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集団接種会場では職員のサポートで2回目予約もスムーズに！

フラバレーを知ろう！やろう！楽しもう！

詳しくは2・3面をご覧ください

特集

　ワクチン接種の進み具合はワクチンメー
ターで見える化しています。市ホームページ
や市役所1階市民課窓口のモニターなどで見
ることができます！

※画面は6/20現在の数値です
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Ｑ　バレーボールとの違いは？
Ａ　「フラバレーボール」の最大の特徴は、「ふらば～る」というボー
ルを使うことです。おにぎり型に変形しているため、まっすぐ飛ば
ず、スピードもあまり出ないので、バレーボールにはない面白さが
あります。サーブを打つ時に、前方に出てくることができるので、
初心者もすぐにゲームに参加できます。

Ｑ　どんな人におすすめ？
Ａ　あまり運動をしたことがない人や初心者でも、気軽に参加で
きるため、どなたにもおすすめです。また、ママさんバレーボール
やソフトバレーボールをやったことがある人は始めやすいです。

どんな競技なの？

フラバレーボールQ&A

知ろう！

●選手は、各チーム6人
●コートはバドミントンダブルス用コート1面分
●ラリーポイント制で2セット先取したチームの勝利（1セット15点）
●  サービスは後列中央の選手が、ハーフラインを踏みながらアンダー
ハンドで打つ

●ボールを受けたら必ず３回目で相手コートに返す
　（返球するまでボールに触れるのは一人1回）
●コート前方からの鋭角アタックはできない

※色はピンクと黄色の2色展開です
※ 「ふらば～る」は（公財）日本レクリエーション協会で作
成しているものです

基本ルール

ふらば～るの特徴ふらば～るの特徴

30センチメートル

　おにぎり型をした軟らかいビニール製の
ボールです。この形のおかげで打つとカーブ
しながら飛んでいくため、予想外のところに
着地したりします。大きさは2つのサイズ（60・
30センチメートル）があり、フラバレーボール
では、30センチメートルのものを使用します。

スポーツ推進委員協議会
荒井会長

　考案して13年たちましたが、もっ
と多くの市民に知ってもらい、幅
広い世代の人から親しまれるス
ポーツにしたいです。必ず３回で
返すところが難しさであり面白さ
です。声を掛け合って、みんなでボー
ルをつなぎましょう！

①
②

③
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　フラバレーボールをはじめ、軽スポーツ・ニュースポーツを
楽しむことができる「健康づくりのつどい」は土曜日の夜に、市
内7地区7カ所の小学校体育館で実施しています。毎週開催で
はないため、7月分の開催日時・場所は13面へ。
　スポーツ推進委員がしっかりサポートしますので、健康づく
りやフラバレーボールに興味を持った人はぜひ気軽に参加して
ください。

問い合わせ／スポーツ推進課（内線4854）

　新型コロナウイルス感染症の影響により、家で過ごす時間が増え、体を動かす機
会が減っています。春日部市には、平成20年に春日部市スポーツ推進委員協議会
が考案した「フラバレーボール」という軽スポーツがありますのでご紹介します。
　次のチェックに当てはまる人は必見です！

 体を動かすことが好き  運動不足が気になる
 仲間づくりをしたい  新しいことにチャレンジしたい

ここが面白い！
フラバレーボール

「健康づくりのつどい」で
フラバレーボール教室開催中

13面に健康づくりのつどいを掲載しています。そちらもご覧ください。

楽しもう！

やろう！

※スポーツをする際は、ソーシャルディスタンスを保つ、またはマスクを着用し、感染予防に努めましょう

体も心もリフレッシュ！

負けても楽しい！
　広報を見て参加しました。3回ちょうどで返す
ので、みんなが触れられます。一人１回しか触る
ことができないので、ちゃんと声を掛け合わない
とうまく3回で返せません。試合の勝ち負けより
も、みんなで声を掛け合ってやるのが楽しい！ 

　これまでお母さんと2人で、上沖小のフ
ラバレーに2回参加しました。今回は「楽し
いから一緒に行こうよ」ってお父さんも誘っ
てきました。会場が替わると、なんだか雰
囲気が違うなって思います。

今回はお父さんも誘って
親子3人！

も、みんなで声を掛け合ってやるのが楽しい！ 

　これまでお母さんと2人で、上沖小のフ
ラバレーに2回参加しました。今回は「楽し
いから一緒に行こうよ」ってお父さんも誘っ
てきました。会場が替わると、なんだか雰

今回はお父さんも誘って 　妻に誘われてフラバレーボールを始
めました。ルールがきつくないので、バ
レーボール初心者でも楽しめます。ボー
ルのスピードは速くないけど、けっこう
いい運動になります。今日もいい汗をか
きました。

32021年7月号 No.191S
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。



国民健康保険税は納期限内に納付を
国民健康保険は、加入している皆さんが収入
に応じて保険税を負担し、助け合う制度です。
国民健康保険の医療費は年々増加する一方、
保険税収入が伸び悩む厳しい状況です。加入者
が安心して医療を受けられるように、保険税は
必ず表1の納期限内に納めてください。
※ 令和3年度納税通知書は7月中旬に発送します
納付が困難なときは早めの相談を
会社の都合で職を失った人の保険税を軽減す
る制度があります。ハローワークで発行される

雇用保険受給資格者証を持参の上、申告の手続
きをしてください。
対象者…離職時の年齢が65歳未満で、雇用保
険受給資格者証にある「12．離職理由」欄の
コードが11・12・21・22・23・31・32・
33・34のいずれかに該当する人
※ 災害など特別な事情により納付が困難なと
きは、減免や分割納付などが認められる場
合がありますので、ご相談ください

令和3年度保険税率
国民健康保険税は表2の税率により算出して

います。①～③の各世帯員の合計額が世帯の年
間の保険税額です。なお、世帯主がその世帯の
納税義務者となります。
高齢受給者証の発送
70歳以上75歳未満の被保険者に交付されて
いる高齢受給者証の有効期限は、7/31㈯です。
8/1㈰以降から使える新しい高齢受給者証は、
7月中旬に発送します。
診療を受ける際には、必ず国民健康保険被
保険者証と高齢受給者証の両方を提示してく
ださい。

みんなで支える国民健康保険 問い合わせ／国民健康保険課（内線2789）

表2　令和3年度の保険税率

①医療保険分（※1）
賦課限度額63万円

所得割額 前年の所得から基礎控除43万円（※2）を控除した額×6.8％

均等割額 加入者1人につき　年31,900円

②後期高齢者支援金分
賦課限度額19万円

所得割額 前年の所得から基礎控除43万円を控除した額×2.05％

均等割額 加入者1人につき　年12,200円

③介護保険分（※3）
賦課限度額17万円

所得割額 前年の所得から基礎控除43万円を控除した額×1.5％

均等割額 加入者1人につき　年11,700円

※1…令和2年度に改正された地方税法施行令の限度額に改定しました
※2…合計所得金額2,400万円以下の場合
※3…40歳～65歳未満の人が対象です

表1　国民健康保険税の納期限
納期 納期限日

1期 8/2㈪

2期 8/31㈫

3期 9/30㈭

4期 11/1㈪

5期 11/30㈫

6期 12/27㈪

7期 令和4年1/31㈪

8期 令和4年2/28㈪

9期 令和4年3/31㈭

保険料は納期限内に納付を
　令和3年度分の後期高齢者医療保険料の納
付通知書を7月中旬に発送します。
　保険料は原則として年金からの引き落とし
（特別徴収）です。しかし、加入後一定期間経
過していない人や年金からの引き落としがで
きない人は、納付書や口座振替（普通徴収）で
表1の納期限日までに納めてください。口座
振替での納付を希望する人は、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・
健康保険担当に申し込んでください。
　なお、新型コロナウイルス感染症の影響に
より世帯主の収入が減少したときは、保険料
の減免が受けられる場合がありますので、納
付通知書に同封のリーフレットや市WEBWEBWEBWEBで確
認してください。

新しい保険証を7月下旬までに
送付します

　現在交付している保険
証の有効期限は、7/31㈯
です。
　8/1㈰以降は、新しい
保険証を医療機関などで
提示してください。
　有効期限を過ぎた保険証は、国民健康保険
課、または庄和総合支所福祉・健康保険担当
へ返却するか、自身で細かく断裁し、破棄し
てください。

限度額適用認定証など
　同月に、同じ医療機関の窓口で支払う額（一
部負担金）は、表2の自己負担限度額までとな
ります。事前に国民健康保険課、または庄和

総合支所福祉・健康保険担当窓口で交付申請
をして交付を受けた各種認定証を医療機関に
提示してください。
　表2の現役並み所得Ⅱ・Ⅰの人には限度額
適用認定証、低所得Ⅱ・Ⅰの人には限度額適
用・標準負担額減額認定証（食費も軽減）を交
付します。
　なお、表2の現役並み所得Ⅲおよび一般区
分の人は、医療機関で保険証を提示すること
で、一部負担金を自己負担限度額までに抑え
ることができます。

各種認定証の有効期限は7/31㈯です
　「限度額適用認定証」および「限度額適用・
標準負担額減額認定証」を持っていて引き続
き該当する場合は、8/1㈰から有効の各種認
定証を7月下旬までに送付します。
※令和3年度の保険証とは別に送付します表1　令和3年度の普通徴収の納期限

納期 納期限日

1期 8/2㈪

2期 8/31㈫

3期 9/30㈭

4期 11/1㈪

5期 11/30㈫

6期 12/27㈪

7期 令和4年1/31㈪

8期 令和4年2/28㈪

送付します

後期高齢者医療制度のお知らせ 問い合わせ／国民健康保険課（内線2782・2783）、
 庄和総合支所福祉・健康保険担当（内線7054）

表2　自己負担限度額および食事療養標準負担額（以下、食費）

区分 所得要件 自己負担限度額（1カ月当たり） 食費
（1食当たり）外来（個人単位） 外来＋入院（世帯単位）

現役並み所得Ⅲ 住民税課税所得690万円以上 252,600円+（医療費－842,000円）×1%

460円
現役並み所得Ⅱ 住民税課税所得380万円以上690万円未満 167,400円+（医療費－558,000円）×1%

現役並み所得Ⅰ 住民税課税所得145万円以上380万円未満 80,100円+（医療費－267,000円）×1%

一般（※1） 住民税課税所得145万円未満 18,000円 57,600円

低所得Ⅱ 住民税非課税世帯
8,000円

24,600円 210円（※3）

低所得Ⅰ 住民税非課税世帯で、その全員の所得が0円（※2） 15,000円 100円

※1… 同一世帯の被保険者または、70歳以上の人の収入の合計が520万円未満（1人の場合383万円未満）の場合は、申請に
より一般の区分と同様になります

※2…所得は年金の所得控除額を80万円として計算し、給与所得のある人は、10万円を控除して計算
※3…過去1年間の入院日数が90日を超え、申請により長期認定を受けた人は食費（1食当たり）が160円になる場合があります
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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。



