
記号の説明
とき　 ところ　 内容

対象・定員　 費用　 持ち物

申し込み　 問い合わせ

※ 費用は有料の場合のみ、 持ち
物は必要な場合のみ記載

施設名の説明
勤労者会館「ライム」→ライム、男女共
同参画推進センター「ハーモニー春日部」
→ハーモニー春日部など、愛称で表記
※中央公民館を除く

申し込み、問い合わせの際は各施設
の休館日などを確認してください

 お知らせ

国民年金の保険料額が変更01
令和3年度国民年金保険料（改正）

現金納付の場合、申込月から翌年度末
の前納が可能（最大で24カ月分）。口座振
替前納は、6カ月前納（下期）のみ、8月
末まで申し込み可　 本人確認書類、年
金手帳などの基礎年金番号が分かるもの、
預貯金通帳、通帳届け出印、口座振替納
付申出書を持参し、直接年金事務所、ま
たは金融機関（郵便局を含む）へ　 市
民課（ 内 2893）、春日部年金事務所（☎
737-7112）

庄和図書館の臨時休館02
4/26㈪　 館内整理のため　 庄和

図書館（☎718-0200）

ゴーヤ・アサガオの種配布03
緑のカーテンは、日差しを遮る効果と

蒸散作用により、室内や壁面の温度上昇を
抑制する効果があり、省エネや地球温暖
化対策に寄与する。ゴーヤ・アサガオの
種を郵送　 100人（申し込み順）　
郵便番号、住所、氏名、電話番号をはがき、
電話、ファックス、メールで〒344-0067 

（所在地不要） 春日部市役所第三別館環
境政策課（ 内 7717、 FAXFAX 733-3826、

kankyo@city.kasukabe.lg.jp）へ
4/6㈫～15㈭は
春の全国交通安全運動04

子どもをはじめとする歩行者の安全の
確保…家庭では、「もしかして・とまる・
みる・まつ・たしかめる」を合言葉に、子
どもに交通ルールやマナーを守る態度を
教える。高齢者は、道路を横断するとき
や交差点を通行するときは、「相手が止ま
るだろう」などと優先意識を持たず、自分
の目で安全確認を　高齢運転者などの交
通事故防止…加齢に伴う身体機能や認知
能力の変化を認識し、衝突被害軽減ブレー
キやペダル踏み間違い時加速抑制装置の
搭載された「サポカー S」の利用や、運転
免許証の自主返納の検討を。自動車の運
転者は、子どもや高齢者の近くではスピー
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心掛ける。ま
た、運転者は、全ての座席のシートベル
トとチャイルドシートの正しい着用を。
飲酒運転は「しない、させない、ゆるさな
い」を徹底　自転車の安全利用の推進…自
転車は車両との認識を持ち、原則車道の
左端を走行し、交通ルールの順守を。自
転車が通行できる歩道を走行する場合は
歩行者を優先。乗車用ヘルメットを着用
し、夕暮れ時や夜間は、明るい色の衣服
や反射材を身に着け、必ずライトの点灯
を。自転車損害保険などの加入も忘れず
に　 交通防犯課（ 内 2825）

浄化槽の正しい利用を05
きれいな水と快適な地域生活を守るた

めに、浄化槽は毎日稼働。機能を十分に
発揮させるためには、正しい使用と、清掃・
保守点検・法定検査が大切
浄化槽管理者（浄化槽設置者または使用
者）の三つの責任

清掃などの依頼先（有料）
清掃…市の許可業者　保守点検…県知

事登録業者　法定検査（定期水質検査）…
埼玉県浄化槽協会（☎048-501-5707）へ
合併処理浄化槽への転換を

浄化槽促進区域内での単独処理浄化槽

定額保険料（1カ月分） 16,610円

1年分を4月に前納した場合 195,780円

6カ月分を納期限までに 
前納した場合（上期、下期）

現金98,850円
口座98,530円

付加保険料（1カ月） 400円（変更なし）

およびくみ取り便槽から合併処理浄化槽
への転換に対し、予算の範囲内で補助。
新築・増改築などは不可。浄化槽促進区
域・補助内容などは問い合わせを　 リ
サイクル推進課（ 内 7735）

