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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

こんなときは国民年金の 
加入・脱退の届け出が必要

�内就職や退職、結婚、離婚などで加入する年金種別などが
変わるときは、異動日から14日以内に届け出が必要　�申
▶退職や離婚などに伴い、国民年金に加入する場合…本人
確認書類、退職日などが確認できる書類を持って市役所1
階市民課、支所1階市民窓口担当へ　▶就職などに伴い、厚
生年金に加入する場合…勤務先へ　▶結婚や収入超過など
に伴い、厚生年金に加入している配偶者の扶養になる場合
…配偶者の勤務先へ　�問市民課（内2893）、春日部年金事
務所（�TEL737-7112）

土地・家屋価格等縦覧帳簿などの 
縦覧・閲覧

�日4/3㈪～5/31㈬　8：30～17：15　�所市役所別館2階資
産税課、支所1階市民窓口担当（閲覧）・2階総務担当（縦覧）　
�対縦覧できる人…固定資産税（土地・家屋）の納税者および
納税管理人　閲覧できる人…土地・家屋・償却資産の所有者
および納税管理人　�持本人確認書類（公的機関の発行する
顔写真付きの証明書。写真付きでない場合は2種類以上の
証明書）　※代理人、法人の場合は委任状も必要　�問資産
税課（内2354）

自転車も交通ルールの順守を
�内近年、自転車の法令違反や事故が増加。自転車は、道路
交通法で軽車両に定められており、交通事故を起こすと責
任を問われる。また、同法の一部改正により、全ての自転車
利用者に、乗車用ヘルメットの着用努力義務あり。自分自
身が事故に遭わないためにも、交通ルールやマナーを守っ
て正しく安全に利用を　自転車安全利用五則…①車道が原
則、左側を通行。歩道は例外、歩行者を優先　②交差点では
信号と一時停止を守って、交通安全確認　③夜間はライト
を点灯　④飲酒運転は禁止　⑤ヘルメットを着用　�問交
通防犯課（内2825）

施設の臨時休所・休館
�日 ①3/13㈪　②3/14㈫　③3/31㈮　�所 ①武里図書館　
②中央図書館　③ハーモニー春日部　�内①②館内整理の
ため　③設備入れ替えのため　�問 ①武里図書館（�TEL737-
7625）　②中央図書館（�TEL761-5911）　③ハーモニー春
日部（�TEL731-3333）

市税などの納期限は3/31㈮
�内国民健康保険税（普通徴収）の第9期　納付にはキャッ
シュレス決済の利用を…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 PAY・L

ラ イ ン
INE Pay・

J-C
コ イ ン
oin Pay などが利用可　※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2390）

納付相談は事前予約制
�内納付相談は、事前に日時の予約が必要　�持収入、支出、
財産、納付計画などについて詳しく確認できる書類　�申電
話で収納管理課（�TEL796-8695）へ

休日納税相談
�日3/26㈰　8：30～12：00　�所市役所1階収納管理課（入
り口は東側裏）　※証明書の発行などは不可　�問同課（�TEL
796-8695）

相続登記の申請義務化
�日令和6年4/1㈪～　�内不動産登記のうち、相続による所
有権移転登記が義務化。詳しくは法務局�WEB、または最寄り
の法務局へ　�問さいたま地方法務局春日部出張所（�TEL752-
2339）

就労セミナー（サポステ連携事業） 
～就職活動の進め方～

�日3/15㈬　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3/11㈯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

経済社会と不動産価格の 
一般公開セミナー

�日3/28㈫　13：30～16：00　�所WEB セミナー（ユーチュー
ブチャンネル「埼玉県不動産鑑定士協会」、ま
たは右記2次元コード） �内不動産鑑定士協会
主催の経済社会と埼玉県の不動産価格に関す
るセミナー　�問同協会（�TEL789-6000）

不動産鑑定士による 
不動産の無料相談会

�日4/8㈯　10：00～16：00　�所さいたま浦和会場…さい
たま市浦和コミュニティセンター　川越会場…ウェスタ川
越　�内不動産の価格などの相談　�問埼玉県不動産鑑定士
協会（�TEL789-6000）

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3/2㈭～5㈰・12㈰～15㈬・22㈬～26㈰・29㈬～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

5月からの交通指導員
�所勤務学区…豊野小学校、備後小学校　�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　各学区1人（選考）　�申3/20㈪までに、電
話で交通防犯課（内2825）へ

