
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




