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シトラスリボン運動とは、コロナ禍で生まれた感染者や医療従事者などへの偏見や差別を防ぎ、心から暮らしやすいまちを目指す運動です
コロナ禍の早い収束を願って、古利根公園橋をかんきつ系のカラーで8/3㈫～17㈫の間、ライトアップします

　７/６・７・８の3日間にわたり、埼玉県で東京2020オリンピック聖火リレーが実施
されました。
　市では県内2日目にあたる、７/７に聖火リレーが実施され、旧日光街道沿いの三
枚橋会館前から新町橋（西）交差点までの0.88キロメートルを５人の聖火ランナー
がリレーで聖火をつなぎました。
　当日の朝は時折雨も降るあいにくの空模様でしたが、聖火リレーが開始される
ころには天気も回復し、晴れ渡った空の下、旧日光街道を聖火が駆け抜けました。

東京2020オリンピック
聖火リレーを実施しました

シトラスカラーに
願いを込めて



子どもと一緒に子どもと一緒に
夏休み親子企画 

　さあ、市内の生き物を探す旅に出ましょ
う。どんな生き物に出会えるのでしょうか。
服装 運動靴、長袖、長ズボン、帽子
持ち物 �水筒、虫捕り網、観察するための容器、

筆記用具、カメラ、虫めがねなど
※�出掛ける時は、子どもだけでなく親子で出掛けるこ
とをおすすめします

　川沿いにある桜並木。にぎやかな音がする方向をたどっていくと発見！

花や木だけでなく、水辺にも生き物が集まるよ！

問い合わせ／環境政策課（内線
7714）　市内には数多くの生き物が生

息しています。食べ物や空気な
ど、実は私たちの生活は多種多様

な生き物によって

支えられています。海や山に出
かけなくても、身近な場所にも

小さな命はあふれています。

　子どもと過ごす夏休み中、親
子で生き物探しに出かけてみま

せんか。

準備万端で出発

 午後 庄和総合公園で発見！

 午前中 大落古利根川で発見！

　パンジーが植えられている住宅地や公
園でよく見られます。もともと東海地方よ
り南の暖かな地域に暮らすチョウで、地球
温暖化の影響で分布を北へと広げました。
オスとメスではねの模様が違います。

ツマグロヒョウモン♂
　幼虫はクスノキの仲間の葉を食べて育
ち、街中で見かける機会が多いチョウで
す。普段の動きは素早いですが、木の周
りをゆっくり飛んでいたら観察のチャン
ス！卵を産む瞬間が見られるかも？

アオスジアゲハ

　道の駅庄和でお昼。
水分もしっかり補給！

いたぞ〜っ！！

きれい〜！！

　街中で最も身近に見られるセ
ミで、「ジリジリ…」と鳴きます。
セミの仲間で鳴くのはオスだけ。
幼虫は日没ごろに地面から出て
きて、近くの木や塀などに登っ
て羽化します。

アブラゼミ

※�公共施設以外で観察をする場合は、許可を
もらいましょう

身近な観察場所の例

お昼休憩＆

水分補給

夜行性のカブトムシ、クワガタムシを見つけに朝早くに出発！

「かすかべ生き物調査隊」を結成！
環境政策課の職員が

お試しに…

市内生き物探しの旅に出よう
市内生き物探しの旅に出よう
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子どもと一緒に子どもと一緒に

夜行性の虫たちを見つけられるかな？ 　簡単に作れて、カブトムシなどの生き物をたくさん引
き寄せてくれる、バナナトラップ。実際に作ってみまし
たので、皆さんも挑戦してください。

・バナナ（新鮮でなくても可）
・台所用水切りネット（使用済みのストッキングでも可）
・ビニールひも　・焼酎（あれば）

　バナナトラップには、ハエやハチが集まってきたり、ニオ
イも発生します。設置する前に、隣のお家との距離や周囲の
状況をよく確認しましょう。また、観察が終わったら、トラッ
プは、必ず回収しましょう。

　生き物を写真に撮ったり、ノート
にスケッチしたら、虫たちを元の場
所に戻してあげましょう。図鑑で名
前や生態を詳しく調べると、理解が
より一層深まりますね。

 早朝 内牧公園で発見！

親子で
生き物探しに
チャレンジ！

 午前中 大落古利根川で発見！

　クヌギやコナラなどの雑木林に暮ら
しています。昼間は木の根元などに隠
れていて、夕方に活動を始めます。食
べ物やメスを巡って、オス同士が大き
な角を使って激しく戦います。

カブトムシ

　雑木林や山、河原の林で見つか
ります。体は黒～赤茶色まで同じ
種類でもいろいろいます。オスに
は曲がった大顎を持つ大型のもの
から、まっすぐの大顎の小型のも
のまでさまざまなタイプがいます。

ノコギリクワガタ

　バナナを皮ごとちぎり、ビニール袋の中に入れ、焼酎
を少々入れ、もみ、半日ぐらい置き、ネットに入れます。

　ビニールひもで口を
縛り、同じくひもで木
などにつるします。
　これで準備完了。

　しばらくすると、い
ろいろな生き物が集
まってきますよ。

　作り方

　材料

　注意点

埼玉県自然学習センター職員から子どもたちへのアドバイス！こんな所を探してみよう

見つけた〜〜

「バナナトラップ」を作って
昆虫観察をしてみよう！

　市では、「みんなで取り組む生き物
さがし」を実施しています。パソコン
やスマートフォンから簡単に投稿で
きますので、皆さんが見つけた生き
物を、ぜひ、投稿してください。

◀︎投稿方法などの詳細はこちら
※�調査員ポケットガイドや、
過去の調査報告書も掲載し
ています

生き物を見つけたら、
市ホームページに
投稿しよう！　

※�生き物の写真は、全て埼玉県自然学習センター提供

緑小学校の4年生が、学校の敷地内で身近な生き物を探している様子

埼玉県自然学習センター
自然学習指導員

田
た ど め

留 健
けん

介
す け

さん

● ��観察は天気のいい午前中がおすすめ。花
の蜜を吸ったり、日光浴をしたりしてい
るよ。

● ��幼虫が食べる植物の周りを探してみよ
う。葉っぱに食べ跡があったら、その近
くで幼虫が見つかるかも。メスが産卵に
来ることもあるよ！

● ��チョウの好きな花を探そう！自然の花だ
けでなく、花壇や公園の花にも
やって来る。コスモス、マリーゴー
ルド、ランタナなどで見られるよ。

● �昼間のうちにクヌギやコナラの木を確か
めて、樹液が出ている場所を見つけてお
こう。

● ��夜に探しに行くときは、必ず大人と一緒に！
● ��樹液にはスズメバチが来ることもあるか
ら気を付けて。
服装は運動靴・
長袖・長ズボン
がおすすめ。

カブトムシ・クワガタムシの仲間チョウの仲間
● �サクラやケヤキの木で見つかることが多
いよ。街路樹や学校の周りで声をたより
に探してみよう。

● ��鳴いている時間もチェック！朝は？夜
は？時間によって種類は違うのかな？自
分で研究してみるのも面白い。

セミの仲間
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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。



　学校教育における英語力の向上を図る取り
組みとして、（公財）日本英語検定協会が実施
する実用英語技能検定（英検）の団体検定料を
助成します。申し込み期間や試験日時など、
詳しくは市WEBWEBWEBWEBを確認してください。
対象者
① 市内公立中学校・義務教育学校に在籍する
中学3年生、義務教育学校9年生

② 市に住民登録があり、私立中学校などに在
籍する中学3年生

対象となる検定
令和3年度第2回の検定で、1級～4級
助成額
3級団体検定料である4,800円が上限。準2級
以上を受験する場合4,800円を上限に助成し、
差額は各自で負担。検定料が上限額以下の場合
は実費分を助成
英検申し込み
①の生徒は各学校（1級、準1級を受験する場
合は学務課へ）、②の生徒は学務課へ

助成申請
②の生徒で在籍校にて団体受験した場合は、
助成申請が必要
注意事項
▶ 書店、塾などを通じて申し込みをした場合、
助成対象にはなりません

▶1人につき、年1回分が助成対象

英語検定料を助成します　 問い合わせ／学務課（☎ 763-2447）

　新型コロナウイルス感染症の影響により、
所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特
例措置として本人申告の所得見込み額を用い
た簡易な手続きにより、国民年金保険料免除
申請が可能となりました。制度の詳細、申請
用紙などは、日本年金機構のWEBWEBWEBWEBで確認でき
ます。
対象…次の全てに該当する人

▶令和2年2月以降に、新型コロナウイルス
感染症の影響により収入が減少した人
▶令和2年2月以降の所得などの状況から見て、
当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険
料の免除などに該当する水準（本人･配偶者･世
帯主に一定の所得基準があり）になる人
申請の対象期間
▶令和元年度分…令和2年2月～6月分

▶令和2年度分…令和2年7月～令和3年6
月分
▶令和3年度分…令和3年7月～令和4年6
月分
申請先
市役所1階市民課、庄和総合支所1階市民窓
口担当、春日部年金事務所

国民年金保険料の免除申請を利用してください　 問い合わせ／市民課（内線2893）、春日部年金事務所（☎ 737-7112）

　9月末日までに、市の国民健康保険に加入
している世帯へ、新しい国民健康保険被保険
者証を特定記録郵便（転送不要）で郵送します。
　現在使用中の被保険者証は、10/31㈰で使
えなくなります。今回送付の被保険者証から
有効期限を7月末日に変更し、被保険者証記
号・番号に枝番が追記されています。
簡易書留郵便に変更できます
　希望者は8/2㈪～31㈫に、切手（簡易書留
差額料金分160円）を添えて、市役所1階国
民健康保険課、庄和総合支所2階福祉・健康
保険担当、武里出張所のいずれかへ申し込ん
でください。

