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日頃からしっかり健康チェック
元気なうちから実践しよう！

特集12-3 活用しよう！　新災害ハザードマップ特集24-5

　5/1に市と（株）西武ライオンズは、市内の活性化および市民サービス
の向上を図ることを目的に、包括的連携協定を締結しました。協定締結
後に市スポーツ少年団の野球チームの子どもたちと球団マスコットである
「レオ」・「ライナ」と市役所前で記念撮影をしました。元気いっぱいの子ど
もたちは、マスコットを目の前にして大はしゃぎでした。

詳しくは7面で紹介します

新型コロナウイルス
ワクチン接種が進んでいます！



まずは、ココから　健康づくりのコツ

　体重は健康と栄養状態の目安になります。太り過ぎは、がん、
循環器疾患、糖尿病などの生活習慣病の原因となります。やせ
過ぎも若い女性では骨量の減少、低出生体重児出産のリスク、
高齢者では虚弱の原因となるなど問題があります。自分の適正
体重を把握して、毎日測定して維持するようにしましょう。

適正体重を知って、維持しよう

血圧測定をしよう

　健康診査を受診することで自分自身の体の状態を把
握できます。40歳になったら健康診査を毎年受けま
しょう。また、せっかく受けたのに、受けっぱなしに
していませんか？受けた後が、大切です。結果を確認
して指示に従いましょう。
　広報かすかべ2021年5月号6面に子宮がん検診と特定
健康診査の記事を掲載していますので確認してください。

健康診査を受けよう

日頃からしっかり健康チェック
元気なうちから実践しよう！

小まめに
体重チェック

肥満度を示すBMIと適正体重の計算の仕方

出典:厚生労働省「日本人の食事摂取基準（2020年版）」

BMIの目安（18歳以上）
年齢 やせ 標準 肥満 高度肥満
18～49 18.5未満 18.5～24.9 25以上 30以上
50～64 20未満 20.0～24.9 25以上 30以上
65以上 21.5未満 21.5～24.9 25以上 30以上

BMI＝体重（キログラム）÷身長（メートル）÷身長（メートル）
適正体重＝身長（メートル）×身長（メートル）×22

計算式

春日部市保健センター
保健師 前

まえだ
田 千

ち え
恵 主幹

　健康的な生活を送るために、毎日体重測定と血圧測定をして、
自分の体の状態を把握しましょう。特に血圧は高くなっていて
も自覚症状があまりでないため、測定した値を記録しておくと
自分の体の変化により早く気付くことができます。
　その他に、バランスの良い食事、運動習慣を続けることも大
切です。健康づくりは、元気なときから始めることで生活に定

着し、無理なく続けられ、将来の病気の予防にもつながります。
特に健康マイレージは、ウオーキングを楽しみながら、自分の
ペースで続けられるので、おすすめです。私たち保健師は、市
民の皆さんの健康づくりを応援しています。健康に関する相談
は、気軽に保健センターへお問い合わせください。

健康生活を続ける工夫とポイント！

体重チェック

BMI＝体重（キログラム）÷身長（メートル）÷身長（メートル）

　年齢が進むとともに血圧は上がりやす
くなります。高血圧は、心疾患や脳血管
疾患などの動脈硬化性の病気を引き起こ
す危険因子です。定期的に血圧を測定し
て、毎日の生活を見直しましょう。家庭
用の血圧計は、数千円で購入できます。
また、公共施設でも血圧を測ることがで
きますので、利用してください。

　どこか懐かしい田園風景が広がり、訪れる季節によってさまざまな顔を見
せてくれる散歩コースです。途中にある梨やぶどう農園では、採れたばかり
の野菜や果物が売られており、収穫時には収穫体験もできます。

「かすかべウォーク」の中から“産直の里ウォーク” 距離と所要時間：約7.4キロメートル（約1時間51分）
消費カロリーの目安：男性377キロカロリー　
　　　　　　　　　　女性311キロカロリー

おすすめの散歩コース

毎日

毎日 毎年

▲産直の里ウォークの
　詳細はこちらから

11面に健康マイレージを掲載しています。そちらもご覧ください。

受けた後も
大事

自分の体と
向き合おう
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まずは、ココから　健康づくりのコツ

▲厚生労働省
　　　アクティブガイド

　今より10分多く体を動かす。1日の中に、いくつか＋10を取り入れられたら、健
康のための一歩！+10の詳細については右記2次元コードを確認してください。通
勤、買い物、そうじなど、日常生活の中で体を動かすことを意識してみましょう。

健康寿命を延ばす！＋10から始めよう

春日部市保健センター 中村所長はこんな時に＋10を実施中

8時

12時

18時

通勤　自転車通勤

休憩　食事（野菜を必ず食べる）

帰宅　週に1〜2回は自転車を押して歩いて帰宅

仕事　小まめに動く　少し遠くのトイレを使う

仕事　小まめに動く　階段を使う

問い合わせ／春日部市保健センター（☎ 736-6778）

　市の令和元年度の65歳健康寿命※は、男性で約17年（県内41位）、女性が約20年
（県内55位）と低めの結果がでています。健康寿命と平均余命との差は、日常生活に制
限がある不健康な期間を意味します。40歳代前後の元気なうちから健康づくりを心掛
けることがとても大切です。毎日の運動や食事に健康チェックを取り入れ、ずっと健康
で幸せに生き生きと暮らせる体づくりを目指しましょう。
※埼玉県独自の指標で「65歳の方が健康で自立した生活を送れる期間」と定義しています。

日頃からしっかり健康チェック
元気なうちから実践しよう！ 0（年）

65歳平均余命

19.59

65歳健康寿命
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24.2624.2624.2624.26
20.1620.1620.1620.16

17.6317.6317.6317.6317.6317.6317.6317.63

体が軽くなりました！
　+10活動を取り入れてから、体が運
動に慣れてきたのか、もっと運動した
いという意欲が出てきました。ジョギ
ングを始め、健康的に体重を落として
いると実感しています。

ステップアップ
健康第一

平均余命と健康寿命 ※令和元年度データ

資料：埼玉県の健康寿命算出ソフト「健寿君」

プラステン

春日部市保健センター 中
なかむら
村 匡

まさのり
則 所長

　※一例です

アクティブガイド

健康第一

　誤ったやり方で体を動かすと思わぬ事故
やけがにつながるので、注意が必要です。

□   体を動かす時間は少しずつ増やしていく。　
□   体調が悪いときは無理をしない。
□   病気や痛みのある場合は、医師や健康運動指
導士などの専門家に相談を。

安全のために

体が軽くなりました！体が軽くなりました！
　+10活動を取り入れてから、体が運
動に慣れてきたのか、もっと運動した
いという意欲が出てきました。ジョギ
ングを始め、健康的に体重を落として
いると実感しています。

春日部市保健センター 

ココで

＋10

ココで

＋10

ココで

＋10

ココで

＋10

１万歩歩くことを
目標にしています。

　生活習慣病やフレイルを予防して高齢者の健康長寿を
応援します。

高齢者宅へ家庭訪問
　保健指導が必要な75歳以上の市内在住者を対象に、一人
一人の健康状況に応じて、個別に支援・指導します。

高齢者グループの活動場所での
健康づくりのミニ講座
　高齢者グループの活動場所に保健師が伺ってフレイル予防
や生活習慣病予防のミニ講座と健康相談を行います。

いきいき
シニアライフ応援事業

令
和３

年度からスタート

32021年6月号 No.190S
エスディージーズ
DGsは持続可能な社会の実現に向けた世界共通の目標です。

市の取り組みとSDGsとのつながりを示すため、特集記事に関連するアイコンを添えています。
左のアイコンは、SDGs全17のゴールのうち、今月の特集記事に関連するものを示しています。
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安心安全情報メール「かすかべ」携帯サイト『安心安全情報メール「かすかべ」』のページ下部の『登録』から手続きをしてください。
通信費は本人負担です。

　「東日本大震災」や「令和元年東日本台風」など、記憶に新しい災害の教訓を踏まえ、現行のハザー
ドマップを全面改定し国・県が公表した最新の情報へ内容を一新しました。より見やすく、より
分かりやすいハザードマップが完成しましたので、手に取って内容を確認してください。

お悩みがある場合はお気軽にご相談ください

防災対策課に聞いてみました！

　 問い合わせ／防災対策課（内線2342） ◀ かすかべ
オラナビ◀ 市WEBWEBWEBWEB

新　　災害ハザードマップ

“とりあえず避難所へ”という考え方は、コロナ禍で見直されています。
在宅避難や車中泊避難など“避難所に行かない”避難方法も考えてみましょう

こんにちは、防災対策課です。災害時の避難についてお悩みですね? 
まず“避難の優先順位”は知っていますか?

それは、新しくなったハザードマップを見てください ! ハザードマップで自宅の
水害リスクを確認しておけば、適切な避難方法を検討することができますよ

そうですね、そんなときのために、春日部市では “マイ・タイムライン”の
作成をお勧めしているんです。
前もって作っておけば、落ち着いて行動を取ることができますよ

なるほど！でも、実際に災害が発生したら、安全に避難できるのか心配だなぁ

水害時に自分の取るべき行動を時系列で整理した、「自分で作る」「自分のための」避難プランのことです。
作り方を紹介しますので5面を見てください。

「 ”マイ・タイムライン”って、何ですか??」

え?優先順位??　災害が起きたら避難所に行けばいいんじゃないの!?

へ～、それは初耳です!
でも、自宅が安全かどうか、どうすれば分かるのですか?

新しいハザードマップができたみたい。
令和元年の台風19号のときは、真夜中
にサイレンが鳴って怖かった
し、どうしていいか分からな
くて困ったよね。

まずは避難所っていうのは、当然かもしれな
いのだけど…。
今はコロナのこともあるし、避難所
は人がたくさん集まりそうで心配
じゃない？

そうだったね。近頃は、異常気象で
台風被害も大きいしなぁ。
もし次に、台風で川が氾濫
しそうになったら、すぐに
避難所に行こうね！

確かに…。
でも、だとしたら一体
どうすれば…?
防災対策課に聞いてみ
よう。

活用しよう!

　令和元年10/13午前2時38分、市は初の避
難勧告を発令しました。
　避難勧告発令直後は、市民の皆さんからの
問い合わせで、電話が鳴りやまない状況が続
きました。特に多かった問い合わせが、「自分
は逃げた方がいいのか?どうすればよいか分か
らない」という、自分が取るべき避難行動につ
いての質問でした。家の状況、家族の状況に
よって、取るべき行動が異なるはずなのでお
答えするのに悩みました。
　この経験を通じ、市民の皆さんへ「マイ・タ
イムライン」を作ってもらいたいと強く感じま
した。「マイ・タイムライン」があれば、避難す
る場所・タイミング、情報収集の方法などを
シミュレーションできるので、有事の際、迷
うことなく適切な避難行動を取るための助け
になります。今回改定した
ハザードマップでは、各家
庭が「マイ・タイムライン」
を作成できるよう専用の
ページを設けました。ぜひ
作成してみてください。

防災対策課担当者の思い
～令和元年東日本台風の教訓を胸に～

になります。今回改定した
ハザードマップでは、各家
庭が「マイ・タイムライン」
を作成できるよう専用の
ページを設けました。ぜひ

　左記イベント中の7/3㈯・4㈰には、「あなたの家は大丈夫!?わが家の浸水診断」
を実施します。市職員が、来場者の自宅の水害リスクをその場で調べ、水害時に取
るべき行動について一緒に検討し、「マイ・タイムライン」の作成を手伝います。
　また、市と災害協定を締結している㈲サポートマーケティングサービスによる、
災害時に人命救助で活躍する水陸両用車の展示も行います。

とき…6/28㈪～7/4㈰　10:00～16:00
ところ…イオンモール春日部1階 藤の広場
内容…新災害ハザードマップの拡大地図、
防災対策についての豆知識などのパネル
展示

PRイベント

11面に掲載している「カスリーン台風水害写真展」でも
浸水診断を実施します。そちらもご覧ください。

新ハザードマップ

※新災害ハザードマップは6/1～公開します
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防災行政無線 放送の内容の確認は、フリーダイヤル（0120-899-300）（直近の内容のみ）。問い合わせ／防災対策課（内線2344）
また安心安全情報メール「かすかべ」では放送内容の一部をメール配信。バックナンバーは市WEBWEBWEBWEB、市携帯サイトで確認できます。

　現在、水害に対する効果的な「自助」のツールとして注目されている「マイ・タイムライン」。
新ハザードマップを使って、該当のページを見ながら実際に作ってみましょう。

①自宅での垂直避難
　自宅が安全な場合は在宅での
避難（水害の場合は垂直避難）

②親戚や知人宅への避難
　自宅が危険な場合は、親
戚・知人宅への避難

③車中泊避難
　在宅避難が困難で車が
ある人は、車中泊避難

④避難所への避難
　非常時持ち出し品や
ペットの同行避難につ
いて事前に確認を

避難の優先順位

いざというときのために
「マイ・タイムライン」を作ろう！　　災害ハザードマップ

　9ページ「浸水の深さ
と避難行動」を確認し、
自宅の状況と自分が取
るべき避難行動、実際
に避難する避難先を決
める。

ステップ②

　10・11ページ「マイ・タイム
ラインをつくろう」を確認し、実
際にハザードマップに書き込み
ながら、マイ・タイムラインを
作成する。

ステップ③

　「洪水リスクマップ」を確認し、自宅の
場所に○を付け、自宅の浸水深を確認する。
河川別のリスクマップ
・14ページ～23ページ…利根川
・24ページ～33ページ…江戸川
・34・35ページ…荒川・県管理河川

ステップ① より詳しい浸水リスクは
「浸水ナビ」で確認を
　国土交通省の「地点別浸水シミュレーション検索
システム（通称：浸水ナビ）」を活用すると、より具
体的に自宅や会社などの浸水リスクを知ることがで
きます。適切な避難方法の検討に役立ててください。

引用元:国土交通省 「地点別浸水シミュレーション検
索システム（浸水ナビ）」

　浸水ナビで
は、赤いピン
を打った地点
の浸水シミュ
レーションが
できます。

「避難完了から逆算し、“いつ” “どのような”
行動を開始するか、時系列で整理しておく」
　河川の水位などの情報収集や備蓄品の確認な
ど、どのような準備を、どのタイミングで開始
するか整理しましょう。

マイ・タイムライン作成のポイント

「正しい避難先を選べているだろうか…」「事前の備えでもっとほかにでき
ることは…」　「浸水ナビを使ってもっと詳しい水害リスクを調べたい!」
　新ハザードマップを活用し、マイ・タイムラ
インを作成する中で疑問や不明点があれば、防
災対策課へ相談してください。皆さんと一緒に
考え、アドバイスします。現在、マイ・タイム
ライン学習用動画を作成しており、6月中に市
WEBWEBWEBWEBで公開予定です。ぜひご活用ください。

マイ・タイムラインの作成で悩んだら新規採用職員研修の一環として、
マイ・タイムラインを作成しました!

