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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

証明書のコンビニ交付手数料を�
10円に引き下げ

�日12/20㈫～令和7年3/31㈪　6：30～23：00　�所全国
のマルチコピー機を設置しているコンビニエンスストア　
�内マイナンバーカードの普及促進、市役所窓口の混雑緩和
などのため手数料を引き下げ。取得可能な証明書など詳し
くは市�WEBで　�対市内に住民登録または本籍が有り、利用者
証明用電子証明書を発行したマイナンバーカードまたは多
目的利用登録をした住民基本台帳カードを
持っている人（戸籍証明書・附票の写しはマ
イナンバーカードのみ）　�￥1通10円　※
条例で手数料が免除される場合でも、コン
ビニ交付は有料　�問政策課（内2119）

景観絵画コンクールの受賞者

�内自分の住むまちの将来像を描き、市の景観やまちづくり
に関心を持ってもらうため、市内の小学5年生・中学2年生
対象のコンクールを実施。参加者…2,268人　推薦…▶小
学生の部97点　▶中学生の部81点
小学生の部金賞
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※受賞作品は市�WEBで公開中　�問都市計画課（内3513）

まちなかイルミネーション

�日令和5年2/4㈯までの17：00～24：00　�所南桜井駅北
口・南口ロータリー内　�内庄和高校美術部がデザイン、庄
和商工会青年部が制作　�問商工振興課（内7755）、庄和商
工会（�TEL746-0611）

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

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

空き家リノベーション助成制度
�内空き家の利活用による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

マンションの住まいトラブル・�
管理無料相談会

�日12/15㈭　18：00～（最終受け付け20：00）　�所市役所
前アイピー春日部ビル7階　�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）

臨時休館
教育センター　�日12/10㈯　�内設備点検作業　�問学校総
務課（�TEL763-2443）
図書館　�日①12/14㈬　②12/15㈭　�所�問①庄和図書館
（�TEL718-0200）　②中央図書館（�TEL761-5911）　�内館内整理

市税などの納期限は12/26㈪
�内固定資産税・都市計画税の第3期、国民健康保険税（普通
徴収）の第6期、介護保険料（普通徴収）の第5期、後期高齢
者医療保険料（普通徴収）の第6期
納付にはキャッシュレス決済の利用を
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クレジットカードでの納付は手数料が発生　�問収納管理
課（内2385）

12月は滞納整理強化月間�
～ストップ! 滞納～

�内税金は私たちが安心して暮らしていくための貴重な財源。
春日部市では納期限までに約98パーセントの人が市税を
自主的に納付。納付が難しい場合などは収納管理課（内
2391～2396）に相談を
休日納税相談…�日12/11㈰　8：30～17：15　�所市役所1
階収納管理課（入り口は東側裏）　※証明書発行などは不可

確定申告時期の国民健康保険�
高額療養費支給申請

�内令和5年1月～3月に送付する高額療養費支給申請書（お
およそ10月～12月診療分）の申請に限り、領収書のコピー
でも受け付け可（通常は原本）。確定申告などで領収書の原
本を提出する場合は、あらかじめコピーを　※診療時点で
70歳以上の人は、原則、領収書の提示は不要　�問国民健康
保険課（内2785）

マイナポータルで�
電子申請および年金記録の確認を

�内マイナポータル（政府運営のオンラインサービス）から
国民年金に関する電子申請が可能。また、マイナポータル
とねんきんネットを連携すると自身の年金記録の確認が可
能。詳しくは日本年金機構�WEBで　�持スマートフォン、マイ
ナンバーカード　�問市民課（内2893）、春日部年金事務所
（�TEL737-7112）

マイナンバーカードの顔認証などに�
よるオンライン資格確認の運用開始

�日令和5年1月～　�所市立医療センター　�内事前に保険証
の利用登録をしたマイナンバーカードを、窓口設置のカー
ドリーダーに置き、読み取ることで保険証の提示が不要に　
※医療費受給者証や公費負担医療の各受給者証は、従来ど
おり提示が必要。マイナンバーカードではなく、これまで
と同様に保険証での受診も可　�問医事課（内7324）