被保険者証を確実に受け取るために
　被保険者証は住民登録をしている住所へ送
ります。住民登録をしている住所地以外に住
んでいると、配達されない場合があります。
※ アパートやマンションなどに住んでいる人
は、棟・室番号まで住民登録をしてくだ
さい

※ 表札がないと、配達されない場合があります
国民健康保険の届け出はお早めに
　国民健康保険は、自動的に加入、または
脱退となりません。職場の健康保険に加入
するなど、変更がある場合は、必ず手続き
をしてください。

※ 脱退手続きが行われない場合、国保税が継
続して課税されてしまいます

　手続きの方法は市WEBWEBWEBWEB、また
は国保のしおりで確認してくだ
さい。

国民健康保険被保険者証が更新されます 問い合わせ／国民健康保険課（内線2788）
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●国民健康保険被保険者証が更新されます　●国民年金保険料の免除申請　●高齢者世帯調査に協力を
●特別障害者手当などの現況届は9/13㈪まで　●英語検定料を助成します

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。

高齢者世帯調査に協力を
問い合わせ／高齢者支援課（内線7455）

　9月以降に高齢者世帯調査を実施します。
　この調査は、主に75歳以上のみで構成され
る世帯が対象です。世帯状況の把握や緊急時
の迅速な対応を図ることを目的に行います。
　調査結果は市および民生委員が緊急時対応
などに活用しています。調査への協力をお願
いします。
調査内容…世帯状況、連絡先、緊急連絡先
など
調査方法…各地区の民生委員または市職員が
世帯を訪問、書類を渡し、後日回収に伺いま
す（同委員は証明証、市職員は職員証を携帯）

特別障害者手当などの現況届は9/13㈪まで
問い合わせ／障がい者支援課（内線2549）、庄和総合支所福祉・健康保険担当（内線7044）

現況届の提出
　特別障害者手当、障害児福祉手当および経
過的福祉手当の受給者（支給停止中の人を含
む）に現況届を送付します。必要事項を記入
し、提出してください。提出がない場合、8
月分からの手当が受給できません。
提出期間…8/12㈭～9/13㈪
提出方法…同封の返信用封筒で返送するか、
直接、市役所1階障がい者支援課、または庄
和総合支所2階福祉・健康保険担当へ　
障害児福祉手当
対象者…20歳未満で、重度の障害により、
日常生活で常時介護を必要とする在宅の人
（右表の所得制限あり）
手当月額…14,880円
特別障害者手当
対象者…20歳以上で、重度の障害により、

日常生活で常時特別の介護を必要とする在宅
の人（下表の所得制限あり）
手当月額…27,350円
※ 申請には原則、専用の診断書の提出が必要
です。障害者手帳を持っている場合は、診
断書の提出を省略できることがあります

令和3年度所得制限

扶養親族
などの人数

支給停止になる
本人所得

支給停止になる
配偶者および
扶養義務者所得

0人 3,604,000円 6,287,000円

1人 3,984,000円 6,536,000円

以降1人
増えるごとに 380,000円加算 213,000円加算

・所得とは諸控除後の額
・ 扶養義務者とは、障がい者本人と生計を同じくする障がい者
本人の直系血族、兄弟姉妹
・ 特別障害者手当の本人にかかる所得は、非課税の年金なども
所得に含む

民生委員とは…自治会の推薦などにより選
出され、厚生労働大臣から委嘱を受け、地域
でさまざまな福祉活動を行う非常勤の公務員
です。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
郵送手続きを推奨中です
　加入または脱退の届け出は、届出書（市WEBWEBWEBWEB
からダウンロード可）に、必要なものを添付し
て、〒344-8577（所在地不要） 国民健康保
険課国保税担当へ郵送してください。



まちづくり市民会議
メンバーを募集

問い合わせ／政策課（内線2115）

　10年間にわたるまちづくりの指針である第
2次春日部市総合振興計画では、前期と後期の
5年ごとに、施策の方向性を示す基本計画を策
定することとしています。
　令和5年度からスタートする「後期基本計画」
を策定するに当たり、市民の皆さんと共に考
え、共に協力して計画づくりを進めるため、
ワークショップを開催しますので、ぜひ参加
してください。
開催期間…10月～11月に4回開催（予定）
※各回約2時間程度、4回とも同内容
募集人数…各回約30人
対象者…18歳以上（令和3年4/1現在）の市内
在住・在勤・在学者
テーマ…「（仮）SDGsのメガネをかけてこれか
らの春日部を考えよう」
募集期間…8/10㈫～9/8㈬（必着）結果につ
いては、応募者本人に通知します。応募方法
など詳しくは、市WEBWEBWEBWEBで

通行止めに協力を 問い合わせ／河川課（内線3464）

　浸水被害を軽減するため、安之堀川に架か
る橋りょうの架け替え工事を実施していま
す。工事期間中は、通行止めになりますので、
周辺道路への迂

う か い

回に、協力をお願いします。
工事期間・交通規制期間
令和8年3月末まで（予定）
規制箇所
大枝字井堀内134-2（右図参照）

春日部夕涼みフェスタi
イ ン

n公園橋 
問い合わせ／商工振興課（内線7756）、春日部商工会議所青年部（☎ 763-1122）

　春日部の中心部を流れる大落古利根川のほ
とりで、水と触れ合いながら涼をとることが
できるイベントです。ボート遊覧やカヤック
教室など、水辺ならではの体験をぜひお楽し
みください。
とき…8/21㈯　15:00～18:00
※雨天の場合は8/22㈰に順延

特定個人情報保護評価書について意見
を募集します　

問い合わせ／市民課（内線2898）

　特定個人情報ファイルを保有する前に、個
人のプライバシーなどの権利や利益に与える
影響を分析し、リスクを軽減するための措置
などについて示した評価書を公表しています。
9月に行う住民基本台帳ネットワークシステム
などの入れ替えに伴い、平成28年9月公表の
評価書に一部変更が生じることになるため、
改めて皆さんからの意見を募集します。

募集期間…8/1～31㈫（消印有効）
評価書の公表場所…市役所1階市民課、および
下記の 公表場所
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… 公表場所 で配布している様式を使
用し、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）　▶郵送…〒344-8577 （所在
地不要） 春日部市役所市民課　▶ FAXFFFAAAFAFFFAFAFAFFFAF XXX…739-
1145　▶ …shimin@city.kasukabe.lg.jp　
▶市WEBWEBWEBWEB
留意事項…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は受
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

春日部市スポーツ施設マネジメント計画
問い合わせ／スポーツ推進課（内線4857）

　皆さんから寄せられた意見を考慮して「春日
部市スポーツ施設マネジメント計画」を策定し
ました。本市の体育施設に関し、今後の取り組
みとして、既存の体育施設について個別の方向
性を定めたものです。

主な意見と市の機関の考え方
　この計画案への意見募集に対して、1人から3件
の意見が寄せられました。その一部を紹介します。
▶意見　「施設の評価」において経済性は重要
な評価項目と認識しますが、屋内スポーツ施設
のまとめはあるものの、屋外施設の内容の記載
がありません。特にテニスコートについては、
無料施設の有料化やこれまで行ってきた使用料
見直し経緯もあり、内容を明示いただきたい。
▶市の機関の考え方　体育館や武道館といった
屋内スポーツ施設については、個別施設である
ことから収支の把握が容易であり、全体施設に
占める収支の割合についても高くなっています。
一方、テニスコートを含む屋外スポーツ施設の
大半は、公園施設と一体的に管理運営されてい
ることから、屋内スポーツ施設と比較して収支
の把握が容易ではなく、また、全体施設に占め
る収支の割合も低いことから、本計画では屋外
施設の経済性について、定量的な評価を行って
いないため、記載していません。

春日部市総合体育施設整備基本計画
問い合わせ／スポーツ推進課（内線4857）

　皆さんから寄せられた意見を考慮して「春日
部市総合体育施設整備基本計画」を策定しまし
た。総合体育施設を整備するため、導入機能、
施設規模、配置、形態設定など、事業計画の基
本的事項を定めたものです。

主な意見と市の機関の考え方
　この計画案への意見募集に対して、102人か
ら111件の意見が寄せられました。その一部を
紹介します。
▶意見　緑のある公園と休憩場所を作ってくだ
さい。
▶市の機関の考え方　本計画の対象は、体育施
設の整備となっているため、公園施設の整備は
該当しませんが、整備に伴う区域内の緑地につ
いては、整備の設計時に植栽の配置などに配慮
します。休憩場所についても、ベンチの設置な
ど、施設内における利用者の動線を踏まえて検
討します。

提出された意見および市の機関の考え方につ
いては、それぞれ次の場所で公表しています。
教育センター1階スポーツ推進課、および下記
の 公表場所

公表場所 意見の募集と計画の策定について、下記の場所で公表しています
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・休館日を除く）、市WEBWEBWEBWEB

ところ…古利根公園橋およびその周辺
内容…ボート
遊覧、カヤック
教室、ゲーム
コーナー、ド
リンク販売（酒
類の提供なし）

意見の募集／主な意見と市の機関の考え方

52021年8月号 No.192
●まちづくり市民会議メンバーを募集　●通行止めに協力を
●春日部夕涼みフェスタin公園橋　●意見の募集／主な意見と市の機関の考え方

問い合わせ／収納管理課（内線2391～2396）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。
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6 2021年8月号 No.192
●あなたのメッセージを公園に～公園施設寄付募集～　●春日部市美術展覧会（市展）の作品を募集します　
●東京2020パラリンピック聖火ビジット　●内牧公園の遊具の一部を更新します　●自転車は放置せずに大事にしましょう

8月の市税など納付 8/31㈫が納期限です　●市県民税（普通徴収）の第2期　●国民健康保険税（普通徴収）の第2期
●介護保険料（普通徴収）の第2期　●後期高齢者医療保険料（普通徴収）の第2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）