　私は生まれてから今まで春日部市に
住んでいますが、今回の研修で初めて
マイ・タイムラインを作成しました。
　自分の住んでいる地域の被害想定
は、新しいハザードマップで分かりや
すく確認することができました。また、
実際にマイ・タイムラインに書き込む
ことで、自分が取るべき行動を具体的
にイメージすることができました。 シティセールス広報課 

大
おおもり
森主事

私たちの目標は、市内の全世帯でマイ・
タイムラインを作成してもらうことです!

マイ・タイムライン
プロジェクト推進中!

防災対策課職員



6 2021年6月号 No.190 ●東京2020オリンピック聖火リレー交通規制

　 問い合わせ／政策課（内線 2114）交通規制実施日　7/7㈬　12:40～14:10（予定）　
ところ…一宮交差点～新町橋（西）交差点およびその周辺道路（下図参照）
※ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、埼玉県聖火リレー実行委員会の判断によって、聖火リレーおよび交通規制の実施方法が変更となる場合があります。変更内容は
市WEBWEBWEBWEBでお知らせします

聖火リレー当日の交通規制状況・バスの迂回経路

八木
崎駅

北
春
日
部
駅

春日部駅

市役所

内谷陸橋

中央六丁目

梅田（西）

市役所通り

教育センター

一宮交差点

女子高入口

（朝日バス）

（春バス）

八丁目（中）

八丁目

古利根公園橋

小渕（南）
小渕

国道16号

県立春日部
工業高校

幸松小学校

春
日
部
中
学
校

文化会館前

公園橋（西）かすかべ大通り•旧日光街道

市民文化会館

大落古利根川

東武伊勢崎線
（スカイツリーライン）

東武野田線

（アーバンパークライン）

東
武
伊
勢
崎
線

（
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
ラ
イ
ン
）

東武
野田

線

（ア
ーバ

ンパ
ーク

ライ
ン）

国
道
４
号

N

ゴール（13:30）
新町橋（西）交差点

スタート（13:19～）
三枚橋会館前

6月の市税など納付 6/30㈬が納期限です　●市県民税（普通徴収）の第1期　 問い合わせ／収納管理課（内線2383～2396）
庄和総合支所総務担当（内線7017）

　 問い合わせ／春日部警察署（☎734-0110）

東京2020大会の安全・安心な開催に向けて
　東京2020オリンピック・パラリンピック競
技大会および同聖火リレーの開催に伴い、警察
では各会場を中心とする県内全域で警戒警備を
強化します。安全・安心な大会を実現するため、
次のとおり、ご協力をお願いします。
テロの未然防止にご協力ください
　世界的注目が集まるオリンピックなどは、テ
ロの標的となる可能性があります。

　警察では日頃から民間事業者・行政機関など
と連携しながらさまざまなテロ対策を推進して
いますが、テロを未然に防ぐためには地域住民
の皆さんの協力（監視の目）が欠かせません。
　「見慣れない車が長時間駐車している」「電車内
に不審な荷物が放置さ
れている」など皆さん
の身近な場所で不審な
物・者に気が付いたと
きは、迷わず警察また
は施設管理者などに通
報をお願いします。

交通混雑緩和にご協力ください
　東京2020大会期間中は、通常時の交通量に選
手らを輸送する大会関係車両が加わることにより、
一部の高速道路や会場周辺を中心に激しい交通渋
滞が予想されることから、計画的な休暇の取得、
テレワーク、時差出勤、混雑ルートと混雑時間の
回避にご協力をお願いします。

埼玉県警察からのお知らせ

東京2020大会の
安全・安心な開催を

実現しよう

▲東京2020オリンピック聖火リレートーチ

交通規制 聖火リレーコース
迂回路

東京2020オリンピック聖火リレー交通規制

交通規制にご協力ください
　当日は、走行ルートおよびルート周辺の道路の
交通規制が行われます。交通渋滞が予想されます
ので、交通規制時間内の自動車などの利用は極力控
えていただき、ルートの迂

う か い

回や駐車場・駐輪場から
の出入庫規制にご協力をお願いします。自転車・歩
行者のルート横断も制限されますので、現場の係員・
警備員・警察官の指示に従ってください。
　なお、路線バスなどに一部、運休・迂回運行、遅
れが生じる場合がありますので、あらかじめご了承
ください。ご迷惑をお掛けしますが、ご協力をお願
いします。
※ 交通規制に掛かる時間は、聖火リレー隊列の進行状
況により予告なく前後する場合があります

観覧時の注意
▶必ず歩道から観覧してください（車道には入れま
せん）　▶聖火ランナーや隊列を追っての移動は非

常に危険です。絶対に行わないでください　▶危
険物の持ち込みは禁止です。紙テープなどの投げ
入れも大変危険ですので、絶対に行わないでくだ
さい　▶航空法に基づき、許可などを得ずに走行
ルートおよびルート周辺で無人航空機（ドローン）
を飛行させることはできません

感染対策をお願いします
　沿道などで聖火リレーを観覧する際は、マスク
の着用、人との距離を取る、声を出さない（応援は
「拍手」などでお願いします）などの新型コロナウイ
ルス感染症対策をお願いします。
　また、体調が優れない人は観覧を控えてくださ
い。聖火リレーの様子は「東京
2020オリンピック聖火リレーライ
ブストリーミング」で中継されます
ので、利用してください（右記2次
元コード参照）。

交通規制時間帯のバスの
迂回運行・運休について

　 問い合わせ／都市計画課（内線3516）
春バス（粕壁～幸松地区ルート10便）
　イオンモール春日部（発）は、「八丁目山中集
会所」、「古利根公園橋」バス停留所には止まり
ません。春日部駅東口が終点となります。「商
工振興センター」～「地方庁舎前」は運休です。
朝日バス（春日部駅東口～イオンモール春日部・
関宿中央ターミナル～関宿はやま工業団地）

問い合わせ／朝日自動車株式会社杉戸営業所
（☎0480-34-8001）

　春日部駅東口を発着しますが、「駅入口」「匠
大塚本店前」「一宮交差点」バス停留所には止
まりません。

※交通規制中の道路は横断できませんのでご注意ください

バス迂回路



72021年6月号 No.190●各種協定を締結　●人権それは愛

　延期となっていた東京オリンピック・パ
ラリンピックの開催が間近に迫っています。
オリンピックはもともと、スポーツを通し
た教育や平和のために誕生した祭典で、人
権と深い関わりがあります。
　「近代オリンピックの父」と呼ばれるフラ
ンスの教育家、ピエール・ド・クーベルタン
男爵は、スポーツは体を鍛えるだけでなく、
心身の調和のとれた人間を育成し、フェアプ
レーの精神や友情、道徳、連帯感を育むこと
ができると考えました。さらに、国際的な競

技会で他国の選手と親しくなり、多様な文化
や芸術に触れることで、平和な社会の実現に
つながると考えたクーベルタンはオリンピッ
クのあるべき姿として、「オリンピズム（オリ
ンピック精神）」を提唱しました。
　国際オリンピック委員会が定めるオリン
ピック憲章には、人権尊重の理念として、「権
利および自由は人種、肌の色、性別、性的指
向、言語、宗教、政治的またはその他の意見、
国あるいは社会のルーツ、財産、出自やその
他の身分などの理由による、いかなる種類の

差別も受けることなく、確実に享受されなけ
ればならない。」とうたわれています。
　東京オリンピック・パラリンピックはコ
ロナ禍での開催ということもあり、世界か
らより一層の注目を集めます。国籍の違い
や障がいの有無など、さまざまな違いを理
解し、相手の気持ちを考え、お互いの心を
通わせることが求められます。
　開催国として、世界のお手本となれるよ
う、いま一度人権について考え、意識を変
えていく必要があるのではないでしょうか。

人権それは愛　東京オリンピック・パラリンピックの開催に向けて ～人権についていま一度考えよう～
　 問い合わせ／総務課（内線2418）、社会教育課（内線4814）

各種協定を締結しました

　5/1、市と㈱西武ライオンズは、包括的連携協定（球団呼称:
連携協力に関する基本協定）の締結式を行いました。
　この協定は、春日部市のまちの将来像「つながる にぎわう 
すまいるシティ 春日部」の実現に向けて、市のより一層の地域
の活性化および市民サービスの向上を図ることを目的としてい
ます。
今後の取り組み
　市内小・義務教育学校1年生～6年生とその保護者を対象に、埼
玉西武ライオンズ主催の試合に抽選で招待します（学校経由で5月下
旬にチラシを配布しました）。

問い合わせ／政策課（内線2118）㈱西武ライオンズ

問い合わせ／
総務課（内線2414）
問い合わせ／
総務課（内線2414）市税等納付には口座振替制度をご利用ください

　市は、4/12に㈱ブロンコス2
トゥエンティ

0（チーム名：さいたまブロンコス）と、4/24に㈱フープインザフッド（チーム名：越谷アルファーズ）と、そ
れぞれ連携協力に関する基本協定の締結式を行いました。
　この協定は、市民がスポーツを親しむ機会を提供し、スポーツを通じて活力ある春日部を実現するため、市内におけるスポーツ推進およ
び地域のより一層の活性化を図ることを目的としています。

▲㈱ブロンコス20（チーム名：さいたまブロンコス）との締結式の様子
▲東京2020オリンピック聖火リレートーチ

▲㈱フープインザフッド（チーム名：越谷アルファーズ）との締結式の様子

問い合わせ／スポーツ推進課（内線4855）

〔プロバスケットボールチーム〕
さいたまブロンコス／越谷アルファーズ

　4/26、市とウォータースタンド㈱は、「SDGs達成に向けたプラス
チックごみ削減推進に関する協定」を締結しました。この協定に基づ
き、同社により市役所を含む公共施設に、最大50台の水道直結マイ
ボトル用給水機を1年間、無償で設置します。市では、期間中、マ
イボトル持参の取り組みを広げることに努め、ペットボトルなどプ
ラスチックごみ削減への効果などを測る実証実験を行います。
　給水は無料です。マイボトルを持参して利用してください。
実証実験期間…令和4年4/30㈯まで
設置場所…市役所1階～3階、庄和総合支所、春日部第1児童センター
「エンゼル・ドーム」など
※詳しくは、市WEBWEBWEBWEBをご覧ください

ウォータースタンド㈱ 問い合わせ／政策課（内線2120）
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訪問介護等利用者負担額減額認定
　市の事業として、訪問介護などの20種類
の居宅サービス（※）の本人負担の一部を助成
します。
　8月～令和4年7月利用分の減額対象者は
表1のとおりです。

介護保険負担限度額認定
　介護施設利用サービス（※1）の食費・居住
費（滞在費）の本人負担額の一部を助成しま
す。8月からは負担限度額の第3段階の細分
化と食費の変更、受給要件の預貯金額などの
細分化が行われます。認定の期間は、申請の
あった月の初日からです。
　8月～令和4年7月利用分の負担限度額対象者
は、表2の利用者負担段階の他、次の二つの要件
をいずれも満たす人です。　▶本人と世帯全員が
市町村民税非課税世帯であること　▶住民票上世
帯が異なる場合、配偶者が非課税であること
手続き
　令和2年中の所得状況で8月からの対象者が
決まりますので、7月から受け付けし、順次認

定証を発行します。8/1㈰から有効の認定証が
必要な人は、8/31㈫（必着）までに直接、また
は郵送で〒344-8577 （所在地不要） 春日部
市役所1階介護保険課へ申請してください。
社会福祉法人の利用者負担軽減
　あらかじめ軽減を行う届け出をした社会福
祉法人が行う「訪問介護・通所介護・短期入
所生活介護・介護老人福祉施設（特別養護老
人ホーム）における施設サービス等」を利用す
る人で、特に生計が困難な場合は、市の発行
する減額認定証を提示することで、負担の軽
減を図る制度があります。
　減額認定証が必要な人は、軽減の対象施設
になるかを利用する事業所に確認した上で、
同課へ申請してください。

介護保険サービス利用の負担軽減　 問い合わせ／介護保険課（内線2745）

　第8期介護保険事業計画における令和3年度から令和5年度までの3年間の介護保険サービス
総費用の見込みや65歳以上の第1号被保険者数などに基づき、介護保険料の基準額を月額5,400
円としました（表1）。保険料の決定については、7月上旬に保険料決定通知を発送しますので、
確認してください。
　今年度の年間保険料（65歳以上の人）については、表2のとおりです。

介護保険料を改定しました　 問い合わせ／介護保険課（内線2745）

表2　第1号被保険者（65歳以上の人）の年間保険料

所得段階 対象となる人 保険料率 年間保険料（※1）
（基準額　64,800円）

第1段階
被
保
険
者
本
人
が
市
民
税
非
課
税
者

市
民
税
非
課
税
世
帯

次のいずれかに該当する人
・生活保護の被保護者
・老齢福祉年金受給者
・本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額（※2）の合計が80万円以下の人

基準額×0.30 19,440円

第2段階 本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超えて120万円以下の人 基準額×0.40 25,920円

第3段階 本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える人 基準額×0.65 42,120円

第4段階 市
民
税

課
税
世
帯

本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人 基準額×0.90 58,320円

第5段階
（基準額） 本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える人 基準額 64,800円

第6段階
被
保
険
者
本
人
が
市
民
税
課
税
者

前年の合計所得金額が120万円未満の人 基準額×1.20 77,760円

第7段階 前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 基準額×1.30 84,240円

第8段階 前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 基準額×1.50 97,200円

第9段階 前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の人 基準額×1.70 110,160円

第10段階 前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の人 基準額×1.80 116,640円

第11段階 前年の合計所得金額が600万円以上の人 基準額×1.90 123,120円

※1  年間保険料:基準額64,800円×保険料率　
※2   合計所得金額:年金や給与などの「収入」から必要経費の相当額を差し引いた金額で、各控除や繰越損失などを控除する前の金額です。さらに「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」と
「年金収入に係る所得額」（第1～第5段階のみ）を控除した額となります

表2　介護保険負担限度額および対象者
利用者負担段階 対象者 食費・居住費（滞在費） （※2）

第1段階
（預貯金などが単身で1千万円以下、夫婦で2
千万円以下であること）

生活保護受給者・老齢福祉年金受給者 ・食費1日当たり…300円
・居住費（滞在費）（※3）…0円～820円

第2段階
（預貯金などが単身で650万円以下、夫婦で
1,650万円以下であること）

本人の合計所得金額と課税年金収入額・非課
税年金収入額の合計が80万円以下の人

・食費1日当たり…390円もしくは600円
・居住費（滞在費）…370円～820円

第3段階①
（預貯金などが単身で550万円以下、夫婦で
1,550万円以下であること）

本人の合計所得金額と課税年金収入額・非課
税年金収入額の合計が80万円超え120万円
以下の人

・食費1日当たり…650円もしくは1,000円
・居住費（滞在費）…370円～1,310円

第3段階②
（預貯金などが単身で500万円以下、夫婦で
1,500万円以下であること）

本人の合計所得金額と課税年金収入額・非課
税年金収入額の合計が120万円超えの人

・食費1日当たり…1,360円もしくは1,300円
・居住費（滞在費）…370円～1,310円

※1   介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、介護老人保健施設、介護療養型医療施設（療養型病床など）、介護医療院、短期入所生活介護
（福祉施設でのショートステイ）、短期入所療養介護（医療施設などでのショートステイ）、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