市表彰には功労賞、善行賞、技能功労賞があ
ります。表彰の対象事例などは、次のとおりで
す。皆さんの周りに対象になると思われる人が
いたら推薦してください。表彰式は、10月ご
ろに行う予定です。
功労賞・善行賞の推薦
功労賞の基準…①市政の発展、または保健・
医療・福祉、生活環境、教育文化、産業その
他の分野で顕著な功労（全国や世界を対象とし
た大会・展覧会での受賞など評価を得たもの）
があった人
善行賞の基準…①他の模範となる善行（市など
に対する金品の寄付・人命救助、または市内
に限らず全国や世界など広範にわたり影響を

及ぼすような活動）を行った人、または団体
※ 自治会活動や地域活動に関連する功労・善
行については自治会連合会地域貢献賞を受
賞後の推薦となります

申し込み…7/16㈮までに「表彰候補者内申書」
を直接、市役所2階秘書課へ
※同内申書は、同課、または市WEBWEBWEBWEBで配布
技能功労賞の推薦
技能功労賞の基準…対象職種に該当し、次の
全ての要件に該当する人（対象職種は市WEBWEBWEBWEB

で確認してください）　▶5年以上継続して市
内に居住している人、または5年以上継続し
て市内でその職業に従事している（勤務先の事
業所、または自ら経営する事業所が市内にあ

り、5年以上継続してその事業所で勤務、また
は事業所を経営している）人　▶30年以上に
わたる実務経験を有する優れた技能者で、現
在もその職業に従事している人　▶技能を通
じて市民生活の向上に貢献するとともに、技
能者の福祉の増進およびその職業の発展に寄
与した人
推薦の方法…7/16㈮までに「技能功労賞候補
者推薦書と推薦調書」を直接、市役所第三別館
1階商工振興課へ
※ 同推薦書・調書は、同課、または、市WEBWEBWEBWEB

で配布

春日部市表彰（功労賞・善行賞・技能功労賞）の候補者を推薦してください
問い合わせ／功労賞・善行賞…秘書課（内線2034）、技能功労賞…商工振興課（内線7756）

白血病や再生不良性貧血などの病気の治療の
一つが、骨髄・末梢血幹細胞移植です。毎年少
なくとも2千人程度の患者が、骨髄・末梢血幹
細胞移植を必要としています。移植のためには、
HLA型（白血球の型）の適合度を確認すること
が必要ですが、非血縁者間の場合、型が一致す
る確率は、数百～数万人に1人です。
適合するドナー（提供者）が見つからず、移
植を待っている患者さんがたくさんいます。骨
髄バンクドナー登録に協力をお願いします。
骨髄バンクドナー登録は、2ミリリットルの
採血で可能です。
ところ…市役所または庄和総合支所で実施す
る献血会場、県内の献血ルーム
※ 日程などの詳細は市WEBWEBWEBWEBで（新型コロナウイ
ルス感染症の感染拡大防止の観点から骨髄
バンクドナー登録会は中止となる場合があ

ります）
骨髄バンクドナー登録ができる人の条件
次の全ての要件に該当する人
▶ 骨髄・末梢血幹細胞の提供の内容を十分に
理解している人

▶年齢が18歳以上、54歳以下で健康な人
▶体重が男性45キログラム以上、女性は40
キログラム以上の人　
※その他条件があります
骨髄などの提供者に助成金を交付します
対象…（公財）日本骨髄バンクが実施する骨髄
バンク事業で、骨髄・末梢血幹細胞の提供を
完了してから90日以内の人（ドナー休暇制度
を設けている企業・団体などに属している人
は除く）
助成額…骨髄などの提供のための通院・入院・
面接1日につき2万円（上限14万円）

申請方法…日本骨髄バンクが発行する証明書
と健康保険証、印鑑、本人名義の預貯金通帳を
持って直接、市役所第ニ別館2階健康課へ
※詳しくは、同課へお問い合わせください

献血会場で骨髄バンクドナー登録会を実施します 問い合わせ／健康課（内線7513）

この審議会は、良好な景観の形成を図り、魅
力あふれる快適な都市を創造するため、景観に
関する事項について審議するものです。
▶募集人数…1～2人
▶任期…2年
▶会議…年2回程度
▶報酬…会議1回につき､ 5,200円
▶応募資格…応募時に18歳以上で景観に関心
のある市内在住・在勤・在学者、または市内
で活動する団体に所属する人（国または地方公

共団体の議員および市の他の審議会などの公
募による委員となっている人を除く）
応募方法…応募用紙に応募の動機、課題作文
（「春日部市の景観について」をテーマに800
字以内）、その他必要事項を記入し、直接、郵
送、ファックス、またはメールで、〒344-8577 
（所在地不要） 市役所4階都市計画課（ FAXFFFAAAFAFFFAFAFAFFFAF XXX

736-1974、 toshikei@city.kasukabe.
lg.jp）へ
募集期間…7/1～31㈯（必着）

応募用紙配布場所…市役所4階都市計画課、
市役所別館1階市政情報室、庄和総合支所2階
市政情報室、教育センター1階学習情報サロン、
市民活動センター「ぽぽら春日部」、男女共同
参画推進センター「ハーモニー春日部」、勤労
者会館「ライム」、各公民館（それぞれの閉庁・
休館日を除く）、市WEBWEBWEBWEB

選考…書類選考により決定し、選考結果は応
募者本人に文書で通知します
その他…応募書類は返却しません

景観審議会の委員を募集します 問い合わせ／都市計画課（内線3514）

既に医療機関での支払いを自己負担限度額
までにとどめるための「限度額適用認定証」（住
民税非課税世帯の人で「限度額適用・標準負担
額減額認定証」）を持っていて、引き続き認定
証を利用する人は、申請が必要です。申請は
7/20㈫から受け付けます。国民健康保険被保
険者証、印鑑、個人番号（マイナンバー）が分
かるものを持って、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
申請してください。
別世帯の人が手続きを代理で行う場合は委任
状と代理の人の本人確認できるもの（運転免許
証など）が必要です。国民健康保険被保険者で、
所得の申告をしていない人がいると上位所得世
帯（自己負担額が252,600円以上）と見なされ
ます。所得がない場合でも申告が必要ですので

注意してください。
なお、国民健康保険税
を滞納していると発行さ
れません。

国民健康保険の限度額適用認定証の有効期限は7/31㈯です 問い合わせ／国民健康保険課（内線2785）
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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。



　私たちの周りには、たくさんの生き物たちが
暮らしています。彼らの小さな命は、便利さを
求める私たちの生活の変化によって、いま危機
にひんしています。
　私たちの隣人である小さな生き物たちと触れ
合い、本当の姿を知り、ちょうどいい共生の環
境を学ぶために、身近な自然の中で彼らの生態
を探検してみませんか。

とき… 第1回8/24㈫、第2回8/28㈯　
　　　9:15受け付け開始、12:00解散予定
ところ… ▶集合場所　 龍Q館駐車場（雨天時は

庄和体育館入口）
 ▶調査場所　龍Q館周辺水路
※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、バス
などによる送迎は行いません。
内容…水路に住む小魚などの生き物を釣り上げ

た後、講師による解説を聞きながら観察します。
※ 猛暑・雨天などの場合、生き物の観察と講師に
よる解説のみになります。当日、発熱や体調が
悪い場合は参加を控えてください。今後の感染
状況により本事業を中止・延期する場合は、市
WEBWEBWEBWEBなどでお知らせします

対象…市内の小学生（1～3年生は、参加児童1
人に対し保護者1人同伴。未就学児の参加不可）
定員…各回10組（応募多数の場合は抽選）

申し込み方法…往復はがき、またはメールで、市
役所第三別館1階環境政策課（〒344-8577（所
在地不要） 春日部市役所環境政策課 いきもの

キッズ申込係宛、 kankyo@city.kasukabe.
lg.jp、件名は「【環境政策課宛】いきものキッズ探
検隊2021参加申し込み」としてください）へ

申し込みをする際の注意点
▶ 参加希望日を、第1・第2希望で記入してくだ
さい。いずれか1回のみの参加希望も可能です
▶ はがき・メール1件につき参加希望者5人ま
で申し込めます

▶ 参加希望者（保護者を含む）全員分の氏名、
ふりがな、学校名、学年を記入してください

▶ 住所、電話番号、緊急連絡先、メールアドレ
スを記入してください

▶ 心配なこと（持病など）や、質問がありました
ら具体的に記入してください

申し込み期限…7/30㈮（必着）

目標１　貧困をなくそう
あらゆる場所のあらゆる形態の
貧困を終わらせる
●世界の現状
　世界銀行の発表（2015年）では、世界人口の10パーセン
トが1日1.9ドル（約200円）という国際貧困ライン未満で
暮らしています。水や食べ物を得られないだけでなく、教育
も満足に受けられず、貧困は次の世代へ連鎖していきます。

●日本や春日部市の現状
　貧困は開発途上国だけの問題ではありません。日本でも
18歳未満の子どもの13.5パーセント（約7人に1人）が貧困
状態だといわれています（2019年厚生労働省調査）。これ
は相対的貧困と呼ばれています。
　春日部市でも生活保護を受ける世帯が５年間で約500世
帯増えています。新型コロナウイルスの影響を受け、失業
や給与の減額など、生活が苦しくなる世帯の増加も懸念さ
れます。

