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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

市営住宅入居者募集
�内上蛭田第二住宅・緑町住宅・藤塚根郷住宅・グランドソレ
イユ・西宝珠花北住宅の入居者を募集　�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　▶暴力団員でない　▶同居する親族がいる（単身者で
も一定の条件を満たせば一部の住宅に入居可）　▶住宅困
窮が明らか　▶世帯収入額が基準範囲内　�申希望住宅を
一つ選択し、1/4㈬～21㈯（消印有効）に申込書を郵送で〒
344-8577（ 所在地不要 ） 春日部市役所住宅政策課（ 内
3620）へ　※詳しくは、期間中に市役所4階同課、支所、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

自動車関連犯罪の被害防止
�内自動車に関連する犯罪として、「自動車盗」「車上ねらい」

「部品ねらい」などがあり、市内では、「自動車盗」「部品ねら
い」が増加傾向に

　　　　　　
明るい駐車場を利用する…▶自宅の駐車場にはセンサーラ
イトや防犯カメラの設置を　▶外部の駐車場を利用すると
きは、照明や防犯設備が充実した駐車場を選ぶ　車内はい
つも「からっぽ」に…車内には貴重品やカバンを置いたま
まにしない　車を離れるときは、施錠を…車から離れると
きは、ほんの少しの時間でも、必ず窓を閉めて施錠を確実
に　盗難防止装置を使用する…バー式のハンドルロックや
センサー式警報装置などさまざまな自動車盗難防止装置を
活用して防犯効果を高める　スマートキーを金属製の容器
や電波遮断ポーチなどに保管する…リレーアタックにより
自動車が盗まれないよう、駐車後はスマートキーの電波を
遮断する　盗難防止用ネジを装着する…ナンバープレート
は盗まれた後、別の犯罪行為に悪用されるおそれ有り。盗
難防止のため、ナンバーには盗難防止用ネジの装着を　�問
交通防犯課（内2827）

令和5年度から適用される 
市・県民税の主な改正点

�内▶住宅ローン控除の適用期限延長…住宅ローン控除の
適用期限を4年延長。また、所得税の住宅ローン控除可能額
のうち、所得税から控除しきれない額については、所得税
の課税総所得金額等の5パーセント（最高97,500円）の範

囲内で個人住民税から控除　※令和4年中に入居した者の
うち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税率
が10パーセントかつ新築（注文住宅）では令和2年10月～
令和3年9月末、建て売り・中古・増改築などでは令和2年12
月～令和3年11月末に契約を締結した場合には、所得税の
課税総所得金額等の7パーセント（最高136,500円）の範囲
内で個人住民税から控除　※令和6年以降に建築確認を受
ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅
ローン控除の対象外　▶セルフメディケーション税制の見
直し…セルフメディケーション税制の対象となる医薬品が
追加され、適用期限が令和8年12/31㈭まで延長　▶退職
所得課税の適正化…勤続年数5年以下の法人役員など以外
の退職金を、退職所得控除額を控除した残額のうち300万
円を超えた部分について、2分の1課税の平準化の適用から
除外　▶成年年齢の引き下げに伴う市・県民税非課税条件
の変更…民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度か
ら、1/1（賦課期日）時点で18歳または19歳の人は、市・県
民税が課税されるかどうかの判定において未成年者に当た
らない。未成年者は、前年中の合計所得金額が1,350,000
円以下の場合は課税されないが、未成年者に当たらない者
は、前年中の合計所得金額が415,000円（※）を超える場合、
課税される　（※）扶養親族がいる場合は異なる　�問市民税
課（内2325）

償却資産の申告は1/31㈫まで
�内償却資産（※）は固定資産税の課税対象。1/1㈷現在の資
産の種類・名称・価格などを市へ申告を　（※）会社や個人で
工場・商店などを経営している人、駐車場やアパートなど
を貸し付けている人などが、その事業のために用いる構築
物（アスファルト舗装など）、機械・装置（太陽光発電設備な
ど）、工具・器具・備品など　�対市内に償却資産を所有して
いる人　�問資産税課（内2354）