※2   施設の定める食費・居住費（滞在費）が基準費用額を超える場合は対象となりません
※3   居住費（滞在費）は部屋の種類により異なります

表1　改定後の基準額の市と県・全国平均の比較
市・県 保険料基準額（月額）

春日部市 5,400円

県平均 5,481円

全国平均 6,014円

対象者

本人と世帯全員が市町村民税非課税
（世帯基準日は4/1。生活保護受給者を除く）

第1段階:
老齢福祉年金
受給者

第2段階:
本人の合計所
得金額と課税
年金収入額の
合計が80万円
以下の人

第3段階:
第1・第2段階に
該当しない人

減額割合 一割負担額の
50％ 一割負担額の25％

認定の期間 申請のあった月の初日から有効

※ 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、
通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具の貸与、短期
入所生活介護、短期入所療養介護、居宅療養管理指導、夜間
対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居
宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多
機能型居宅介護、地域密着型通所介護、介護予防訪問介護相
当サービス、介護予防通所介護相当サービス、基準緩和訪問
型サービスA、基準緩和通所型サービスA

表1　訪問介護等利用者負担額減額認定対象者

こころ　ほっとしていますか? ひとりで悩まず相談してください。「こころの体温計」は携帯電話やパソコンを利用して、
気軽にストレスや落ち込み度をチェックできるシステムです。利用料は無料、通信料は本人負担です。 ●こころの体温計2次元コード
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Q&？ Q&A
●介護保険　よくある質問　●自転車・オートバイの盗難被害防止

　高齢者の「介護」を社会全体で支える制度が
介護保険制度です。大きく分けると、要介護
認定を受けてからの保険給付と、介護予防な
どの地域支援事業があります。介護保険制度
について、Q&A方式で紹介します。

認定手続き

Q  どんなときに申請できますか
 A 次のように介護や支援が必要と感じたと
きに申請してください（65歳未満の人は、申
請条件が異なります）。
▶歩行が不安定になったときや寝たきりなど
で介護や支援が必要と感じたとき
▶介護施設に入所が必要となったとき
※ 事前に地域包括支援センターへ相談することもでき
ます

Q  申請の方法は
A 本人、または家族などが、市役所1階介
護保険課、または庄和総合支所2階福祉・健
康保険担当で申請してください。
持ち物…▶かかりつけの医師名と病院名など
を書いたメモ　▶65歳以上の人は介護保険被
保険者証、40歳～64歳の人は加入している
医療保険被保険者証

Q  申請から認定までの流れは
 A 申請書の提出後の流れは、次のとおりです。
①訪問調査（聞き取り調査）　②主治医意見書
の作成依頼（市役所からかかりつけ医に依頼）　
③一次判定（コンピューター判定）　④二次判
定（介護認定審査会による審査・判定）　⑤認
定結果の通知（おおむね申請から30日以内）

Q  家庭で利用できるサービスは
 A 訪問介護（トイレ・入浴・食事の介助を受
けたいとき）、訪問入浴介護（居宅の浴室で入
浴することが困難なとき）、訪問看護（定期的
に病状を確認したいとき）、訪問リハビリテー
ション（自宅でリハビリを続けたいとき）など
があります。
※ 介護認定を受けた後に、介護支援専門員（ケアマネ
ジャー）などに相談し、自分に適した介護サービス
を選べます

介護保険料

Q  令和2年度中に65歳になり納入通知
書で納めました。年金から天引きされ
るのはいつですか

 A 65歳の人のうち、基準日時点で年額18
万円以上の年金を受給している人は、介護保
険料の特別徴収（年金からの天引き）が下表の
とおり始まります。受給している年金の額に
より徴収方法が決まっているため、個人で選
ぶことはできません。

Q  今年65歳になり、健康保険料（税）と
介護保険料も支払っています。二重に
支払っていませんか

 A 介護保険料は65歳になった月の分より健
康保険料（税）から分離され、個人で納付する
ことになるので、二重支払いにはなりません。
なお、健康保険料（税）には、本人が65歳に
なる前月までの介護保険料と、40歳～64歳
までの人が世帯にいる場合にはその世帯員の
介護保険料も含まれていることがあります。
詳しくは、加入中の健康保険組合などへお問
い合わせください。

Q  引っ越しで市区町村が変わった場合の
介護保険料は

 A 保険料は月割りで計算します。転出した
場合は、転出した月の前月分までを春日部市
へ納付、転入した場合はその月の分から春日
部市へ納付します。

Q  どうしても保険料を納めることができ
ません

 A 災害や特別な事情がある場合、被保険者
の状態に応じて保険料の納付が一定期間猶予、
または減免されることがあります。長期間、
保険料を納付していないと、給付が差し止め
になることがあります。

介護サービスの利用料

Q  介護保険施設の利用に当たっての負担は
 A 特別養護老人ホームや老人保健施設など
の利用には、介護部分に係る保険給付の1割・
2割または3割負担の他、食費・居住費（滞在
費）・日常生活費の負担が生じます。食費など
は施設との契約で決まるため、利用する施設
によって金額が異なります。
　食費・居住費には負担限度額（上限額）を設
け、その額を超えた分は介護保険で給付する
制度があります。

盗難被害防止の二つのポイント
①必ず鍵を掛ける
② 二重にロックを掛ける
　（ツーロック） 

盗難被害を防ぐためには
▶ コンビニでの買い物など、わずかな時間でも必ず
施錠をしましょう
▶ 住宅敷地内でも被害が発生しています。住宅敷地内
に駐輪するときでも、必ず鍵を掛けましょう
▶ 管理の行き届いた駐輪場を利用しましょう（管理人
がいる・防犯設備がある・明るい場所など）
▶ 車体カバーを取り付けることも効果的です
▶ 自転車には自転車防犯登録を、オートバイにはグッ
ドライダー防犯登録をしましょう。盗難被害に遭っ
た場合でも、防犯登録番号の照会により、発見さ
れた場合の手続きも早くできます

　令和2年における、市内の刑法犯認
知件数は1,640件で、そのうち自転
車盗難が378件、オートバイ盗難が
22件も発生しています。
　進学・就職などに伴い、新たに自転
車やオートバイを利用し始めた人も多
いのではないでしょうか。
　新年度が始まり、落ち着いてきたこの
時期、皆さんの大切な自転車やオートバ
イが盗難被害に遭わないために、改めて
盗難被害防止の対策をお願いします。

　 問い合わせ／介護保険課（内線2745）

　 問い合わせ／交通防犯課（内線2828） 自転車・オートバイの盗難被害防止

表　年金からの特別徴収開始月
基準日 年金からの特別徴収開始月

令和2年 6/1
令和3年 4月令和2年 8/1

令和2年10/1
令和2年12/1 令和3年 6月
令和3年 2/1 令和3年 8月
令和3年 4/1 令和3年10月
令和3年 6/1

令和4年 4月令和3年 8/1
令和3年10/1
令和3年12/1 令和4年 6月
令和4年 2/1 令和4年 8月

問い合わせ／
総務課（内線2414）
問い合わせ／
総務課（内線2414）コンビニ交付 数字4桁の暗証番号（利用者用電子証明書）を設定したマイナンバーカードを使用して、住民票や印鑑証明書などを

全国所定のコンビニエンスストアで取得できます。窓口での交付より早く、安く取得できるので、ぜひ利用してください。
問い合わせ／
市民課（内線2898）

盗難被害の約半数が鍵を掛けていません!

介護保険　よくある質問にお答えします

　介護保険サービスについて、疑問・不安・
不満などはありませんか。
　市では、介護サービスの質の向上を図る取
り組みとして「介護相談員派遣事業」を実施
しています。
　介護相談員は、市内の介護保険入所・通所
施設へ訪問し活動しています。介護利用者を
直接介護することはできませんが、利用者の
立場で、日常的な疑問・悩み・要望などを聞き、
問題の改善・解決に向けた手助けをします。
※ 現在、新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め活動を自粛しています

介護相談員をご存じですか

め活動を自粛しています
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住宅用火災警報器の設置および維持管理

●後期高齢者医療被保険者証（保険証）が更新　●水道管の調査・メンテナンスを実施
●住宅用火災警報器の設置および維持管理

新しい保険証を7月下旬までに郵送します
　現在お使いの保険証の有効期限は、7/31
㈯です。8/1㈰以降は、必ず新しい保険証を
病院の窓口などで提示してください。有効期
限を過ぎた保険証は、市役所1階国民健康保
険課、または庄和総合支所2階福祉・健康保
険担当へ返却するか、自分で裁断するなどし
て処分してください。
簡易書留郵便で郵送します
　保険証は、簡易書留郵便で送付します。配
達員から直接受け取ってください。
　希望により、特定記録郵便で保険証を受け
取ることができます。希望する人は、6/30
㈬までに直接、または電話で市役所1階国民
健康保険課、または庄和総合支所2階福祉・
健康保険担当へ申し込んでください。
保険証は、住民登録の住所に送ります
　住民登録の住所地以外に住んでいる場合
や、住居に表札がない場合、配達されないこ
とがあります。
　住民登録地以外への送付を希望する場合
は、送付先を変更する手続きが必要です。国
民健康保険課へお問い合わせください。
後期高齢者医療保険料均等割額の軽減
　同一世帯内の被保険者および世帯主の令和
2年中の総所得金額等の合計額が軽減判定基
準以下の場合には、表1（下線部は年金・給与
所得者の数が2人以上の場合に計算）のとお
り保険料の均等割額が軽減されます。軽減判
定は、当該年度の4/1（新たに制度の対象と

なった人は資格取得時）における世帯状況に
より行います。

後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者
保険（全国健康保険協会・各健康保険組合・
共済組合・船員保険）の被扶養者であった人
の保険料額
均等割額…後期高齢者医療制度に加入してか
ら2年を経過する月までは、5割軽減（表1に
該当する場合は、軽減割合の高い方が優先さ
れます）　
所得割額…負担なし
後期高齢者医療保険料の軽減特例の見直し
　令和2年度は、制度本来の7割軽減の一部

の対象者に対して、7.75割の軽減特例を適用
していましたが、令和3年度以降は制度本来
の7割軽減に移行します（表2参照）。

　高齢化の進展に伴い、被保険者数が増え、
医療費が増加していく中で、後期高齢者医療
制度を安定的に運営するために見直されたも
のですので、ご理解をお願いします。

後期高齢者医療被保険者証（保険証）が更新されます　 問い合わせ／国民健康保険課（内線2783）

水道管漏水調査にご協力お願いします
　市では、大切な水道水を無駄にしないため、
市内全域にわたって定期的に漏水を調査し、
早期発見に取り組んでいます。調査期間中の
ご協力をお願いします。
期間…6月初旬～令和4年3月中旬　
対象…春日部市水道事業給水区域内（市内全域）
　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べます。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
を調べることもあり
ます。なお、調査員
は市水道部が発行し
た身分証明書を携帯
しています。

水道管の夜間清掃作業を実施します
　市では、安全で安定した水道水を届けるた
め、水道管内の清掃作業を実施します。作業中
は多少の音が出たり、一時的に水の出が悪くな
る場合がありますが、ご理解をお願いします。
期間…6月～7月
時間…23:00～翌朝4:00
対象…春日部市水道事業給水区域内（市内全域）
その他…作業区域、作業日程が確定したら、
各戸へチラシを配布します。

水道管の調査・メンテナンスを実施します　 問い合わせ／施設管理課（内線4308）

表1　均等割額軽減判定の基準

軽減割合
軽減判定基準

（世帯内の被保険者と世帯主の
総所得金額等の合計）

軽減後の
均等割額

7割軽減 基礎控除額（43万円）＋10万円×
（年金・給与所得者（※）の数－1） 12,510円/年

5割軽減
基礎控除額（43万円）＋28.5万円
×（世帯の被保険者数）＋10万円×
（年金・給与所得者の数－1）

20,850円/年

2割軽減
基礎控除額（43万円）＋52万円×
（世帯の被保険者数）＋10万円×
（年金・給与所得者の数－1）

33,360円/年

※ 年金・給与所得者の数とは、同一世帯内の被保険者および世帯
主のうち、給与所得がある人（給与収入が55万1千円以上）ま
たは、公的年金等所得がある人（公的年金収入が令和3年1/1
時点で65歳以上は125万円超、65歳未満は60万円超）の数

表2　均等割額の軽減特例
対象者の所得要件
（同一世帯内の被
保険者および世帯
主の総所得金額等
の合計額）

軽減割合

制度本来 令和
2年度

令和
3年度

〔43万円＋10万円
×（年金・給与所得
者の数－1）〕以下
（令和2年度は33
万円以下）

7割
（12,510円（※））

7.75割
（9,380円）

7割
（12,510円）

上記のうち、同一
世帯内の被保険者
全員が年金収入
80万円以下（他の
各種所得なし）

7割
（12,510円）

※（　）内は、軽減後の均等割額

　 問い合わせ／予防課（内線4528）

　令和3年度の保険料額決定通知書・納付通知
書は、7月中旬に発送します。

　消防法により全ての住宅に住宅用火災警報器の
設置が義務化されています。万が一火災が発生して
も、住宅用火災警報器が設置されていれば、いち早
く火災の発生を知らせることで被害を最小限にと
どめ、命が助かるかもしれません。
　適切に設置し、火災の早期発見や逃げ遅れによる
犠牲を防ぎましょう。
　また、常に住宅用火災警報器が正常に使えるよう
維持管理が必要です。住宅用火災警報器は、一般的
に電池で動いています。火災を感知するため常に作
動しており、その電池の寿命の目安は約10年です。
定期的な作動確認を実施しましょう。

　定期的な作動確認の方法は、「本体の点検ボタン
を押す」か、「点検ひもを引っ張る」です。作動確認
をしても住宅用火災警報器に反応がなければ、本体
の故障か電池切れです（※）。住宅用火災警報器の
本体または電池を交換しましょう。
　万が一火災が起きてしまったら、慌てず、落ち着
いて119番に通報しましょう。無理に消火しよう
とすると、けがをする恐れもありますので、大声で
火事を知らせ、助けを呼びながら避難しましょう。

※ 故障か電池切れか分からないときは、取扱説明書を
確認するか、メーカーに問い合わせてください

問い合わせ／
総務課（内線2414）
問い合わせ／
総務課（内線2414）自転車に　乗るならきみも　運転手

定期的な作動確認を実施しましょう
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●カスリーン台風水害写真展　●健康マイレージ事業「私の健康目標」　●糖尿病性腎症重症化予防事業
●みんなで広げよう！ シトラスリボンプロジェクト　●かすかベンチャー応援補助金

　昭和22（1947）年に襲来したカスリー
ン台風により春日部も甚大な被害を受け
ました。当時の写真などの資料から被害
の実情を知るとともに、春日部市での災
害対策を皆さんで考えてみましょう。