私たちにできるアクション
▶貧困について知ろう
▶ 貧困がなぜ生まれるのか
話し合おう
▶ 自分にできる寄付や支援
をしてみよう

　 問い合わせ／環境政策課（内線7714）

　 問い合わせ／政策課（内線2120）

エスディージーズ

　SDGs（持続可能な開発目標）は2015年
国連サミットで採択された、地球規模の課
題を解決するための世界共通の17のゴール
（目標）です。国レベルだけでなく、私たち
一人一人の参加と行動を呼びかけています。
　今月から17の目標を一つずつ紹介してい
きます。私たちの行動が子どもたちの生き
る未来へとつながるよう、目標の達成に近
づけましょう。

みんなあつまれ！いきものキッズ探検隊2021

1分で分
かる

問い合わせ／政策課（内線2120）

エスディージーズ

SDGs
「かすかべ　ココつな便」　
～ひとり親家庭支援～
　
　新型コロナウイルスにより、多くの人
が経済的な影響を受けていますが、ひと
り親家庭では特にそのダメージが大きい
です。
　春日部市社会福祉協議会では、地域住民
や支援団体の協力を得て、定期的に食材や
子どもたちの学習に必要な文房具などをひ
とり親家庭にお届けしています。
　缶詰やレトルト食品などの寄贈を受け付
けていますので、皆さんのご協力をお願い
します。受け入れ条件などの詳細は、同協
議会（☎ 762-1081）へ問い
合わせるか、WEBWEBWEBWEB（右2次
元コード）から確認してく
ださい。

取り組み紹介
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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）7月の市税など納付 8/2㈪が納期限です　●固定資産税・都市計画税の第2期　●国民健康保険税（普通徴収）の第1期　

●介護保険料（普通徴収）の第1期　●後期高齢者医療保険料（普通徴収）の第1期
問い合わせ／収納管理課（内線2384～2396）

庄和総合支所総務担当（内線7017）



　春日部市屋外広告物条例では、良好な景観
形成や風致の維持を図るため、屋外広告物に
ついて必要な規制の基準を定めています。屋
外広告物の安全管理の強化と安全性の確保を
図るため、条例を一部改正するものです。
募集期間…7/15㈭～8/14㈯（消印有効）
公表場所…市役所4階都市計画課､ 市役所別館1
階市政情報室､ 庄和総合支所2階市政情報室､ 教
育センター1階学習情報サロン、市民活動センター
「ぽぽら春日部」、男女共同参画推進センター「ハー
モニー春日部」、勤労者会館「ライム」、各公民館（そ

れぞれ閉庁日･休館日を除く）、市WEBWEBWEBWEB 
意見を提出できる人…市内在住・在勤・在学
者、または市内で活動する個人および団体
提出方法…原則として、公表場所で配布して
いる所定の様式を使用し、次のいずれかの方
法で提出してください。　▶直接…公表場所で、
8:30～17:15に受け付け（それぞれの閉庁･
休館日を除く）｡ なお、教育センターは3階視
聴覚センターに提出してください。　▶郵送…
〒344-8577 （所在地不要） 春日部市役所都
市計画課　▶ FAXFFFAAAFAFFFAFAFAFFFAF XXX …736-1974　▶ …

toshikei@city.kasukabe.lg.jp　▶市WEBWEBWEBWEB 
留意事項…意見を提出する際は、必ず氏名と
住所を記入してください。氏名と住所がない
場合は、原則受け付けできません。また、口
頭や電話での意見も受け付けできません
意見、市の機関の考え方の公表…皆さんから
寄せられた意見とそれに対する市の機関の考
え方を公表します。ただし、類似した意見は
まとめて公表します。氏名や住所などは公表
しません。なお、意見を提出した人への個別
の回答はしません

春日部市屋外広告物条例の一部改正（案）の意見を募集します　 問い合わせ／都市計画課（内線3514）

新型コロナウイルス感染症により、収入が減少したことによる各種減免申請のご案内
国民健康保険税
問い合わせ／国民健康保険課（内線2789）
　以下に該当する世帯は、国民健康保険税の
減免が受けられる場合があります。
対象
① 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計
維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯

② 新型コロナウイルス感染症の影響により、
主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、
山林収入または給与収入の減少が見込まれ
る世帯（ただし、減少額、前年の合計所得
金額に諸条件有り）

減免額
▶①…全額　▶②…保険税の一部を減免
　減免額の算定方法、申請に必要なもの、申請
方法などの詳細は市WEBWEBWEBWEBで確認してください。

減免対象…令和3年度分保険税
65歳以上の介護保険料
問い合わせ／介護保険課（内線2745）
　以下に該当する介護保険の第1号被保険者（65
歳以上）は、申請により免除または減額を行います。
対象
　 ア．新型コロナウイルス感染症により、世
帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤
な傷病を負った人

　 イ．新型コロナウイルス感染症の影響により、
世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収
入、山林収入または給与収入の減少が見込まれ
る人（ただし、減少額、前年所得に条件有り）

減免額の算定方法、申請に必要なもの、申請方
法などの詳細は、市WEBWEBWEBWEBで確認してください
減免対象…令和3年度分保険料

花火遊びによる火災の防止
問い合わせ／予防課（内線4528）

　おもちゃの花火といっても、原料に火薬を使
用しているので、取り扱いには注意が必要です。
火災予防のポイント
・花火の注意事項をよく読んで必ず守る
・人や家に向けない
・燃えやすいものの周りでは使用しない
・風の強いときは行わない
・ 水の入ったバケツを用意し、遊び終わった花火
は水につけて完全に火を消す

「あなたの家は大丈夫！？わが家の浸水診断」で、マイ・タイムラインを作りましょう 
問い合わせ／防災対策課（内線2343）

とき…7/10㈯・11㈰　10:00～16:00
ところ…ララガーデン春日部1階 総合案内所
前（荒天時:2階 コミュニティルーム）
内容…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」で、自宅の水害リ
スクを調べます。調べた水害リスクを踏まえ、
適切な避難行動を市職員と一緒に検討し、マ
イ・タイムラインを作成します。

※ 「マイ・タイムライン」とは、水害時に自分
が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」計画表です

対象…市内在住・在勤・在学者　1日50組程
度（当日申し込み順）
申し込み…当日会場で申し込み
所要時間…1組15分程度

子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯以外分）  　

問い合わせ／こども政策課（内線2577）

　新型コロナウイルス感染症により、低所得の
子育て世帯に対し給付金の支給を行うものです。
支給対象…3/31時点で18歳未満（一定の基
準以上の障害がある場合は20歳未満）の子を
養育している父母などで、以下に該当する人
①令和3年度住民税（均等割）が非課税の人
② 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて
1/1以降の収入が急変し、住民税非課税相
当の収入となった人

給付額…児童1人当たり一律5万円
申請方法… ①に該当する人は申請不要
 ②に該当する人は申請が必要
※詳しくは市WEBWEBWEBWEBをご覧ください

水道メーターの
取り替え作業に協力を

問い合わせ／施設管理課（内線4308）

　水道水の使用量を正確に計量するため、市
内全域において、対象となる水道メーターの
取り替え作業を8月～11月にかけて行います
（作業中は一時断水します）。
　対象となる家庭・会社などには事前にお知
らせを配布し、市が委託をしている給水装置
工事事業者が作業を行います。
　水道メーターの周
囲に物があると作業
に支障が出る場合が
ありますので、事前
に移動するなど皆さ
んのご協力をお願い
します。

救急車の適正な利用に協力を
問い合わせ／警防課（内線4537）

　昨年の救急出動件数は、1万1千件を超えて
います。その中には、救急車の必要がないと
思われる人からの要請もありました。緊急で
はないのに救急車を要請すると、救急車を必
要とする傷病者が発生した場合に到着が遅れ、
救える命が救えなくなる可能性があります。
　緊急性がなく自分で病院へ行ける場合は、
救急車以外の交通機関などを利用してくださ
い。本当に必要な人が救急車を利用できるよ
う、救急車の適正な利用にご理解とご協力を
お願いします。

かすかべビジネスプラン
コンテストを開催します

問い合わせ／商工振興課（内線7757）

　これから起業を目指す人や創業後間もない
人、新分野展開を目指す人からのビジネスプラ
ンを募集します。また、生徒・学生などによる
ビジネスアイデアも同時に募集します。優秀な
プランには賞状・記念品を贈呈し、かすかベン
チャー応援補助金の上限額を50万円増額します。
募集期間…7/1～9/30㈭
募集部門…▶ビジネスプラン部門
　　　　　▶ビジネスアイデア部門
募集要項および応募用紙配布場所…市役所第三別
館1階商工振興課、ふれあいキューブ5階創業支援
ルーム、春日部商工会議所、庄和商工会、市WEBWEBWEBWEB

※ 応募方法など詳しくは、募集要項をご覧く
ださい

　病気や事故の状況から、急いで病院へ行った
方がよいと判断した時は、迷わず119番通報
してください。
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収納管理課の休日開庁を行います とき…7/25㈰　8:30～17:15　ところ…市役所1階収納管理課　    問い合わせ／収納管理課（内線2391～2396）



7月・8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…7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
ピョンピョンカエルを作って遊ぼう！

7/3㈯
10:30～11:30

高校生以下（未就学児は保護者同伴）　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

ポンポン蒸気船を作ろう！
7/4㈰
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）
7/1から直接、または電話で同センターへ

みんなでつくろう工作教室
風鈴を作って夏を感じよう！

7/10㈯
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

おとうさんといっしょ
水鉄砲で遊ぼう！

7/25㈰
10:30～11:00

1歳6カ月以上の未就学児とその保護者（お母さんの参加も可能）　
15組（先着順）　 タオル、着がえ
当日直接、同センターへ

いご・しょうぎ
囲碁・将棋を楽しもう！

8/7㈯
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…7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
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！
7月の毎週㈪
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