コンピューター処理用給与支払報告
書用紙の申し込み受け付け

�日11月末に各事業所へ配布　�対令和6年度分給与支払報
告書（令和5年分の源泉徴収票）の作成で連続用紙（ドット
プリンター用）が必要な市内事業所　�申1/20㈮までに電
話で市民税課（内2324）へ

第2次春日部市総合振興計画後期基
本計画（案）の意見募集結果

�内新たなまちづくりの方向性や市の将来像を定め、総合的
かつ計画的な市政運営を行うための計画。この計画の策定
に当たって市民意見提出手続を実施した結果、3人から16
件の意見有り　公表場所…市役所2階政策課、市役所別館1
階市政情報室、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、
市�WEB　�問政策課（内2115）

市税などの納期限は1/31㈫
�内市県民税（普通徴収）の第4期、国民健康保険税（普通徴収）
の第7期、後期高齢者医療保険料（普通徴収）の第7期　納付
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ドでの納付は手数料が発生　�問収納管理課（内2388）

宝くじの助成金で 
コミュニティ活動を支援

�内（一財）自治総合センターの宝くじの社会貢献広報事業
として、宝くじの受託事業収入を財源として実施されるコ
ミュニティ助成事業により、令和4年度は八丁目下組地区
会・立野地区会・増戸地区自治会がエアコン・御

み
輿
こし

用台車・パ
ソコン・各種音響機器などを購入　�問市民参加推進課（内
2875）

第42回春日部藤まつりで配布する 
パンフレットへの協賛広告募集

協賛金 広告内容（数字の単位はセンチメートル）

3千円 会場案内図上に企業名記載（ふじ通り沿線企業 
のみ）

5千円 縦5.0×横4.5の広告掲載

1万円 縦5.0×横9.0の広告掲載

3万円 縦5.0×横18.0の広告掲載とパレードでの
アナウンス

12万円 1ページの広告掲載とパレードでのアナウンス

�内4月に開催される春日部藤まつりで、一般の人へ配布す
るパンフレットへ企業名、宣伝文などを掲載。一部パレー
ドでの企業宣伝などのアナウンスも実施　�申1/27㈮まで
に申込書を直接、FAX、またはメールで市役所別館3階市民
参加推進課内コミュニティ推進協議会事務局へ（�FAX 734-
5516、 sanka@city.kasukabe.lg.jp）へ　�問 同課（ 内
2876）　※詳しくは市�WEBで

メンズアクションセミナー 
男性の生きづらさを考える 
～充実した日々を過ごすには～

�日1/21㈯　14：00～16：00　�所 ハーモニー春日部　�内
同施設男性相談員と、ストレス社会を生き抜く知恵と男性
の幸せとは何かを一緒に考える　�対男性　30人（申し込み
順）　�申1/10㈫から直接、または電話で同施設（�TEL731-
3333）へ

軽自動車税納付確認システム 
（軽J

ジ ェ ン ク ス

NKS）が開始
�日1月～　�内継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不
要に（二輪は対象外）。軽自動車税（種別割）の納付方法に
よっては、納付情報が軽JNKS に登録されるまで3週間程
度必要。車検を急ぐ場合は早めの納付を。なお、①納付後
すぐに継続検査を申請する場合、②中古車の購入直後、③
他の市区町村に引っ越した直後、④対象車両に過去の未納
が有る場合などは、軽JNKSによる納付確認ができないため、

防犯対策
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引き続き、紙の納税証明書が必要となる場合有り。また、今
までスマホアプリなどで納付した人へ納税証明書を郵送し
ていたが、今後、同書の郵送はしない　※詳しくは地方税
共同機構�WEB（https：//www.lta.go.jp/jidousya/）で　�問
収納管理課（内2384）

良い自己PRって何? 
心に刺さる自己PR を身に付けよう

�日1/26㈭　14：00～15：10　�内 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1/23㈪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（�TEL
752-5540）

軽自動車ワンストップサービス 
（軽自動車OSS）が開始

�内新車購入時の軽自動車保有関係手続きが対象。パソコン
からインターネットで24時間365日いつでも、検査の申請、
各種手数料や国税の納付、地方税の申告納付ができるサー
ビ ス　�問 地方税共同機構�WEB（https：//www.lta.go.jp/
jidousya/）