春日部市美術展覧会（市展）の作品を募集します 
問い合わせ／社会教育課（内線4816）

　市展は、市・市教育委員会・市美術展覧会
実行委員会（市内の芸術関係者などで組織）が
主催する公募による美術展覧会です。高校生
から多数の受賞歴を持つベテランまで、幅広
い層の芸術家たちの作品が集まります。
　ぜひこの機会に、皆さんの力作を出品して
みませんか。
部門…日本画、洋画（版画を含む）、彫刻、工
芸、書（篆

てんこく

刻を含む）、写真の6部門 。1部門
につき1人1点限り（未発表のもの）
対象…15歳以上の市内在住、在勤、在学者（中
学生を除く）
費用…1点につき2千円
期間…9/22㈬～10/13㈬（必着）に出品申
込書を提出してください。▶直接…教育セン
ター1階社会教育課（㈯、㈰は3階視聴覚セ
ンター）、市内各公民館で9:00～17:00に受
け付け　▶郵送…〒344-0062 粕壁東3-2-
15 春日部市教育委員会社会教育課
審査・褒賞…入選作品は、11/16㈫～21㈰

にふれあいキューブで開催する市展にて、展
示します。入選作品のうち特に優秀なものは、
褒賞を行います。また、入選回数が10回を
超えた人（過去に入賞された人は除く）は、1
回に限り奨励賞を授与します
※ 詳しくは、教育センター1階社会教育課・
学習情報サロン、市役所1階総合案内、庄
和総合支所総務担当、各公民館、または
WEBWEBWEBWEBなどで配布している開催要項などをご
覧ください

あなたのメッセージを公園に
～公園施設寄付募集～

問い合わせ／公園緑地課（内線7092）

　公園育みサポートは、公園の遊具・ベンチ
などに寄付を受ける制度です。寄付物件には、
寄付者の名前とメッセージなどを刻んだ真
ちゅう製の記念プレートを取り付けます。
内容…寄付の受け入れが可能な公園への遊具、
ベンチなどの設置

応募資格…個人または団体
※ 公園育みサポート事業の目的に適さない場
合を除く
応募方法…庄和総合支所2階公園緑地課、ま
たは市WEBWEBWEBWEBで配布している寄付申込書に必要
事項を記入し、直接同課へ
※詳しくはお問い合わせください

150ミリメートル

40ミリ
メートル

プレートイメージ

とき 8/19㈭　13:00～18:00（予定）
ところ ふれあいキューブ1階ホールA
内容 東京2020パラリンピック聖火が春日
部市にやってきます。東京に向けて出立する聖
火を間近で見ることができます。
※ 観覧の際は、新型コロナウイルス感染症対策に
ご協力ください

※ 感染症の影響により中止となる場合は、市WEBWEBWEBWEB
などでお知らせします

　 問い合わせ／政策課（内線2114）

東京2020パラリンピック
聖火ビジット

内牧公園の遊具の一部を
更新します 

問い合わせ／公園緑地課（内線7094）

　内牧公園アスレチック広場に設置してある
木製遊具の老朽化が進んでいるため、6基の
遊具を廃止し、三角トリデを含む新しい遊具
5基に更新します。
　工事期間中（9月初旬～12月下旬）は右図
の区域が立ち入り禁止となりますので、利用
者の皆さんのご協力をお願いします。

駐車場
内牧黒沼緑道

内牧サイクリング道路

特別養護老人ホーム
彩光苑

県営春日部
内牧団地

工事区域

駐車場
内牧黒沼緑道

内牧サイクリング道路

特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム
彩光苑

県営春日部県営春日部
内牧団地内牧団地

工事区域

アスレチック
広場

：立ち入り禁止区域

駐車場

内牧公園

自転車は放置せずに安心な自転車駐車場へ
　放置自転車は、歩行者や目の不自由な人、車
いすの通行の妨げとなり、緊急車両の通行や活
動を阻害します。また、まちの景観も損ねます。
　あなたの大事な自転車が、多くの人の安全な
通行を損ねてしまいます。一人一人の駐輪マナー
が安全できれいなまちをつくります。大事な自
転車は安心な自転車駐車場に預けましょう。
自転車放置禁止区域に置かれた自転車は撤去
します
　自転車放置禁止区域内に放置してある自転
車は随時、撤去します。撤去の際、必要に応
じてチェーン錠などは切断します。撤去した
自転車の引き取りには、撤去手数料として2
千円かかります。切断したチェーン錠や、自
転車の撤去・移動・保管中の破損、盗難被害
などに対して市は、一切責任を負いません。
自転車マナー美人になりませんか
　急な進路変更や一時停止違反は危険です。
また、飲酒運転やスマートフォンなどを使用
しながらの運転も危険なので、絶対にやめま
しょう。
　あなたの自転車マナーが子どもたちや高齢
者の笑顔を守ります。

自転車は放置せずに大事にしましょう　 問い合わせ／交通防犯課（内線2826）

※ 北春日部駅、豊春駅、藤の牛島駅周辺には市営の自転車駐車場・仮設自転車置場はありません。民間駐輪場を利用してください。
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南桜井駅自転車駐車場【有料】（徒歩１分）

南桜井駅西側自転車駐車場【有料】（徒歩６分）

八木崎駅仮設自転車置場【無料】（徒歩４分）

仮設自転車置場
【無料】
（徒歩5分）

春日部駅中央第1・第2
自転車駐車場

【無料】（徒歩５分）

春日部駅南
自転車駐車場

【無料】（徒歩７分）

春日部駅西口自転車駐車場
【有料】（徒歩１分）

春日部駅東口第２自転車駐車場
【無料】（徒歩７分）
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武里駅第1仮設
自転車置場【無料】
（徒歩４分）

 春日部駅周辺 一ノ割駅周辺  南桜井駅周辺 
市営の自転車駐車場および仮設自転車置場

※ 南桜井駅西側自転車駐車場は、登録者以外は
利用できません



目標14　海の豊かさを守ろう
持続可能な開発のために海洋・海洋資源
を保全し、持続可能な形で利用する
●世界の現状　
　世界では、毎年約800万トンのプラスチックごみが海に流出して
いるとの試算（*1）や、このままでは2050年には海洋プラスチック
ごみの重量が海にいる魚の量よりも多くなる（*1）との報告がありま
す。紫外線や摩擦で分解されたマイクロプラスチックを魚が食べる
と、その魚を食べる人体にも影響を及ぼすことが懸念されます。
●春日部市の現状
　春日部市には海がないので関係ない、というのは早合点です。海洋プラスチッ
クごみの多くは街でポイ捨てされたごみだといわれています。市は、令和元年
12/1に「プラスチック・スマート宣言」を行い、市の組織として、封筒や啓発品、
配布物などで使い捨てプラスチックの利用を控える取り組みを進めています。
（*1）世界経済フォーラム「海洋ごみに関する報告書」2016年

私たちにできるアクション
▶ 使い捨てプラスチック製
品の使用を控えよう
▶ マイボトル・マイバッグ
を活用しよう
▶ ごみのポイ捨てをやめよう

　 問い合わせ／政策課（内線2120）

エスディージーズエスディージーズ
　SDGs（持続可能な開発目標）は2015年国連
サミットで採決された、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。
国レベルだけではなく、私たち一人一人の参加
と行動を呼び掛けています。今月号はゴール
14「海の豊かさを守ろう」を紹介します。

1分で分
かる

エスディージーズエスディージーズ1

SDGs
「3

スリーエム

Mアクション」
　
　市では「3Mアクション」に取り組んでいます。
　3Mアクションとは、マイバッグ・マイボトル・
マイはしを使用することで、レジ袋やペットボ
トルなどの使い捨てプラスチックごみを削減す
るための行動です。マイボトル持参の取り組み
を市内外へ広げるため、市役所本庁舎などにマ
イボトル用給水機（下写真）を設置しています。

　責任ある消費者として、豊か
な自然環境を次の世代に引き継
ぐため、引き続き行動していき
ます。

マイボトル用給水
機について詳しく
は市WEBWEBWEBWEBへ

取り組み紹介

喫煙マナーを守っていますか？ 問い合わせ／路上喫煙に関すること…リサイクル推進課（内線7735）、
受動喫煙に関すること…春日部市保健センター（☎ 736-6778）

　春日部市路上喫煙の防止に関する条例によ
り、道路や公園などの公共の場所では喫煙しな
いようお願いしています。特に春日部駅周辺は、
路上喫煙禁止区域となっており、指導に従わな
かった場合には、罰則が科せられます。

　皆さんは、ヤングケアラーという言葉を
知っていますか。
　埼玉県の条例では、ヤングケアラーとは、
病気や障害などで援助を必要とする身近な人
に対して、日常生活上の世話などを行ってい
る18歳未満の子どもと定められています。
　ヤングケアラーに関して、国は、全国の教
育現場に対する初の実態調査を行いました。
調査結果によると、世話をしている家族が「い
る」と回答したのは、中学2年生が5.7パーセ
ント、全日制高校2年生が4.1パーセントと
なっており、誰にも相談できず孤立しがちな
実態や、健康・学業への影響も全国的に初め
て裏付けられました。
　家族がお互いに助け合うことは大切なこと
ですが、家族の世話が負担となっているなど
の悩みを相談できず周りから取り残されたり、
進学や就職に影響が生じたりすることは、子
どもの人権を侵害することになりかねません。
　子どもが、学業や好きなことに打ち込み、よ
り子どもらしい時間を過ごすために大事なの
は、身近な学校などでの気付きと社会全体のサ
ポートです。子どもとのコミュニケーションや
交流する場を設けることで、ヤングケアラーの
自覚がない子どもに気付くことができ、さまざ
まな支援につなげていくことが可能です。
　埼玉県では、「すべての県民がお互いの人権を尊
重しながら共に生きる社会」の実現に向けて、人
権尊重社会をめざす県民運動を展開しています。
　8月は、人権尊重社会をめざす県民運動強
調月間です。この機会に、子どもの声に耳を
傾けてみませんか。