いちごえん（製作）
フルーツうちわを作りましょう！

7/13㈫
①10:15～10:45
②11:00～11:30

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

いちごえん♥みんなであそぼう♥
親子で楽しく遊びましょう！

7/16㈮
11:30～12:00

1歳以上の未就学児とその保護者　6組（先着順）
当日直接、同センターヘ

グーかす 涼み会
①講談師による怪談話
②射的・駄菓子

①7/24㈯
10:30～11:30、
13:30～14:30
②7/25㈰
10:00～12:00、
13:00～15:00

①小学生以上（保護者1人まで同伴可能）　各30人（申し込み順）
②高校生以下（未就学児は保護者同伴）　各50人（先着順）
①直接、または電話で同センターへ　②当日直接、同センターヘ

オープン工房
スライムを作りましょう！

7/31㈯
①10:30～11:45
②13:30～14:45

高校生以下（未就学児は保護者同伴）　各20人（先着順）
当日直接、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…7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
囲碁・将棋教室
初めてでも優しく教えてくれます

7/10㈯・24㈯
10:00～12:00

小学生以上
当日直接、同センターへ

わくわく親子ビクス
子どもたちはもちろん、保護者もハッ
ピーになれるプログラムです♪

7/20㈫
10:30～11:30

一人で歩ける子どもとその保護者　12組（申し込み順）
汗拭きタオル、水分補給できるもの
7/5㈪から直接、または電話で同センターへ

夏休み工作
紙ねんどで貯金箱を作ろう！好きな形
にペタペタ貼って、色も付けるよ！

7/27㈫・8/3㈫
（全2回）
10:00～11:30

小学生以上（両日参加できる人）　10人（申し込み順）
お手拭きタオル・水筒
7/7㈬から直接、または同センターへ

スマイル縁日
ヨーヨー釣りやおめん作りをして、縁日
の気分を楽しもう！

7/31㈯
①10:00～11:45
②13:00～14:45

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

おもちゃ病院
こわれたおもちゃを、おもちゃ病院の先
生にみてもらいましょう！

8/7㈯
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
会は中止していますが、子育てに関する助言・
指導を行う子育て電話相談は実施しています。
詳しくは、各保育所へお問い合わせください。

地域交流会

　「親子スポーツ教室」は、親子で
スポーツを楽しみながら、健康維持
と体力づくりを図ることを目的として
います。スポーツ推進委員を講師に
招き、音楽に合わせて踊るリズム体
操など、体を動かすことを通して、親子のコミュニケーションを深め
ることができる教室です。
日時:8/28、9/4・11・18・25（全て㈯）　10:00～12:00（全5回）
場所:市民体育館
対象:市内在住の3歳以上の未就学児と保護者　20組（申し込み順）
費用:1組 500円
持ち物:運動のできる服装、体育館履き、タオル、飲み物
申し込み:7/29㈭9:00から電話で同課へ

　「ひとり親家庭のサポートガイド」は、ひとり親家庭の子育てや生活に関するサー
ビス支援制度の概要や相談窓口などをまとめたガイドブックです。
　ガイドブックは、下記で配布しています。また、
市公式ホームページにも載せています。現在、
ひとり親家庭として生活している人、ひとり親家
庭になることを考えている人は、不安や負担を
軽減する一助として、ぜひ活用してください。
≪配布場所≫
・市役所1階 こども政策課
・庄和総合支所2階 総務担当
・春日部市社会福祉協議会
・ 埼玉県東部中央福祉事務所（東部中央母子・
父子福祉センター）地域福祉担当

子育てピックアップ①
ひとり親家庭のサポートガイド 親子スポーツ教室

子育てピックアップ②

問い合わせ／スポーツ推進課（内線4858）問い合わせ／こども政策課（内線2572）

▲ リズム体操をする親子

ひとり親家庭の　
サポートガイド　
2次元コード▶ 

春日部なう インターネットで「春日部なう」と検索するか右記スマートフォン用2次元コードから、市民課や国民健康保険課の混雑状況がリアルタイムで
確認できます。休日開庁時の混雑状況も確認できますので、来庁時の参考にしてください。
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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
七夕製作、読み聞かせ、お誕生日会

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、個別育児相談、
親子講座（ベビーマッサージ＆ヨ
ガ、リトミック）

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））

㈪㈫㈭（22㈷を除く）・10㈯
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））
※ 7/10㈯・17㈯は武里大枝公民館

㈯※・6㈫・7㈬・9㈮・14㈬・
20㈫・29㈭
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
7/17㈯染め物遊びをしましょう

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

内牧幼稚園（認定こども園） 所在地：栄町3-248（☎761-6715）

　昭和57年創立の内牧幼稚園は、平成31年4月に認定こども園となり、0歳～5歳の
子どもたちが過ごしています。
　季節に合わせた行事はもちろんのこと、年長児が考案･制作し、小さいクラスの子どもた
ちを招待してゲーム大会を開いたり、他学年と給食交流をするなど、思いやる気持ちを育
てています。また、スイミングを通して元気な体作りを目指しています。
開所日時：㈪～㈮　7:00～19:00、㈯　7:30～14:30
対象：0歳児（満6カ月）～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7月 8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） 29㈭ 26㈭

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） 6㈫ 3㈫

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） 1 5㈭ 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） 15㈭ 19㈭

10:00～
11:30

豊春第二公民館（☎754-2100）
8組（申し込み順） 14㈬ 11㈬

子育てサロン 幸松地区公民館（☎752-6065）
10組（申し込み順） 21㈬ 18㈬

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） 15㈭ 19㈭

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

21㈬ 18㈬

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:7/4㈰まで

15㈭ なし

7月は「青少年の非行・被害防止全国強調月間」です

問い合わせ／こども相談課（内線2770）

　子どもは大人に比べると、体温調節機能が未発達なため、室
温の調節が必要です。暑い日は、上手にエアコンを使って室温を
調節しましょう。子どもの頭や背中が熱くなっていたり、汗をかい
たりしていたら暑いと感じているサインです。
〇エアコンを使う際のポイント
・室温の目安は26～28度です
・ 直接、風が当たると体が冷えすぎて
しまうので風向きを調整しましょう
・ 夜、寝ている間に体が冷えすぎると、
風邪の原因になります。つけたまま
にする場合は、自動温度調節機能を
使い、適温を維持しましょう。深い眠りにつく3～4時間後にエ
アコンが切れるよう、タイマーを設定してもよいです
・ 外出先の室内では冷房が強く効いている場所もあります。外出
の際は、羽織れる服や肌掛けなどを必ず持っていきましょう

エアコンを上手に使いましょう

子育て アドバイスワンポイ
ント

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

※ 7/24㈯～8/28㈯は、「夏休み親子おはなし会」として保護者も参加できます。ただし、新型コロナウイルス感染症拡大
防止のための定員制限により、子どもの参加を優先する場合があります。

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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　犯罪が起きにくい社会づくりに向けて、「万
引きをしない、させない、許さない」という
社会機運の向上にご協力をお願いします。
子どもや高齢者への目配りを
　学校が長期間の休みになると、子どもは、
不規則な生活になりがちです。そこから深夜
徘
はいかい

徊や無断外泊などにつながり、非行の初期
段階に犯す傾向のある自転車盗や万引きなど
の犯罪を経て、悪質な犯罪に進行していくこ

とがあります。
　また、高齢者による食料品などの万引きも多
く、孤立・孤独にならないよう見守りも必要です。
万引きを軽視しない
　万引きは、いわゆる「初発型非行」と呼ばれ
る犯罪で、他の犯罪に比較して軽微な犯罪と
認識されがちです。万引きを防止する目配り、
気配り、心配り、社会の目で犯罪を発生させ
ない環境を作りましょう。

　市では「市長への提言」「市長のわがまち企業訪
問」などの広聴活動を行い、市民の皆さんの意見
をお聴きしながら、まちづくりを進めています。

市長への提言
　より良いまちづくりへの提言として、市民
の皆さんから市政に対する提案や意見を手紙
やメールで受け付けています。令和2年度は
301通、428件の提言がありました。
令和2年度の提言から一部を紹介
　皆さんから寄せられた提言の一部を、提言
者の個人情報を除いた上で、市WEBWEBWEBWEBに掲載し
ています。そのうちの二つを紹介します。
提言…現在ある保育施設は駅から遠いので、
駅の近くに病児保育が可能な施設を造ってほ
しいです（令和2年11月）
回答…八木崎駅付近に保育施設を建設してお
り、新たに病児保育の実施を予定しています 
（令和3年4月に開所し、病児保育を実施して
います）
提言…水道料金を支払う際に、キャッシュレ
ス決済ができるようにしてほしいです（令和
2年10月）

回答…水道料金の支払い方法は、市内に支店
を有する金融機関における口座振替と、納入
通知書による現金払いがあります。現在、バー
コード決済などのキャッシュレス決済の導入
について検討を進めています（令和3年10
月からスマートフォンでのキャッシュレス決
済の導入を予定しています）

「市長のわがまち企業訪問」
　市長のわがまち企業訪問は、市長が市内企
業などを訪問し、企業経営や地域の実情を把
握するとともに、企業で働く皆さんから寄せ
られた意見などを聴き、市政に的確かつ迅速
に反映することを目的としています。令和2
年度は2回実施しました。

令和2年度の広聴活動報告～市政にたくさんの提言をいただき、ありがとうございました～　 
問い合わせ／シティセールス広報課（内線2178）

万引きは犯罪です　 問い合わせ／交通防犯課（内線2828）

※端数処理の関係で合計が100％になっていません

合計
件数
４28件

市長への提言の分野別内訳

観光・産業・経済
20件（4．7％）

観光・商工業の振興、
産業創出、農業

2020件件（4．7（4．7％）
観光・商工業の振興、観光・商工業の振興、

産業創出、農業産業創出、農業

観光・産業・経済観光・産業・経済
20件（4．7％）

観光・商工業の振興、
産業創出、農業

その他　17件（4．0％）
選挙、議会、その他

その他　17その他　17件件（4．0（4．0％）
選挙、議会、その他選挙、議会、その他

その他　17件（4．0％）
選挙、議会、その他

行財政　82件（19．2％）
行財政運営、情報化施策、

シティセールス推進、
広報広聴、

窓口サービス、
人材育成・組織運営

行財政　82行財政　82件件（19．2（19．2（19．2（19．2（19．2（19．2（19．2％）
行財政運営、情報化施策、行財政運営、情報化施策、行財政運営、情報化施策、行財政運営、情報化施策、行財政運営、情報化施策、行財政運営、情報化施策、行財政運営、情報化施策、