特定（産業別）最低賃金の改正
�日令和4年12/1～　�内特定（産業別）最低賃金の時間額が
改正。非鉄金属製造業は1,006円、電子部品等製造業は
1,013円、輸送用機械器具製造業は1,013円、光学機械器具
等製造業は1,022円、自動車小売業は1,018円　�問埼玉労
働局（�TEL600-6205）、春日部労働基準監督署（�TEL735-
5226）

法務局における 
自筆証書遺言書保管制度

�内自筆証書遺言書を作成した本人が、法務局に遺言書の保
管を申請できる制度。保管制度を利用すると、遺言書の紛
失、隠匿および改ざんなどを防止できる。従来どおり、自筆
証書遺言書を自ら保管すること、公証役場で公正証書遺言
を作成することもできるので、それぞれの特徴を踏まえて
判断を。詳しい手続きは、さいたま地方法務局�WEB（http：//
houmukyoku.moj.go.jp/saitama/）で　�問同局越谷支局

（�TEL966-1321）

税務署からのお知らせ
�日10/1㈰～　�内消費税の仕入税額控除の方式としてイン
ボイス制度が開始。個人事業者の登録申請手続きなどは、
マイナンバーカードと同カード読み取り対応のスマートフォ
ンがあれば、e-T

タックス
ax ソフト（SP 版）により実施可能　�問春

日部税務署（�TEL733-2111）

労働保険料の納期限
�内 労働保険料（労災保険・雇用保険）第3期分の納期限は
1/31㈫。納付書は1/10㈫ごろに各事業所へ発送。保険料
納付の口座振替手続きは厚生労働省か埼玉労働局�WEB へ　
�問同局（�TEL600-6203）

就労セミナー（サポステ連携事業） 
～就職活動の進め方～

�日1/18㈬　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1/14㈯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

県主催就職支援セミナー　 
就職活動のすすめ

�日2/8㈬　14：00～16：00　�所 中央公民館　�内 自己理解
から就職まで全体の流れを学ぶ　�対60歳以上の人　27人

（申し込み順）　�申㈪～㈮（㈷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

（�TEL049-265-5844）へ

35歳からの正社員就職フェア
�日1/25㈬　13：30～16：30（受け付け13：00～）　�所 大
宮ソニックシティ　�対おおむね35歳～54歳で正社員就職
を希望する人　�持履歴書（必要数）、ハローワーク受付票

（持っている人）　�問埼玉就職氷河期世代就職応援特設�WEB、
または㈪～㈮（㈷を除く）の9：00～18：00に電話でキャリ
アバンク㈱（�TEL711-2209）へ

スキルアップ講習
�日①2/11㈯・18㈯　②2/25㈯、3/4㈯　いずれも9：00～
16：00　�所春日部高等技術専門校　�内①A

オ ー ト キ ャ ド
utoCAD 基礎　

② プ ロ グ ラ ミ ン グ E
エ ク セ ル
xcelVBA3 ビ ジ ネ ス 活用　�対 ①

W
ウ ィ ン ド ウ ズ

indows の操作ができ、CAD による図面作成をしよう
とする人　20人　②ExcelVBA のマクロ作成と変数と制
御構造ができる人　20人　�￥①②いずれも2千円（テキス
ト代別）　�申1/1㈰～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県立春日部高等
技術専門校（�TEL737-3511）、または同校�WEBへ

NPO 法人設立基礎講座
�日1/25㈬　13：30～15：30　�所 春日部地方庁舎　�内
NPO 法人の設立・資金調達、NPO 法人による活動報告　
�対30人（申し込み順）　�申1/13㈮までに、電話で埼玉県東
部地域振興センター（�TEL737-1110）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1/3㈫～8㈰・18㈬～23㈪・27㈮～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

3月からの交通指導員
�所勤務学区…粕壁小学校、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　各1人（選考）　�申1/20㈮までに、電話で
交通防犯課（内2825）へ

会計年度任用職員
パートタイム会計年度任用職員の登録者
�日勤務日数・時間…次のいずれか　▶週5日、1日6時間以
内　▶1カ月15日以内、1日7時間45分以内　▶週31時間
以内　※業務内容により㈯㈰勤務の場合有り　登録期間…
2年間　�内報酬・手当・福利厚生…時給988円（事務職）、期
末手当、交通費、厚生年金　�申申込書を直接、市役所第三別
館2階人事課へ　※申込書は同課、または市�WEBで
4/1採用フルタイム会計年度任用職員
�日勤務日数・時間…原則、㈪～㈮の週5日間　8：30～17：15