水道の使用開始（開栓）・中止（閉栓）
の電話などによる手続き方法・時間06

引っ越しなどにより、新たに水道を使
用開始・中止する場合に届け出を　 平
日の8:30～17:15に電話で業務課春日部
営業所（ 内 7815～7818）へ。または、
市WEB「春日部市電子申請・届出サービ
スシステム」（24時間可能）へ　※予定日
より前に開栓・閉栓の手続きを。開栓・
閉栓作業は平日のみ

春のクリーンデー中止07
新型コロナウイルス感染症の収束の先

行きが見通せない状況を受け、例年5月
最終㈰に市が主催で実施している「春のク
リーンデー」（市内一斉清掃）は中止　
リサイクル推進課（ 内 7735）、庄和総合
支所総務担当（ 内 7015）

ごみの訪問収集08
日常生活において、介助や介護を必要

とする高齢者、または障がい者のみで構
成する世帯への支援　 ホームヘルパー
や近隣などの援助を得ることができず、
家庭ごみを集積所に排出することが困難
な世帯　※事前にケアマネージャーなど
に相談　 リサイクル推進課（ 内 7735）

春バスの「バス特」終了09
市コミュニティバス「春バス」で実施し

ていたICカード利用者へのバス利用特典
サービス「バス特」は、運行受託業者のサー
ビス終了に伴い、3/31にバスポイントお
よび特典バスチケットの付与を終了。付
与されている特典バスチケットは付与さ
れた日から10年間利用可能　 都市計画
課（ 内 3515）

検察審査会制度10
制度の利用を

検察審査会は、検察官のした不起訴処
分が正しかったのか審査する機関。犯罪
の被害に遭ったが、検察官がその事件を
起訴してくれないことに不満を持ってい
る人は気軽に下記に問い合わせを
検察審査員

検察官が事件を起訴しなかったことの
審査　※審査員に選ばれた際には、ご協
力を　 20歳以上の選挙権を持ち、選ば
れた人（抽選）　 さいたま第一検察審査
会事務局（☎863-8714）

2021年度国家公務員採用試験日程11
総合職試験（院卒者、大卒程度試験）

受付期間…4/5㈪まで　第1次試験日

…4/25㈰　
一般職試験（大卒程度試験）

受付期間…4/2㈮～14㈬　第1次試験
日…6/13㈰
一般職試験（高卒者、社会人試験、（係員
級））

受付期間…6/21㈪～30㈬　第1次試
験日…9/5㈰

人 事 院 WEB（ https://www.jinji.
go.jp/saiyo/saiyo.html）へ　 人事院
関東事務局（☎740-2006）

求人企業合同説明会12
4/20㈫　13:00～16:00（ 受 け 付 け

12:00～）　 大宮ソニックシティ　
参加企業は、4月上旬（予定）に埼玉県雇
用対策協議会WEBに掲載　 令和4年3
月大学・短大・専門学校など卒業予定者・
既卒3年以内の人　 履歴書複数枚（写
し可）　 同協議会（☎647-4185）

埼玉県都市競艇組合
ボートレース戸田開催日程13

4/1 ～ 4㈰・13㈫ ～ 16㈮・19㈪ ～
23㈮　 ボートレース戸田　 市は
同組合に加盟し、配分金を市政に活用中　

同組合（☎823-8711）

敷金（賃貸住宅）トラブル110番14
4/10㈯・11㈰　10:00～16:00　

賃貸住宅を退去する際の建物の原状回復
費用に関するトラブルの相談（ ☎838-
1889　※当日のみ通話可）　 埼玉司法
書士会事務局（☎863-7861）

 人材募集
市立医療センター職員（看護職員）
令和4年4/1採用予定15

試験日…5/15㈯　 看護職員（看護
師・助産師）の資格を有する、または令
和4年3月までに取得見込みの人で昭和
61年4/2以 降 に 生 ま れ た 人　 4/28
㈬までに受験申込書などを直接、または
郵送で〒344-8588 （所在地不要） 春日
部市立医療センター3階総務課（☎735-
1261）へ　※受験資格や受験申込書など、
詳しくは同センターWEBで

令和4年成人式実行委員16
任期…令和4年3/31㈭まで　 月1

回程度の会議など　 15歳～25歳未満
の市内在住・在勤・在学者（中学生を除く）
15人以内（申し込み順）　※今回新成人
となる人で、過去に本市在住経験があり、
本市の成人式に参加する人は、市内在住・
在勤・在学者以外も可　 4/1～30㈮
に電話、またはメールで社会教育課（ 内
4816、 s-kyoiku@city.kasukabe.
lg.jp）へ　※詳しくは市WEB、または春
日部市成人式実行委員会WEBで