シティセールス推進、シティセールス推進、シティセールス推進、
広報広聴、広報広聴、

窓口サービス、窓口サービス、
人材育成・組織運営人材育成・組織運営人材育成・組織運営

行財政　82件（19．2％）
行財政運営、情報化施策、

シティセールス推進、
広報広聴、

窓口サービス、
人材育成・組織運営

子育て・教育　
76件（17．8％）
出産・子育て支援、 
学校教育・青少年教育

子育て・教育　子育て・教育　
7676件件（17．8（17．8％）
出産・産・子育て支援、 子育て支援、 
学校教学校教育・育・青少年教育青少年教育

子育て・教育　
76件（17．8％）
出産・子育て支援、 
学校教育・青少年教育

福祉・保健・医療
98件（22．9％）
高齢者・障がい者支援、
生活支援、保健予防、
医療

福祉・保健・医療福祉・保健・医療
98件件（22．9（22．9％）
高齢者・者・障がい者支援、障がい者支援、障がい者支援、障がい者支援、障がい者支援、障がい者支援、障がい者支援、
生活支援、保健予防、生活支援、保健予防、生活支援、保健予防、生活支援、保健予防、生活支援、保健予防、
医療

福祉・保健・医療
98件（22．9％）
高齢者・障がい者支援、
生活支援、保健予防、
医療

市民参加・文化・スポーツ　
40件（9．3％）
市民参加と協働、コミュニティ活動、
国際交流、生涯学習、文化芸術、
人権・男女共同参画、
歴史・文化遺産保護、スポーツ

市民参加・文化・スポーツ　市民参加・文化・スポーツ　市民参加・文化・スポーツ　
404040件件件（9．3（9．3（9．3％）
市民参加と協働、コミュニティ活動、市民参加と協働、コミュニティ活動、
国際交流、生涯学習、文化芸術、国際交流、生涯学習、文化芸術、
人権・男女共同参画、人権・男女共同参画、
歴史・文化遺産保護、スポーツ歴史・文化遺産保護、スポーツ

市民参加・文化・スポーツ　
40件（9．3％）
市民参加と協働、コミュニティ活動、
国際交流、生涯学習、文化芸術、
人権・男女共同参画、
歴史・文化遺産保護、スポーツ

環境・防災・生活　38件（8．9％）
環境保全、ごみ・リサイクル、防災、

消防、救急、防犯、交通安全、消費生活

環境・防災・生活　38環境・防災・生活　38環境・防災・生活　38環境・防災・生活　38件件（8．9（8．9％）
環境保全、ごみ・リサイクル、防災、環境保全、ごみ・リサイクル、防災、環境保全、ごみ・リサイクル、防災、環境保全、ごみ・リサイクル、防災、環境保全、ごみ・リサイクル、防災、環境保全、ごみ・リサイクル、防災、環境保全、ごみ・リサイクル、防災、環境保全、ごみ・リサイクル、防災、環境保全、ごみ・リサイクル、防災、環境保全、ごみ・リサイクル、防災、

消防、救急、防犯、交通安全、消費生活消防、救急、防犯、交通安全、消費生活

環境・防災・生活　38件（8．9％）
環境保全、ごみ・リサイクル、防災、

消防、救急、防犯、交通安全、消費生活

都市基盤
57件（13．3％）

市街地整備、
公共交通、道路、

公園、緑化、治水、
上・下水道整備

観光・産業・経済観光・産業・経済観光・産業・経済観光・産業・経済観光・産業・経済観光・産業・経済観光・産業・経済観光・産業・経済観光・産業・経済

都市基盤
5757件件（13．3（13．3％）

市街地整備、市街地整備、市街地整備、
公共交通、公共交通、公共交通、道路、道路、

公園、緑化、治水、公園、緑化、治水、公園、緑化、治水、公園、緑化、治水、公園、緑化、治水、公園、緑化、治水、
上・下水道整備上・下水道整備

都市基盤
57件（13．3％）

市街地整備、
公共交通、道路、

公園、緑化、治水、
上・下水道整備

申請書などの押印を見直します　
問い合わせ／政策課（内線2114）

　市民の皆さんの利便性の向上と市役所に
おける業務の効率化を図るため、市民・事
業者の皆さんが行う行政手続きのうち、押印
を省略できる文書について、順次見直してい
きます。
　対象となる手続きは、直接申請書などの提
出窓口へ問い合わせるか、市WEBWEBWEBWEBをご覧くだ
さい。

　市長への提言はWEBWEBWEBWEBから送信する
こともできます。

熱中症警戒アラートを実施中
問い合わせ／保健センター（内線4266）

　「熱中症警戒アラート」は、環境省・気象庁
から危険な暑さを事前にお知らせするもので
す。アラートが発表されたら、以下のような予
防行動をとりましょう。
熱中症警戒アラート発表時の予防行動
▶外出はできるだけ控え、暑さを避ける
▶熱中症のリスクが高い人に声を掛ける
▶普段以上に熱中症予防行動を実践する
▶暑さ指数（WBGT）を確認する
新しい生活様式における熱中症予防行動のポ
イント
▶屋外で人と2メートル以上の距離が確保でき
る場合は、マスクを外す　▶マスク着用時は、
激しい運動を避ける　▶のどが渇いていなく
ても、小まめに水分補給する　▶エアコン使
用中も、窓やドアを開けたり、扇風機・換気
扇を併用して、小まめに換気をする　▶毎日、
体温測定などの体調管理をする

夏場の性犯罪に注意！ 問い合わせ／交通防犯課（内線2828）

　夏場は、女性を狙った性犯罪が多くなる季
節です。被害に遭わないために、自分でも防
犯対策をとりましょう。
防犯のポイント

その他にも
エレベーターでも
・ 乗るときは、不審者がいないか周囲を確認
しましょう

・ ドア付近かつ室内を見渡せる場所に位置取
りし、常に警戒しましょう

・ 不安を感じたら、すぐにボタンを押して近
くの階で降りましょう
自宅でも
・ 玄関の鍵を開ける前に周囲を確認し、室内
に入ったらすぐに施錠しましょう

・ 2階以上でも侵入されることがあるので、
就寝時も、窓は確実に施錠しましょう

・ 来訪者があった場合は、ドアを開ける前に
インターホンやドアスコープで相手の身分
や要件を確認し、ドアチェーンを活用しま
しょう

・ 在宅中でも、
必ず鍵を掛け
ましょう

防犯ポイント
・ 人通りの多いあかるい道を通りましょう
・ 防犯ぶザーをいつでも使える状態で携
行しましょう

・ 携帯電話を使用しながら、音楽を聴き
ながらなどの「 ながら歩き」はやめま
しょう

・ いつでも周囲の変化に警戒、時々振り
返りましょう

・ 帰りが遅い時は「家族に迎えに来てもら
う」「タクシーを利用する」などしましょう

▲出典：政府広報オンライン

10 2021年7月号 No.191
●万引きは犯罪です　●申請書などの押印を見直します　●熱中症警戒アラートを実施中　
●夏場の性犯罪に注意！　●令和2年度の広聴活動の報告

L
ら い ん ぺ い

INEPay請求書支払い・モバイルレジ・モバイルレジクレジットなどの納付方法があります



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
国民年金保険料免除・
納付猶予制度01

①全額免除・一部免除…本人、配偶者、
世帯主それぞれの前年所得額が一定額以
下の人は、申請により保険料の全額また
は一部の納付を免除　②納付猶予…本人、
配偶者それぞれの前年所得が一定額以下
の人は、申請により保険料の納付を猶予　
①60歳未満　②50歳未満　 本人確

認書類、年金手帳、失業者は雇用保険の
被保険者離職票または受給資格者証、資
格喪失確認通知書などを持って、申請書
を直接、市役所1階市民課、庄和総合支
所1階市民窓口担当、または春日部年金
事務所へ（郵送申請も可）　※申請が遅れ
ると障害年金などを請求できない場合あ
り。承認期間は年金受給資格期間に算入
されるが、老齢基礎年金額の計算では減
額。承認期間分の保険料は10年以内であ
れば納付可（追納）　 同課（内2893）、
同年金事務所（☎737-7112）

中央図書館の臨時休館02
7/7㈬　 館内整理のため　 中央図

書館（☎761-5911）
政治家の寄付は禁止、
有権者が寄付を求めることも禁止03

政治家が選挙区内の人や団体（自治会、
各種実行委員会、会社など）に金銭や物品
を贈ることは、時期や理由を問わず法律
で禁止。有権者が政治家に対して寄付を
求めることも禁止。政治家は有権者に寄
付を贈らない、有権者は政治家に寄付を
求めない、政治家から有権者への寄付は
受け取らない、寄付禁止のルールを守っ
て明るい選挙の実現を　 選挙管理委員
会事務局（内3055）

話そう!学ぼう!
「コロナ禍の仕事、悩みいろいろ」
～仕事のこと、私の気持ち、家族のこと～

04

7/25㈰　13:30～15:30　 ハーモ
ニー春日部　 メンタルケア心理専門士
を講師に迎え、参加者でさまざまな悩み
や解決のヒントを共有　 市内在住・在
勤の女性　18人（申し込み順）　 筆記
用具　 7/5㈪から直接、または電話で
同施設（☎731-3333）へ

これからは諦めない!
女性の仕事との向き合い方05

7/21㈬　14:00～15:10（オンライ
ン）　 市内在住者優先　30人（申し込
み順）　※雇用保険受給者には受講証明書
を発行　 7/19㈪までにWEB（https://
carisapo.mhlw.go.jp/）、またはファッ
クスで㈱パソナ（ FAXFFFAAAFAFFFAFAFAFFFAF XXX 799-3581）へ　
※本事業は同社が厚生労働省より受託・
運営　 ライム（☎752-5540）