人権それは愛　
ヤングケアラーについて 
～子どもの人権について今一度考えよう～

　 問い合わせ／総務課（内線2418）
社会教育課（内線4814）

休日窓口を開設します
問い合わせ／市民課（内線2898）

とき…8/8㈰・21㈯ 　8:30～12:00
※ 9月はシステム入れ替えのため、休日窓口
の開設予定はありません

ところ…市役所1階市民課
内容
①各種証明書発行…住民票の写し、住民票記
載事項証明書、印鑑登録証明書、戸籍謄抄本、
戸籍の附票の写し、身分証明書、戸籍の記載
事項証明書、戸籍届の受理証明書など
②届け出（申請）…住民異動届（転入､転出､転居､世帯主
変更､世帯分離､世帯合併）､印鑑登録申請・廃止・再交付
③マイナンバーカード交付・更新
※ 一部取り扱えないものや即日交付できないもの
があります。詳しくは同課、または市WEBWEBWEBWEBで

令和2年度の
電子申請の実績を公表します

問い合わせ／情報政策課（内線2465）

　市は、電子申請・届出サービスを行ってい
ます。本サービスは住民票の写しの請求など、
市への申請・届出手続きの一部がWEBWEBWEBWEBを通じ
て行うことができるものです。
　令和2年度中に利用があった申請は、全46
手続き中18手続きで、総件数は2,908件でした。
　電子申請は、①自宅や職場のパソコンから
申請できる　②夜間・休日でも申請できる　
③通信が暗号化され、セキュ
リティも安心などの利点があ
ります。
　詳しくは、市WEBWEBWEBWEBをご覧く
ださい。
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ゆとりある　心と車間の　ディスタンス

●人権それは愛　ヤングケアラーについて～子どもの人権について今一度考えよう～　●休日窓口を開設　
●令和2年度の電子申請の実績を公表します　●喫煙マナーを守っていますか？　●1分で分かるSDGs

喫煙所春日部駅

東口

西口

路上喫煙禁止区域および指定喫煙所

路上喫煙禁止区域

喫煙者の皆さんのご理解とご協力をお願い
します
▶ 投げ捨てたたばこの吸い殻が、火災や海洋プ
ラスチック汚染の原因になります
▶ たばこの火は700度に達し、やけどを負わ
せたり、服や持ち物を焦がしたりします
▶ 火のついたたばこを持ち歩く手は、子どもの
顔の高さになり、大変危険です
▶望まない受動喫煙が生じることがあります



8月・9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…8月・9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
折り染めをしよう！

8/7㈯
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

お金の消える貯金箱を作ろう！
8/8㈷
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）
8/1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
和紙をちぎって絵はがきを作ろう！

8/14㈯
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
ふれあい遊びで楽しもう！

8/22㈰
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）
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！

9/4㈯
13:30～15:00

小学生以上　各10人（先着順）
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…8月・9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
プラ板ストラップ
プラ板でオリジナルのストラップを作りま
しょう

8/3㈫・26㈭
13:30～14:30

高校生以下（未就学児は保護者同伴）　各20人（先着順）　
当日、直接同センターへ

いちごえん（製作）
かわいい金魚すくいを作りましょう

8/4㈬
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

おもちゃ病院
おもちゃドクターに壊れたおもちゃを修理
してもらいましょう

8/8㈷
10:00～12:00、
13:00～15:00

高校生以下（未就学児は保護者同伴）
修理してもらいたいおもちゃ
当日直接、同センターへ

グーかす夏まつり
①江戸大道芸、あめ細工
②夏まつりゲーム

8/21㈯・22㈰
10:00～12:00、
13:00～15:00

①高校生以下（未就学児は保護者同伴）　各25人（申し込み順）　
②高校生以下（未就学児は保護者同伴）　各60人（先着順）　
①直接、または電話で同センターヘ　②当日直接、同センターへ

オープン工房
ドライフラワーのマグネットを作りましょう

8/28㈯・29㈰
13:30～15:00

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…8月・9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
初めてでも先生が優しく教えてくれます。
参加してみよう！

8/14㈯
10:00～12:00

小学生以上
当日直接、同センターへ

おしゃべりカフェ
学校のこと、友だちのこと…誰かに話した
いけどどこに？スマイルしょうわに話しに
来ませんか

8/20㈮
15:30～17:30

中学生以上
当日直接、同センターへ

ジオラマ運転会
出発進行！本物そっくりな電車。運転士は
きみだ！！

8/21㈯
①10:30～11:30
②13:00～14:30

3歳児以上（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！

9/4㈯
①10:00～11:50
②13:00～15:00

高校生以下（未就学児は保護者同伴）
修理してもらいたいおもちゃ
当日直接、同センターへ

ふれあいベビータイム
ベビママヨガやマッサージで親子が笑顔
になれる心地良い時間です

9/9㈭
10:30～11:30

3カ月以上の首の据わった乳幼児～満1歳児とその保護者　12
組（申し込み順）
バスタオル、水分補給できるもの
8/24㈫から直接、または電話で同センターへ

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

　新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため、保育施設内での地域交流
会は中止します。なお、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

　乳幼児健康相談では、保健師・管理栄養士・助
産師・理学療法士が育児に関する困りごとや、お子
さんや保護者の健康に関する相談を受けています。
　月に1回、春日部市保健センターと庄和保健セ
ンターで実施しており、日程は、ゴミニケーション・
健康情報カレン
ダーに掲載してい
ます。
　申込希望者は、
実施日3日前まで
に同課の母子保
健担当へ連絡し
てください。

　ファミリー・サポート・センターでは、子育て中のママ・
パパをサポートできる人（提供会員）を募集しています。
子どもが好きな人や子育てが一段落した人など、子育て
のお手伝いをしてみたい人は、ぜひ、申し込んでください。
　なお、提供会員になるには、全2回の会員養成講座
を受講してください。特に必要な資格はありません。
会員養成講座日時・内容
1日目　 8/30㈪　13:00～15:30…保育の心構えと子

どもの接し方について
2日目　 8/31㈫　13:00～15:00…子どもの健康と安

全について
会場　正風館
定員　10人（申し込み順、託児有り）

子育てピックアップ①
ファミリー・サポート・センターの提供会員を募集します 乳幼児健康相談

子育てピックアップ②

問い合わせ／こども相談課（内線2771）問い合わせ／ファミリー・サポート・センター（☎ 755-2324）

▲ 相談を受ける親子

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。

活動の流れ

ファミリー・サポート・センター

提供会員
①登録

④ 事前打ち
合わせ

⑤援助活動
⑥ 報酬など
の授受

⑦ 援助活動
の報告

③ 援助依頼 ③ 提供会員
の紹介

② 援助依頼
の申し込み

①登録
依頼会員
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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
水遊びおもちゃ作り、お祭り遊び、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（親の学
習、キッズヨガ&ビクス）、
手形・足形アートなどの各種製作

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）

㈪㈬㈮（9㉁・11㈬・13㈮を除く）、
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））

㈪㈫㈭（9㉁・10㈫・12㈭・16㈪
を除く）・20㈮
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））
※ 8/6㈮・10㈫・27㈮・28㈯
は武里大枝公民館

㈫※・㈬（18を除く）・6㈮※・
7㈯・19㈭・27㈮※・28㈯※
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
8/23㈪ヒップホップダンスで楽しもう

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）
㈫㈬㈮（13㈮を除く）
10:00～15:00

地域子育て支援拠点施設

はっぴー春日部園（小規模保育） 所在地：粕壁6947-1 プラザ八木崎2階（☎761-0881）

　子どもたちにとって、初めての保育園が楽しい所と感じることができるよう、家庭的な雰囲
気づくりをしています。ふれあい遊びや、散歩、季節の花や生き物をモチーフにした作品づく
りや歌遊びなどをしており、一人一人の個性を大切にする保育を心掛けています。また、クラ
スを年齢ごとに分けていますが、時には年齢の違う子どもたちが一緒に遊ぶことで、優しさや
思いやり、頑張る気持ちが育まれています。園から電車が見えるのも子どもたちに
は、楽しみの一つのようです。
開所日時：㈪～㈯　7:30～19:00　対象：0歳児（6カ月）～2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8月 9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） 26㈭ 30㈭

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） 3㈫ 7㈫

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） 5㈭ 2㈭ 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） 19㈭ 16㈭

10:00～
11:30

豊春第二公民館（☎754-2100）
8組（申し込み順） 11㈬ 8㈬

子育てサロン 幸松地区公民館（☎752-6065）
10組（申し込み順） 18㈬ 15㈬

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） 19㈭ 16㈭

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

18㈬ 15㈬

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:8/5㈭～9/10㈮

なし 16㈭

あいさつは　仲が深まる　いい言葉　（青少年健全育成標語）

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

※ 8/28㈯まで、定例のおはなし会を「夏休み親子おはなし会」とし、保護者も参加できます。ただし、新型コロナウイルス
感染症拡大防止による定員制限のため、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

久
く ぼ

保 穂
ひな り

莉ちゃん
令和2年5月31日生

にこにこ笑顔のひな
ちゃんが大好きだよ

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

穂
ほさか

坂 匠
しょうま

馬ちゃん
令和3年3月18日生

すくすく大きく元気に
育ってね！

向
こうご

後 鈴
すず か

佳ちゃん
令和2年7月25日生

生まれてきてくれてあ
りがとう♡
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 お知らせ
ネット119緊急通報システム
の登録01

春日部市消防本部3階警防課指令室　　
音声で119番通報が困難な人が、緊急

時にスマートフォンなどから通報を行うシ
ステム。登録制　 音声での通報が困難
な市内在住・在勤・在学者　※詳しくは市
WEBで　 スマートフォン（機種によっ
ては登録不可）、身分を証明するもの（学生
証・障がい者手帳など）、利用申請書兼承
諾書　 警防課（☎ 738-3118）