（休憩時間12：00～13：00）　※部署により㈯㈰勤務の場
合有り　�内給与・手当・福利厚生…月額160,100円（事務
職）、地域手当、通勤手当、期末・勤勉手当、超過勤務手当、
退職手当、厚生年金（1年目は日本年金機構、2年目からは

共済組合）　�申1月下旬から各課で募集予定。詳しくは1月
下旬に市�WEBで
　　　　　　
�日任用期間…最長1年間（1年度内）　�内休暇制度…年次有
給休暇・夏季休暇・忌引休暇・結婚休暇など　福利厚生…健
康保険（共済組合）、雇用保険　※勤務日数、任用期間、通勤
距離などの支給要件有り　�対高校卒業程度以上の学力を
有し、基本的なパソコン操作のできる人　※業務内容によ
り要件が異なる場合有り　�問人事課（内7618）

看護師・助産師・医師事務作業補助者
など（市立医療センター会計年度任
用職員）

�日勤務開始…4/1㈯～　�問 市立医療センター総務課（�TEL
735-1261）　※募集職種、勤務条件など詳しくは同セン
ター�WEBで

学校教育専門員 
（フルタイム会計年度任用職員）

�日任用期間…4/1㈯～令和6年3/31㈰　勤務時間…8：30～
17：15、週5日勤務　�所教育センター、市内小・中・義務教
育学校　�内教育に関する指導業務　�対教育に関し識見を
有し、かつ、学校における教育課程、学習指導、その他学校
教育に関する専門的事項について教養と経験が有る人（教
員免許不要）　�申1/10㈫～24㈫に、登録申込書用の顔写
真（縦4センチメートル×横3センチメートル）を持って本
人が直接、教育センター1階指導課（�TEL763-2448）へ

看護師 
（パートタイム会計年度任用職員）

�所市内小学校　�内医療的ケアが必要な児童へのケア　�対
原則、20歳～65歳くらいの人　1人（選考。要看護師免許）　
�申1/11㈬～27㈮の10：00～17：00に、電話で教育相談セ
ンター（�TEL763-2220）へ　※申し込み後、同センターで面接。
面接時、筆記用具・印鑑・証明写真（縦4センチメートル×横
3センチメートル）1枚を持参

令和5年度地域教育相談員
�所市内中・義務教育学校　�内 さわやか相談員を補佐して、
子どもたちのさまざまな悩みや相談などに応える　�対学
校教育に理解が有り、相談に親身に応じることができる生
年月日が平成12年4/1以前の人　�申1/11㈬～27㈮（㈪㈯
㈰を除く）の10：00～17：00に直接、教育センター2階教
育相談センター（�TEL763-2220）へ

学校事務 
（パートタイム会計年度任用職員）

�日任用期間…4/1㈯～令和6年3/31㈰　勤務時間…9：00～
15：00　�所市内の小・中・義務教育学校　�対高校卒業以上
で、ワードやエクセルなど基本的なパソコン操作のできる
人　15人程度（選考）　�申1/5㈭～20㈮にパートタイム会
計年度任用職員登録申込書を直接、教育センター1階学校
総務課（�TEL763-2443）へ　※申込書は同課、または市�WEBで

共通事項
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� 人材募集

図書館支援員 
（パートタイム会計年度任用職員）

�日任用期間…4/1㈯～令和6年3/31㈰　勤務時間…9：30～
15：30、週4日勤務　�所市内小・中・義務教育学校　�内学校
図書館業務の支援　�対司書、司書補、司書教諭の資格を持
つ人、教員免許保持者、またはそれに相当する経験を持つ
図書館勤務経験者、学校図書ボランティア経験者、児童・生
徒対象の仕事ができる人（選考）　�申1/5㈭～20㈮に直接、
教育センター1階学校総務課（�TEL763-2453）へ　※申込書
は同課、または市�WEBで