7/15㈭～24㈯は
夏の交通事故防止運動06

子どもと高齢者の交通事故防止…「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
を守る態度の指導を。高齢者は、自身の
身体機能や認知機能の変化の認識を　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、交通ルール順守を　▶自転車が通行
できる歩道を走行する場合でも歩行者優
先　▶二人乗りや並進、運転中の傘さし、
イヤホン・スマートフォンなどの使用は
絶対にしない　▶安全のために乗車用ヘ
ルメットを着用　▶夕暮れ時や夜間に外
出するときは、反射材を身に着け、明る
く目立つ色の衣服を着用し、前照灯を必
ずつける　▶自転車損害保険などに加入
する　飲酒運転の根絶・路上寝込みによ
る交通事故防止…飲酒運転は絶対に「しな
い・させない・ゆるさない」という意識を。
二日酔い運転も飲酒運転。路上で寝込ん
でいる人などを発見したら、速やかに
110番通報し、警察官が到着するまでそ
の場で待機を　 交通防犯課（内2825）

まちかどコンサート会場07
11月中　 音楽家を招きコンサート

を開催する会場を募集。出演者のコーディ
ネート、出演料の相談などの支援あり。市
WEB、ポスターなどで会場店舗を紹介　
店舗など　 7/21㈬までに、電話で春

日部音楽振興会（☎050-3573-7770）へ

サマージャンボ宝くじ08
発売期間…7/13㈫～8/13㈮　抽選日

…8/25㈬　 1等・前後賞合わせて7億
円。サマージャンボミニと同時発売　※
宝くじの収益金は市町村の明るく住みよ
いまちづくりに活用　 埼玉県市町村振

興協会（☎822-5004）
埼玉県都市競艇組合
ボートレース戸田開催日程09

7/2㈮ ～7㈬・22㈷ ～27㈫・30㈮・
31㈯　 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
令和3年度（令和4年4/1採用）
市職員（第2回）10

募集職種 試験日 試験科目
事務職（一般）・
事務職
（障がい者対象）

10/17㈰
一般教養試験、
小論文試験、
集団面接

土木・建築・
栄養士

9/19㈰

専門試験、
小論文試験、
集団面接

保育士（事務） 専門試験、
小論文試験

消防
一般教養試験、
小論文試験、
集団面接

※集団面接試験は試験日と別日程となる可能
性有り

事務職（一般）および消防は、短大卒
者・高卒者（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　 7/8㈭～8/13㈮に電子申請の上、
履歴書と返信用封筒を8/13㈮（消印有効）
までに簡易書留で人事課（内7618）へ　
※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
7/8㈭から市役所第三別館2階人事課、庄
和総合支所2階総務担当または市WEBで
配布。郵送希望者は、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

交通指導員11
採用時期…9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）　 7/20㈫
までに、電話で交通防犯課（内2825）へ

 福　祉

遺児手当現況届出書の提出12
遺児手当の受給者は、毎年7月に「現況

届出書」の提出が必要　※対象者には書類
を送付済み。提出がない場合、7月分から
の支給が停止　 7/1～8/2㈪に、届出

書を〒344-8577 （所在地不要） 春日部
市役所こども政策課（内2577）へ

元気アップ教室13
とき ところ テーマ

7/16㈮
10:00～11:30

内牧地区
公民館

笑顔で！
心の健康づくり

7/29㈭
10:00～11:30 正風館

正しい
ウォーキング

8/5㈭
10:00～11:30 藤塚公民館

笑顔で！
心の健康づくり

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、7/29、8/5のみ上履き（ス
リッパ不可）　 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

特別弔慰金（第十一回）の支給14
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）　
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
は順位があるため、詳細は生活支援課（内
2517）へ　 令和5年3/31㈮までに請
求書を直接、市役所3階同課または庄和総
合支所2階福祉・健康保険担当へ

健康づくりいきいき運動研修会15
とき ところ 定員

7/15㈭ 内牧地区公民館 30人

7/30㈮ 庄和社会福祉センター 30人

8/10㈫ 中央公民館 60人

10:00～12:00　 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
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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）



 福　祉

介護保険負担割合証を発送16
介護保険の認定を受けている人に8月

からの介護保険負担割合証を7月下旬ま
でに発送。申請は不要。介護サービスを
利用する際に、介護保険被保険者証と併
せてケアマネジャーやサービス提供事業
所に提示を　 介護保険課（内2745）

7月は「社会を明るくする運動」
強調月間17

全ての国民が犯罪や非行の防止と、罪
を犯した人の改善更生について理解を深
め、犯罪や非行のない地域社会を築くた
めの全国的な運動。安全・安心な地域を
作るためには、罪を償い再出発しようと
している人たちを地域で支える「更生保
護」が重要。再出発した人たちが支援を
受けられずに再犯や再非行を重ねること
がないよう、さまざまな立場から見守り、
更生を支援する活動に理解・協力を　
生活支援課（内2516）

体力測定会18
8/18㈬　9:30～12:00　 武里東公

民館　 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人　 30円（いきいき
クラブ未加入者のみ）　 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

ひとり歩き高齢者保護対策事業19
認知症などで、外出して行方不明になっ

てしまう高齢者の早期発見・保護を目的
に「本人確認シール」の交付申請の受け付
けを開始。衣服や持ち物に貼ることで、
行方不明になった際、発見者がスマート
フォンで2次元コードを読み取ると、当
人の家族宛てにメールを自動送信　 市
内に住所を有し、次のいずれかに該当す
る行方不明になる恐れのある人の家族、
または介護者　▶65歳以上の人　▶40

歳以上65歳未満の人で、介護保険法によ
る要介護または要支援の人　 無料（追
加や再交付は実費を負担）　 7/1から直
接、高齢者支援課（内7457～59）へ　※
申請書は同課、または市WEBで

オレンジカフェ
（認知症カフェ）20
とき ところ 定員 問い合わせ

7/17㈯
10:00～12:00

武里地区
公民館 15人 第4包括

（☎738-5764）
7/21㈬
10:00～12:00

豊春第二
公民館 8人 第3包括

（☎753-1136）
7/22㈷
10:00～12:00

㈱コダマホーム
（緑町5-7-27） 8人 第5包括

（☎734-7631）
8/3㈫
13:00～15:00

武里大枝
公民館 20人 第6包括

（☎738-0021）
8/6㈮
10:00～12:00

ハーモニー
春日部 8人 第5包括

（☎734-7631）
8/6㈮
10:00～12:00

豊春地区
公民館 10人 第3包括

（☎753-1136）

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21
とき・ところ 内容

幸松地区
公民館

武里大枝
公民館

・そらまめ体操
・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

8/24㈫ 8/27㈮

8/31㈫ 9/3㈮

9/7㈫ 9/10㈮

9/14㈫ 9/17㈮

9/22㈬ 9/24㈮

9/28㈫ 10/1㈮

10/5㈫ 10/8㈮

10/12㈫ 10/15㈮

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）　
240円　 電話で介護保険課（内7575）へ

 保　健

普通救命講習会22
①7/18㈰　 ②7/21㈬　 ③8/22㈰　

④8/26㈭　13:30～15:30（②③のみ
16:30まで）　 庄和消防署　 心肺蘇
生法・AED（自動体外式除細動器）の使用

方法、その他救命に必要な応急手当ての
講習　※主に成人への対応。④のみ小児
への対応　 中学生以上の市内在住・在
勤・在学者　12人（申し込み順）　※①④
のみ応急手当てWEB講習の受講が必要。
詳しくは市WEBで　 筆記用具、実技
のできる服装　 ①②は7/1、③④は
8/2㈪から直接、または電話で消防本部2
階警防課（☎738-3118）へ

子宮頸がん・乳がん検診の
無料クーポン券の交付23

8/1㈰～令和4年2/28㈪　 市内実
施医療機関　 7月下旬に、対象者へ無
料クーポン券とがん検診手帳を郵送　
市内在住の次の年齢の女性　子宮頸

けい
がん

…20歳（平成12年4/2～平成13年4/1
生まれ）　乳がん…40歳（昭和55年4/2
～昭和56年4/1生まれ）　 春日部市保
健センター（☎736-6778）

蚊媒介感染症に注意24
ジカウイルス感染症などの蚊媒介感染

症は、ウイルスを保有する蚊に刺された
際に感染。流行地へ渡航する際は、渡航
前に現地での流行状況の把握を。妊婦と
妊娠の可能性のある人は特に注意を（ジカ
ウイルス感染症は胎児の小頭症との関連
の指摘あり。流行地への渡航を控えるか、
予防対策の徹底を）　対策…肌を露出しな
い、虫よけ剤を使用するなど　※詳しく
は市WEBで　 健康課（内7514）

趣味・教養

オンライン土器作り教室25
7/30㈮～8/7㈯　 動画を参考に、

家庭で親子による土器作り体験　 20人
（申し込み順）　 100円（材料は来庁し
て引き換え）　 7/1からメールで住所・
電話番号・氏名・年齢を記入し、メール
（ bunkazai@city.kasukabe.lg.jp）
で文化財保護課（内4836）へ

桐に親しむ体験講座「桐のオリジナル
貯金箱をつくってみよう！」26

8/22㈰　13:30～15:30　 教育セン
ター　 桐板を使ってオリジナルの貯金

箱を作る　 幼児～中学生（要保護者
同伴）　20人（申し込み順）　 800円　
7/13㈫から直接、または電話で同セン

ター1階郷土資料館（☎763-2455）へ
郷土資料館　展示解説講座
「史料にみる春日部の桐産業」27

7/25㈰　10:00～12:00　 教育セ
ンター　 夏季展示の展示資料を深く読
み解き、春日部の桐産業の歴史を郷土資
料館学芸員が解説　 30人（申し込み順）　
7/13㈫から直接、または電話で同セ

ンター1階郷土資料館（☎763-2455）へ
郷土資料館　夏季展示（第64回）
「語り出したらキリがない！
桐のまち春日部」展

28

7/20㈫～9/5㈰　 郷土資料館　
春日部の桐産業の歴史・文化を紹介　
同館（☎763-2455）

夏季展示ミュージアムトーク29
7/31㈯、8/4㈬、9/5㈰　10:30～、

15:00～　 郷土資料館　 学芸員によ
る夏季展示の展示解説　 同館（☎763-
2455）

親子ワークショップ「紙コップ1万個の
インスタレーション！」30

8/10㈫　10:30～12:00（受け付け
10:00から）　 中央公民館　 絵を描
いた紙コップを積み上げてアート空間を
つくる　 市内在住の小学4年生～6年生
とその保護者（1人）　20組（抽選）　
軍手または手袋（ビニール手袋可）、水性
カラーペンまたは色鉛筆　 7/16㈮
（消印有効）までに往復はがきに参加者
氏名・保護者氏名・住所・電話番号を記
入し〒344-8577 （所在地不要） 春日
部市役所市民参加推進課（内2876）へ　
※詳しくは市WEBで