春日部甘熟梨の収穫が始まります02

春日部甘熟梨は、樹上で完熟させるこ
とで、梨本来の甘さや風味を引き出した
内牧発ブランドフルーツ。幸水は8月上旬、
彩玉・豊水は8月下旬、新高は10月上旬
に収穫開始。例年9月上旬開催のPRイベ
ントは、新型コロナウイルス感染症対策
から中止。販売場所など詳しくは市WEB
で　 農業振興課（内7746）

人権啓発イベント｢ヒューマン
フェスタオンライン2021｣03

8/1～9/30㈭ （オンライン特設サイ
ト）　 テーマ「インターネットによる誹
謗中傷」①人権メッセージ動画　②人権啓

発ポスターやパネルなどのWEB展示　③
人権啓発クイズ　 事前申込不要　 県
人権推進課（☎ 830-2258）

全国一斉「子どもの人権110番」
強化週間04

8/27㈮～9/2㈭　8:30～19:00（㈯
㈰は10:00～17:00）　 受付時間を延
長し、一人でも多くの子どもたちからの
電話相談を受け付け。☎ 0120-007-110
（無料、秘密厳守）へ。相談担当者は、法
務局職員、県人権擁護委員連合会子ども
人権委員会委員　 さいたま地方法務局
人権擁護課 （☎ 859-3507）

県立特別支援学校　学校公開05
入学、転学を考えている児童・生徒、

保護者および教育関係者
≪春日部特別支援学校≫　 小・中学部
9/14㈫　10:10～11:20（受け付け9:40） 
高等部10/5㈫　 概要説明、授業見学、学
部ごとの質疑応答　 同校（☎ 761-1991）
≪宮代特別支援学校≫　 9/7㈫　10:00
～11:50（受け付け9:40） 　 学校概要、
教育内容などの説明　 同校（☎ 0480-
35-2432）

食品の営業届出を06
法改正により「営業届出制度」が創設。

野菜、果物、弁当の販売業などが該当。令
和3年11月末までに要届け出。食品衛生
申請等システムによるオンライン提出可。
（https://ifas.mhlw.go.jp/faspte/page/
login.jsp）　 春日部保健所（☎ 737-
2133）、県食品安全課（☎ 830-3608）

ハーモニー春日部の休所07
8/16㈪　終日　 定期清掃のため　
ハーモニー春日部（☎ 731-3333）
高齢者福祉センター寿楽荘の
休所08

8/28㈯　終日　 全館を使用した地域
防災訓練のため　 寿楽荘（☎ 737-3033）

「ねんきんネット」で年金加入記録
の確認を09

ねんきんネットはインターネットで自
身の年金記録を確認できるサービス。詳
しくは日本年金機構WEB または、ねん
きんネット専用ダイヤル（☎ 0570-058-
555）へ　 市民課（内2893）、春日部
年金事務所（☎ 737-7112） 

埼玉県都市競艇組合
ボートレース戸田開催日程10

8/1～3㈫・6㈮～9㉁・12㈭～17㈫・
20㈮～23㈪　 ボートレース戸田　
市は同組合に加盟し、配分金を市政に活
用中　 同組合（☎ 823-8711）

多子世帯の中古住宅取得を補助11
令和4年3/15㈫まで　 多子世帯（18

歳未満の子が3人以上または2人（条件付

き）の世帯）を対象に中古住宅取得した人
に補助金交付　 140件（申し込み順）　
県住宅課（☎ 830-5563）

成年後見なんでも電話相談12
9/4㈯　10:00～16:00　当日（☎ 710-

5040）　 9月は成年後見制度普及促
進月間。制度について知りたい人、利用
を考える人の疑問に弁護士などが回答　　
 県地域包括ケア課（☎ 830-3251）
人生100年時代に備えよう！
働き続けるための3つのポイント13

8/18㈬　14:00～15:10（オンライ
ン）　 市内在住優先　30人（申し込み
順）　※雇用保険受給者に受講証明書発行　
8/16㈪までに電話（☎ 799-3580）、

または募集専用サイト（https://carisapo.
mhlw.go.jp/eventsch/22321/）　本事
業は株式会社パソナが厚生労働省より受
託・運営　 勤労者会館（☎ 752-5540）

埼玉150周年
特設WEBサイト「Colorful」14

埼玉県誕生150年の節目の11/14㈰
｢埼玉県民の日｣に向けて、特設WEBサ
イトで埼玉県を｢知る｣｢祝う｣｢伝える」
の3つのコンセプトで魅力を発信中。県
の歴史、著名人インタビュー、
150周年記念商品など　 県
県民広聴課（☎ 830-3192）

スキルアップ講習案内15
①9/18㈯・25㈯　9:00～16:00　②

9/25㈯・10/2㈯　9:00～16:00　③10/16
㈯・23㈯　9:00～16:00　 ①介護支
援専門員試験準備講習（受験直前対策）　
②E

エクセル
xcelデータベース活用　③プログラ

ミングExcelVBA1 マクロとVBA　 各
20人　 各2千円（テキスト代別）　
①②8/1～10㈫　③9/1㈬～10日㈮
に、往復はがき（記入事項要問い合わせ）
で〒344-0036 下大増新田61-1 県立春
日部高等技術専門校（☎ 737-3511）、ま
たは同校WEBへ

労働法の基礎セミナー
～労働契約・労働条件～16

令和4年3/25㈮まで　
県公式Y

ユ ー チ ュ ー ブ
ouTubeで配信　

令和4年3/22㈫までに県電子
申請へ

就労セミナー（サポステ連携事業）
～就職活動の進め方～17

8/25㈬　14:00～15:00　 正風館 
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）　 ※
雇用保険受給者に受講証明書発行　
8/23㈪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

埼玉県主催
就職支援セミナー「面接会話術」18

8/10㈫　14:00～16:00　 中央公

民館　 年齢不問　30人（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

交通遺児など援護一時金19
①11月　②令和4年5月　 令和2年

4/1以降、保護者が交通事故により、死
亡または重い障がいを負った県内在住18
歳以下の人。1人につき10万円（1回のみ）　
①8/31㈫、②令和4年2/28㈪までに

直接、または郵送で〒330-0063 さいた
ま市浦和区高砂2-6-18 みずほ信託銀行浦
和支店（☎ 822-0191）へ　※申請書は、
交通防犯課、支所2階総務担当、各学校
で配布　 県防犯・交通安全課（☎ 830-
2955）

優良運転者表彰20
10/9㈯　 中央公民館　 5年以上

無事故・無違反の春日部交通安全協会会
員　 8/27㈮までに、交通安全協会会
員証、申請書、無事故・無違反証明書を持っ
て直接、春日部警察署分庁舎内春日部交
通安全協会（☎ 735-0111）へ　※申請書
は同協会、交通防犯課（内2825）、支所
2階総務担当で配布

8月は「チャイルドシート・シート
ベルト着用促進運動月間」21

チャイルドシートを使用していない場
合の致死率は、している場合の約11倍。
幼児を車に同乗させる場合は、必ず幼児
の体に合ったチャイルドシートの使用を　
交通防犯課（内2824）
自筆証書遺言書保管制度の
利用を22

自筆証書遺言書を作成した人が、法務
局に遺言書の保管を申請できる制度。遺言
書の紛失、隠匿および改ざんなどの防止。
詳しくは、さいたま地方法務局ホームペー
ジ（http://houmukyoku.moj.go.jp/
saitama/）　 さいたま地方法務局越谷
支局（☎ 048-966-1321）

排水設備工事責任技術者共通試験23
11/28㈰　 聖学院大学（上尾市）　

8/23㈪～9/30㈭に郵送　 1万円　※
受験案内は8/23㈪から支所2階下水道課
で配布　 下水道課（内7107）

シルバー人材センター入会説明会24
8/20㈮、9/24㈮、10/22㈮　 同

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

SAITAMA出会いサポートセンター
出張登録会25

9/2㈭　10:00～ 16:00（12:00～
13:00を除く）　 市役所前アイピー春

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
庄和総合支所→支所、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、略称・愛称で表記

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。

通報 受信

出動
消防本部利用者

端末
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日部ビル7階　 県運営の結婚支援セン
ターへの出張登録　 結婚を希望する20
歳以上の独身者　10人　 1万6千円（居
住市町や勤務先がSAITAMA出会いサポー
トセンター会員の場合1万1千円）　※
当市は会員加入済み　 写真付きの本人
確認書類　 8/30㈪までに同センター
WEB（https://www.koitama.jp）で来所
予約を

埼玉未来大学（後期日程10月～3月）
受講生募集26

県内在住で満50歳以上の人（4/1現在）。
セカンドステージの新たな活躍の場を見つ
ける支援をする同大学の受講生を募集　
▶ライフデザイン科　 2万8千円
▶地域創造科選択講座　 千～3万8千
円（講座によって異なる）　 9/10㈮（必
着）　※募集案内を市役所第二別館2階高
齢者支援課、各公民館で配布。詳しくは
同財団WEBで　 （公財）いきいき埼玉 
未来大学担当（☎ 728-2299）

大学の開放授業講座の受講生募集27
おおむね9月～令和4年3月　 経済

政策、社会福祉、語学など　 県内在住
の55歳以上の人を対象に、大学がさま
ざまな分野の講座を開放。学生と一緒に
学ぶ　 各科目1万円程度　 県WEB
（URL: http://www.pref.saitama.lg.jp/
a0603/4-rikarento.html）募集案内を確
認の上、各大学へ直接　 県高齢者福祉
課（☎ 830-3263）