利用登録▶� 詳細は厚労省�WEBで▶

12/1㈭～14㈬は�
冬の交通事故防止運動

�内▶飲酒運転の根絶および路上寝込みなどによる交通事
故防止…飲酒運転は「しない、させない、ゆるさない」。飲
酒運転（二日酔い運転を含む）が悪質な犯罪であることの自
覚を。路上で寝込んでいる人などを発見したら、速やかに
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110番通報をし、警察官が到着するまでその場で待機を　
▶歩行者の交通事故防止…歩行者がいるときは、スピード
を落とす、ゆとりを持った距離をとるなど思いやりのある
運転を。高齢者は、自己の運動能力や身体機能を認識し、ゆ
とりを持って行動を　▶夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車
乗車中の交通事故防止…運転者は16：00からライトを点
灯。歩行者や自転車運転者は反射材を身に着ける。自転車
は車両との認識を持ち正しく利用を。子どもには乗車用ヘ
ルメットを着用させ、大人も積極的に着用。必ず自転車損
害保険などに加入を　�問交通防犯課（内2825）

年末年始は侵入窃盗に注意

�内旅行や帰省などで自宅を留守にする際は、空き巣などの
侵入窃盗に特に注意を
被害防止の四つのキーワード
①音…泥棒は音が出ることを嫌がるため、庭に防犯砂利を
敷く、玄関ドアや窓にアラームなどを取り付ける
②光…泥棒は目立つことを嫌がるため、玄関前や駐車スペー
スなどにセンサーライトなどを取り付ける
③人の目…泥棒は人に見られることを嫌がるため、日頃か
ら近所であいさつを交わして地域の輪をつくる
④時間…泥棒は侵入に時間がかかることを嫌がるため、ド
アや窓に鍵を二つ付ける、窓に防犯フィルムを貼る
�問交通防犯課（内2827）

公園育みサポート
�内市内公園に遊具・ベンチ・プランターなどの施設の寄付
を募集。寄付を受けた施設には、寄付者の名前や思いなど
のメッセージを載せた記念プレートを市が取り付け。詳し
くは市�WEBで　�問公園緑地課（内7091）

店舗出店のキソを学ぶ創業塾
とき 内容
令和5年
1/20㈮

創業者の起業体験談と
出店に当たっての心構え

令和5年
1/27㈮

ビジネスプランの作成
（事業計画・財務計画）

令和5年
2/10㈮

店舗の作り方
（お店のデザインについてなど）

令和5年
2/20㈪

物件選びのポイントと
貸店舗・営業店舗見学

�日10：00～14：30　�所春日部商工会議所　�対新規出店を
伴う創業希望者（創業5年未満含む）　各回20人（申し込み
順）　�申電話で商工振興課（内7755）へ

自分革命‼女性の働き方改革を�
知って活躍しよう!

�日12/22㈭　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12/19㈪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（�FAX
729-5783、 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）

市有地を売却
�日入札日…令和5年1/20㈮　�所①小渕字内田537-5
（331.05平方メートル）　②藤塚字水角2668-1外3筆
（820.25平方メートル）　�内一般競争入札（あらかじめ申
し込みをした人のうち、最低売却価格以上かつ最高額を提
示した人が落札する入札制度）　※申し込み資格は市�WEBで　
�申令和5年1/5㈭～18㈬の8：30～12：00、13：00～17：15
に直接、市役所別館3階管財課へ　※郵送による申し込み
は無効　入札案内書配布…�日12/1㈭～令和5年1/18㈬の
8：30～12：00、13：00～17：15　�所市役所別館3階管財
課、支所2階総務課、市�WEB

就労セミナー（サポステ連携事業）�
～就職活動の進め方～

�日12/21㈬　14：00～15：00　�所正風館　�内就活プラン
の立て方　�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12/16㈮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

スキルアップ講習
�日①令和5年1/10㈫・12㈭・14㈯　9：00～16：00　②令
和5年1/14㈯・21㈯　9：00～16：00　�所県立春日部高等
技術専門校　�内①介護福祉士試験準備講習（受験直前対策）　
②E

エクセル
xcelVBA2構文理解　�対①介護福祉士の受験予定者　

20人　②ExcelVBAで記録マクロ、モジュールとプロシー
ジャの作成ができる人　20人　�￥①3千円（テキスト代別）　
②2千円（テキスト代別）　�申12/1㈭～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で

県最低賃金の改正
�内10/1から県の最低賃金が987円（時間額）に。この最低
賃金は、県内で働く全ての労働者に適用　※一部の業種に
は特定（産業別）最低賃金も適用　�問埼玉労働局（�TEL600-
6205）