問い合わせ／
総務課（内線2414）
問い合わせ／
総務課（内線2414）ママなんで?　赤は止まると　習ったよ

保守点検

清 掃 法定検査

年1回以上 毎年1回

年３回～４回

浄化槽
管理者
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 人材募集

パートタイム看護師17
市内の小学校　 医療的ケアが必要な

児童へのケア　 原則として年齢が20歳
～65歳くらいの人（要看護師免許）　1人

（ 選考 ）　 4/2㈮～30㈮（ ㈯㈰㈷を除
く）の9:00～17:00に電話で教育相談セ
ンター（☎763-2220）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3年度（令和4年4/1付採用
予定）市職員（第1回）18

事務職（一般）および消防は、大卒者（卒
業見込者含む）　※その他の職種は受験案
内、または市WEBで確認を　 4/12㈪
～5/18㈫　※申請方法、受験資格、採用
予定人数など詳しくは受験案内、または市
WEBで
受験案内・申込書の配布
直接…4/12㈪から市役所第三別館2階人
事課、庄和総合支所2階総務担当　郵送
…封書に「受験案内・申込書希望」と朱書
きし、140円分の切手を貼った返信先明
記の封筒（角形2号）を同封の上、〒344-
8577 （所在地不要） 春日部市役所人事課
へ　※市WEBからもダウンロード可　
職員採用説明会

4/25㈰　※詳細は4月上旬に市WEB
に公開予定　 人事課（ 内 7618）

交通指導員19
採用時期…6月（予定）　 勤務学区…

幸松小学校、備後小学校、緑小学校、上
沖小学校、立野小学校、藤塚小学校、桜
川小学校、江戸川小中学校　 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　
20歳以上の人　各学区1人（選考）　
4/20㈫までに、電話で交通防犯課（ 内
2825）へ

春日部市社会福祉協議会職員
（介護福祉士）20

試験日…5/9㈰　 勤務地…市内各事

業所　 介護福祉士の資格を有し、昭和
56年4/2以降に生まれた人　若干名　
4/16㈮までに直接、あしすと春日部2階
春日部市社会福祉協議会（☎762-1081）
へ　※職務内容、給与など詳細は問い合
わせを。受験案内は同協議会WEBで

 福　祉

住民主体型介護予防事業費補助金21
支援が必要な高齢者を地域で支え合う

介護予防・生活支援の体制づくりを推進
するため、「住民主体型介護予防事業（下
記①② ）」に取り組む団体に補助金を交
付　補助金額…上限2万5千円（概算払い）　
※飲食費、親睦または慰労に関する経費
は対象外。他の補助金の交付を受けてい
る団体、営利団体は対象外　 原則5月
末までに「春日部市住民主体型介護予防事
業費補助金交付申請書」など必要書類を直
接、または郵送で〒344-8577 （所在地
不要） 春日部市役所第二別館2階介護保険
課（ 内 7575）へ　※申請書は同課、また
は市WEBで
①住民主体型生活支援…地域住民が行う
日常の困りごと（掃除、洗濯、買い物、ご
み出し、電球交換、庭の手入れ、通院の
付き添い、傾聴など）に関する支援　 次
の要件全てに該当する団体　▶市内在住
の5人以上の団体　▶支援区域、利用料、
支援内容が明確　▶主に高齢者を対象に
支援が可能
②住民主体型通所支援…地域住民が運営
するもので、年間を通じて定期的に開催
し、介護予防に資する体操を実施　 次
の要件全てに該当する団体　▶おおむね
週1回実施　▶1回の体操の所要時間がお
おむね30分以上　▶虚弱な高齢者などで
も十分実施できる内容で、身体機能の向
上を目的とした体操　▶要支援1・2の人、
または事業対象者を受け入れる体制が常
時整っている

介護支援ボランティアポイント
事業に登録を22

活動施設…市内の特別養護老人ホーム、
介護老人保健施設、グループホーム、デ
イサービス施設などのうち、市にボラン
ティア受け入れの登録をしている施設
介護支援ボランティアポイント事業…

市にボランティア受け入れの登録をして
いる介護保険施設などでボランティアを
行った場合、活動実績に応じてポイント
を付与し、翌年度に市内共通商品券と交
換できる事業。高齢者が介護支援ボラン
ティア活動に参加することで、本人の健
康増進や介護予防とともに社会参加の促
進につながる　活動内容…▶レクリエー
ションなどの指導・参加支援　▶食堂内
の配膳・下膳　▶施設内の喫茶などの運