予約制の年金相談28
年金事務所の窓口での年金請求の手

続きや受給中の年金についての相談は予
約相談の利用を　 専用電話（☎0570-
05-4890）で希望日前日まで受け付け。
予約時に相談者・配偶者の氏名、基礎年
金番号、電話番号、相談内容などを聞き
取り　 市民課（内2893）、春日部年
金事務所（☎ 737-7112）

悪質な投資勧誘などの相談29
財務省関東財務局で各種相談窓口　・

詐欺的な投資勧誘に関する相談 （☎ 048-
613-3952） 　・電子マネー詐欺相談（架

空請求など）（☎ 048-600-1152）　・多重
債務相談（借金返済の悩み相談）（☎ 048-
600-1113）　・新型コロナに関する金融相
談（☎ 048-615-1779）

テレビ「こんにちは県議会です」
の放映30

8/22㈰・29㈰、9/5㈰　10:00 ～
10:15（テレビ埼玉で放送）　 県議会主
要会派代表者に聞く　※詳しくは県議会
WEBで

 人材募集

交通指導員31
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、イベント時の交通整理
など　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　 20歳以上の人　各学区１人（選考）　 
採用時期10月（予定）　 8/20㈮までに
電話で交通防犯課（内2825）へ

市立医療センター職員（看護職員）
試験32

試験日9/11㈯　 看護職員（看護師・
助産師）の資格を有する、または令和4年
3月までに取得見込みの人で、昭和61年
4/2以降に生まれた人　 8/27㈮まで
に受験申込書などを直接、または郵送で
〒344-8588 （所在地不要） 春日部市立
医療センター３階総務課（☎ 735-1261）
へ　※詳しくは同センターWEBへ

県環境アドバイザー33
地域での環境保全活動や環境学習の指

導および助言など　 応募資格などは県
WEBで確認の上、県環境政策課へ　
県環境部環境政策課（☎ 830-3019）

春日部税務署の非常勤職員34
9/1㈬～令和4年3/31㈭　 事務、

データの入力、電話対応など　 パソコ
ン操作ができる人　22人程度　 8/31
㈫までに電話で関東信越国税局消費税課
（☎ 048-600-3111）へ

 福　祉
長寿のお祝い
祝い金・記念品を贈ります35

対象者（8/31現在の満年齢） 祝い金

88歳の人 2万円

100歳の人 5万円

105歳の人 8万円

110歳の人 20万円

101歳以上で、上記以外の人 記念品

祝い金には市内共通商品券を贈呈。対
象者には9月以降に民生委員・市職員が
持参　 高齢者支援課（内7455）

体力測定会36
とき ところ 定員

8/18㈬ 武里東公民館 30人

9/17㈮ 中央公民館 60人

9/22㈬ 庄和南公民館 30人

9:30～12:00　 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以外）　
 動きやすい服装、上履き（スリッパ不

可）、飲み物、タオル、筆記用具　 クラ
ブ加入者…各クラブ会長へ　クラブ未加入
者…電話で高齢者支援課（内7456）へ

元気アップ教室
楽しみながら介護予防37

とき ところ テーマ

8/5㈭ 藤塚公民館 笑顔で！
心の健康づくり

8/20㈮ 幸楽荘 簡単スポーツ

8/26㈭ 武里地区公民館
笑顔で！
心の健康づくり

9/2㈭ 豊春第ニ公民館

9/10㈮ 大池憩いの家 簡単スポーツ

10:00～11:30　 楽しみながら介護
予防　 おおむね65歳以上の市内在住
者　30人（先着順）　 30円　 動きや
すい服装、8/5のみ上履き（スリッパ不可）、
飲み物、タオル　 不要。団体の場合は
人数を高齢者支援課（内7456）へ

健康づくりいきいき運動研修会38
とき ところ 定員

8/10㈫
10:00～12:00 中央公民館 60人

8/27㈮
13:30～15:30 豊春第二公民館 30人

9/3㈮
13:30～15:30 武里地区公民館 30人

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　クラブ未加入
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

オレンジカフェ
（認知症カフェ）39
とき ところ 定員 申し込み先

8/18㈬
10:00～12:00

豊春第二
公民館 8人 第3包括

（☎ 753-1136）

8/21㈯
10:00～12:00

武里地区
公民館 15人 第4包括

（☎ 738-5764）

8/26㈭
10:00～12:00

㈱コダマホーム
（緑町5-7-27） 8人 第5包括

（☎ 734-7631）

9/3㈮
10:00～12:00

ハーモニー
春日部 18人 第5包括

（☎ 734-7631）

豊春地区
公民館 10人 第3包括

（☎ 753-1136）

9/7㈫
13:00～15:00

武里大枝
公民館 20人 第6包括

（☎ 738-0021）

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し、相談や
情報交換ができる場　 介護保険課（内
7575）

介護予防講演会
「首痛・肩痛予防について」40

9/16㈭　13:30～15:30　 幸松地
区公民館　 理学療法士による講話およ
び実技　 おおむね65歳以上の市内在住
者　20人（申し込み順）　 30円　 電
話で介護保険課（内7575）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

認知症サポーター養成講座41

認知症の人とその家族を支える認知
症サポーターを養成　 介護保険課（内
7575）

児童扶養手当現況届の提出を42
手当の受給者（支給停止中の人を含む）

は、毎年8月に現況届の提出が必要。提
出しない場合は11月分からの手当が支給
停止。提出せずに2年を経過した場合は、
受給資格が失効　 8/2㈪～31㈫にこど
も政策課（内2578）、または支所2階福祉・
健康保険担当へ（郵送提出不可）　

特別児童扶養手当所得状況届
の提出を43

手当の受給者（支給停止中の人を含
む）は、毎年所得状況届の提出が必要。提
出しない場合は8月分からの手当が支給
停止。提出せずに2年を経過した場合は、
受給資格が失効　 8/12㈭～9/13㈪　
※対象者には提出書類を郵送。返信用封
筒で返送するか、直接、こども政策課（内
2580）、または支所2階福祉・健康保険
担当へ　

 保　健

熱中症に注意を44
熱中症は、高温多湿な環境に長くいる

ことで体温調節機能がうまく働かず、体
内に熱がこもった状態。室内でも発症し、
場合によっては命を落とすことも。
熱中症予防ポイント
１　上手にエアコンを活用
２　暑くなる日は要注意
３　水分をこまめに補給
４　｢おかしい｣と思ったら病院へ
５　周りの人にも気配りを
春日部市保健センター（☎ 736-6778）

肉の加熱不足による食中毒に
注意45

肉の加熱不足による食中毒が多発。「新

鮮だから安全」「禁止されていないから安
全」ではないので、中心まで十分加熱を。
春日部保健所（☎ 737-2133）

かすかべっこ予防接種ナビ46
お子さんの予防接種の時期をメールで

お知らせする「かすかべっこ予防接種ナ
ビ」利用を　 2次元コー
ドから登録サイトへアクセ
ス（通信費自己負担）　
健康課（内7515）

孫育て教室47

10/19㈫　13:00～　 ふれあいキュー
ブ6階春日部市保健センター　 育児、
離乳食とおやつについての講話ともく浴
のデモンストレーション　 これから孫
を迎える人、または生後6カ月ごろまでの
子の親をサポートしたい人　18人（申し
込み順）　 8/17㈫から電話でこども相
談課（内2768）へ

乳幼児応急手当講習会48
9/15㈬　10:30～12:00　 ふれあい

キューブ6階春日部市保健センター　
心肺蘇生法やAED（自動体外式除細動器）
の使い方、気道異物除去、家庭で起こり
やすい事故とその予防法　 未就学児の
保護者、または子どもを預かることがある
人　10人 （申し込み順）　※託児あり（要
相談）　 筆記用具　 8/5㈭から直接ま
たは電話でこども相談課 （内2771）へ

働き続けるための
がんワンストップ電話相談49

8月～令和4年3月の月2回　18:15～
20:30（最終受け付け20:00）　 がん患
者の治療と仕事の両立を支援するための
相談　 県内在住・在勤で就労中のがん
患者（休職中も含む）　 県疾病対策課へ
電話（☎ 830-3651）、ま
たはメール（ a3590-
06@pref.saitama.lg.jp）で
事前予約を

彩の国さいたま
「愛の血液助け合い運動」50

8月末まで　 県内献血ルーム、献血
バスなど　 県では毎日700人の献血協
力が必要。安定的に血液製剤を患者へ届
けるために協力を　※献血バスの日程や
内容など詳しくは市WEBで　 健康課
（内7513）

とき ところ 申し込み先

8/20㈮
14:00～

介護老人保健施設
みどり
（上大増新田168）

武里病院
（☎ 733-5111）

9/28㈫
14:00～

庄和
社会福祉センター

第８包括
（☎746-5190）

趣味・教養

夏休み読書マラソン大会51
8/1～31㈫　 中央図書館、武里図

書館、庄和図書館　 期間中の貸出冊数
を競う。目標冊数達成者には賞状プレゼン
ト　 0歳～19歳の図書館利用者　 中
央図書館（☎ 761-5911）、武里図書館（☎ 
737-7625）、 庄和図書館（718-0200）へ

大事な１冊
家族エピソード募集！52

8/1～31㈫　 中央図書館、武里図
書館、庄和図書館　 子どもの本（児童
書）にまつわる家族の思い出を募集。館内
特設コーナーのエピソード用紙（図書館
WEBからのダウンロードも可）に記入。
秋の読書週間に図書館に掲示　 中央
図書館（☎ 761-5911）、武里図書館（☎ 
737-7625） 、庄和図書館（☎ 718-0200）

聴覚障がい者対象
市民パソコンセミナー53

9/25㈯　13:30～16:00　 教育セン
ター　 パソコンを使ったプレゼンテー
ション作成など　※手話通訳有り　 16
歳以上の市内在住・在勤・在学者でパソ
コン操作の経験がほとんどない聴覚障が
いのある人　6人（抽選）　 8/29㈰（必
着）までに、はがき（1人1枚まで）または
ファックスで、〒344-0062 春日部市粕
壁東3-2-15 春日部市視聴覚センター聴覚
障がい者対象パソコンセミナー係（ FAXFFFAAAFAFFFAFAFAFFFAF XXX
763-2219）へ　※抽選結果は9/14㈫ま
でに当選者のみ通知