「埼玉県部落差別の解消の�
推進に関する条例」の施行

�内部落差別のない社会の実現を目指して7/8に公布・施行。
この条例の目的は、部落差別の禁止規定を設けるとともに、
同和問題について正しい認識を一人一人が持つことによっ
て、部落差別をなくしていくこと　�問県人権・男女共同参
画課（�TEL830-2258）

全国一斉年末借金・生活お困りごと�
36時間電話相談

�日12/3㈯　10：00～12/4㈰　22：00　�所電話相談のみ
（�TEL0120-7832-36）　※当日のみ通話可　�内生活困窮者の
生活再建を図る　�問埼玉司法書士会事務局（�TEL863-7861）

遺言・相続無料相談会
�日令和5年1/21㈯��10：00～16：00　�所①大宮ソニック
シティ　②電話相談（�TEL872-8055）　※当日のみ通話可。
通話料は相談者負担　�内司法書士による相談会（1組30分）　
�対①32組（申し込み順）　�申①は令和5年1/19㈭の17：00
までに埼玉司法書士会事務局（�TEL863-7861）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12/2㈮～6㈫・9㈮～12㈪・20㈫～25㈰・28㈬～31㈯　
�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

令和5年度4/1採用保育士・看護師�
（フルタイム会計年度任用職員）

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�対保育士または看護師の有資格者（書類・面接・作文による
選考）　�申12/1㈭～令和5年1/13㈮。詳細は保育課（内
2592）へ　※応募書類は市役所1階同課、または市�WEBで

登録保健師・管理栄養士
�日勤務…月1回～4回程度、1日3時間程度　�所春日部市保
健センターまたは庄和保健センター　�内乳幼児健康診査
の相談業務、各種教室の補助業務など　�対保健師、管理栄
養士のいずれかの資格を有する人。年齢不問　�申登録用紙
をこども相談課（内2770）へ　※登録用紙は市役所1階同
課、または市�WEBで

パートタイム教員・助手
①パートタイム教員（部活動指導員）
�日勤務…1日原則2時間以内（休日は3時間以内）、週5日以
内　�所市内の中・義務教育学校　�内部活動の実技指導、生
徒指導など　�対部活動に理解がある人（要教員免許または
指導者資格）　若干名
②パートタイム小学校英語指導助手
�日勤務…1日5時間、週2日～5日　�所市内の小・義務教育学
校　�内外国語などの時間に担任を補佐　�対英検2級程度以
上の英会話能力がある人（教員免許不要）　20人程度
③パートタイム普通学級支援助手
�日勤務…1日5時間、週5日（社会保険・雇用保険加入）��所市
内の小・中・義務教育学校　�内授業の補助、個別の学習支援、
障がいのある児童・生徒の支援など、さまざまな教育活動
の支援　�対学校教育に理解がある人（教員免許不要）　40
人程度
④パートタイム特別支援学級助手
�日勤務…1日6時間、週5日（社会保険・雇用保険加入）��所市
内の小・義務教育学校　�内特別支援学級で担任の補助　�対
特別支援教育に理解がある人（教員免許不要）　20人程度
共通事項…�日勤務開始令和5年4月　�対原則として20歳～
65歳くらいの人（選考）　�申12/1㈭～15㈭に、応募書類を
教育センター1階指導課（�TEL763-2448）で受領、または市
�WEBから印刷。顔写真（縦4センチメートル×横3センチメー
トル）を貼り付けて記入後、12/16㈮の15：00～17：00に
直接、教育センター2階視聴覚ホールへ

令和5年度さわやか相談員
�内市内の中・義務教育学校で、子どもたちの悩みや相談な
どに応える　�対学校教育に理解があり、相談に親身に応じ
ることができる、平成13年4/1以前生まれの人　�申12/1
㈭～23㈮の9：00～17：00に直接、教育センター2階教育
相談センター（�TEL763-2220）へ
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� 人材募集

2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12/20㈫までに、電話で交通防犯課（内
2825）へ

� 福　祉

健康づくりいきいき運動研修会
�日12/13㈫　10：00～12：00　�所豊野地区公民館　�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　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

元気アップ教室
�日令和5年1/13㈮　10：00～11：30　�所庄和高齢者憩い
の家　�内簡単スポーツ　�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　�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