募集職種 試験日 試験科目
事務職（一般）

7/11㈰ 一般教養試験、
小論文試験事務職

（障がい者対象）
土木

6/20㈰

専門試験、
小論文試験、
集団面接試験

（保育士（事務）を
除く）

建築
電気
保健師
保育士（事務）

消防
一般教養試験、
小論文試験、
集団面接試験

※集団面接試験は6/20㈰と別日程となる可
能性有り

営補助　▶散歩・外出・館内移動の補助　
▶模擬店・会場設営、芸能披露など　▶
話し相手　▶その他施設職員と一緒に行
う軽微で補助的な活動（草刈り、洗濯物の
整理など）　※施設によって活動内容は異
なる　 65歳以上で市に介護保険料を納
めている人（第1号被保険者）　 介護保
険被保険者証を持って直接、市役所第二
別館2階介護保険課（ 内 7575）、庄和総
合支所2階福祉・健康保険担当へ

オレンジカフェ
（認知症カフェ）23

10:00 ～ 12:00（4/10のみ13:30 ～
15:00）　 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　 電話
で各問い合わせ先へ

健康脳トレ塾24

13:30～15:30　 おおむね65歳以
上の市内在住者　各回30人（ 申し込み
順）　 240円　 電話で介護保険課（内
7574）へ

そらまめ手帳25
介護予防などの情報や市や、地域包括

支援センターで実施する介護予防事業な
どを分かりやすくまとめた手帳。各事業
の年間予定も記載有り　手帳配布場所…
市役所第二別館2階介護保険課、庄和総
合支所2階福祉・健康保険担当、各公民
館　 同課（ 内 7574）

認知症サポーター養成講座26
4/16㈮　14:00～　 介護老人保健

施設みどり（上大増新田168）　 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　 電話で武里病院（☎733-
5111）へ　 介護保険課（ 内 7575）

イザに備える介護保険のポイント27
4/18㈰　10:00～12:00　 ハーモ

ニー春日部　 介護を迎える心構えや
準備を行うための講座　 市内在住・在
勤者　18人（申し込み順）　 筆記用具　

4/3㈯から直接、または電話で同施設
（☎731-3333）へ

点訳者養成講習会28
5/7 ～ 7/16の 毎 週 ㈫ ㈮　13:30 ～

15:30（全15回予定）　※変更の場合有
り　 あしすと春日部　 点訳の基礎
からパソコン点訳まで（道具の貸し出し有
り）　 点訳を初めて学ぶ16歳以上の市
内在住・在勤・在学者で、将来点訳ボラ
ンティアとして活動したい人　10人（申
し込み順、最少催行人数2人）　 1,540
円＋送料（テキスト「点訳のてびき 第4
版」）　 4/1～19㈪（必着）に申込書を
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 2545）へ　※申込書は同課、または
市WEBで。託児なし

手話講習会（入門コース）29
5/6～12/9の毎週㈭　13:30～15:30

（全24回予定）　※変更の場合有り　
あしすと春日部　 16歳以上の市内在
住・在勤・在学者で手話を初めて学ぶ人　

とき ところ 定員 問い合わせ

4/10
㈯

武里東
公民館 20人 第5包括

（☎734-7631）

4/17
㈯

武里地区
公民館 15人 第4包括

（☎738-5764）

4/21
㈬

豊春第二
公民館 8人 第3包括

（☎753-1136）

4/22
㈭

（株）コダマホーム
（緑町5-7-27） 8人 第5包括

（☎734-7631）

5/7
㈮

豊春地区
公民館 10人 第3包括

（☎753-1136）

とき・ところ 内容
豊春地区
公民館 正風館

・そらまめ体操の実施
・脳トレーニング
・健康・介護予防講話
・口

こうくう
腔ケアなどについて

の講話
・地域包括支援センター

についての説明
・食生活についての講話

など

5/25㈫ 5/27㈭
6/1㈫ 6/3㈭
6/8㈫ 6/10㈭

6/15㈫ 6/17㈭
6/22㈫ 6/24㈭
6/29㈫ 7/1㈭
7/6㈫ 7/8㈭

7/13㈫ 7/15㈭

かすかべオラナビ 春日部市の公式地域ポータルサイトです。生活情報の案内や、道路不具合・生き物情報の投稿機能などがあります。
サイト…https://kasukabe.geocloud.jp/　 2次元コード
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15人（申し込み順）　 3,300円（テキス
ト「手話を学ぼう手話で話そう」）　 4/1
～14㈬（必着）に、申込書に住所・氏名（ふ
りがな）・生年月日・電話番号・手話講習
会受講歴の有無・受講の動機・テキスト
購入希望の有無を記入し、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 2545）
へ　※申込書は同課、または市WEBで。
託児なし