16ミリ映写機簡易技術講習会54
8/28㈯　9:30～12:00　 教育セン

ター　 映写機の操作実習ほか　 満
15歳以上（中学生を除く）の市内在住・在
勤・在学者　10人（申し込み順）　※修了
者は、視聴覚センター所有の16ミリ映写
機、フィルムを利用することが可能　
8/10㈫の9:00から直接、または電話で
視聴覚センター（☎ 763-2425）へ

市民パソコンセミナー
（親子で体験 プログラミング入門）55

Aコース…9/4㈯　9:30～12:00、B
コース…9/4㈯　13:30～16:00（いずれ
かを選択）　 教育センター　 プログ
ラミングの基礎を親子で体験。パソコン

を使わないプログラミング、パソコンを
使ったプログラミングを実施　 パソコ
ンでマウス操作と文字入力ができる市内
小学3～6年生とその保護者1人　各コー
ス10人（申し込み順）　 8/10㈫～29
㈰ 9:00～17:00に直接、または電話で視
聴覚センター（☎ 763-2425）へ

市民映像セミナー
（ビデオ編集入門講座）56

9/17㈮  9:30～16:00　 教育セン
ター　 ビデオ編集の基本操作、画面
構成、作品制作　 パソコンで文字入力
やマウス操作ができる16歳以上の市内
在住・在勤・在学者　5人（申し込み順）　
8/17㈫の9:00から直接、または電話

で視聴覚センター（☎ 763-2425）へ

彫刻清掃市民ボランティア募集57
9/11㈯　9:30～12:00（雨天中止）　
集合…教育センター　活動場所…市内

彫刻（20カ所程度）　 彫刻の水洗い、
ワックスがけ。清掃用具は社会教育課で
用意　 15歳以上の市内在住・在勤・在
学者（中学生を除く）　20人（申し込み
順）18歳未満は保護者の承諾が必要　
8/27㈮（必着）までに応募用紙を直接、
郵送、FAXFFFAAAFAFFFAFAFAFFFAF XXX（763-2218）、またはメール
（ s-kyoiku@city.kasukabe.lg.jp）
で社会教育課へ　※応募用紙は同課、市
内各公民館、またはWEB  （http://www.
yuugaku-kasukabe.jp/）などで配布

生涯学習市民塾（中期）58
生涯学習人材情報登録者が講師となっ

た趣味や暮らしに役立つ学習会
共通事項
特に記載がない場合には「教育セン

ター」　 市内在住・在勤・在学者　
筆記用具　 8/12㈭の9:00から直接、
または電話で視聴覚センター（☎ 763-
2425）へ（申し込み順）
①老けない脳とバテない体力づくり（健
康・生き活き・長寿法）＆ワクワク健脳術、
楽しい脳トレゲーム認知症予防　 9/1
㈬　9:30～11:30　 20歳以上　20人　
500円

②簡単な英語表現を覚えてコミュニケー
ションを楽しむ　 9/2㈭　13:30～
15:30　 20歳以上　20人　 200円
③手づくりアロマ～アロマで楽しむバス
タイム～　 9/3㈮　13:30～15:30　
20歳以上　5人　 2,500円
④エンディングノートの書き方（20歳か
ら100歳までの危機管理）講座　 9/5
㈰　9:30～11:30　 20歳以上　15人
エンディングノート（持っている人）
300円、エンディングノート希望者は

別途500円
⑤IT・IDロボットと遊ぼう　 9/5㈰　
13:30～15:30　 未就学児とその保護
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生ごみの水をしぼって減量化　におい減らして　ゴミ出し　らくらく 問い合わせ／リサイクル推進課（内線7735）



ター　 神明貝塚編　 15人（申し込み
順）　 100円　 8/7㈯の9:30から電
話でぷらっとかすかべ（☎ 752-9090）へ
8 ふるさと散歩観光ハイキング

～梨園へ行こう～61
8/24㈫　9:00～12:00（雨天中止）
北春日部駅西口（集合・解散）　

鷲
わしかとり
香取神社、楽

らくおうじ
応寺、梨園などを巡る（土

産付き）　 16人（抽選）　 500円　
飲み物、雨具　 8/12㈭（必着）までに、
はがき（1枚につき2人まで）に参加希望
者全員の住所・氏名・電話番号を記入し、
〒344-0061 粕壁1-3-4 春日部市観光協
会（ぷらっとかすかべ内）へ　※8/18㈬
頃までに当選者あて通知

郷土資料館　古文書講座（入門編）62
9/4㈯・5㈰・11㈯・12㈰（ 全4回 ）　

10:30～12:00　 教育センター　 古
文書の読み方の基礎を学ぶ　 古文書を
初めて読む人　15人（先着順）　 8/10
㈫から、直接または電話で郷土資料館（☎ 
763-2455）へ

夏季展示記念講演会
「春日部の桐細工―職人の仕事」63

8/28㈯　14:00～16:00　 教育セ
ンター　 市文化財保護審議会委員　田
中裕

ひろ こ
子氏による講演　 50人（申し込み

順）　 8/5㈭から、直接または電話で郷
土資料館（☎ 763-2455）へ

音響操作セミナー64
9/11㈯・12㈰　9:00～17:00　

中央公民館　 音響機器を使用した催物
での操作講習、2日目は音響スタッフとし
て「かすかべライブフェスタ」へ参加　
10人（申し込み順）　 8/1から直接、

または電話で同館（☎ 752-3080）へ
損なわれた関係を正し、修復する
RJ対話 体験会65

9/20㈷　13:30～16:30　 Z
ズ ー ム
oom　

互いを尊重し、損なわれた関係を修復
するための対話。オンライン・トーキン
グサークルというRJ対話を体験し、物理
的な距離を超えて、人とのつながりを維
持しませんか？　 20人（抽選）　
千円　 9/5㈰までにWEB 応募フォー
ム（https:// business.form-mailer. jp/
fms/43828911140757）
で　 県立大学地域産学連
携センター（☎ 048-973-
4114）

スポ・レク

健康いっぱい球技教室66
9/2～10/7（9/23㈷除く）の毎週㈭

（全5回）　9:30～11:30　 市民体育
館　 フラバレーボール、さいかつぼー
る、ビーチボールバレーなど　 18歳以
上の市内在住・在勤・在学者　30人（申
し込み順）　 500円　 運動のできる
服装、体育館履き、タオル、飲み物　
8/5㈭の9:00から電話でスポーツ推進課
（☎ 763-2446）へ　

健康スポ・レクフェスタ2021
～軽スポーツ・ニュースポーツ
体験交流会～

67

8/22㈰　9:15～12:00（9:00から受け
付け）　 ウイング・ハット春日部　
フラバレーボール、ビーチボールバレー、
さいかつぼーる、ミニテニス、ユニカー
ル、スマイルボウリング、いろいろなエ
クササイズ、ラージボール卓球、ボッチャ、

健康コーナーなどの体験（時間内いつで
も参加可）　 市内在住、在勤、在学者　
運動のできる服装、体育館履き、タオル、

飲み物　 不要　 スポーツ推進課（☎ 
763-2446）

健康づくりのつどい68
9/4㈯　19:00～20:30　 市発祥

のフラバレ―ボールのほか、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。講師はスポー
ツ推進委員　
会場 内容
武里小 フラバレーボール

牛島小 フラバレーボール・ビーチボールバ
レー・さいかつぼーる

藤塚小
フラバレーボール・ビーチボールバ
レー・さいかつぼーる・ミニテニス・
卓球

中野小 フラバレーボール・ビーチボールバ
レー・さいかつぼーる

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　 スポーツ推進課（☎ 
763-2446）
66～68共通
かすかべ健康マイレージスタンプカード
対象事業

県民総合スポーツ大会・市民
体育祭ダブルス大会兼春日部市
選手権大会

69

10/3㈰　8:00～（予備日10/10㈰）
庄和・大沼・立沼・谷原中西側テニス

コート　 一般の部、50歳以上の部　各
男子ダブルス・女子ダブルス　※年齢は
12/31現在　 市内在住・在勤・在学
者、市テニス協会会員　 千円（市民以
外は1,500円）　 8/31㈫（必着）まで
に往復はがき、またはメールで「市民体育
祭ダブルス大会参加申込み」と記入の上、
参加種目・住所・氏名・年齢（50歳以上
の部のみ生年月日）・電話番号（在勤・在
学者は、勤務先・学校名とその住所）を
〒344-0066豊町5-8-38 市テニス協会　
久
く ぼ
保 裕

ひろとし
稔（☎ 761-4461/ festival-

doubles@k-t-a.org）へ

者　5組（障がいのある子歓迎）
⑥ジャズを楽しもう　 9/5㈰　13:30～
15:30　 20歳以上　30人　 100円
⑦楽しくステンシル・型染め（自分の好き
な色で染めましょう）　 9/7㈫　12:00
～15:00　 武里地区公民館　 20歳
以上女性　5人　 古タオル、エプロン　
2,500円

⑧たのしい大正琴　 9/8㈬　9:30～
11:30　 幸松地区公民館　 20歳以
上　10人　 大正琴（持っている人）　
100円
⑨幸福学より探るコロナ禍のセルフマネ
ジメント　 9/11㈯　13:30～15:30　
教育センター　 15人　 500円