ところ…中央公民館
定員…H

ハ グ

UG体験は、12人
申し込み…HUG体験の参加希望者は、
6/1から直接、または電話で同館（☎
752-3080）へ

　 問い合わせ／中央公民館（☎752-3080）

　 問い合わせ／商工振興課（内線7755）かすかベンチャー応援補助金募集中

▲利根川及荒川の洪水の湛
たんすい
水期間

たんすい

とき 内容

6/15㈫～20㈰　9:00～17:00
（15日は13:00から、20日は
16:00まで）

カスリーン台風水害と春日部市の防災写真展
カスリーン台風による当時の被害の様子を写真などで知ることがで
きます。

6/20㈰　10:00～12:00
あなたの家は大丈夫！？ わが家の浸水診断
洪水のときにどれぐらい浸水するか、WEBWEBWEBWEBを使ってシミュレーション
します。
講師:防災対策課職員

6/20㈰　13:00～16:00
避難所運営ゲーム「HUG」体験
自主防災に役立つ避難所運営ゲームの体験ができます。
講師:山

やまもと
本 夏

かいせい
聖さん

春日部市の花「フジ」 鳥「ユリカモメ」木「キリ」

　「創業しやすいまち春日部」のイメージ
を高め、市内に創業希望者を呼び込み、空
き店舗問題の解消と地域の活性化を図るこ
とを目的として、空き店舗に出店を伴い創
業する人などに対し、その費用の一部を補
助します。申請方法など詳しくは、募集要
項をご覧ください。
※ 募集要項・申請用紙は、市役所第三別館1階商
工振興課および市WEBWEBWEBWEBで配布

募集期限…8/31㈫まで　
※ 毎月月末締め切り。申請した月の翌月に審査を
行った上で、交付を決定します。予算がなくな
り次第受け付け終了

補助対象者…市創業支援事業計画に基づく
支援を受けた（受ける）人で、市内で新た
に創業し、市指定区域に出店する人（創業
5年未満を含む）
補助対象区域…春日部駅東口周辺（右図参照）
対象経費…店舗改装費用、仲介手数料など
補助率…補助対象経費の2分の1以内
補助額…100万円以内（市が特に指定し
た区域にある空き店舗への出店者、また
はかすかべビジネスプランコンテストの
受賞者が受賞プランに基づき出店する場
合は上限額150万円以内）

補助対象区域

指定区域　　 特に指定した区域

春日部駅東口

古利根公園橋

カスリーン台風水害写真展

糖尿病性腎症重症化予防事業を実施します
問い合わせ／国民健康保険課（内線2786）

　糖尿病は自覚症状が出にくく、放置してい
ると重症化してしまいます。その中でも、腎
臓の機能が低下する糖尿病性腎症は、人工透
析が必要となる恐れがあります。
　糖尿病性腎症の重症化予防として、国民健康
保険の被保険者を対象に、医療機関への受診勧
奨や生活習慣改善のための保健指導を行います。
受診勧奨
　特定健診の結果や医療機関の受診状況など
から糖尿病の疑いのある人に対し、書面や電
話などで受診勧奨をします。

保健指導
　糖尿病性腎症で通院中の人のうち、人工透析
へ移行するリスクがある人を対象に、保健指導
を案内する通知を郵送しています。通知が届い
た人は、かかりつけ医と相談の上、保健指導を
申し込んでください。参加申込書は、かかりつ
け医に7/30㈮までに提出してください。
継続支援
　令和2年度に当事業の保健指導に参加した
人を対象に、継続支援の通知を郵送していま
す。継続支援の申し込みは、7/30㈮までです。

みんなで広げよう！
シトラスリボンプロジェクト

問い合わせ／総務課（内線2418）

　新型コロナウイルス感染症の拡大は、日常
生活を脅かすだけでなく、医療従事者や感染
者への差別や偏見を引き起こしています。
　シトラスリボンプロジェクトはこうした差
別や偏見をなくし、優しくつながり合う未来
を目指すため、シトラスカラーのリボンやロ
ゴを身に着けることで、「ただいま」「おかえ
り」の気持ちを表す活動を広める取り組み
です。
　市はシトラスリボンプロジェクトに賛同し、
優しくつながり合う未来を目指すため、活動
を実施していきます。

健康マイレージ事業「私の健康目標」に参加しませんか
問い合わせ／春日部市保健センター（☎ 736-6778）

　「私の健康目標」は、健
康マイレージ参加者のさら
なる身体活動向上のため、
健康に関する目標を立てる
ものです。
ところ…ふれあいキューブ
6階春日部市保健センター
対象…埼玉県コバトン健康
マイレージに「春日部市所属」で参加している人
持ち物…令和3年のかすかべ健康マイレージス
タンプカード（参加者にスタンプを押印します）

かすかべ健康マイレー
ジスタンプカード…健
康マイレージスタン
プ対象事業へ参加し
た際、スタンプを押
印する専用のカード。
スタンプをためると、
賞品が当たる抽選会
に参加できます。

詳しくは
市WEBWEBWEBWEBで▶



6月・7月の予定

「クレヨンしんちゃん」Ⓒ臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ＡＤＫ

子育てに役立つ
情報満載！

▲携帯版
　子育て情報ページ

スマートフォン版▶
かすかべ子育て

応援サイト

児童センター　遊ぼうで 記号の説明 対象・定員 持ち物 申し込み

春日部第１児童センター エンゼル・ドーム　牛島371-1　☎755-8190
休館…6月は無休　開館時間…10:00～18:00（利用時間・利用人数を制限しています）

催し物 とき 対象・定員・持ち物・申し込み
おりがみ教室
「てるてるぼうず」を作って遊ぼう！

6/5㈯
10:30～11:30

高校生以下（未就学児は保護者同伴）
当日直接、同センターヘ

みんなでつくろう工作教室
「楽器（ストロー笛）」を作ろう！

6/12㈯
①10:30～11:30
②13:30～14:30

3歳児以上（未就学児は保護者同伴）　各10人（先
着順）
当日直接、同センターヘ

おもしろ彩
サイ
エンス

「目の不思議-首ふりドラゴンや摩天楼、くるくる
レインボー」を作ろう！

6/13㈰
13:30～15:00

5歳児以上（未就学児は保護者同伴）　15人（申し込
み順）
6/1から直接、または電話で同センターへ

エンゼルのプチまつり
心と心をつなげよう

6/13㈰・20㈰
①10:00～12:00
②13:00～15:00

高校生以下（未就学児は保護者同伴）　各50人（先
着順）
当日直接、同センターヘ

いご・しょうぎ
囲碁・将棋を楽しもう！

7/3㈯
13:30～15:00

小学生以上　各10人（申し込み順）
直接、または電話で同センターへ

春日部第2児童センター グーかすかべ　粕壁3-8-1　☎754-2815
休館…6月は無休　開館時間…10:00～20:00（利用時間・利用人数を制限しています）

催し物 とき 対象・定員・持ち物・申し込み
プラレール&トミカであそぼう
プラレールとトミカで遊びましょう！

6/4㈮・10㈭・22㈫
11:00～12:00

未就学児とその保護者
当日直接、同センターへ

G
ゲ ー ム
AME C

 カ フ ェ  
AFÉ

スマートボールなどで遊びましょう！
6/7・14・21・28（全て㈪）
15:30～17:30

高校生以下（未就学児は保護者同伴）
当日直接、同センターへ

おもしろ彩
サイ
エンス

目の不思議を体験しよう
6/12㈯
13:30～15:00

小学生　14人（申し込み順）
直接、または電話で同センターへ

ママとなかよしグー
マーブリングを体験しよう

6/15㈫
①10:15～10:50
②11:00～11:35

1歳以上の未就学児とその保護者　各6組（申し込
み順）
直接、または電話で同センターへ

ママといっしょに★ヒップホップダンス
親子で遊びながらヒップホップダンスを楽しみましょう！

6/17㈭
11:00～11:30 

1歳6カ月以上の未就学児とその保護者　7組（申し込み順）
直接、または電話で同センターヘ

庄和児童センター スマイルしょうわ　金崎839-1　☎718-0300
休館…6月は無休　開館時間…10:00～18:00（利用時間・利用人数を制限しています）

催し物 とき 対象・定員・持ち物・申し込み

コラージュ腕時計を作ろう！
時間の大切さを学びつつ、楽しく工作しよう♪

6/6㈰
①10:00～11:15
②13:00～14:15

小学生以下（未就学児は保護者同伴）
当日直接、同センターへ

パステルシャインアート
イルカの絵を描きます。型紙を使うので簡単に描
けます。色の世界を楽しみましょう♪

6/12㈯
10:15～11:30

小学生以上　8人（申し込み順）
お手拭きタオル、水筒
6/4㈮から直接、または電話で同センターへ

枝豆の種を蒔
ま
こう（道の駅庄和コラボ企画）

畑に枝豆の種をまいて秋に収穫しよう！
6/19㈯
10:30～12:00
（雨天順延6/20㈰）

3歳児以上とその保護者　20組（申し込み順）
汚れてもよい服装、水筒、汗拭きタオル、長靴
6/3㈭から直接、または電話で同センターへ

七夕週間
みんなはどんな願いごとをしますか？短冊に願
いごとを書いてササに飾りましょう！

6/19㈯～7/7㈬
①10:00～11:45
②13:00～14:45
③15:30～17:30

高校生以下（未就学児は保護者同伴）
当日直接、同センターへ

おもちゃの病院
壊れたり動かなくなった「おもちゃ」を、おもちゃ
病院の先生にみてもらいましょう！

7/3㈯
①10:00～11:50
②13:00～15:00

高校生以下（未就学児は保護者同伴）
みてもらうおもちゃ
当日直接、同センターへ

会場 電話番号

武里南保育所 武里団地9-16 ☎735-4381

第3保育所 粕壁6823 ☎752-0736

第4保育所 備後西1-13-1 ☎735-0066

第5保育所 藤塚428-１ ☎735-8471

第6保育所 牛島1276 ☎754-5040

第7保育所 栄町3-166 ☎754-7426

第8保育所 上蛭田82-1 ☎754-8349

第9保育所 粕壁3-8-1 ☎754-3521

八木崎保育所 粕壁5435-1 ☎797-5747

庄和第1保育所 西金野井256-1 ☎746-3511

庄和第2保育所 東中野1152 ☎746-5221

　保育施設内での地域交流
会は中止します。子育てに関する助言・指導を
行う子育て電話相談は今まで通り実施します。
詳しくは、各保育所へお問い合わせください。

地域交流会

　春日部市の小・中・義務教育学校で
は、少人数指導などを導入し、個に応じ
たきめ細かな学習指導を行っています。
　少人数指導では、複数の教員で見守
ることができる良さを生かし、一人一人の学習指導を丁寧に行っています。
　例えば、算数や数学では、二つのクラスを三つのコースに分けることで、
少人数化を図っています。基礎・基本をしっかり身に付ける「じっくりコース」
や、発展的な問題に取り組む「チャレンジコース」などに分かれて学習するこ
とで、これまで以上に意欲的に取り組む子どもたちが増えています。
　子どもたちからは「先生に質問しやすくなった」「自分の意見が言いやすい」
という声が上がっています。
　これらの指導形態を通して、子どもたち一人一人と向き合い、確かな学
力、学ぶ意欲を育み、春日部の子どもたちが未来をたくましく生きる力を
伸ばしていきます。

　地域子育て支援センターは、子育て家庭を
サポートするための施設です。0歳～未就学
のお子さんとその保護者、妊娠中の人を対
象に、育児に関する相談や情報の提供、乳
幼児向けのイベントや子育てサークル活動な
どを行っています。皆さん、気軽に利用して
ください。
　なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため、午前・午後の入れ替え制です。来
館する際は、事前に施設へ予約してください。
〇対象者　就学前の子どもとその保護者、妊娠中の人
〇対応日時　㈪～㈯　8:30～17:15（㈷、年末年始、夏季休業日は除く）
〇問い合わせ　春日部子育て支援センター（☎ 754-2201）
 庄和子育て支援センター（☎ 747-2321）

子育てピックアップ①
地域子育て支援センター 少人数指導

子育てピックアップ②

問い合わせ／指導課（内線4743）問い合わせ／保育課（内線2593）

▲ 少人数指導の様子

▲庄和子育て支援センター

▲春日部子育て支援センター

保育士への復職を考えている人へ 保育士への復職をしたい。でも、自分にできるか心配だという人は、地域交流会↑に参加して、
子どもたちと触れ合ってみませんか。まずは、保育の現場を感じることから始めましょう。
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　子育て中の親子をサポートする施設へ遊びに来ませんか。
申し込み…人数制限をしているため事前予約制です（エンゼルのつどい、い・つ・も　ゆめ色、
つどいの広場「みっくすじゅーす」を除く）。各施設へお問い合わせください。