オレンジカフェ（認知症カフェ）
とき ところ 定員 申込先

12/14㈬
10：00～11：00 豊春地区公民館 20人 第3包括（�TEL753-1136）
12/15㈭
13：30～15：00 あしすと春日部 20人 第1包括（�TEL754-3775）

12/16㈮
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）

12/17㈯
10：00～11：30 武里地区公民館 20人 第4包括（�TEL738-5764）
12/21㈬
10：00～11：00 豊春第二公民館 12人 第3包括（�TEL753-1136）
12/22㈭
10：00～11：30

㈱コダマホーム
（緑町5-7-27） 8人 第5包括

（�TEL734-7631）

12/23㈮
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）

令和5年1/6㈮
10：00～11：30

ハーモニー春日
部 18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）

介護予防講演会�
「脳血管疾患予防について」

�日令和5年1/19㈭　13：30～15：30　�所ゆっく武里　�内
医師による講話　�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

春日部そらまめ体操�
ボランティア指導者養成講座

�日令和5年1/30㈪、2/6㈪・14㈫・20㈪・27㈪　13：30～
16：30（全5回）　�所あしすと春日部　�内市独自の介護予
防体操「春日部そらまめ体操」の普及活動を行う指導者（そ
らまメイト）養成のための講義と実技　�対次の全てに該当
する市内在住者　15人（申し込み順）　▶全講座日程に参
加可能　▶定期的な普及活動が可能　▶年1回の技術講習
会に参加可能　�￥150円　�持筆記用具、運動のできる服装　
�申令和5年1/6㈮までに電話で介護保険課（内7573）へ

孫育て教室
�日令和5年2/21㈫　13：00～　�所春日部市保健センター　
�内育児、離乳食とおやつについての講話と沐

もく
浴
よく
のデモンス

トレーション　�対市内在住でこれから孫を迎える人、また
は、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）　�申12/21㈬から、電話
でこども相談課（内2769）へ

障がい者無料法律相談110番
�日12/9㈮　10：00～16：00　�内弁護士が電話（�TEL864-
1666）とFAX（�FAX864-1677）で相談に応じる　�対障がい
のある人、その家族や関係者　�問埼玉弁護士会法律相談セ
ンター（�TEL710-5666）

シルバー人材センター入会説明会
�日12/16㈮、令和5年1/20㈮、2/17㈮　�所同センター　
�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　�申電話で同センター（�TEL752-4747）、または同セン
ター�WEBへ

プラチナ・サポート・ショップ
�内配送、移動販売、送迎、出張サービス、多
目的トイレ設置、防犯・見守りなど、高齢者
の暮らしを支えるサービス実施店

登録事業者一覧▶

登録事業者募集
�申電子申請、またはメールで県地域包括ケ
ア課（�TEL830-3256）へ

詳細は県�WEBで▶

� 保　健

冬に流行する感染症の予防
インフルエンザ
▶予防接種を受ける（令和5年1/31㈫まで、65歳以上など
の人を対象に「高齢者インフルエンザ定期予防接種」を実施。
詳しくは市�WEBで）　▶帰宅時、食事前など小まめに手を洗
う　▶せきエチケット（せきやくしゃみの際は、ハンカチ
などで口・鼻を覆う）を心掛ける　▶人混みではマスクを着
用　▶室内は適度な換気、加湿を　▶バランスの取れた食
事、適度な休息を
感染性胃腸炎
▶食事前やトイレの後は手を洗う　▶加熱調理は、中心部
まで十分に火を通す　▶おう吐物などの片付けは、マスク
や使い捨て手袋を着用。汚れた場所は塩素系薬剤で消毒

RS ウイルス感染症・マイコプラズマ肺炎
▶帰宅時、食事前など小まめに手を洗う　▶せきエチケッ
トを心掛ける　▶人混みではマスクを着用　※RS ウイル
ス感染症は乳幼児に多く、慢性の病気を持つ子どもは気管
支炎や肺炎を起こしやすく注意が必要。マイコプラズマ肺
炎は幼児・小学生に多く流行し、せきが長期間続く　�問健
康課（内7514）

生活習慣病予防教室「からだ革命」
�日①令和5年1/14㈯　②令和5年2/4㈯　いずれも9：30～
11：30　�所春日部市保健センター　�内①講話「こころの健
康について」、運動「美姿勢トレーニング（猫背・巻き肩改善）」
②講話「メンタルヘルスと食事」、運動「こころとからだを
ほぐすストレッチ」　�対両日参加可能な20歳～64歳の市
内在住者　15人（申し込み順）　�￥各回100円　�持筆記用
具、飲み物、汗拭きタオル、ヨガマットまたはバスタオル　
�申12/14㈬から電話で同センター（�TEL736-6778）へ