手話講習会（中級コース）30
5/17～令和4年1/17の毎週㈪　18:45

～20:45（全30回予定）　※変更の場合
有り　 あしすと春日部　 手話通訳者
を目指している16歳以上の市内在住・在
勤・在学者で手話講習会レベルアップコー
スを修了、または同程度の技術を有する
人　10人程度（ 最少催行人数5人 ）　※
4/26㈪の17:00～20:00の指定した時間
に手話技術確認面談有り　 4/1～9㈮

（必着）に、申込書に住所・氏名（ふりが
な）・生年月日・電話番号・レベルアップ
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）・面談希望時間帯（面談日に都合
の悪い時間帯がある人のみ）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 2544）へ　※4月中旬に面談の詳細、
5月上旬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

シルバー人材センター入会説明会31
4/16・5/21・6/18（ 全て㈮ ）　9:30

～12:00　 同センター　 健康で働く
意欲のある60歳以上の市内在住者　
筆記用具　 電話で同センター（☎752-
4747）、または同センターWEBへ

 保　健

日本脳炎定期予防接種32
全国的にワクチンの供給量が減少して

いるため、予定通り接種できない場合あり　
日本脳炎任意接種の公費助成（市独自の特

例措置）
令和4年9/30㈮まで　 定期接種期

間以降に受ける実施医療機関での個別接種
を無料（任意接種の公費助成）に接種　※
実施医療機関など詳しくは、健康課また
は市WEBで　 ワクチン不足により定期
接種期間内に接種ができなかった人　1期
…平成25年8/1以降生まれの人が7歳6
カ月以降に受ける接種　2期…平成20年
2/1以降生まれの人が13歳の誕生日以降
に受ける接種（定期接種期間に受けられな
かった残りの回数）　▶平成13年2/1以
降生まれの人が20歳の誕生日以降に受け
る接種（定期接種期間に受けられなかった
残りの回数）　※対象者は、同課に連絡を

（専用の予診票を配布）　 無料（対象者
以外、期間外の接種は有料）　 同課（ 内
7514）
日本脳炎定期予防接種（2期）の予診票配
布延期

国の通知に基づき、予診票配布を延期
（令和4年4月配布予定）　 延期対象者
…令和3年度に9歳になる2期対象者（平
成24年4/1～平成25年3/31生まれ）　
※接種は、13歳の誕生日前日までに1回

孫育て教室33
6 / 3 0 ㈬　1 3 : 0 0 ～　 ふれあい

キューブ6階春日部市保健センター　
育児、離乳食とおやつについての講話と
沐
もくよく

浴のデモンストレーション　 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保護者を
サポートしたい人　18人（申し込み順）　

4/21㈬から、電話でこども相談課（ 内
2768）へ

令和3年度高齢者用肺炎球菌
定期予防接種（1回接種）34

令和4年3/31㈭まで　※国の制度改
正により、経過措置期間が延長　 実施
医療機関での個別接種（実施医療機関は健
康課、または市WEBで）　 ①令和4年
4/1㈮までに65歳、70歳、75歳、80歳、
85歳、90歳、95歳、100歳になる人の
うち、令和3年2月末日現在、市で接種歴
が確認できていない人（対象者には4月上
旬に通知を送付）　②60歳～65歳未満で、

心臓や腎臓・呼吸器・免疫不全などで身
体障害者手帳1級相当の人（希望者は手帳
などを持って同課へ）　※市外で接種を希
望する人は同課へ連絡を（予診票の配布有
り）。これまでに、23価肺炎球菌ワクチ
ンの接種を受けた人は対象外　 2,500
円　 同課（ 内 7514）

