハイブリッド商品と共に、これ
からも春日部を中心に社会貢献します。防犯、防災対
策が求められる現代の日本に必要不可欠な環境作りの
ために暁峰は前進し続けます。

会員名　株式会社こたか
（かすかべSDGsパートナーズ会員）

会員名　暁
あき

峰
みね

株式会社
（かすかべSDGsパートナーズ会員）

�問政策課（内線2117）

会員�WEB▶ 会員�WEB▶

ハーモニーフェスタ2022
�問男女共同参画推進センター「ハーモニー春日部」（ TEL 048-731-3333）

とき▶11/21㈪～27㈰　ところ…ハーモニー春日部
内容▶下表の他、11/23㈷・24㈭・25㈮に焼きたてパン・クッキーなど、26㈯に手作り品・食品・洗剤�
などの販売コーナーがあります。期間中、展示コーナーもあります（11/22㈫は展示コーナーのみ）
申し込み▶11/5㈯から同施設へ　＊…時間の右端に＊のあるものは、空きがある場合当日参加も可

とき 内容・対象
21
㈪
10：30～12：30、
13：30～15：30 �内木工工作教室「X

クリスマス
'mas の飾りを作りましょう」　�対各6人

23
㈷

10：00～11：00 �内てぶくろシアター「食べるのだい好き」。歌いながらフェル
トの野菜をペッタン♪　�対未就学児と保護者　10組20人

11：00～12：00＊ �内チェロとピアノによるハーモニーコンサート♪（橋
はし
本
もと
�專
あつ
史
し

さん、高
たか
木
ぎ
�梢
こずえ
さん）　�対40人

11：00～12：00 �内飛びだす「わたしのX'mas カード」　
�対15人（小学生以下は保護者同伴）

13：30～15：30 �内手芸教室「うさぎクリップを作りましょう」　�対15人
13：30～16：00＊ �内演舞の実演「どじょうすくい／手話ダンス／ダンス／フラ

メンコ」　�対40人

24
㈭

13：00～15：00 �内安心しておしゃべりする場所「自分を好きになりたい」人、�
あ～つまれ！　�対女性　7人

13：00～17：00＊ �内春日部アマチュア音楽祭　※時間内に複数回公演有り　
�対40人

25
㈮

10：00～11：30＊ �内男女共同参画ビデオ上映会「ゴーグル」　�対40人

13：00～16：30＊ �内夢追いコンサート　P
パ ー ト
ARTⅠ　※時間内に複数回公演有り　

�対各回20人～40人

とき 内容・対象・費用

26
㈯

10：00～12：00＊
�内男女共同参画基調講演会「子どもたちからの命のメッセージ」　
野
の
村
むら
�路
みち
子
こ
さん　第1部　講演「子どもたちの絵が語るもの」、

第2部　コンサート「テレジン　もう蝶
ちょう
々
ちょう
はいない」　�対40人

10：00～12：00
�内親子で楽しめる科学教室「液晶テレビの科学でふしぎな偏
光万華鏡を作ろう」　�対小学生と保護者　8組16人　�￥1個
300円

13：00～15：00＊ �内「心優しく　心温まる朗読」発表会　�対40人
13：30～15：30 �内美しい文字を書こう! 文字の基礎学習講座　�対10人
15：10～16：30＊ �内音楽鑑賞会「心に響く＃名曲を聴く」　�対20人

27
㈰

①10：00～11：30
②10：30～12：00

�内工作用紙で「ティラノサウルス」を作ろう　�対小学生以下の
児童と保護者　①10組　②5組　�￥1組100円

10：00～12：00＊ �内心で聴いて味わう朗読会　�対40人

10：00～12：00 �内家族の料理教室　�対小学生を含む家族　5家族16人まで　
�￥1人700円

13：00～16：30＊ �内夢追いコンサート　PART Ⅱ　※時間内に複数回公演有り　
�対各回20人～40人

ふれあい　ささえあい　たすけあい
～なくそう差別　築こう平和～

※定員は変更になる場合あり