春日部市ファミリー・サポート・ 
センターの提供会員

�内子育て中のママ・パパをサポート　�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
1/19㈭　13：00～15：00 子どもの健康と安全

1/20㈮　13：00～15：30 保育の心構えと子どもへの
接し方

�所あしすと春日部　�対15人（申し込み順）　※託児有り（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

� 福　祉

ひとり親家庭等医療費制度
�内母子家庭・父子家庭・養育者家庭など、ひとり親家庭など
の人が健康保険を利用して、医療機関などにかかった場合
の医療費の一部を助成（1月診療分から、窓口払い不要とな
る医療機関を春日部市内の医療機関などから埼玉県内の医
療機関などに拡大。医療機関によっては現物給付に対応し
ていない場合有り）　�対ひとり親家庭などの児童（18歳に
なった年の最初の3/31までの人。4/1生まれの人は18歳
の誕生日の前日まで。または20歳未満で一定の障がいの
状態にある人）とその父または母、もしくは養育者　※他
制度利用の人、所得制限を超えている人などは除く　�問こ
ども政策課（内2579）

認知症サポーター養成講座

とき ところ 申込先

2/17㈮
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）

2/18㈯
14：00～15：30 武里地区公民館 第4包括

（�TEL738-5764）
2/25㈯
10：00～11：30 ハーモニー春日部 第5包括

（�TEL734-7631）
�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）

オレンジカフェ（認知症カフェ）
とき ところ 定員 申込先

1/11㈬
10：00～11：00 豊春地区公民館 20人 第3包括

（�TEL753-1136）
1/12㈭
10：30～11：30

シティプラザせん
げん台（大枝360）10人 第6包括

（�TEL738-0021）
1/13㈮
13：30～15：00

あしすと
春日部 20人 第1包括

（�TEL754-3775）
1/14㈯
13：30～15：00 武里東公民館 30人 第5包括

（�TEL734-7631）
1/17㈫　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）

1/18㈬
10：00～11：00 豊春第二公民館 12人 第3包括

（�TEL753-1136）

1/20㈮
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）

1/21㈯
10：00～11：30 武里地区公民館 20人 第4包括

（�TEL738-5764）
1/26㈭
10：00～11：30

㈱ コ ダ マ ホ ー ム
（緑町5-7-27） 各

8人

第5包括
（�TEL734-7631）

1/26㈭
14：00～14：45

庄和社会福祉セン
ター

第8包括
（�TEL746-5190）

1/27㈮
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）

2/3㈮
10：00～11：30 ハーモニー春日部 18人 第5包括

（�TEL734-7631）
2/7㈫　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）

2/8㈬
10：00～11：00 豊春地区公民館 20人 第3包括

（�TEL753-1136）
2/9㈭
10：30～11：30

シティプラザせん
げん台（大枝360）10人 第6包括

（�TEL738-0021）
2/10㈮
13：30～15：00

あしすと
春日部 20人 第1包括

（�TEL754-3775）
�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）

すまいるケア教室（家族介護教室）
�日2/18㈯　14：00～15：30　�所豊春第二公民館　�内知っ
ておきたい！～生活介護のポイント～　�対在宅で介護し
ている人および在宅介護に関心のある人　20人（申し込み
順）　�申電話で介護保険課（内7574）へ

介護予防講演会 
「口

こ う

腔
く う

機能向上について」
�日2/9㈭　13：30～15：30　�所 中央公民館　�内 歯科医師
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

元気アップ教室
�日1/19㈭　10：00～11：30　�所 ハーモニー春日部　�内
笑顔で！心の健康づくり　�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

健康づくりいきいき運動研修会
とき ところ

1/20㈮　10：00～12：00 庄和社会福祉センター
1/26㈭　10：00～12：00 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　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

長寿を祝う商品券の有効期限は 
1/31㈫まで

�内令和4年度敬老会の中止に伴い、令和4年9月上旬に特定
記録郵便で「長寿を祝う商品券」を送付済み。商品券が手元
に届いていない場合は、1/27㈮までに問い合わせを　�対
昭和22年9/30以前に生まれた人で、令和4年7/31現在、
春日部市の住民基本台帳に登録されている人　�問高齢者
支援課（内7455）