趣味・教養

外
がいこくじんじゅうみん

国人住民のための日
に ほ ん ご き ょ う し つ

本語教室35
①4/15以

いこ う
降の毎

まいしゅうもく
週㈭　19:00～21:00　

② 4/3以
い こ う
降の毎

まいしゅうど
週㈯　14:00 ～ 16:00　

③ 4/6以
い こ う
降の毎

まいしゅうか
週㈫　10:15 ～ 11:45　

④ 4/7以
い こ う
降の毎

まいしゅうすい
週㈬　19:15 ～ 20:45　

※㈷
しゅく

や特
とくてい

定の日
ひ

は休
きゅうこう

講の場
ば あ い あ

合有り。時
じ か ん

間の
変
へんこう

更や中
ちゅうし

止の可
か の う せ い あ

能性有り。最
さいしん

新の開
かいこうじょうきょう

講状況
は、春

かすかべしこくさいこうりゅうきょうかい
日部市国際交流協会WEB（http://

www.kifa-world.org）で　 ① ② 中
ちゅうおう

央
公
こうみんかん

民館　③④正
せいふうかん

風館　 日
に ほ ん ご

本語を母
ぼ ご

語と
しない外

がいこくじんじゅうみん
国人住民（日

に ほ ん ご

本語をうまく話
はな

せ
ずに困

こま
っている人

ひと
がいたら、この教

きょうしつ
室の

案
あんない

内を）　 不
ふ よ う

要　 市
し み ん さ ん か す い し ん か な い

民参加推進課内
同
どうきょうかい

協会（ 内 2877）へ
定期案内 かすかべ探訪
～プレ藤まつり 藤棚を歩こう～36

4/24㈯　10:00～12:00　 ぷらっ
とかすかべ（集合・解散）　 10人（申し
込み順）　 4/7㈬の9:30から電話で同
施設（☎752-9090）へ　※令和3年度の
春日部藤まつりは中止

定期観光案内～幸松地区散策と
東八幡神社の彫刻見学～37

5/14㈮　9:30～12:00　 ぷらっと
かすかべ（集合・解散）　 10人（申し込
み順）　 4/14㈬の9:30から電話で同施
設（☎752-9090）へ

市民パソコンセミナー
基本操作・パソコン入門編38

5/7㈮　 Ⓐ9:30～12:00　 Ⓑ13:30
～16:00　 教育センター　 キーボー
ド・マウス操作、ウィンドウズの入門、
文書作成ソフト「ワード」の基礎　 16歳
以上の市内在住・在勤・在学者（高校生
などを除く）　各10人（申し込み順）　
4/10㈯～30㈮の9:00～17:00（休所日

を除く）に直接、または電話で同センター
3階視聴覚センター（☎763-2425）へ

市民パソコンセミナー
（インターネット入門編）39

5/19㈬　Ⓐ9:30～12:00、Ⓑ13:30
～16:00　 教育センター　 インター
ネットでの検索方法や、インターネットの
基本マナーについて　 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10人（申し込み順）　 4/10㈯～30㈮
9:00～17:00（休所日を除く）に直接、ま
たは電話で同センター3階視聴覚センター

（☎763-2425）へ
市民映像セミナー
ビデオ撮影入門講座40

5/14㈮　9:30 ～ 16:00　 教育セ
ンター　 ビデオカメラ操作の基本、き
れいで見やすい映像を撮影するポイント
など　 16歳以上の市内在住・在勤・
在学者で、ビデオカメラを持参できる初
心者（ 高校生などを除く）　10人（ 申し
込み順 ）　 4/10㈯～30㈮の9:00～
17:00（休所日を除く）に直接、または電
話で同センター3階視聴覚センター（ ☎
763-2425）へ

春日部桐箪
た ん す

笥
技術後継者育成講座41

5/23㈰ ～ 令 和4年3/20㈰　9:30～
16:30（全22回）　 中央公民館　 経
済産業大臣指定伝統的工芸品「春日部桐
箪笥」の製作技術を、伝統工芸士の講義と
実技を通して習得。桐小箱と三ツ引箪笥
を製作　 8人（抽選）　 1カ月につき
3,500円（別途、要道具購入）　 4/24
㈯までに電話で春日部桐たんす組合横

よこみぞ
溝

（☎641-6536）へ

かすかべ動画チャンネル 動画共有サイト「YouTube（ユーチューブ）」で、春日部市のイベントや、市を紹介するさまざまな動画を配信
しています（通信費は本人負担です）。●アドレス…https://www.youtube.com/user/KasukabeCity ●2次元コード
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