ノルディックウォーキング教室

�日令和5年1/20㈮　9：30～11：30　�所中央公民館　�内
ポールの使い方や歩き方の実技、健康に関するミニ講話　
�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、室内用靴、飲
み物、タオル、筆記用具　�申12/23㈮～令和5年1/13㈮に、
電話で国民健康保険課（内2786）へ

� 趣味・教養

市民パソコンセミナー�
スマホ入門編

�日12/22㈭・23㈮　各日①9：30～11：00　②13：30～
15：00　�所教育センター　�内スマートフォン（アンドロイ
ド端末）の入門。基本操作・インターネットの使い方など　
�対アンドロイド端末利用に不慣れなおおむね60歳以上の
市内在住・在勤者　各回5人（申し込み順。初受講の人を優
先）　�持スマートフォン（アンドロイド端末）　�申12/9㈮
の9：00から直接、または電話で視聴覚センター（�TEL763-
2425）へ

市民パソコンセミナー�
インターネット活用編

�日令和5年1/12㈭・13㈮　各日①9：30～12：00　②13：30～
16：00　�所教育センター　�内インターネット利用のマナー
や活用のための基礎知識　�対パソコンでマウス操作と文
字入力ができ、インターネット利用経験のある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12/13㈫の9：00から直接、または電話で視
聴覚センター（�TEL763-2425）へ

かすかべ探訪～文化財マップ講座～
�日令和5年1/18㈬　10：00～12：00　�所教育センター　
�内富多、倉常、芦橋、木崎編　�対31人（申し込み順）　�￥
100円　�申12/8㈭の9：30から、電話でぷらっとかすかべ
（�TEL752-9090）へ
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図書館おみくじ
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�日令和5年1/4㈬～6㈮　9：00～（当日分が無くなり次第
終了）　�所中央図書館　�内図書館オリジナルおみくじを引
いてもらいオススメの本を貸し出し。中身は借りてのお楽
しみ　�対各日児童15セット、一般15セット（先着順）　�問
同館（�TEL761-5911）

大ホール音響で�
クラシックを楽しむ会

�日12/17㈯　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。“ べートーヴェンの
第9” 編　�対30人（先着順）　�問中央図書館（�TEL761-5911）

キッズフェスティバル
�日令和5年1/8㈰　13：00～16：00　�所中央公民館　�内
子ども向け体験学習会。レクリエーション、工作などのブー
ス有り　�対おおむね4歳～小学6年生　80人（申し込み順）　

※小学3年生以下は保護者同伴　�申12/6㈫から直接、また
は電話で同館（�TEL752-3080）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12/11㈰　10：30～、14：00～の2回　�所郷土資料館　
�内蓄音機でレコードを聴く（10分程度）、昔のおもちゃ（か
らくり屏

びょう
風
ぶ
）を作って遊ぶ　�対幼児～小学生（保護者同伴

も可）　�問同館（�TEL763-2455）

生涯学習市民塾（後期）
�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…�所特に記載がない場合には｢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
12/8㈭の9：00から直接、または電話で視聴覚センター
（�TEL763-2425）へ
①みんなで楽しく健康づくり（3B体操）…�日令和5年1/12
㈭・19㈭　13：30～15：30　�所武里東公民館　�対20歳以
上　15人　�持動きやすい服装、飲み物、バスタオル（スポー
ツタオルでも可）、上履き　�￥50円
②ざっくり片づけの進め方～モノに振り回されない暮らし
を始めよう～…�日令和5年1/13㈮・27㈮　13：30～15：30　
�対20歳以上　10人　�￥200円
③キーボード入力の基本…�日令和5年1/14㈯・21㈯　9：30～
12：00　�対20歳以上　10人　�持データ持ち帰り用の
USBメモリ（任意）
④女性の健康寿命延伸のキーは骨の健康である…�日令和5
年1/14㈯・21㈯　13：30～15：30　�対おおむね50歳以上　

15人　�￥各回100円
⑤自筆証書遺言書の書き方講座…�日令和5年1/15㈰・29
㈰、2/5㈰　13：30～15：30　�対20歳以上　10人　�持戸
籍謄本・住民票・印鑑登録証明書・登記簿など（写しでも可）　
�￥500円
⑥木