事業名 施設名 開設日時（㈷㉁、施設の休館日を除く）

エンゼルのつどい エンゼル・ドーム
（☎755-8190）

㈬～㈮、毎月第４㈰
10:00～15:00

ほっとタイム
ほっとランチ、ほっとカフェ開催

庄和子育て支援センター
（☎747-2321）

㈪～㈯
8:30～17:15

さくらんぼ
父の日製作、風船あそび、身体測定

信愛保育園（大場）
（☎734-9692）

㈪・㈬・㈮　月２回㈫開所
9:30～12:00、13:30～16:00

わかたけ
乳児園庭開放、親子講座（キッズ
エアロ、英語で遊ぼう）、
お母さんのためのヨガ講座

一の割自然保育園（一ノ割）
（☎080-3429-0115）

㈪～㈮、月１回㈯開所
9:30～12:00、13:00～16:00

C
コ ッ コ
occoひろば

春日部
コープみらい
コーププラザ春日部（中央）
（☎753-4333）

㈪㈬㈮、毎月最終㈯
10:00～15:00

緑の森子育てひろば
ママロンベビー、ママロンキッズ、
ママストレッチ、お手軽エクササイズ

緑の森保育園（米島）
（☎746-7373）

㈪～㈮
9:00～12:00、13:00～15:00

のびのびタイム他
年齢別のつどい、親子たいそう、
ワクワクえほんなど

春日部子育て支援センター
（☎754-2201）

㈪～㈮ 8:30～17:15、
㈯ 8:30～13:30

C
コ ッ コ
occoひろば

ハーモニー
ハーモニー春日部
（☎753-4333（コーププラザ
春日部内））

㈪（21を除く）・㈫（22を除く）・
㈭（24を除く）・12㈯
9:00~14:00

い・つ・も　ゆめ色
教材費など自己負担あり
（100円～200円）

武里南地区公民館
（☎734-1098（団体代表者））
※6/3㈭は武里大枝公民館

㈫（22を除く）・㈬（16・30を除く）
㈯・3㈭※・11㈮
9:00～14:00

子育て支援センター　たんぽぽルーム
たんぽぽルーム開放日、発育測定、
ベビーマッサージ＆産後ヨガ、誕生会

アートチャイルドケア春日部
（下蛭田）
（☎070-6514-5764）

㈪～㈮　
※㈯は講習会開催予定（不定期）

子育て支援　すこやか
6/19㈯親子で遊ぼう（発砲球を
使って遊びましょう）

小島保育園（米島）
（☎746-0401）

㈪・㈬・㈮　10:00～15:00
月１回㈯ 10:00～12:00

つどいの広場
「みっくすじゅーす」

スマイルしょうわ
（☎718-0300）

㈪㈬㈮ 
10:00~15:00

ぽっけのおうち
出張子育てサポートも実施

ＮＰＯ法人V
ヴィ レ ッ ジ
illage（栄町）

（☎677-2865）
㈫㈬㈮
10:00～15:00

地域子育て支援拠点施設

問い合わせ／中央図書館（☎761-5911）、武里図書館（☎737-7625）、庄和図書館（☎718-0200）
申し込み不要。直接会場へ

催し物 とき ところ 対象

小さい子のおはなし会（武里図書館は第2・第4㈯） ㈯　
15:00～15:30 中央図書館

武里図書館
庄和図書館

4歳児～
9歳児

大きい子のおはなし会 第2・第4㈯　
15:30～16:00 小学生

えほんのへや
絵本の読み聞かせ・手遊びなど

第1・第3㈭　
10:45～11:30 中央図書館 2歳児～

4歳児と
その保護者第2・第4㈭　

10:45～11:30 武里図書館

あかちゃんえほんの会
絵本の読み聞かせ・わらべうたなど

第2・第4㈭　
11:15～11:30 中央図書館 乳幼児と

その保護者子育てぴよぴよタイム
絵本の読み聞かせ・手遊びなど

㈭
11:00～11:30 庄和図書館

あかちゃんタイム（中央図書館・武里図書館）
子育てファミリータイム（庄和図書館）
お子さんと一緒に気兼ねなく図書館を利用できる時間です

㈭
10:00～12:00

中央図書館
武里図書館
庄和図書館

未就学児と
その保護者

図書館　行こうへ

豊春中央保育園（保育園） 所在地：道順川戸90-1（☎754-0226）

　豊春中央保育園は、閑静な住宅街の中にある定員130人の施設です。
　「子どもたちを恵まれた環境の中で家庭的な保育」をモットーに、保育者が正しい愛情と知識を
もって園児に接し、日常生活の基本的習慣を養います。
　また、幼児クラスでは、特別保育として外国人講師による英語教室やプロダンサーによるキッ
ズダンスなども取り入れ、さまざまな経験を通して自立心を養い、創造性、協調性そ
して思いやりの心を育てます。
開所日時：㈪～㈮　7:00～19:00、㈯　7:30～16:30　対象：0歳児（産後8週）～5歳児

集まれ！元気っ子 春日部市内の幼稚園・保育園・認定こども園などを紹介します

子育てサロン
　育児中の親子が集う場で、簡単な遊びを通じて参加者同士の交流を図ります。
育児の不安・悩みなど、子育てについて、いろいろおしゃべりしてみませんか。
対象…0歳児～ 5歳児とその保護者　申し込み…各会場・問い合わせ先へ

事業名 会場・問い合わせ 開催日 時間6月 7月
子育てサロン
 主任児童委員、保育
士、助産師、家庭児童
相談員が常駐し、専
門的な相談にも応じ
ています

あしすと春日部〔こども相談課（内線2766）〕
15組（申し込み順） 24㈭ 29㈭

10:00～
11:30武里市民センター〔こども相談課（内線2766）〕

15組（申し込み順） 1 6㈫

うちまきプレイルーム 内牧南公民館（☎761-0065）
10組（申し込み順） 3㈭ 1㈭ 10:00～

12:00

親子の広場

豊春地区公民館（☎754-0942）
10組（申し込み順） 17㈭ 15㈭

10:00～
11:30

豊春第二公民館（☎754-2100）
8組（申し込み順） 9㈬ 14㈬

子育てサロン 幸松地区公民館（☎752-6065）
10組（申し込み順） 16㈬ 21㈬

子育て
ふれあいサロン

豊野地区公民館（☎735-0009）
5組（申し込み順） 17㈭ 15㈭

藤塚公民館（☎735-2528）
5組（申し込み順） 22㈫ 27㈫

武里南地区公民館
〔武里大枝公民館（☎737-8022）〕
10組（申し込み順）

16㈬ 21㈬

子育てサロン
「親子のひろば」

正風館（☎746-6666）
15人（申し込み順）　
申込期間:6/4㈮～7/4㈰

なし 15㈭

松
まつざわ

澤 菜
な な こ

々子ちゃん・優
ゆうすけ

祐ちゃん
平成29年7月7日生・令和2年7月9日生

いつまでも仲良しなふたりでいてね。
ふたりとも母さん父さんの宝物！

未来へはばたけ

広報かすかべ「未来へはばたけ かすかべっこ」のコーナーでは、5歳
未満（申し込み時）のお子さんの写真と、お子さんへのメッセージを掲
載しています。掲載を希望する人は直接、または電話で市役所3階シティ
セールス広報課（内線2177）へ連絡してください。詳しくは市WEBWEBWEBWEBで

写真を載せませんか

高
たかはし

橋 蓮
れん

ちゃん
平成28年2月26日生

すくすく元気に育ってね。

見捨てない、見過ごさないで、見守ろう　（青少年健全育成標語）

春日部市内の幼稚園・保育園・認定こども園などを紹介します
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　食品ロスは、国内で年間約600万トン発
生していると推計されています。
　また、これを日本人1人当たりに換算す
ると、毎日お茶わん1杯分のごはん（約130
グラム）を捨てていることになります（出展:
農林水産省「食品ロス量（平成30年度推計
値）の公表について」）。

　私たちの家庭からも全体の約半数に当た
る食品ロスが発生しています。食品ロスを
なくすために一人一人が取り組みましょう。

家庭での取り組み
買い物時の工夫
● あらかじめ冷蔵庫などにある食材を確認する
● 必要な分だけ買って、食べきる
● 店舗における食品ロスをなくすため、消費
期限の近いものから購入する
調理・食事での工夫
● 食品に記載されている保存方法で保存する
● 野菜は、冷凍や乾燥など処理をして保存する
● 残っている食材から使う
● 体調や健康、家族の予定も配慮し、食べき
れる量を作る

● 作り過ぎて残った料理は、リメイクレシピ
などで食べきる

外食での取り組み
● 食品ロス削減に、積極的に取り組む店を
選ぶ

● 小盛りメニューやハーフサイズを活用し、
食べられる量だけ注文する

● どうしても残ってしまった料理は、お店と
相談して持ち帰ることを検討する

彩の国エコぐるめ事業
　県では、小盛り・ハーフサイズの設定、
食べ残した料理の持ち帰りなど、食品ロス
を減らす取り組みを行う事業者を「彩の国エ
コぐるめ協力店」として登録しています。
　春日部市では、現在36店が
登録しています。

フードバンクの活用
　事業系食品ロス削減の取り組みとして、一
部はフードバンク（※）へ寄付されています。
　家庭でも頂き物の乾物などで使用する見
込みのない食品は、早めにフー
ドバンクなどへの寄付を検討
しましょう。

※ 品質には問題がないのに規格外などの理由で売り
物にならなかった食品を、支援を必要とする人た
ちに運び、有効に使ってもらう運動およびその活
動を行う団体

問い合わせ／環境月間イベント…環境政策課（内線7715）、食品ロスをなくそう・3R…リサイクル推進課（内線7735）

6月は環境月間 ～環境について考えよう～

　本来は食べられるのに捨てられている食
品のことを「食品ロス」といいます。
　食品ロスはごみの問題にとどまりません。
必要な食べ物を十分に入手することができな
い人々に提供することも含めて、食品ロスの
削減に取り組むことは持続可能な社会の実現
につながります。
　こども食堂は誰かと一緒に食べることが
難しいこどもたちに団らんの場やにぎやか
な食卓の楽しさを伝えることに加え、食品

ロスの削減も期待されています。
　こども食堂を通じて食品ロスについて考
えることを目的に講座を開催します。なお、
参加者にはエコグッズをプレゼントします。
とき…6/20㈰　14:00～15:00
ところ…教育センター
内容…食品ロス、こども食堂に関する講座
対象…市内在住・在勤・在学者　40人（申
し込み順）
講師…かすかべ子ども食堂ひなた（NPO法

人地域子ども共育
ステーション）代表 
猪
い が り

狩 氷
ひょうせい

青さん
申し込み…6/10㈭
までに電話、ファッ
クス、またはメールで、郵便番号・住所・
氏名・電話番号を環境政策課（内線7717、
FAXFFFAAAFAFFFAFAFAFFFAF XXX 733-3826、 kankyo@city .
kasukabe.lg.jp）へ
※詳しくは、市WEBWEBWEBWEBをご覧ください

環境月間イベント～学ぼう！食品ロスとこども食堂～

　私たちの心掛けで、ごみを減らすことが
できます。限りある資源の使用を最低限に
とどめ、資源の有効活用を進めていく資源
循環型社会を作り上げていくことが大切で
す。3Rを再確認し、実践しましょう。

R
リ デ ュ ー ス

EDUCE（ごみを減らす）
● 3
スリーエム

M（マイボトル・マイバッグ・マイ箸）を実践
し、ごみとなるものをもらわないようにする

● なるべく詰め替え商品を購入する
● 暮らしを見直しプラスチックごみを減らす
取り組みをする

●  食べ残しをしない

R
リ ユ ー ス

EUSE（ごみにせず再び使う）
● まだ使えるものは、捨てないで、何度も繰
り返して使う

● リサイクルショップを活用する

R
リ サ イ ク ル

ECYCLE（もう一度資源に戻して製品を作る）
●  資源物を出すときは、きちんと分別して、
大切な資源として生まれ変わりやすいよう
に排出する

● リサイクル製品を積極的に利用する
●  針や電池などは、リサイクルの妨げになる
のでペットボトルなどに入れない

● ペットボトルは、次のように処理してから
資源物の日のコンテナに入れる

食品ロス推計量

県WEBWEBWEBWEBフードバンク▶

県WEBWEBWEBWEB協力店▶

 キャップを
はずす1 ラベルを

はがす2 水で
すすぐ3

　心身障害者通所支援施設「リサイクルショッ
プ」では、家庭で不要になった食器類などでまだ
使用できる物品を無償で受け入れています。受
け入れ条件などの詳細は、同施設（☎ 752-
7467）へお問い合わせください。

家庭系約276万トン

平成30年度
国内発生量

約600万トン

主に
● 食べ残し
●手つかずの食品
（直接廃棄）
●皮のむきすぎ
（過剰除去）
 など

事業系約324万トン

主に
● 規格外品
●返品
●売れ残り
●食べ残し
 など

食品ロスをなくそう

「3
スリーアール

R」を実践しよう
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 お知らせ

薬師沼憩いの家の施設利用再開01
6/12㈯から施設利用を再開予定。工事

の進
しんちょく
捗状況で工事期間が前後する場合有り　
高齢者支援課（内7455）、同施設（☎

738-0300）

市営住宅入居者02
募集する住宅…緑町住宅・藤塚根郷住

宅・グランドソレイユ・K
コ ウ ケ ン
OUKEN　 希望

する住宅を一つだけ選んで申し込み　 次
の要件全てに該当する人（抽選）　▶市内に
3カ月以上住んでいて、市税を完納している　
▶暴力団員ではない　▶同居する親族がある　
▶住宅に困窮していることが明らか　▶世
帯全員の収入総額が基準の範囲内　 6/1
～14㈪（消印有効）に、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、庄和総合支所1階イベント・情報コー
ナー、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

本人通知制度の登録で
不正請求抑止03

本人以外に戸籍謄本や住民票の写し（本
籍記載のもの）などを交付したときに、本
人にその事実を通知する制度　 市の住
民基本台帳、または戸籍に記録されている
（いた）人　 申込書と本人確認書類を直
接、または郵送で〒344-8577 （所在地不
要） 春日部市役所1階市民課（内2891）、
庄和総合支所1階市民窓口担当、または武
里出張所へ　※詳しくは、市WEBで

産前産後期間の
国民年金保険料の免除制度04

出産予定日または出産日が属する月の
前月から4カ月間が免除。多胎妊娠の場合

は、出産予定日または出産日の属する月の
3カ月前から6カ月間が免除　 国民年金
第1号被保険者で出産日が平成31年2/1
以降の人　 本人確認できるもの、母子
手帳　 出産予定日の6カ月前から届け出
可能。市役所1階市民課（内2893）、庄和
総合支所1階市民窓口担当、または春日部
年金事務所（☎737-7112）へ

一戸一灯運動に協力を05

家庭の門灯や玄関灯を点灯させて街全
体を少し明るくし、犯罪の発生しにくい環
境をつくる運動。点灯時間は「就寝まで」や
「夜通し」など協力できる範囲で　期待され
る効果…▶自宅への侵入盗防止　▶ひった
くり、痴漢、車上ねらいなどの街頭犯罪防
止　▶夜間通行する人の安心感と安全確保　
交通防犯課（内2828）
光化学スモッグ・PM2.5に関する
発令情報メール配信サービス06

受信するには以下URL、または2次元
コードから県のメール配信サービスの登
録を　URL…http://www.
taiki-kansi.pref.saitama.
lg.jp/mail.html　 環境政
策課（内7717）

教育センターの臨時休館07
6/19㈯　 教育センター　 設備点

検作業のため全館休館　 学校総務課（☎
763-2443）

図書館の臨時休館08
武里図書館（☎737-7625）…6/14

㈪、庄和図書館（☎718-0200）…6/28㈪　
館内整理
春日部市立看護専門学校
学校説明会09

学校説明会… 6/8・22、7/13・20、
9/7・21、10/5・19、11/2・16、12/7（全
て㈫）　16:00～17:00　 各回30人

学校説明会・看護体験・学生による相談
会 … 7/31㈯、8/21㈯　 ①10:00～
12:00　②13:30～15:30　 各回60人
共通事項… 看護専門学校　 令和4年
度入学希望者　 筆記用具・上履き　
事前に同校（☎763-4311）へ

ビジネスプラン完成セミナー10
7/5㈪・12㈪　18:00～20:00（ 全2

回）　 ふれあいキューブ　 頭の中のア
イデアを形にしてみよう　 起業希望者
またはビジネスプランに興味がある人　5
人　 7/2㈮までに、電話で商工振興課
（内7755）へ

第1回S
エスディージーズ

DGsカフェ11

7/13㈫　16:00～18:00　 オンライ
ン（W

ウエブエックス
ebex m

ミーティングス
eetings）　 埼玉りそな銀

行との連携によりSDGs普及イベントを開
催。井

いのうえ
上 潤

じゅん
氏（渋

しぶさわ 
沢史料館長）による講演、

女性活躍に関するパネルディスカッション
を予定　 200人　 6/10㈭～7/5㈪
に市WEBへ　 政策課（内2120）

就職・転職活動応援セミナー12
6/16㈬　14:00～15:10　 オンラ

イン　 変化にも慌てない!w
ウ ィ ズ
ithコロナの

キャリアを考えよう　 30人（申し込み
順　※市内在住者優先）　※雇用保険受給
者には受講証明書を発行　 6/14㈪まで
に FAXFFFAAAFAFFFAFAFAFFFAF XXX 、またはWEBで㈱パソナ（ FAXFFFAAAFAFFFAFAFAFFFAF XXX
799-3581、 WEB https://carisapo.
mhlw.go.jp/）へ　※本事業は同社が厚生
労働省より受託・運営　 ライム（☎752-
5540）