乳幼児応急手当講習会
�日2/15㈬　10：30～12：00　�所 春日部市保健センター　
�内心肺蘇

そ
生
せい

法や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、または
未就学児を預かることがある市内在住者　15人（申し込み
順）　※託児有り（申し込み順5人）　�申1/12㈭から直接、
または電話で市役所1階こども相談課（内2769）へ

交通遺児等援護金の給付
給付対象の子どもの人数 同居世帯の総所得額

1人 274万円以下
2人 312万円以下
3人 350万円以下
4人 388万円以下

5人以上 426万円以下
�日給付時期…5月上旬　�内給付額…子ども1人につき年額
10万円　�対県内在住の乳幼児、小・中・高等学校および各
種学校などに在学する平成16年4/2以降に生まれた交通
遺児などで、上表の世帯に属する人　※交通遺児など…交
通事故（陸海空全ての交通機関の運行により生じた事故）に
より死亡または重い障がいを負った保護者に養育されてい
る乳幼児、児童、生徒　�申1/31㈫までに直接、または郵送
で〒330-0063 さいたま市浦和区高砂2-6-18　みずほ信
託銀行浦和支店（�TEL822-0191）へ　※申請書類は市役所
別館3階交通防犯課、支所2階総務担当、市内各学校で配布　
�問県防犯・交通安全課（�TEL830-2955）

� 保　健

普通救命講習会
とき 内容 定員 受付開始日

① 1/11㈬ 普通救命講習1
（主に成人への対応）

各
12人

1/4㈬② 1/22㈰

③ 1/26㈭ 普通救命講習3
（主に小児への対応）

④ 2/9㈭ 普通救命講習1
（主に成人への対応） 2/1㈬⑤ 2/19㈰ 15人

�日①～③、⑤9：00～12：00　④10：00～12：00　�所①～③
中央公民館　④消防本部　⑤春日部市保健センター　�内
心肺蘇生法・AED の使用方法、その他救命に必要な応急手
当て　※④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
防課へ（�TEL738-3118）へ

食育講座　わくわくパティシエ体験 
スイートバレンタイン

�日1/28㈯　13：00～15：00　�所 春日部市保健センター　
�内食に関する豆講話、調理実習（チョコマフィン他）
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※作ったものは各自持ち帰り　�対小学4年生～6年生　12
人（申し込み順）　�￥500円　�持筆記用具、エプロン、三角
巾、手拭きタオル、飲み物　�申1/6㈮～20㈮に、電話で同
センター（�TEL736-6778）へ

シニア60～64 
初回献血キャンペーン

�日3/31㈮まで　�所県内の献血ルーム・献血バス　�内協力
者に記念品を贈呈　�対60歳～64歳で初めて献血する人

（59歳までの献血経験の有無は不問）　�問健康課（内7513）　
※詳しくは市�WEBで

調理師業務従事者届の提出
�内調理師は調理師業務従事者届の提出が必要　�対県内の
飲食店や給食施設などで就業している調理師　�申1/15㈰
までに直接、郵送、FAX、またはメールで〒330-0063 さ
いたま市浦和区高砂4-4-17 食環センタービル4階（一社）
埼 玉 県 調 理 師 会（�TEL862-6443、�FAX 711-2637、 sai-
chou@agate.plala.or.jp）へ　�問 県健康長寿課（�TEL830-
3585）

ノロウイルスによる 
感染症・食中毒に注意

�内 ノロウイルスの感染を原因とするおう吐や下痢などが
毎年冬場に多発。手指・食物に付着したウイルスが口から
体内に入ることで感染。子どもや高齢者などは重症化する
ことも。手洗い、食品を十分加熱することなどに注意し予
防を。おう吐物や下痢便の処理は、マスク・手袋を着用し、
雑巾・タオルなどでしっかり拭き取った後、次亜塩素酸系
消毒剤を用いて消毒。処理後は必ず手洗い・うがいを　�問
春日部保健所（�TEL737-2133）