� 福　祉

特別弔慰金（第十一回）の請求は 
3月末まで

�内戦没者などの遺族に特別弔慰金を支給。額面は25万円（5

年償還の記名国債）　�対令和2年4/1時点で戦没者などの
死亡に関する年金給付の受給権者がいない場合に、戦没者
の死亡当時における生計関係を有していた遺族などの一人　
※請求権には順位あり。詳しくは生活支援課へ　�申市役所
3階同課（内2516）、または庄和総合支所2階福祉・健康保
険担当へ

手話講習会
レベルアップコース
�日5/11～11/2の毎週㈭　13：30～15：30（全24回）　�対
高校生（令和5年度に16歳になる人）以上の市内在住・在勤・
在学者で次のいずれかに該当する人　①春日部市手話講習
会基礎コースを修了　②①と同程度の手話技術を有する人　
�￥ テキスト代1,320円　�申申込書に基礎コース修了年度

（同程度の手話技術を有する人は、どこでどのような講習
を受けたかなど）を記入
通訳者養成コース
�日5/15～令和6年2/26の毎週㈪（㈷を除く）　18：45～
20：45（全35回）　�対手話通訳者を目指している市内在住
者で次のいずれかに該当する人　①春日部市手話講習会中
級コースまたは中級コースⅡを修了　②①と同程度の手話
技術を有する人　�￥テキスト代3,080円　�申申込書に中級
コースまたは中級コースⅡ修了年度（同程度の手話技術を
有する人は、どこでどのような講習を受けたかなど）を記入
　　　　　　
�所あしすと春日部　�対各10人程度　※4/24㈪に面談あり　
�申3/13㈪～31㈮（必着）、申込書に住所・氏名（ふりがな）・
生年月日・電話番号を記入し、直接、または郵送で〒344-
8577 （所在地不要） 春日部市役所1階障がい者支援課（内
2556）へ　※4月上旬ごろに面談の詳細、下旬ごろに面談
の結果を通知。申込書は、同課または市�WEBで。託児なし

オレンジカフェ（認知症カフェ）
とき ところ 定員 申込先

3/11㈯
13：30～15：00 武里東公民館 30人 第5包括

（�TEL734-7631）
3/15㈬
10：00～11：00 豊春第二公民館 12人 第3包括

（�TEL753-1136）

3/17㈮
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）

3/18㈯
10：00～11：30 武里地区公民館 20人 第4包括

（�TEL738-5764）
3/23㈭
10：00～11：30

㈱コダマホーム
（緑町5-7-27） 各

8人

第5包括
（�TEL734-7631）

3/23㈭
14：00～14：45

庄和社会福祉セン
ター

第8包括
（�TEL746-5190）

3/24㈮
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）

4/4㈫　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）

4/7㈮　
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

共通事項
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込先へ　�問介護保険課（内7575）

健康づくりいきいき運動研修会
�日3/10㈮　10：00～12：00　�所中央公民館　�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　60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

認知症サポーター養成講座
とき ところ 申込先

4/1㈯
10：00～11：30 ハーモニー春日部

第5包括
（�TEL734-7631）

4/21㈮
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）

畑作業で介護いらず！勉強会
�日3/22㈬　13：30～15：30　�所あしすと春日部　�内畑
作業を通したつながりづくり　�対畑作業を通したつなが
りづくりに興味のある市内在住者　15人（申し込み順）　
�申3/15㈬までに直接、または電話で春日部市社会福祉協
議会（�TEL762-1081）へ

� 保　健

普通救命講習会
とき 内容 定員 受付開始日

① 3/10㈮ 普通救命講習3
（主に小児への対応） 各

12人 3/1㈬
② 3/18㈯ 普通救命講習1

（主に成人への対応）

�日9：00～12：00　�所中央公民館　�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　
�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

� 趣味・教養

かすかべ探訪　お花見～古利根川両
岸の桜並木を散策しよう～

�日3/25㈯　9：30～12：00　�所ぷらっとかすかべ（集合・
解散）　�内古利根公園橋～ゆりのき橋、神社など（歩行距離：
約6キロメートル）　�対10人（申し込み順）　�申3/5㈰の9：30