就労セミナー（サポステ連携事業）
～就職活動の進め方～13

6/23㈬　14:00～15:00　 正風館　
これから就職活動を始めようとする人

が、就活プランの立て方を学ぶ　 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　
6/20㈰までに電話で埼玉とうぶ若者サ
ポートステーション（☎741-6583）へ

スキルアップ講習案内14
①8/21㈯・28㈯　9:00～16:00　②

8/28㈯、9/4㈯　9:00～16:00　 県
立春日部高等技術専門校　 ①E

エクセル
xcel表活

用　②アンガーマネジメント　 ①Excel

の基本操作（関数入力・表計算）ができる
人　20人　②怒りの感情とコントロール
について学びたい人　30人　 2千円（テ
キスト代別）　 7/1㈭～10㈯に、往復
はがきで〒344-0036 下大増新田61-1 同
校（☎737-3511）、または同校WEBへ

埼玉県内市町村
職員採用合同説明会15

7/8㈭　10:00～17:00　 大宮ソニッ
クシティ　 市のブースも設置予定　
市町村職員採用試験の受験を検討している
人　 詳細は、彩の国さいたま人づくり
広域連合WEBに公開予定　 同連合（☎
664-6681）
オンライン型埼玉県内市町村
職員採用合同説明会… 6
月下旬

求人企業合同面接会16
6/22㈫　13:00～ 16:00（受け付け

12:00～）　 大宮ソニックシティ　 参
加企業は6月上旬に埼玉県雇用対策協議会
WEBへ掲載　 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（コピー可）　 同協
議会（☎647-4185）

シルバー人材センター
入会説明会17

6/18㈮、7/16㈮、8/20㈮　 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、ま
たはWEBで同センター（☎752-4747）へ

埼玉県都市競艇組合
ボートレース戸田開催日程18

6/1～5㈯・12㈯～17㈭・21㈪～24
㈭　 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）

 人材募集

交通指導員19

採用時期…8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）　 6/18㈮
までに、電話で交通防犯課（内2825）へ

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

問い合わせ／
総務課（内線2414）
問い合わせ／
総務課（内線2414）性自認を理由とする偏見や差別をなくそう

▲ 春日部市オリジナルSDGsロゴマーク
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 人材募集
春日部市社会福祉協議会
介護職員（専任職員Ⅱ種）20

勤務時間…㈪～㈮　8:20～16:20　
デイサービス・地域活動支援センター　
利用者の送迎・入浴・レクリエーション・
食事などの通所支援　時給…1,197円（処
遇改善手当含）　 介護職員初任者研修ま
たは実務者研修修了、介護福祉士で申し込
み時に65歳未満の人（経験不問）　 申込
書を直接、または郵送で〒344-0067 中央
2-24-1 同センター（☎762-1081）へ　※
申込書は春日部市社会福祉協議会WEBで

 福　祉
児童手当の現況届は
6/30㈬までに提出を21

児童手当を受給中の人は、現況届の提
出が必要。未提出の場合は、6月分以降の
手当の支給不可　 6月上旬に送付する書
類に必要事項を記入し、6/30㈬までに郵
送などで〒344-8577 （所在地不要） 春日
部市役所こども政策課（内2577）へ

手話講習会特別講演の一般公開22
7/1㈭　13:30～15:30　 あしすと

春日部　 ろう者について　 市内在
住・在勤・在学者　15人（申し込み順。手
話通訳者有り・託児なし）　 6/7㈪～18
㈮（㈯㈰を除く）に直接、または電話で障が
い者支援課（内2544）へ

オレンジカフェ
（認知症カフェ）23

認知症の人、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。時間内であればいつで
も入退出可

すまいるケア教室
（家族介護教室）24

7/14㈬　14:00～15:30　 豊春地区
公民館　 知っておきたい! ～生活介護の
ポイント～　 在宅で介護をしている人、
在宅介護に関心のある人　20人（申し込み
順）　 電話で介護保険課（内7575）へ

介護予防講演会25

13:30～15:30　 おおむね65歳以上
の市内在住者　各30人（申し込み順）　
30円　 電話で介護保険課（内7575）へ

体力測定会26
7/6㈫　9:30～12:00　 豊春地区公

民館　 測定員による体力測定（握力、開
眼片足立ち、10メートル障害物歩行、長座
体前屈）　 60歳以上の市内在住者　
30円（いきいきクラブ加入者は不要）　
上履き（スリッパ不可）、動きやすい服装、
飲み物、タオル、筆記用具　 同クラブ加
入者…各クラブ会長へ　未加入者…電話で
高齢者支援課（内7456）へ

健康づくりいきいき運動研修会27

ストレッチ、楽しいリズムダンス、筋肉
運動など　 おおむね60歳以上の市内在
住者　 動きやすい服装、上履き（スリッ
パ不可）、飲み物、タオル　 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28

10:00～11:30　 楽しみながら介護
予防に取り組む　 おおむね65歳以上
の市内在住者　各30人（先着順）　 30
円　 動きやすい服装、飲み物、タオル、
6/25のみ上履き（スリッパ不可）　 不
要。団体で参加の場合は、参加人数を高齢
者支援課（内7456）へ

ひとり親のためのパソコン教室29
7/9㈮・10㈯　10:30～15:30（全2日）
彩の国すこやかプラザ（さいたま市）　
仕事に役立つワード講座基礎・応用編&

就業支援セミナー　 ひとり親家庭の親ま
たは寡婦　15人（抽選）　 800円　

とき ところ 定員 問い合わせ
6/12㈯
13:30～15:00

武里東
公民館 20人 第5包括（☎734-7631）

6/16㈬
10:00～12:00

豊春第二
公民館 8人 第3包括

（☎753-1136）

6/19㈯
10:00～12:00

武里地区
公民館 15人 第4包括（☎738-5764）

6/24㈭
10:00～12:00

㈱コダマホーム
（緑町5-7-27）

8人 第5包括
（☎734-7631）7/2㈮

10:00～12:00
ハーモニー
春日部

7/2㈮
10:00～12:00

豊春地区
公民館 10人 第3包括（☎753-1136）

7/6㈫
13:00～15:00

武里大枝
公民館 20人 第6包括（☎738-0021）

とき ところ 内容
7/9㈮ 正風館 転倒予防の講話・体操

7/21㈬ あしすと
春日部

理学療法士による腰痛・
膝痛予防の講話・実技

とき ところ 定員
6/11㈮　
13:30～15:30 武里地区公民館

各30人
6/22㈫　
10:00～12:00 豊春地区公民館

6/24㈭
13:30～15:30 中央公民館 60人

7/15㈭
10:00～12:00 内牧地区公民館 30人

とき ところ テーマ
6/4㈮ 武里大枝公民館 正しいウオーキング

6/18㈮ 春日部コミュニ
ティセンター

笑顔で ! 心の健康
づくり

6/25㈮ 幸松第二公民館 簡単スポーツ

7/1㈭ 武里地区公民館 頭と体のアンチエイ
ジング

6/24㈭（必着）までに往復はがき、または
メール（1人1通）で「パソコン教室（第2回）」
と明記し、郵便番号・住所・氏名・年齢・
電話番号を記入し、〒330-0074 さいたま
市浦和区北浦和5-6-5 埼玉県浦和合同庁舎
内 （公財）埼玉県母子寡婦福祉連合会（☎
822-1951、 info@saiboren.or.jp）へ

 保　健

令和3年度（前期）歯周病検診30
9/30㈭まで（休診日除く）　 市内実

施歯科医療機関（通知・春日部市保健セン
ター・市WEBで確認を）　※要予約　
4/2～9/30に40歳・50歳・60歳になる
市内在住者　※10/1㈮～令和4年4/1㈮
に上記年齢になる後期対象者へは、9月下
旬に通知（10/1㈮～令和4年1/31㈪実施）　
500円　自己負担金免除対象者（受診

時に必要な物）…生活保護受給者（受給証）、
市民税非課税世帯に属する人（無料券　※
受診日までに要申請）　 5月下旬に対象
者宛て郵送した通知書（封筒）と健康保険
証など本人確認ができるもの　 同セン
ター（☎736-6778）

埼玉県後期高齢者医療
健康長寿歯科健診31

7/1㈭～令和4年1/31㈪　 昭和20
年4/2～昭和21年4/1に生まれた人、昭
和15年4/2～昭和16年4/1に生まれた人
で後期高齢者医療被保険者証を持っている
人　 6月下旬に対象者へ送付する受診案
内で確認を　 埼玉県後期高齢者医療広
域連合給付課（☎833-3130）

在宅歯科医療推進窓口
～自宅で歯科診療や口

こうくう

腔ケアを32
相談時間…㈪～㈮（㈷・年末年始を除く）　

10:00～15:00　 県では、歯科衛生士が
歯科診療や口腔ケアの相談に応じ、通院困
難な人には自宅に伺う歯科医師を紹介する
相談窓口を設置　 相談窓口…春日部地
区在宅歯科医療支援窓口（☎
090-2253-8020）　※制度
全般の情報は、埼玉県歯科医
師会WEBで

小児慢性特定疾病医療費
支給継続申請33

6/14㈪～7/30㈮（㈯㈰㈷を除く）　
春日部保健所　 現在受給者証を持って
いて、引き続き治療が必要な20歳未満の
人の保護者　 申請書、医療意見書、健
康保険証の写し、健康保険証の被保険者の
市町村・県民税課税（非課税）証明書（令
和3年度分）　 同所（☎737-2133）

「ダメ。ゼッタイ。」普及運動34
6/20㈰～7/19㈪　 麻薬・覚醒剤・

大麻・危険ドラッグなどの薬物乱用は、個
人の問題にとどまらず社会全体に計り知れ

ない危害をもたらす。薬物乱用は自分の人
生だけでなく、家族や友人の人生までも
狂わせる。「ちょっとなら…」といった甘い
考えは命取り。薬物乱用は1回でも「ダメ。
ゼッタイ。」。薬物で困っている人は、相談
を　 春日部保健所（☎737-2133）

趣味・教養

子どもT
テレビ

V番組制作体験講座35

7/10㈯　13:00～16:00　 教育セン
ター　 スタジオでのテレビ番組制作体
験、テレビ局の人によるニュース番組がで
きるまでの解説　 市内在学の小学3年
生～中学生　20人（申し込み順。小学6年
生までは要保護者送迎）　 6/8㈫～30
㈬（休所日を除く）の9:00～17:00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

市民活動のための
「今から始めるSNS活用講座」36

6/26㈯　14:00～16:30　 ふれあい
キューブ4階ぽぽら春日部　 市民活動を
伝えるためのフェイスブックやインスタグ
ラムなどの活用方法　 市民活動に関心
がある人　 6/1から直接、または電話で
同施設（☎731-3550）へ

男女共同参画セミナー37
6/27㈰　14:00～16:00　 ハーモ

ニー春日部　 男女共同参画の視点から
考える地域防災　 市内在住者　40人（申
し込み順）　 筆記用具　 6/6㈰から直
接、または電話で同施設（☎731-3333）へ

郷土資料館　展示解説講座
「春日部の板

い た び

碑」38
7/3㈯　13:30～15:00　
教育センター　 郷

土資料館学芸員が新収蔵
品展出展の板碑を中心
に、市内の中世板碑の状
況を解説　 50人（申
し込み順）　 6/15㈫
から直接、または電話で
同センター1階同館（☎
763-2455）へ

かすかべ探訪　かすかべ野外美術館
～春日部駅東口彫刻めぐり～39

6/26㈯　9:30～12:00　 ぷらっと
かすかべ（集合・解散）　 10人（申し込
み順）　 6/6㈰の9:30から電話で同施設

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

▲ 中世の板碑
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（☎752-9090）へ
定期観光案内　梅雨明けも間近!
～古隅田川から春日部八幡神社へ散策～40

6/30㈬　10:00～12:00　 ぷらっと
かすかべ（集合）、八木崎駅（解散）　 10
人（申し込み順）　 6/9㈬の9:30から電
話でぷらっとかすかべ（☎752-9090）へ

かすかべ探訪41

10:00～12:00　 教育センター　
各15人（申し込み順）　 各100円　
申込開始日の9:30から電話でぷらっとか
すかべ（☎752-9090）へ

生涯学習市民塾（前期）42

生涯学習人材情報登録者が講師となり、
趣味や暮らしに役立つ学習会を実施
①実例に基づいた英語のやさしい表現を
覚えて英会話を楽しむ… 7/1㈭・8㈭　
13:30～15:30（全2回）　 教育センター　
20歳以上　15人　 400円　②真の

「終活」について～幸せの根源を求め、今を
精一杯生きる喜びと楽しさをお伝えします
～… 7/2㈮・9㈮　14:00～15:15（全2
回）　 教育センター　 20歳以上　15
人　③ふわふわ粘土教室… 7/3㈯・10
㈯・24㈯　13:30～15:30（全3回）　
教育センター　 小学生以上　15人（保護
者含む。小学3年生以下は要保護者同伴）　
木工用接着剤、竹串、作品持ち帰り用

の袋　 1回当たり千円　④のばして楽し
い手作りピザ、パン♪… 7/7㈬・21㈬　
9:30～11:30（全2回）　 粕壁南公民館　

20歳以上　6人（親子での参加可）　
エプロン、手拭き用タオル、マスク　 1
回当たり1,800円　⑤気軽に絵手紙～いつ
でも誰でもすぐかける～… 7/7㈬・14㈬　
9:30～11:30（全2回）　 幸松地区公民
館　 20歳以上　6人　 ピーマン（写真
不可）1個、新聞紙1枚、筆洗用の紙コップ
2個、ティッシュペーパー　 500円　⑥
やってみよう!!自

じきょう
彊術～自粛で衰えた筋力

を取り戻そう～… 7/8㈭・15㈭・22㈷　
13:30～15:30（全3回）　 武里地区公民
館　 20歳以上　15人　 動きやすい
服装、敷物（厚手のバスタオル、キッチン
マットなど）、靴下（あれば5本指のもの）、
飲料水　⑦「介護」「お金」「終活」について
知っておこう… 7/11㈰・25㈰、8/1㈰　
13:30～15:30（全3回）　 教育センター　
20歳以上　15人　 電卓（7/25のみ）　
300円　⑧小学生プログラミング体験講