� 趣味・教養

新春ウオーキング 
～庄和地区を歩く～

�日1/15㈰　9：30～12：30　�所南桜井駅改札前（集合・解
散）　�内花

け
蔵
ぞう

院
いん

の四
し

脚
きゃく

門
もん

、金野井香取神社参拝、蓮
れん

花
げ

院
いん

など
（距離約6キロメートル）　�対10人（申し込み順）　�申1/5㈭
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～新春神社めぐり～
�日1/28㈯　9：30～12：00　�所ぷらっとかすかべ（集合）・
八木崎駅（解散）　�内春日部八幡神社・梅田女体神社～梅田
ごぼう御買上記念碑～など　�対10人（申し込み順）　�申
1/7㈯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2/16㈭　10：00～12：00　�所 教育センター　�内 南桜
井・川辺編　�対31人（申し込み順）　�￥100円　�申1/11㈬
の9：30から、電話でぷらっとかすかべ（�TEL752-9090）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1/22㈰　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）、手作りおもちゃ（ペーパー
ローリング）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　歴史文化講演会 
川
か わ

口
ぐ ち

 則
の り

弘
ひ ろ

先生「直木賞の歴史と 
作家三

み

上
か み

 於
お

菟
と

吉
き ち

」
�日2/25㈯　14：00～16：00　�所 教育センター　�内 直木
賞の研究家による春日部ゆかりの大衆作家三上 於菟吉と、
直木賞の歴史との知られざる深い関係についての講演　
�対80人（申し込み順）　�申1/4㈬から直接、電話で郷土資料
館（�TEL763-2455）、または市�WEBへ

春日部歴史物語～近世初頭編～
�日①1/28㈯　②2/25㈯　いずれも14：00～15：00　�所
中央図書館　�内郷土資料館学芸員による講座　�対小学生
以上　各15人（申し込み順）　�申①1/10㈫、②2/4㈯から
直接、または電話で同館（�TEL761-5911）へ

大ホール音響でクラシックを 
楽しむ会

�日1/21㈯　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。「モーツァルトの管
楽器協奏曲 」編　�対30人（ 先着順 ）　�問 中央図書館（�TEL
761-5911）

市民パソコンセミナー 
表計算入門編
コース とき

A 2/1㈬ 9：30～12：00
B 13：30～16：00
C 2/2㈭ 9：30～12：00
D 13：30～16：00

�所教育センター　�内表計算ソフト「エクセル2019」の入
門　�対パソコンでマウス操作と文字入力ができる16歳以
上の市内在住・在勤・在学者（高校生などを除く）　各コース
10人（申し込み順）　�申1/13㈮の9：00から直接、または電
話で視聴覚センター（�TEL763-2425）へ　

ビデオフェスティバル
�日1/28㈯　10：00～13：00　�所 教育センター　�内 市内
在住・在勤・在学のビデオ愛好家による映像作品の上映会　
�対100人（申し込み順）　※時間内の入退場自由　�申1/12
㈭の9：00から直接、または電話で視聴覚センター（�TEL763-
2425）へ

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
　　　　　　
�所個別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1/11㈬の9：00
から直接、または電話で視聴覚センター（�TEL763-2425）へ
①人生100年時代を心豊かに生きる光

こう
輝
き
高齢者とは？＆老

けない脳とバテない心身・脳トレ・回想療法…�日2/1㈬・8
㈬　9：30～11：30　�対20歳以上　15人　�￥700円
②気功入門（導

どう
引
いん
養
よう
生
じょう
功
こう
）…�日2/2㈭・9㈭・16㈭　13：30～

15：30　�所 武里地区公民館　�対20歳以上　20人　�￥
500円　�持動きやすい服装、飲み物、タオル、上履き　
③健康体操（介護予防体操）…�日2/5㈰・12㈰・19㈰　13：30～
15：30　�対 おおむね60歳前後　15人　�持敷物（ヨガマッ
ト、バスタオルなど）、上履き、動きやすい服装、飲み物、タ
オル
④防災勉強会（防災の取り組み方・進め方）…�日2/7・14・

21・28（全て㈫）　9：30～11：30　�対20歳以上　12人
⑤のばして楽しい冬のパン成形♪…�日2/8㈬・22㈬　10：00～
12：00　�所 中央公民館　�対20歳以上　8人　�￥ 各回2千
円　�持エプロン、タオル、持ち帰り用の容器　
⑥官足法と足もみ～自分の健康は自分で守ろう～…�日2/9
㈭・16㈭　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（持っている人）
⑦声を出して詩吟を楽しもう…�日2/12㈰・19㈰・26㈰　 
9：30～11：30　�対10人　�持ノート
⑧楽らく手打ち蕎