から、電話でぷらっとかすかべ（�TEL752-9090）へ

ふるさと散歩観光ハイキング 
～お花見ツアー編～
とき 内容

3/28㈫
9：30～12：00

最
さい
勝
しょう
院
いん
コース　「桜の雲海の最勝院から

八
はち
幡
まん
公園を歩く」

ぷらっとかすかべ集合～最勝院～十
じゅう
文
もん
橋
ばし

～梅田女
にょ
体
たい
神社～春日部八幡神社～八幡

公園解散（約5キロメートル）

3/30㈭
9：30～12：30

一ノ割コース　「一ノ割公園や会之堀川
沿いの桜並木を歩く」
一ノ割駅改札前（集合・解散）～備

びん
後
ご
須
す
賀
か

稲荷神社～一ノ割公園～大池親水公園～
圓
えん
福
ぷく
寺
じ
など（約6キロメートル）

3/31㈮
9：30～12：30

古利根コース　「エンゼル・ドーム周辺を
歩く」
市民文化会館（集合・解散）～白

はく
山
さん
神社～

樋
ひ
堀
ぼり
大
だい
師
し
～三本木公園など（約5キロメー

トル）
�対各10人（申し込み順）　※いずれか1回のみ　�申3/7㈫
の9：30から、電話でぷらっとかすかべ（�TEL752-9090）へ

親子エコ・クッキング

�日3/28㈫　10：00～13：00　�所東彩ガス㈱（越谷市）　※
集合・解散　�内調理で消費するエネルギーが分かるテーブ
ルでエコ・クッキングしながら環境を考えるきっかけづく
り　メニュー…おうちにある材料でピザクワトロ、フルー
ツゼリー　�対市内在住の小学生とその保護者　12組24人
（申し込み順）　�持マスク・筆記用具・人数分のエプロン・三
角巾・食器用布巾・ハンドタオル・持ち帰り用容器など　�申
3/6㈪から、電話でリサイクル推進課（内7735）へ

市内の芸術文化活動を支援
�内地域で芸術文化活動を自主的に行う団体の事業の奨励・
支援（内容変更の可能性有り）　�対市内在住・在勤者を主な
構成員とし、主に市内で活動している団体の、音楽、舞踊、
演劇、伝統芸能、美術、映画などの活動成果発表事業、芸術
家を招いて鑑賞する事業などで、5/1㈪～令和6年2/29㈭
に市内で開催し、営利を目的としないもの　�申3/27㈪～
4/10㈪に直接、教育センター1階社会教育課（内4816）へ　

※詳しくは、市内パンフレットスタンドなどで配布中の手
引き、または遊学�WEBで
内容説明会
�日3/17㈮　13：30～　�所教育センター　�問同課（内4816）

市民活動講座「社会課題をゲームで
体験・制作の経緯と想い」

�日3/11㈯　14：00～16：30　�所ぽぽら春日部　�内社会
課題を解決するために作成されたゲームを紹介し、体験す
る　�対市内在住・在勤・在学者　30人（申し込み順）
�申3/1㈬から直接、または電話で同施設へ（�TEL731-3550）

郷土資料館企画展示「春の花＊春日
部～もも＊ふじ＊ぼたん＊さくら～」

▲成金鈴
すず
久
きゅう
にもゆかりのある粕壁の牡

ぼ
丹
たん

�日3/18㈯～5/2㈫　�所郷土資料館　�内春日部ゆかりの花
の歴史と文化を紹介　�問同館（�TEL763-2455）

企画展示みゅーじあむとーく
�日3/19㈰、4/22㈯　10：30～、15：00～　�所郷土資料館　
�内学芸員による「春の花＊春日部」展の展示解説　�問同館
（�TEL763-2455）

大ホール音響でクラシックを 
楽しむ会

�日3/18㈯　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。「カルメンを聴く」編　
�対100人（先着順）　�問中央図書館（�TEL761-5911）

埼玉県立大学研究開発センターシン
ポジウム2022　その人らしく活躍
できる「働き方」の実現を目指して

�日7/31㈪まで　�所オンデマンド配信　�内障害者就労の現
状と課題および障害者と女性を中心とした働き方に係る国
の施策動向を解説。就労支援の取り組み事例を基に討論　
�対医療・福祉・介護分野従事者、興味のある
人　�申7/25㈫までにWEB 応募フォーム
へ　※申し込みのあったメールアドレス宛
てにオンデマンド配信URL を通知　�問同
大学同センター（�TEL973-4362）