座… 7/11㈰、8/1㈰　13:30～15:30（全
2回）　 教育センター　 小学4年生以
上　10人　 1回当たり100円　⑨三原色
による本格的透明水彩を学ぼう… 7/11
㈰・25㈰　14:30～16:30（全2回）　
正風館　 15人　 水彩画絵の具、筆（複
数本）、スケッチブックまたは画用紙（なる
べく水彩画用紙「ワトソン紙」）　⑩ダンスに
挑戦しよう! ～全身をつかって心も体もリ
フレッシュ～… 7/11㈰・25㈰　13:30
～15:30（全2回）　 春日部コミュニティ
センター　 小学1年生以上　15人　
室内用シューズ、タオル、飲み物　⑪声出し・
脳トレ・朗読講座… 7/13㈫・20㈫・27
㈫　13:30～15:30（全3回）　 教育セン
ター　 おおむね50歳以上　12人　
飲料水　 千円　⑫太極拳入門… 7/16
㈮・30㈮、8/6㈮　13:30～15:30（全3
回）　 春日部コミュニティセンター　
20歳以上　15人　 上履き（靴下での実
施も可）、動きやすい服装、飲料水　⑬片
付けのポイント～ポイントを知って片付け
力を上げましょう～… 7/21㈬・28㈬、
8/4㈬　13:30～15:30（全3回）　 豊
野地区公民館　 20歳以上　10人　
200円　⑭健康体操でコロナ禍をのり切ろ
う!… 7/24㈯・31㈯　13:30～15:30
（全2回）　 豊春地区公民館　 20歳以

上　15人　 タオル2枚、輪ゴム10本、
飲み物　⑮民話の世界～春日部編～…
7/25㈰、8/29㈰　13:30～15:30（全2回）　
教育センター　 20人

共通事項… 市内在住・在勤・在学者（申
し込み順）　 筆記用具　 6/9㈬の9:00
から（休所日を除く）直接、または電話で
教育センター3階視聴覚センター（☎763-
2425）へ

夏の音楽鑑賞会「矢
や じ ま

島彩
あや

バイオリン ソロ リサイタル」43
7/11㈰　14:00

～ 1 6 : 0 0（開場
13:30）　 中央
公民館　 バイオ
リン奏者 矢島 彩氏
とピアノ伴奏によ
るリサイタル　
175人　 6/12

㈯の8:30から同館で整理券（1人2枚まで）
を配布　 同館（☎752-3080）

教科書展示会44
6/15㈫～30㈬　9:30～16:30（㈰を

除く。㈯は12:00まで）　 春日部中学校　
指導課（☎763-2448）
埼玉県立大学公開講座「科学折り
紙入門:立体構造はじめの一歩」45

7 /17㈯・24㈯・31㈯　13 :30 ～
14:30（全3回）　 オンライン（Z

ズ ー ム
oom）　

科学折り紙の基本的な制作方法を知
り、結晶構造の例としてダイヤモンド構造
の折り紙モデルを制作　 中学生・高校
生　10人（申し込み順）　 7/5㈪まで
に、 WEB 応募フォーム（2
次元コード）へ　 地域産学
連携センター（☎048-973-
4114）

埼玉県立大学一般公開講座「損なわれた
関係を正し修復するRJ対話 体験会」46

7/4㈰　13:30～16:30　 オンラ
イン（Zoom）　 20人（抽選）　 千円
6/20㈰までに、 WEB 応募フォーム

（2次元コード）へ　※結果は
応募者全員に通知　 地域
産学連携センター（☎048-
973-4114）

スポ・レク

健康づくりのつどい47

※フ…フラバレーボール　ビ…ビーチ
ボールバレー　な…なわとび　さ…さい
かつぼーる　ミ…ミニテニス　卓…卓球　
ソ…ソフトバレーボール　ペ…ペタンク
19:00～20:30　 市発祥のフラバレ

―ボール（おにぎり型の軟らかいボールを
使ったバレーボール形式のニュースポー
ツ）他、子どもから高齢者まで誰でも楽し
める軽スポーツ・ニュースポーツの実技指
導　講師…スポーツ推進委員　※かすか
べ健康マイレージスタンプカード対象事業　
小学4年生以上の市内在住・在勤・在学

者　40人（先着順。小学生は要保護者同伴）　
運動のできる服装、体育館履き、タオル、

飲み物　 不要。当日会場へ　 スポー
ツ推進課（☎763-2446）

太極拳クラス48
毎週㈯　14:30～15:30　 ウイング・

ハット春日部　 穏やかな円の動きと、呼
吸を意識しながら太極拳の知識と技術を習
得　 中学生以上　20人（申し込み順）　
6千円（10回）　 運動しやすい服装、

屋内用シューズ、タオル、飲み物　 直接、
または電話で住所・氏名・年齢・電話番号
を同施設（☎733-7575）へ

とき 内容 申込開始日

7/1㈭ 須
す が
賀 芳

よしろう
郎先生の歴史講演

会「かすかべの歴史余話」 6/8㈫

7/15㈭ 文化財マップ講座（富多・
倉常・芦橋・木崎編） 6/10㈭

とき ところ 内容

6/5㈯
上沖小 フ・ビ・な
牛島小 フ・ビ・さ
藤塚小 フ・ビ・さ・ミ・卓

6/12㈯
上沖小 フ・さ・な
武里小 フ

6/19㈯

上沖小 フ・ペ・な
内牧小 ソ
牛島小 フ・ビ・さ
藤塚小 フ・ビ・さ・ミ・卓

6/26㈯
上沖小 フ・ビ・な
内牧小 ソ
武里小 フ

7/3㈯
牛島小 フ・ビ・さ
藤塚小 フ・ビ・さ・ミ・卓

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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●新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に活用を

伝言板
～市民からの催し物案内、サークルの会員募集～

みんなの

初めての書道教室
～家庭倫理の会越谷 秋津書道会
6/20㈰　10:00～12:00　

正風館　 講話および実技で優
しく教える　 20人　 6/13
㈰までに、電話で佐

さ と う

藤（☎ 746-
6602）へ

初心者・初級者 ボウリング教室
～春日部市ボウリング連盟
6/21～7/26の毎週㈪　10:00

～12:00（全6回）　 春日部
ターキーボウル　 市内在住・在
勤者　15人（申し込み順）　 1回
800円　 6/1～18㈮に、電話で
坪
つ ぼ い

井（☎ 090-4841-1777）へ
初心者剣道教室～春日部剣道会
6/5～26の毎週㈯　14:30～

16:30（1日のみの参加可）　 粕
壁小学校　 剣道体験　 3
歳以上　 電話、またはメールで

二
に た

田（☎ 080-3393-5661、
kei.729.2102@gmail.com）へ

気
き ら く

楽会春日部支部
毎週㈫　13:30～15:00　

市民武道館　 認知症と転倒
予防のための気功運動　 齊

さいとう

藤
（☎ 738-8667）

お越しください

参加しませんか

仲間になりませんか

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 新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触した
可能性について通知を受け取ることができます。
詳しくは、下記厚生労働省WEBWEBWEBWEB、埼玉県WEBWEBWEBWEB

をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の
拡大防止に活用しましょう

厚生労働省
新型コロナウイルス
接触確認アプリ
（C

コ コ ア
OCOA※）

※COCOA…COVID-19 Contact-Confi rming Application

埼玉県L
ラ イ ン
INEコロナ

お知らせシステムこのコーナーに掲載を希望する人は、掲載希望月の前々月20日までに掲載依頼書を市
役所3階シティセールス広報課、または庄和総合支所２階総務担当へ提出してください。
掲載依頼書は上記窓口で配布している他、市WEBWEBWEBWEBからダウンロードもできます。掲載
にはいくつか条件があるほか、掲載制限があります。詳しくは市WEBWEBWEBWEBをご覧ください。

掲載依頼の詳細は、
市WEBWEBWEBWEBへ▶

相談名／内容 とき／ところ／対象／申し込み／問い合わせ

市民相談
㈪～㈮　9:00～12:00、13:00～16:30　 市役所別館1階市民

相談室（電話相談可）　※新型コロナウイルス感染防止のため、電話
相談の利用を　 同相談室（内2855）

法律相談　
年度一人1回までの
利用（来庁の上、別室
での電話相談可）

市
㈭　※7/22㈷を除く　13:20

～16:25　
市民相談室（内2855）へ

庄
6/9㈬・30㈬、7/14㈬・28㈬

13:20～16:25　 庄和総合
支所総務担当（内7017）へ

登記相談
（来庁の上、別室での
電話相談のみ）

市
6/16㈬、7/21㈬　13:00

～16:00　 前日までに市民
相談室（内2855）へ

庄
6/2㈬、7/7㈬　13:00～

16:00　 前日までに庄和総
合支所総務担当（内7017）へ

行政相談
（来庁の上、別室での
電話相談可）

市
6/21㈪、7/19㈪　13:00

～16:00　
市民相談室（内2855）

庄
6/16㈬、7/21㈬　13:00

～16:00　 庄和総合支所総
務担当（内7017）

マンション管理相談 7/6㈫　13:30～16:30　 市役所別館1階相談室
6/25㈮までに、住宅政策課（内3620）へ

人権相談
人権擁護委員による
相談

①6/2㈬、7/28㈬　②6/4㈮　10:00～15:00（相談時間30分程度）
①市役所別館1階相談室　②庄和総合支所2階相談室
総務課（内2418）

税務相談　当面の間、電
話相談（予約制）で実施

6/14㈪、7/12㈪　10:00～12:00、13:00～15:00（相談時間30分）
各相談日の前週㈭までに、市民税課（内2314）へ

消費生活相談
契約問題、悪質商法、
クーリングオフ、多重
債務などに関する相談

㈪～㈮　10:00～12:00、13:00～16:00
市役所別館3階消費生活センター（電話相談）
同センター（内2830）

土地・建物不動産相談
（来庁の上、別室での
電話相談可）

6/9㈬、7/14㈬　13:00～16:00　 市役所別館1階相談室
埼玉県宅地建物取引業協会埼葛支部（☎ 0480-31-1157）

行政書士相談　
（来庁の上、別室での
電話相談可）

6/15㈫、7/20㈫　13:30～16:00　 市役所別館1階相談室
埼玉県行政書士会春日部支部（☎ 812-5092）

弁護士相談 第2・第4㈮　13:00～16:00　 あしすと春日部2階社会福祉協
議会　 当月1日から、同施設（☎ 762-1081）へ

年金相談　
（来庁の上、別室での
電話相談可）

6/22㈫、7/27㈫　13:30～16:30　 市役所別館1階相談室
埼玉県社会保険労務士会春日部支部（☎ 734-3531）

女性総合相談
女性相談員による相談

㈪㈫㈬㈮　10:00～15:00
ハーモニー春日部（電話相談可）　 同施設（☎ 731-3333）へ

女性のカウンセリン
グ相談　女性カウン
セラーによる相談

第1～第3㈯　12:00～16:00
ハーモニー春日部
同施設（☎ 731-3333）へ

女性のからだ・
母乳・育児相談　
女性保健師による相談

㈭　13:00～16:00　 ハーモニー春日部（電話相談可）
同施設（☎ 731-3333）へ

女性のための法律相談
女性弁護士による相談

第4㈯　13:00～16:00　 ハーモニー春日部
当月1日から、同施設（☎ 731-3333）へ

男性のための相談
男性産業カウンセラー
による相談

6月のみ第2㈰　※通常は第1㈰　13:00～16:00　 ハーモニー
春日部（電話相談可）　 前月1日から、同施設（☎ 731-3333）へ

就職相談
（主催・埼玉県）
年齢不問の相談

6・7月の毎週㈫㈬　10:00～16:00（相談時間45分）　 ㈫…東
部地域振興センター、㈬…ふれあいキューブ　 年齢不問（申し込み
順）　 ㈪～㈮（㈷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（☎ 049-265-5844）へ

相談名／内容 とき／ところ／対象／申し込み／問い合わせ

教育相談
心配事や悩み事を抱
える幼児・児童・生徒
とその保護者を対象
に行う相談（電話相
談可）

㈫～㈮　9:00～19:00、㈯㈰　9:00～17:00
教育センター2階教育相談センター
同センター（☎ 0120-88-4266、☎ 763-2220）

㈪～㈮　9:00～16:00、第2・第4㈯　9:30～11:30
庄和南公民館内教育相談センター庄和分館「すくすく」
同館（☎ 745-1700）

こども電話相談
学校生活や友達のこ
とで悩んでいる児童・
生徒を対象に行う相談

㈫～㈮　9:00～19:00、㈯㈰　9:00～17:00
教育センター2階教育相談センター
同センター（☎ 0120-24-8466）

家庭児童相談
家庭児童相談員によ
る児童（0歳～18歳
未満）および保護者
などからの家庭や学
校生活に関する不安
や悩みの相談（電話
相談可）

㈪～㈮　※6/16㈬・28㈪を除く　10:00～17:00　 市役所1階
家庭児童相談室　 同相談室（内2581）、こども相談課（内2766）

㈬㈭・第3㈰　※6/24㈭・30㈬を除く　10:00～17:00　 エンゼ
ル・ドーム　 同施設（☎ 755-8190）、こども相談課（内2766）

㈮　※6/18㈮・25㈮を除く　10:00～17:00　 グーかすかべ
同施設（☎ 754-9140）、こども相談課（内2766）

㈪　※6/7㈪を除く　10:00～17:00　 スマイルしょうわ
同施設（☎ 718-0088）、こども相談課（内2766）

児童センター
子育て相談
児童センター職員に
よる児童（0歳～18
歳未満）の子育てに
関する不安や悩みの
相談、および児童か
らの相談

㈪～㈮　10:00～18:00　 エンゼル・ドーム
同施設（☎ 755-8190）

㈪～㈮　10:00～20:00　 グーかすかべ
同施設（☎ 754-2815）

㈪～㈮　10:00～18:00　 スマイルしょうわ
同施設（☎ 718-0300）

子育て電話相談
しつけ、食事など子
育てに関する助言、
指導（電話相談）

㈪～㈮　10:00～16:00　 各保育所　 12面参照

子育て相談
子育てに関して悩み
事を抱える保護者を
対象に行う相談（電
話相談可）

㈪～㈯　10:00～16:00　 春日部子育て支援センター
同センター（☎ 754-2201）

㈪～㈮　9:00～16:00、㈯　13:00～16:00
庄和子育て支援センター　 同センター（☎ 747-2321）

ことばの教室
「気軽に相談日」
就学前の子どもの言葉
の悩みに関する相談

第3㈯　10:00～16:00　 あしすと春日部2階
平日の9:30～10:00、16:00～16:30に同施設（☎ 762-1080）へ

健康相談
保健師、栄養士によ
る生活習慣病などの
相談、血圧測定など

随時　 ふれあいキューブ6階春日部市保健センター
電話で同センター（☎ 736-6778）へ

まちかど健康相談
保健師、栄養士による
健康相談、血圧測定 

①6/9㈬　11:00～14:00　②6/18㈮　9:30～11:30　③6/23㈬　
10:30～13:30　 ①武里大枝公民館　②市役所1階ロビー　③幸松
地区公民館　 不要　 春日部市保健センター（☎736-6778）