き
目
め
込
こみ
人形（姫まり）づくり体験…�日令和5年1/17㈫・24

㈫　13：30～15：30　�対20歳以上　10人　�持はさみ、盃、
目打ち、ボンド、木目込みヘラ（竹串でも可）　�￥1,500円
⑦やさしいチェアヨガ講座～体が硬い方、運動不足の方、
シニアの方も大歓迎!～…�日令和5年1/21㈯・28㈯　13：30～
15：30　�対20歳以上　10人　�持動きやすい服装、飲み物、
タオル　�￥各回150円
⑧内臓機能を高め、免疫力を上げるデトックス体操…�日令
和5年1/22㈰・29㈰　13：30～15：30　�所豊春地区公民
館　�対15人　�持動きやすい服装、飲み物、バスタオル
⑨ロコモヨガ…�日令和5年1/24㈫、2/14㈫、3/7㈫　13：30～
15：30　�所豊野地区公民館　�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）　�￥
各回500円

� スポ・レク

地域巡回スポーツ教室�

�日12/10㈯・17㈯　10：00～12：00　�所内牧地区公民館　
�内初心者向けのフラバレーボール体験教室　講師…スポー
ツ推進委員　�対市内在住・在勤・在学者　30人（先着順。小
学生は要保護者同伴）　�持運動できる服装、体育館履き、タ
オル、飲み物　�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

施設などの年末年始のお休み施設などの年末年始のお休み

問 健康課（内線7515）

施設名など お休みの期間

龍Q 館 12/28㈬～令和5年1/4㈬

市役所、庄和総合支所、武里出張所、教育センター、市立医
療センター、春日部市保健センター、春バス、各児童セン
ター、各高齢者福祉施設、各公民館、市民文化会館、各図書
館、ハーモニー春日部、ぽぽら春日部、ライム、防災展示
ホール、無料体育施設、ごみの直接搬入・粗大ごみ収集申
し込み

12/29㈭～令和5年1/3㈫

ウイング・ハット春日部、市民体育館、庄和体育館、市民武
道館、その他の有料体育施設 12/30㈮～令和5年1/3㈫

埼葛斎場組合斎場 12/31㈯～令和5年1/3㈫

道の駅「庄和」 令和5年1/1㈷・2㉁（※）

※12/31㈯は18：00閉館、令和5年1/3㈫は17：00閉館

春日部羽子板組合長�水
みず

野
の

さん作
干
え と

支（卯
う

）の押絵羽子板
（2・3面に特集掲載）

�対象者�…開庁時に市役所3階シティセールス広報課で
プレゼントを受け取れる人　3人（抽選）
�応募方法�…12/18㈰までに右記フォームへ（当選者の
みお知らせ）

冬の南桜井駅前を彩る「まちなかイルミネーション」
のデザインをしたのは、どこの高校の美術部?

3人に
プレゼント

ローリングストック法とは
　長期保存可能な食品や缶詰など
を備蓄しておき、賞味期限が来る前
に消費して、消費前に新たに買い足
すことで家庭に一定以上の備蓄食料
などを常に保管しておく方法です。

□�マスク
□�消毒液
□�体温計
□�ティッシュペーパー
□�トイレットペーパー
□�ゴミ袋
□�常備薬
□�生理用品
□�乳幼児用・介護用おむつ
□�粉ミルク
□�せっけん
□�洗剤
□�水まくら
□�ゴム手袋

□�お米（パックご飯）　2.5キログラム（24パック）
□�乾麺（うどん・そば・そうめん・パスタなど）　2袋
□�カップ麺類　7個
□�レトルト食品
　�（カレー・牛丼の素・パスタソースなど）　17個
□�缶詰（肉や魚などの好みのもの）　12缶
□�日持ちする野菜（たまねぎ・じゃがいもなど）　適量
□�インスタントみそ汁・
　�即席スープなど　10食分
□�お菓子（チョコレート・
　�ビスケットなど）　適量
□�飲料水（水・スポーツ
　�ドリンクなど）
　�30リットル

日用品の備蓄の例食料品の備蓄の例（大人1人当たり10日分）

体調不良でも食べやすい食料や日用品などの備蓄を
備蓄方法は

「ローリングストック法」が
おすすめ

新型コロナウイルス感染による自宅療養などに備えて、