親子で楽しむ映画会31
8/7㈯　10:00～12:00　 教育セン

ター　 小学校で採用されている教科書
の掲載作品「くじらぐも」などの上映、季
節に関する工作など　 幼児以上とその
保護者　50人（申し込み順）　 7/9㈮
の9:00から（休所日を除く）、電話で視聴
覚センター（☎763-2425）へ
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ペットボトルは　キャップをはずし　ラベルをはがして　水ですすいで　リサイクル 問い合わせ／
リサイクル推進課（内線7735）



生涯学習市民塾（前期）32
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
コミュニケーションロボットに触れてみ
よう！～ IT福祉遊具を紹介します～…
8/1㈰・29㈰　9:30～11:30（ 全2回 ）　
教育センター　 未就学児とその保護

者　5組（障がいのある子どもとその保護
者歓迎）　②親子で楽しむアロマテラピー
… 8/1㈰・29㈰　13:30～15:30（全2
回）　 教育センター　 小学生とその保
護者　5組　 1組3千円　 ふたつきの
ガラス瓶（ジャムの空き瓶など）　③オカリ
ナを吹いてみよう… 8/6㈮・20㈮・27
㈮　9:30～11:30（全3回）　 教育セン
ター　 20歳以上　10人　 飲料水（水
またはお茶）、サンバイザーまたはキャッ
プ（つばのある帽子）　 550円　④身近
になった半導体工学～今や日常に欠かせな
い半導体・その電気の流れを知ろう～…
8/7㈯・21㈯　13:30～15:30（全2回）　
正風館　 小学4年生以上　15人　⑤

女性の健康寿命延伸のキーは「骨の健康」
である… 8/22㈰・29㈰　13:30～
15:30（全2回）　 豊春第二公民館　
20歳以上　15人　 100円
共通事項… 市内在住・在勤・在学者（申
し込み順）　 筆記用具　 7/8㈭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

夏休み自由研究コーナー設置33
7/21㈬～8/29㈰　9:00～17:00（休

所日を除く）　 教育センター　 自由
研究に役立つ各種書籍など資料の展示・
館内閲覧・視聴（コピー不可）　 市内在
住・在学の小学生・中学生　 視聴覚セ
ンター（☎763-2425）へ

市民パソコンセミナー
（タブレットPC入門編）34

コース とき
A

7/27㈫
9:30～12:00

B 13:30～16:00
C

7/28㈬
9:30～12:00

D 13:30～16:00

教育センター　 W
ウ ィ ン ド ウ ズ
indowsタブレッ

トを使って、タブレットPCの起動の仕方、
使い方の基礎について　 パソコンで日
本語入力ができる16歳以上（高校生など
を除く）の市内在住・在勤・在学者　各
10人（申し込み順）　 7/9㈮の9:00
から（休所日を除く）、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

走らせよう！
プログラミングミニカー講座35

コース とき 対象
A

7/24㈯
9:30～12:00 小学

1年生～
3年生B 13:30～16:00

C
8/21㈯

9:30～12:00 小学
4年生～
6年生D 13:30～16:00

教育センター　 ロボットミニカー
のキットをプログラミングして、コース
の上を走らせる。プログラミング的思考
に基づき、自分で考えながらロボットミ
ニカーを操作　 市内在住・在学の小学
生　各10人（申し込み順）　※A・Bは要
保護者同伴（1人）、C・Dは要保護者送迎　
7/8㈭～20㈫（休所日を除く）の9:00

～17:00までに、電話で教育センター3
階視聴覚センター（☎763-2425）へ

子ども大学かすかべ36
10月～12月のうちの3日間（全て㈯）　
共栄大学　 各分野の専門家による講

義を受けられる、子どもたちのための大
学。詳細は、子ども大学かすかべWEBへ　
市内在住の小学4年生～6年生　30人

（抽選）　※9月上旬までに差出人へ通知　
2千円　 筆記用具など　 8/20㈮

（消印有効）までに往復はがき（1人につき
1枚）に参加希望者の氏名（ふりがな）・学
年・性別・保護者氏名・郵便番号・住所・
緊急連絡先・メールアドレスを記入の上、
〒344-0062 粕壁東3-2-15 
教育センター1階社会教育課
（☎763-2445）へ

自然観察会
～星空観察～37

7/30㈮　18:00～20:00　 中央公
民館　 屋上で星空観察会を開催　 小
学3年生～中学生　20人（申し込み順、

小学生は保護者同伴）　 筆記用具　
7/10㈯　8:30から直接、または電話で同
館（☎752-3080）へ

年少リーダー研修会
参加者を募集38

8/1㈰　9:00～12:00　 中央公民
館他　 8月～3月にレクリエーション
活動などを通じて地域の青少年リーダー
を育成。主に春日部市内での事業に参加。
1月は「キッズフェスティバル」の企画、運
営、野外活動を開催　 市内在住の小学
5年生・6年生　40人（申し込み順）　
7/18㈰までにメール（ chuokou@
city.kasukabe.lg.jp）、または電話で同
館（☎752-3080）へ

企画展「カッシーニ・あかつき・
はやぶさ2-惑星探査の最新情報-」39

7/27㈫～8/1㈰　9:00～17:00（初
日は13:00から、最終日は16:00まで）　
中央公民館　 月、土星、金星、小惑

星探査の最新情報をパネルで紹介　 同
館（☎752-3080）

「かすかべライブフェスタ2021」
出演バンド40

9/12㈰　 中央公民館　 市内で活
動するバンド　4団体（申し込み順）　
7/25㈰から参加申込書・プランニングリ
ストに必要事項を記入し、直接同館（☎
752-3080）へ　※参加申込書・プランニ
ングリストは同館で配布

PA（音響操作）セミナー41
①8/7㈯　9:00～17:00　②8/14㈯・

15㈰　10:00～18:00　 豊春第二公
民館　 ①入門編（音響機器の基本操作）　
②応用編（操作の復習と応用）　 中学生
以上　各30人（申し込み順）　 筆記用
具、ビニール手袋　 直接、または電話
で同館（☎754-2100）へ

春日部薪
たきぎのう

能42
10/16㈯　17:30～20:30　 市民

文化会館　 演目…素
すうたい
謡「翁

おきな
」、仕

し ま い
舞

「春
か す が い ち ょ う
日公孫樹」、狂

きょうげん
言「六

ろくじぞう
地蔵」野

のむ ら
村 萬

まんさい
斎、

能
のう
「羽

はごろも
衣」櫻

さくらま
間 右

う じ ん
陣　 7千円　 8/1

㈰の9:00から春日部八幡神社（☎752-
3430）で頒布（予約不可）

埼玉県立大学夏休みこども講座
「身近なものからDNAを取り出そう」43

8/3㈫　13:00～15:00　 WEB 講
座（Zoom）　 身近な野菜などから遺伝
子を抽出し、観察する。家族で楽しみな
がらDNAについて学ぶ　 小学4年生～
6年生とその保護者　20組（抽選）　
千円　 7/20㈫までにWEB応募フォー
ム（https://business.form-mailer.jp/
fms/bde6e5ad143238）で　
地域産学連携センター（☎

048-973-4114）　※結果は
応募者全員に通知

スポ・レク

健康づくりのつどい44
とき ところ 内容
7/10㈯ 武里小 フ

7/17㈯ 牛島小 フ・ビ・さ
藤塚小 フ・ビ・さ・ミ・卓

7/24㈯ 武里小 フ
※フ…フラバレーボール　ビ…ビーチ
ボールバレー　さ…さいかつぼーる　ミ
…ミニテニス　卓…卓球　
19:00～20:30　 市発祥のフラバ

レ―ボール（特集2面・3面）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）

市民体育祭剣道大会45
9/20㈷　9:00～14:30　 ウイング・

ハット春日部　 個人試合（小学生は学年別、
中学生は1年生男子、2・3年生男子、女子）　
市内在住・在学の小中学生　200人（申し

込み順）　 千円（当日集金）　 7/22㈷（必
着）までに、往復はがきに住所・氏名・学校
名・年齢・学年・性別・電話番号を記入の上、
〒344-0112 西金野井22-4 市剣道連盟事務
局関

せきぐち
口 豊

ゆたか
（☎090-3477-5157）へ
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インターネットを悪用した人権侵害をなくそう



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

画藤会展
7/14㈬～18㈰　10:00～17:00

（14日は13:00から、18日は15:00
まで）　 中央公民館　 洋画
約80点　 荒

あ ら い

井（☎ 735-1032）

春日部市テニス協会
①小中学生シングルス大会
②平日市民ダブルス大会
①8/20㈮（予備日27㈮）　②

9/7㈫（予備日14㈫）　 大沼

コート他　 ①小中学生　②一
般　 ①小学生800円、中学生
千円　②1組3千円　 同協会
WEBWEBWEBWEB（http://www.k-t-a.org/）
へ　 大

おおまえ

前（☎ 746-8186）

春日部剣道会
毎週㈬　19:00～21:00、㈯

14:30～16:30、㈰　9:00～11:00　
粕壁小学校　 幼児～成人　
二
に た

田（☎ 080-3393-5661）
春日部ハイキングクラブ
月4回程度（主に㈰）　 関東

周辺の登山・ハイキング　 成
人　 吉

よ し の

野（☎ 754-5205）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

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
7/14㈬・28㈬、8/11㈬・25㈬

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
7/21㈬、8/18㈬　13:00

～16:00　 前日までに市民
相談室（内2855）へ

庄
7/7㈬、8/4㈬　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
7/19㈪、8/16㈪　13:00

～16:00　
市民相談室（内2855）

庄
7/21㈬、8/18㈬　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 8/3㈫　13:30～16:30　 市役所別館1階相談室
7/21㈬までに、住宅政策課（内3620）へ