こころの健康相談
6/10㈭・17㈭・24㈭　　
ふれあいキューブ6階春日部市保健センター
精神疾患やこころの悩みがある人、その家族など
各前日までに電話で同センター（☎ 736-6778）へ

心の相談
臨床心理士による相談

第2・第4㈮　9:00～12:00　 あしすと春日部2階社会福祉協議会
当月1日から、同施設（☎ 762-1081）へ

ところ 対象・定員とき 申し込み 問い合わせ
市…市役所別館1階相談室で行う相談
庄…庄和総合支所2階相談室（行政相談は1階イベント・情報コーナー）で行う相談

ボランティアの皆さんの協力でテープやCDに録音した「声の広報かすかべ」を貸し出しています。
視覚障がいのある人はぜひご利用ください。

問い合わせ／
障がい者支援課（内線2545）

市などで行われている無料
相談です。相談日は閉庁・
休館日などを除きます。そうだん
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●新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に活用を

　今回は、4/22に46件目の市の文化財に指定された「木
も く ぞ う こ じ ま し ょ う え も ん ま さ し げ ざ ぞ う

造小島庄右衛門正重坐像」を紹介します。
　小島庄右衛門正重は、江戸時代の寛永年間（1624年～1645年）に、木崎新田や永沼新田の検地に関わるなど、庄内領の開発を進めたことで広く知
られています。また、江戸幕府の勘

かんじょうがしら

定頭である伊
い な

奈 忠
ただはる

治の家臣でもあり、親戚でもあったといわれています。
　このたび、文化財に指定された坐像は、像の高さが49.5センチメートルで、厨

ず し

子（仏像や
教典などを安置するための仏具）の中に納められていました。
　台座の裏面には、「宝永八辛卯四月吉日　江戸中橋南伝馬町一丁目　大仏師広瀬十助作（花
押）」（写真参照）と墨書きされていることから、小島庄右衛門正重が没したとされる寛文8
（1668）年から43年後の宝永8（1711）年に造られたと考えられています。
　このように、像の製作年や製作者が明らかで、全体的に姿や形が整っている貴重な有形文
化財であるとともに、郷土の開発に功績のあった人物の彫像として歴史的価値の高い資料と
評価されました。
　なお、7/7㈬まで、指定された本像を教育センター1階郷土資料館で開催する「新収蔵品展」
で展示していますので、ご覧になってみてはいかがでしょうか。 ▲木造小島庄右衛門正重坐像

問い合わせ／文化財保護課（内線4834）

▲  台座銘-裏の墨書書き

かすかべの文化財 vol.19 ―新指定文化財の紹介―

6・7月の
◎ 休日当番医は、急な発熱などの急病やけがを診療するための初期救急です
◎ 急患および夜間診療を受診する際には、病状をお尋ねしますので、必ず電話をしてからお越しください

都合により変更する場合がありますので、電話で確認の上お越しください　
診療時間…9:00～ 12:00、14:00 ～ 17:00
受付時間は医療機関により異なりますので、電話の際にお問い合わせください

医療機関受診時の処方箋
せん
を必ずお持ちください

受付時間…9:00 ～ 12:00、14:00 ～ 17:00

休 日 当 番 医

休日当番薬局

携帯電話やパソコンで
AEDの設置場所を確認！

公共施設などに、AED（自動体外式除細
動器）が設置されています。市内の設置
場所は、携帯電話やスマートフォン、パ
ソコンから検索ができます。

オラナビAED

日 系統 医療機関名 科　目 薬　局　名

7
／
11
（日）

内科系
いまいクリニック

（上蛭田631-2 コモディイイダ2階）
☎755-7676

内、皮
マリブ調剤薬局
☎752-8855
やはら薬局
☎795-6437
稲垣薬局
春日部店

☎812-7038

小児科系 岩本小児科医院（谷原3-12-1）
☎795-8796 小、アレルギー

外科系 梅原病院（小渕455-1）
☎752-2152 外、胃

7
／
18
（日）

内科系 成松医院（上蛭田64-1）
☎763-5211 内、神経内

池田薬局
☎761-3730小児科系 いぶきこどもクリニック（大枝309）

☎735-0854 小

外科系 分娩館医院（備後西5-4-28）
☎739-3883 産

7
／
22
（祝）

内科系 山本内科医院（牛島956-1）
☎755-7500 内、循 ポピー薬局

牛島店
☎762-0760
さくら薬局
春日部藤塚店
☎812-4340
みき薬局

☎763-1325

小児科系
おかだこどもの森クリニック

（藤塚1225）
☎745-7722

小、アレルギー

外科系
わかば耳鼻咽喉科クリニック
（中央1-11-4 清興ビル2階）

☎763-0908
耳、咽喉

7
／
23
（祝）

内科系 大川医院（備後西3-1-5）
☎734-3121 内、消、循

飛鳥薬局
春日部店

☎812-7641
小児科系 浜崎医院（備後西3-8-57）

☎745-6000
内、小、皮、胃、

循、呼、アレルギー、
リウマチ、リハビリ、放

外科系 かすかべ整形（粕壁東2-1-35）
☎760-2551

整、リハビリ、
リウマチ

7
／
25
（日）

内科系 ほそや内科医院（下大増新田261-5）
☎733-5200 内、循 オリーブ薬局

☎745-5010
クラフト薬局
春日部永沼店
☎745-2301

小児科系 ファミリークリニックまの（千間1-59-5）☎736-5155 小、内、皮

外科系 舘浦整形外科医院（永沼2229-1）
☎746-4832 整、リハビリ

日 系統 医療機関名 科　目 薬　局　名

6
／
6

（日）

内科系 脳神経内科・内科もてぎ医院（中央8-8-9）
☎737-5151 脳内、内、脳外

あいあい薬局
☎739-5050

小児科系 宇野クリニック（粕壁1-6-5-2階）
☎760-3711 内、小、整

外科系
正仁堂整形外科クリニック
（南中曽根1070）
☎738-0641

整

6
／
13
（日）

内科系
悠翔会在宅クリニック春日部

（中央1-51-12 ハルキヤビル2階）
☎878-8258

内 薬局
キューピー・
ファーマシー
セントラル店
☎754-0569

小児科系 関根医院（新宿新田226）
☎746-7211 内、小

外科系 桜井整形外科（増富96-3）
☎761-6629 整、リハビリ

6
／
20
（日）

内科系
かすかべ消化器内科クリニック
（谷原新田2177-1）
☎796-0230

内、消内
わかば薬局
中央春日部店
☎884-8190小児科系 安達医院（栄町3-287）

☎761-6398 内、小

外科系 五百木整形外科医院（中央5-5-19）
☎736-9977 整

6
／
27
（日）

内科系
有賀内科クリニック

（中央1-4-6 オガワ第3ビル2階）
☎760-2703

内、呼、
アレルギー

薬局
キューピー・
ファーマシー
☎793-7848
みき薬局
西口駅前店
☎755-7811

小児科系 豊春内科小児科クリニック（上蛭田681）
☎760-2300 内、小

外科系
さくら皮フ科

（中央1-1-1 TK春日部ビル4階）
☎760-4112

皮、形成外

7
／
4

（日）

内科系 黄川田医院（小渕690-2）
☎752-8872

耳、咽喉、
皮、小、内

セイムス
谷原薬局

☎753-3507
小児科系 ゆりのき医院（谷原1-16-20）

☎752-3535 小

外科系 松浦婦人科専門クリニック（一ノ割1-5-1）
☎735-7851 婦

夜間・休日昼間の急病
市立医療センター　急患診療

☎735-1261
　市立医療センターは、原則として緊急
な入院や手術を必要とする人を対象に
救急医療を提供しています。
●夜間（毎日）、㈯㈰㈷㉁の昼間
　診療科目…内・外科系
※必ず電話をしてからお越しください

子どもの平日夜間の急病
春日部市小児救急夜間診療所

☎736-2216
　翌日までに緊急な診療が必要な人の
ために、診療を行います。
●診療科目　小児科
　（内科系疾患・0歳児～中学校卒業まで）
●㈪～㈮の夜間（㈷㉁、年末年始を除く）
　診療受付時間…19:00～22:00
●場所　中央6-7-2（市役所第二別館1階）
※必ず電話をしてからお越しください

救急相談（24時間・毎日）
　急な病気やけがの際に、家庭での対処方法や医療機関への受診の必要性について、
相談に応じるとともに医療機関の案内をします。

【埼玉県救急電話相談】
●看護師に電話で相談
●#7119または☎824-4199
 （ダイヤル回線、IP電話、PHS）
 音声ガイダンスに従ってください。
※ 看護師によるアドバイスは、医療行為ではありませ
ん。相談者の判断の参考としてもらうものです

【埼玉県AI救急相談】
●チャット形式で相談
●「埼玉県AI救急相談」で検索

※ 表示される結果は、検査や医師の診断によるもの
ではありません。自己責任において医療機関への
受診や救急車の利用を判断してください

●かすかべ今昔絵巻

献血 血液が不足しています。ご協力をお願いします。
日程は、市WEBWEBWEBWEB 、ツイッター、安心安全情報メール「かすかべ」で確認を。

問い合わせ／
健康課（内線7513）

192021年6月号 No.190かすかべ情報



春日部市の世帯数と人口（5/1現在）　
●世帯数　108,990世帯　　●人口　233,215人（前月比70人増）　　男　115,744人　　女　117,471人

新型コロナウイルス関連情報　掲示板

　春日部市では、春日部市医師会・春日部市薬剤師会と連携し、ワクチン
接種を進めています。当面は、ワクチン供給量は不安定な状況が続くと予
想されます。そのことから、通常の医療を混乱させることなく、ワクチン
接種を計画的に進めるため、集団接種会場で接種を進めています。

●クーポン券の発送状況について
　国からの当初のワクチン供給量が想定よりも少なかったことから、予約
の混乱を避けるため、5歳刻みの年齢区分（年齢区分は令和4年3月末時点
で判断）に分けてクーポン券を発送しています。

　まだクーポン券が届かず、ご心配をお掛けしていますが、下表を参照の
上、今しばらくお待ちください。市では、希望される全ての市民の皆さん
が接種できるよう準備をすすめ、ご案内していきます。

●接種会場について
　会場は谷中小記念館、イオンモール春日部などの16会場があります。1
日当たり3～4会場程度で実施していきます。

　この情報は5/20現在の情報です。ワクチン供給状況などによって変更
することがあります。

受診先の確認・受診を迷う場合
埼玉県受診・相談センター
☎762-8026　 FAXFFFAAAFAFFFAFAFAFFFAF XXX 816-5801
受付時間／㈪～㈰・㈷　9:00～17:30

最新情報はこちらから
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本紙
に掲載の市主催・共催イベントが中
止・延期となる場合がありますので、
事前に市WEBWEBWEBWEBを確認してください

春日部なう
～市民課・国民健康保険課 窓口混雑情報サイト～
　インターネットから、窓口の混雑状況が
リアルタイムで確認できます。来庁時の参
考にしてください。

ビジネスサポート応援給付金（感染防止対策分）
問い合わせ／勤労者会館 ☎ 752-1662、商工振興課 ☎ 797-8029（内線7757）

　埼玉県の「営業時間短縮」要請に応じ、「埼玉県感染防止対策協力金」を受
給した飲食店等の事業者を対象に、ビジネスサポート応援給付金（感染防
止対策分）を上乗せ支給しています。
　申請期間は6/21㈪まで。該当する事業者は速やかに申請をお願いします。
支給額…1店舗当たり10万円
申し込み…電子申請または郵送で〒344-0061 粕壁6615-7 勤労者会館
へ。詳しくは市WEBWEBWEBWEBで

感染症対策としての家庭ごみの捨て方
問い合わせ／リサイクル推進課（内線7737）

　鼻水などが付着したマスクやティッシュは、直接触れないようにしてご
みに出しましょう。特に、吐しゃ物をごみとして捨てる際は、紙や布など
へ十分に染み込ませ、袋を2重以上にして捨てましょう。

② ごみ袋はしっかり
縛って封をする

① ごみに直接触れない ③ ごみを捨てた後は
せっけんで手を洗う

※ ごみ箱にごみ
袋をかぶせ、
いっぱいにな
る前に封をし
ましょう

※ ごみ箱にごみ

●ワクチン接種した人へ ー2回目の予約をしましょうー
　1回目の接種を終えた後から、2回目分を予約することができます。予約
方法は1回目と同じです。
●最新情報を知るには…
　予約開始などの最新情報は、市ホームページ、安心安全メールなどで随
時お知らせしています。また、各公民館の掲示物でも確認できます。自分
に合った媒体で情報を入手してください。
●ご注意ください！
　予約コールセンターの電話は有料のナビダイヤルを使用しています。音
声ガイダンス後の待ち時間が長い場合、しばらく時間をおいてからかけ直
してください。

　緊急事態宣言により「営業時間短縮」を余儀
なくされ、経営上大きな影響を受けた市内飲
食店を短期的・集中的に支援し、事業の継続
および市内経済の活性化につなげるため、春
日部市プレミアム付電子食事券（プレイート）
を販売します。
購入方法…事前申し込みによる抽選　
※詳しくは特設WEBWEBWEBWEBへ
商品券有効期限… 8/23㈪～令和4年2/6㈰

販売額…1口6千円相当の食事券を4千円で販売
購入限度口数…1人5口まで　
※1世帯上限25口
取扱加盟店舗…事業に参加した市内飲食店など

抽選申し込み
申込期間…6/21㈪～7/5㈪　正午まで
申し込み方法…特設WEBWEBWEBWEBで
結果発表…当選者に個別に郵送で通知

取扱加盟店の募集
対象店舗…保健所の営業許可を受けている市
内店舗（テイクアウト・デリバリー専門飲食店
事業者、その他埼玉県感染防止対策協力金を受
給した事業者も可。※コンビニ・スーパーを除く）
※ 詳しくは、春日部市プレミアム付電子
食事券（プレイート）事務局コールセン
ター（☎ 048-228-0063）、または特
設WEBWEBWEBWEBへ

　 問い合わせ／商工振興課（内線7755）

春日部市プレミアム付電子食事券（プレイート）を販売

5月20日時点での状況
6,260人が接種済み　※65歳以上の接種率約8.3%

年齢区分 クーポン発送　 接種状況
90歳以上 4/16 5/3～

85～89歳 4/27 5/12～

80～84歳 5/12 5/17～

今後のスケジュール
年齢区分 クーポン発送　 　接種時期

75～79歳 6月上旬 6月（予定）

70～74歳 6月中（予定） 6月（予定）

65～69歳 6月中（予定） 6月（予定）

64歳以下のうち
基礎疾患のある人
高齢者施設従事者

7月上旬 7月以降

64歳以下 供給量次第 供給量次第

新型コロナウイルスワクチン接種情報
問い合わせ／新型コロナウイルスワクチン接種担当（内線3675）

20 2021年4月号 No.190 フェイスブックLINEツイッター
●新型コロナウイルス関連情報　掲示板
●春日部市プレミアム付電子食事券（プレイート）を販売新型コロナウイルス関連情報
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