そ
麦
ば
…�日2/12㈰・26㈰、3/12㈰　13：30～

16：30　�所 内牧地区公民館　�対5組（1人での参加も可）　
�￥各回1,500円　�持前掛け、バンダナ、タオル3枚、持ち帰
り用の容器　
⑨俳句を作って句会を楽しく体験しましょう…�日2/17㈮・
24㈮　13：30～15：30　�対20歳以上　12人　�￥100円
�持国語辞典、歳

さい
時
じ

記
き
（持っている人）　

⑩初めての絵手紙～描いて楽しくもらってうれしい～…
�日2/17㈮・24㈮　13：30～15：30　�所 幸松地区公民館　
�対20歳以上　10人　�￥500円　�持 新聞紙1枚、紙コップ

（筆洗用）2個、ティッシュペーパー、筆・顔
がん

彩
さい
（持っている人）　

⑪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2/18㈯・25㈯　9：30～11：30　�対20歳以上　
20人　�￥600円
⑫中国古典の名言・名句を楽しもう（今を生きる喜びと幸せ
のために）…�日2/18㈯・25㈯、3/4㈯　13：30～15：30　
�対20歳以上　30人　�￥300円
⑬声出し・脳トレ・朗読講座…�日2/28㈫、3/7㈫・14㈫　
13：30～15：30　�対 おおむね50歳以上　15人　�￥ 千円
�持飲み物

第27回外国人による 
日本語スピーチ発表会

�日1/29㈰　13：30～16：00（開場13：00）　�所 中央公民
館　�内日本語を母語としない外国人住民が、日本に来て感
じたことなどを日本語でスピーチ　※今回は審査なし　
�対350人（先着順）　�問市民参加推進課内春日部市国際交
流協会事務局（内2877）　※詳しくは同協会�WEB（http：//
www.kifa-world.org）で

� スポ・レク

市民体育祭 
ジュニアスキー教室・大会

�日1/28㈯・29㈰　�所新潟県湯沢パークスキー場（集合・解
散）　�内スキー教室・大会、バッジテスト　�対小学生以上の
市内在住・在勤・在学者　40人（申し込み順）　�￥ 小学生
10,500円、中学生以上11,500円（1泊2食付き）　�申1/13
㈮までに電話でスキー連盟 秋

あき
元
もと
（�TEL080-3080-6330）へ

共通事項

第16回春日部市美術展覧会（市展）の入賞者が決まりました
�問社会教育課（内線4815）

　令和4年11/15～20に、ふれあいキューブで、市展を開催しました。15歳～
92歳の幅広い年齢層の一般出品があり、実行委員会委員などの作品と合わせて、
合計232点の作品が展示されました。

賞 部門 氏名

市長賞

洋画 小
お

澤
ざわ

 清
きよし

工芸 遠
えん

藤
どう

 節
せつ

子
こ

書 坂
さか

爪
づめ

 山
さん

桜
おう

写真 井
い

ノ
の

上
うえ

 栄
さかえ

市議会議長賞

洋画 冨
とみ

澤
さわ

 博
ひろし

工芸 成
なり

田
た

 滿
みつる

写真 小
こ

島
じま

 光
みつ

雄
お

賞 部門 氏名

教育長賞

日本画 平
ひら

野
の

 榮
さかえ

洋画 岩
いわ

間
ま

 正
まさ

昌
あき

彫刻 川
かわ

村
むら

 浩
ひろ

子
こ

工芸 谷
たに

 利
とし

数
かず

書 米
よね

丸
まる

 青
せい

城
じょう

写真 田
た

中
なか

 大
だい

郎
ろう

教育委員会賞
洋画 斉

さい

藤
とう

 文
ふみ

男
お

洋画 前
まえ

田
だ

 順
じゅん

子
こ

特選入賞者� （敬称略）
WEB 市展
展示作品は「芸術文化ホームペー
ジかすかべ遊学」で
公開中 で す。WEB
上でも市展をお楽
しみください。