人権相談
（来庁の上、別室での
電話相談のみ）

7/28㈬　10:00～15:00（相談時間30分程度、人権擁護員による
相談）　 市役所別館1階相談室　 総務課（内2418）

税務相談　電話相談
（予約制）で実施

7/12㈪、8/10㈫　10:00～12:00、13:00～15:00（相談時間30分）
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）

7/14㈬、8/11㈬　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）

7/20㈫、8/17㈫　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 7/9㈮　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）

7/27㈫、8/24㈫　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

7月のみ第3㈯　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

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）

7・8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
子育てや学校生活に
関する相談（幼児、
小・中学生および保
護者）

㈫～㈮　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
学校生活や友達に関
する相談（小・中学生）

㈫～㈮　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）

㈪～㈮（7/15㈭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㈰（7/8㈭・22㈷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）

㈪（7/5㈪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　 8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 

①7/9㈮　②7/14㈬　③7/15㈭　10:30～13:30
①武里地区公民館　②豊春地区公民館　③庄和地区公民館
不要　 春日部市保健センター（☎736-6778）

こころの健康相談
7/8㈭・15㈭・29㈭　
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

7/9㈮　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

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

注意事項　▶営利目的や政治・宗教
に関するものは掲載できません　▶
対象が市民のものに限ります　▶有
料の催し物は事業計画書を提出して
ください　▶催し物案内記事は６カ
月の掲載制限（ただし年２回程度の
定期的な開催と認められるものは5
カ月以内でも可）を、会員募集記事は
12カ月の掲載制限を設けています　
▶会員募集記事は受け付け順に掲
載するため、希望する月に掲載できな
い場合があります
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7・8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
／
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

8
／
1
（日）

内科系 米島内科・眼科（米島234）
☎747-1234 内

あいあい薬局
米島店

☎718-3666
調剤薬局
モリタ

☎736-6646

小児科系
グレース家庭医療クリニック

（大衾610-10）
☎718-0107

小

外科系 佐藤整形外科（大場1385-3）
☎731-4550 整、リハビリ

8
／
8
（祝）

内科系
藤通り大和田内科クリニック
（中央2-17-10 昭和ビル2階）

☎760-2220
内 さいたま

中央薬局
☎761-0123
アイビー薬局
大枝店

☎733-2414

小児科系 久野医院（六軒町204）
☎737-1234 内、小、鎮痛（ペイン）

外科系 彩都レディースクリニック（大枝366）
☎731-1103 産、婦、小

8
／
9
（休）

内科系 松村医院（藤塚2171-6）
☎735-6800 内、消内

わかば薬局
春日部店

☎797-8620
小児科系

名越内科医院
（大枝89 武里団地1-15-101）

☎735-6627
内、胃、小、皮、

アレルギー、リウマチ

外科系 内牧クリニック（内牧3149）
☎755-2118 外、消内

8
／
15
（日）

内科系 みどり内科医院（緑町4-13-25）
☎745-5000 内、消内

薬局
キューピー・
ファーマシー
緑町店

☎812-5430

小児科系 あゆみクリニック（大枝400-4）
☎731-3283

内、循、アレルギー、
小、リハビリ

外科系 みやざわ耳鼻咽喉科（中央1-52-8）
☎745-8733 耳、咽喉、アレルギー

日 系統 医療機関名 科　目 薬　局　名

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

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

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

材料（8個分）

❶  枝豆はゆでてさやから出す。プロセスチーズは1センチメートル角
に切る。

❷  ボウルに米粉を入れ、熱湯を加えて箸で混ぜる。粗熱がとれたら粉っ
ぽさがなくなるまで手でこね、❶と白いりごまを加えて混ぜる。

❸  ❷を８等分に丸め、厚さ1センチメートル程度になるように手で押
しつぶす。

❹   フライパンにサラダ油を熱し、❸を並べて両面を焼く。

チーズ枝豆もち
外は焼いたチーズでカリッと、中は米粉と溶けたチーズでもちもち
の食感です。枝豆とチーズを使うので、たんぱく質が多く取れます。
大人のおつまみや子どものおやつにオススメです。

◆１個当たりの栄養価◆

エネルギー 117kcal　　たんぱく質 3.8g　　脂質 4.1g　　食塩相当量 0.1g

熱湯を使いますので、混ぜる時はやけどしないように箸を
使ってください。親子で作る時は、一緒に混ぜたり丸めた
り楽しく作れます。

調理のポイント！

保健センターの管理栄養士が教える！
品目レシピ 7

クックパッド「春日部市
保健センターのキッチン」
で他にもレシピ公開中！

●米粉 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・140g
●熱湯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・130ml
●枝豆（さやは除く） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100g

●プロセスチーズ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40g
●白いりごま ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1
●サラダ油 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1
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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）



ワクチン接種　関連情報　掲示板

新型コロナウイルスワクチン接種 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）

医療機関で個別接種が始まりました
　ワクチン接種が皆さんの身近な医療機関で接種できるようになります。

ワクチン接種の基本的な流れ

【注】開始時期は、医療機関によって異なります
　　入院患者、かかりつけ患者を優先するなどの対応を行う医療機関があります

注意しましょう
①１回目と２回目のワクチンは、同じメーカーのものでないといけません。
② 予約した人がキャンセル連絡をせずに会場に来ない場合、大切なワクチン接種の機会が
奪われてしまいます。

　 必ずキャンセル連絡（接種予定3日前まではインターネットで可能。それ以降は、コー
ルセンター、上記問い合わせ先への電話）をお願いします。

③ 予約時間を守りましょう。接種のためには、会場や各医療機関側での準備があります。
予約時間より早く来場する、大幅に遅れるといった行動は、人の密集を作り、運営の妨
げにもなりますので避けてください。

市の予約システム（集団接種会場（下図）と同じ方法）で予約する医療機関
（注）医療機関への直接のお問い合わせはご遠慮ください

粕壁地区 幸松地区 大川医院
五百木整形外科医院 黄川田医院 岡田医院
宇野クリニック 山﨑整形外科 春日部内科クリニック
春日部嬉泉病院 内牧地区 武里外科・脳神経外科
春日部嬉泉病院附属クリニック 岩松医院 竹田クリニック
春日部市立医療センター 内牧クリニック 浜崎医院
春日部中央総合病院 豊春地区 はまさきの郷クリニック
木田内科医院 いまいクリニック ファミリークリニックまの
ふじクリニック 岩本小児科医院 豊野地区
藤通り大和田内科クリニック かすかべ生協診療所 おかだこどもの森クリニック
ますだ春日部クリニック 神田医院 久野医院
みくに中央クリニック 武里病院 松村医院
三須医院 豊春内科小児科クリニック 庄和地区
みどり内科医院 みくに病院 アイリスクリニック
みやざわ耳鼻咽喉科 ゆりのき医院 いかわ耳鼻咽喉科医院
守田内科医院 武里地区 米島内科・眼科
八木崎診療所 あゆみクリニック 庄和中央病院

いぶきこどもクリニック 舘浦整形外科医院

12～64歳の人の
接種券発送について

●  7月16日に発送予定です
  対象者は14万人となるため、市域全体
への配達には数日かかる見込みです

●  世帯ごとではなく、一人ずつ封書にて
発送します

●  予約受付は、7月下旬から基礎疾患の
ある人を優先に受付します。

●  予約方法の詳細につきましては市ホーム
ページや各公共施設の掲示物でお知らせ
します

お困りの人はお手伝いします
　各公民館では、パソコンやスマートフォンな
どの利用が困難である人を対象に、予約支援を
行っていますので、職員にお声がけください。
　なお、予約を確約するものではありません。

ワクチン接種

費用無料
接種は任意です

ワクチン接種の最新情報はこちら

　春日部市公式SNS（ツイッター、
フェイスブック、ライン）や安心
安全メールでも最新情報を発信し
ています。フォロー、登録をお願
いします。

市公式ホーム
ページ

ワクチン接種方法は大きく分けて 3つの方法

集団接種会場（ファイザー社製ワクチン 12歳以上）
・ ①インターネット、②LINEアプリ、③コールセンター（0570-
030-630）のいずれかで予約してください

・市公共施設など（一日あたり3～4会場）が会場です
・ 7月1日より、市民体育館（大沼）で毎日実施します（7/4㈰、
7/30㈮以外）

個別接種会場（ファイザー社製ワクチン 12歳以上）
・ 市内医療機関が会場（上表参照）です。　随時更新されますので、
市公式ホームページや市公共施設掲示物で確認してください

・医療機関により、接種開始時期、時間帯が異なります

大規模接種センター（武田/モデルナ社製ワクチン 18歳以上）
・ 国が運営する自衛隊東京大規模接種センター（大手町）、埼玉県が運
営する県高齢者ワクチン接種センター（北浦和）があります。また、8
月から集団接種会場（川越、熊谷、越谷）の開設が予定されています

・ 予約に際して、各自治体が発行した接種券が必要なため、市では電
子申請によるワクチン接種券申請を受け付けています
※ 当初、大規模接種センターで接種を希望した人が、市の集団接種会場での接種に希望変更
する場合は、市で進めている年齢毎の接種スケジュール基づいて予約をとってください

職域接種（武田/モデルナ社製ワクチン 18歳以上）
・ 企業、大学などが組織単位で、会場や医師を手配して実施するものです
・接種に際しては、各自治体が発行した接種券は不要です
 （後日、各企業が接種情報を各自治体等へ報告）

① インターネット
予約

②LINEアプリ

③コールセンター
0570-030-630

インターネット
LINE、電話で予約

集団接種会場では2回
目接種の予約支援を受
けることができます

インターネット
LINE、電話で予約

2回目
接種

2回目
接種の予約

1回目
接種

1回目
接種の予約

接種券
受け取り

ファイザー社製は3週間あける
武田/モデルナ社製は4週間あける

　6月20日時点の情報のため、今後変更となる場合があります。最新情報は市ホームページをご覧ください。
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春日部市の世帯数と人口（6/1現在）　
●世帯数　109,115世帯　　●人口　233,205人（前月比10人減）　　男　115,730人　　女　117,475人

●新型コロナウイルス関連情報　掲示板新型コロナウイルス関連情報