⑩みー先生のおかしな世界～腹話術、マ
ジックを見てみよう、やってみよう～　
9/11㈯　9:30～11:30　 小学生以上　

15人　 黒・赤の油性マジック、ハサミ、
タオル、空きペットボトル　 100円
⑪「俳句入門」春日部ゆかりの俳人 加藤
楸
しゅうそん
邨の第一句集「寒

かんらい
雷」を読む　 9/11

㈯　13:30～15:30　 20歳以上　21
人　 国語辞書、俳句歳時記（持ってい
る人）　 100円
⑫キーボード入力の基本　 9/12㈰　
9:30～11:30　 20人　 USBメモリー
⑬防災勉強会「新たな災害の時代に突入～
感染症編～」　 9/14㈫　9:30～11:30　
20歳以上　15人

⑭オカリナを吹いてみよう　 9/14㈫　
13:30～15:30　 20歳以上　10人　
飲料、帽子またはサンバイザー
⑮ロコモヨガ　 9/14㈫　9:30～11:30　
20歳以上　15人　 動きやすい服装、

バスタオル、飲み物、ヨガマット（100円
で貸出可）　 300円
⑯文化箏

こと
（ミニ琴）　 9/14㈫　9:30～

11:30　 内牧地区公民館　 20歳以
上　10人　 100円
⑰スポーツウエルネス吹矢の呼吸習得
で楽しく健康に！　 9/15㈬　9:30～
11:30　 20歳以上　20人　 動きや
すい服装、運動靴　 100円
⑱メディカルハーブの基礎を学び、免疫
力をup!しよう　 9/22㈬　13:30～
15:30　 20人　 100円
⑲七宝焼を気軽に楽しみましょう　
9/25㈯　13:00～17:00　 中央公民
館　 8人　 800円

須
す が

賀芳
よしろう

郎先生の歴史講演会59
9/15㈬　10:00～12:00　 教育セ

ンター　 「かすかべの歴史余話」より　
15人（申し込み順）　 100円　

8/8㈰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
～文化財マップ講座～60

9/9㈭　10:00～12:00　 教育セン
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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

みんなのおうち「まちづくり講座」
①8/19㈭～25㈬　17:30～

19:30　 武里「天
あっぱれだんだん

晴團団」事務
所　 仕事おこし・地域の居場所
づくり向け全5回講座　 10人
程度　 500円　 電話または
ファックスで青

あおやぎ

柳（☎793-4189、
FAXFFFAAAFAFFFAFAFAFFFAF XXX 793-4057）へ

春日部あゆみの会
毎月第3㈯　18:30～21:00　

中央公民館　 職場の人間関
係など仕事の悩みがある人の当
事者会　 300円　 萩

はぎわら

原（☎
080-1304-5412）
七
しち

彩
さい

会
毎月第2・第4㈪　9 :30～

12:00　 第六区画整理記念館　
油絵、水彩画　 月千円　

村
む ら た

田（☎090-9675-3967）
春日部マンドリンアンサンブル
毎週㈯　9:00～13:00また

は13:00～17:00　 正風館他　
合奏練習、演奏会開催　

1,500円　 ギター・マンドリン・

マンドラ・マンドセロの経験者　
最
も が み

上（☎090-2669-6515）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
㈭（9/23㈷を除く）　13:20

～16:25　
市民相談室（内2855）へ

庄
8/11㈬・25㈬、9/8㈬・29㈬

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
8/18㈬、9/15㈬　13:00

～16:00　 前日までに市民
相談室（内2855）へ

庄
8/4㈬、9/1㈬　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
8/16㈪、9/27㈪　13:00

～16:00　
市民相談室（内2855）

庄
8/18㈬、9/15㈬　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 9/7㈫　13:30～16:30　 市役所別館1階相談室
8/25㈬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）

8/25㈬　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

8/10㈫、9/13㈪　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）

8/11㈬、9/8㈬　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）

8/17㈫、9/21㈫　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）

8/24㈫、9/28㈫　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　※8/16㈪を除く
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

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）

8・9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）

㈪～㈮（8/11㈬・19㈭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㈰（8/12㈭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）

㈪（8/9㉁・16㈪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 

8/18㈬　11:00～14:00
武里大枝公民館
不要　 春日部市保健センター（☎736-6778）

こころの健康相談
8/5㈭・17㈫・26㈭　
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

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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8・9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

8
／
29
（日）

内科系 武井医院（粕壁1-4-8）
☎752-2019 内

薬局たんぽぽ
☎733-1411
あいあい薬局
☎739-5050

小児科系 一ノ割クリニック（備後東1-28-22）
☎731-1771

整、リウマチ、
リハビリ、外、小、
アレルギー

外科系
さだまつ眼科クリニック
（谷原新田2213-1）
☎731-5040

眼

9
／
5
（日）

内科系 みくに病院（下大増新田97-1）
☎737-1212 内、外、胃、肛

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 杉浦眼科・豊春分院（上蛭田259-2）
☎754-2333 眼

9
／
12
（日）

内科系 かすかべ生協診療所（谷原2-4-12）
☎752-6143 内

さくら薬局
春日部店
☎739-3781

小児科系 岡田医院（一ノ割2-6-21）
☎735-7848 産、婦、内、小

外科系 岩松医院（栄町1-334）
☎761-0077 外、胃、麻

9
／
19
（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
クラフト薬局
春日部永沼店
☎745-2301

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 舘浦整形外科医院（永沼2229-1）
☎746-4832 整、リハビリ

9
／
20
（祝）

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

稲垣薬局
春日部店
☎812-7038小児科系 関根医院（新宿新田226）

☎746-7211 内、小

外科系 梅原病院（小渕455-1）
☎752-2152 外、胃

日 系統 医療機関名 科　目 薬　局　名

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

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

わかば薬局
春日部店
☎797-8620

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
鈴木薬局
春日部中央店
☎812-8696

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

8
／
22
（日）

内科系 守田内科医院（南2-6-24）
☎737-6300

内、リウマチ、
心療内、
アレルギー 青葉薬局

☎738-2011
ひまわり薬局
☎761-3738

小児科系 神田医院（上蛭田127-1）
☎754-0854

小、内、
アレルギー

外科系 ようこ皮フ科（大沼2-62-24）
☎612-3555

皮、アレルギー、
美容皮

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（4人分）

❶   ナシは12等分のくし形切りにし、芯をとって皮をむく。大葉は縦半
分に切る。

❷  豚ロース肉に塩とこしょうで下味を付ける。
❸  ☆の調味料を合わせておく。
❹   豚ロース肉1枚の上に大葉半分を置き、ナシ1切れを置いて巻く。

同じものを12切れ作る。
❺   フライパンにサラダ油を熱し、❹を入れて肉に焼き色が付くまで焼
く。肉に火が通ったら、☆を入れてからめる。

❻  皿に❺とベビーリーフを盛る。

ナシの豚肉巻き
春日部の特産「ナシ」を使った料理です。そのまま食べてもおいしい
のですが、料理にしてもおいしいです。
シンプルな味付けはナシの甘味をよりいっそう引き立ててくれます。

◆１人当たりの栄養価◆

エネルギー 277kcal　　たんぱく質 16.2g　　脂質 18.5g　　食塩相当量 0.9g

フライパンで焼くときは、表の肉はしっかり加熱しますが、
中のナシは完全に火を通さないのがおすすめです。ナシの
シャキッとした歯応えが楽しめます。

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 8

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！

●ナシ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個
●豚ロース肉薄切り ・・・12枚（320g）
●塩 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ1/4

●こしょう ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々
●大葉 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6枚
●サラダ油 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1

☆おろししょうが ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5g
☆しょうゆ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ2
●ベビーリーフ（ミックス） ・・・・・80g
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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 

ワクチンには、メリット（利点）とデメリット（欠点）があります
　現在、日本に供給されているワクチンは、接種後に一定の割合で副反応症状が現れるとの報告があります。
コロナウイルスのワクチンに限らず、どのようなワクチンでも副反応が起こる可能性があります。
メリット
■発症を予防する効果がある
　（ファイザー社製 約95％、武田／モデルナ社製 約94％）
■重症化を防ぐ効果がある
デメリット
■副反応による不調が生じる
 ★接種部分の痛み・頭痛・倦怠感・筋肉痛などの全身反応※1［接種後1～2日以内］
  1回目接種よりも2回目接種後に頻度が高い傾向／若い年代ほど症状が現れやすい傾向
  例：２回目接種の発熱（37.5度以上）　60歳代…発症率20％台、20歳代…発症率約50％
 ★アナフィラキシー（急性のアレルギー反応）※2［接種後15～30分以内］　100万回あたり7件の割合と専門家が評価
 ★心筋症・心膜炎（胸の痛みや息切れ）※2［接種後4日程度の間］　6/27までに全国の医療機関から20件の報告
 上記の数字データは全て、ファイザー社製ワクチンの場合のものです
 ※1 厚生労働省　「新型コロナワクチンの接種後の健康状況調査」（対象者約2万人）より
 ※2 厚生科学審議会予防接種・ワクチン接種分科会副反応検討部会（7/7資料）より

デマに惑わされないで
　新型コロナウイルスのワクチン接種が進む一方、ワクチンを打つ
ことに不安感や迷いを持つ人もいます。
　今、インターネット、SNSなどでは、事実と異なる情報、いわゆ
るデマやうわさが流布されています。
　市民の皆さんは、専門家や国が公表している科学的根拠に基づく
情報を確認し、どうぞ冷静な対応をお願いします。うわさやデマには、
分かりやすく、もっともらしいものもありますが、根拠のない情報
には惑わされず、自分自身や家族の接種について判断してください。

春日部市は まん延防止等
重点措置対象区域です

　新型コロナウイルスの新規の感染者が
7月中旬以降、急増している状況であり、
感染力が強いと言われているデルタ株の
拡大が懸念されています。すでに、緊急
事態措置区域である東京都との往来が頻
繁で、かつ陽性者が多い地域では、柔軟
かつ強力な感染拡大防止対策が必要な状
況になっています。
 そこで、埼玉県では、7/16に「まん延
防止等重点措置」の対象地域をこれまで
のさいたま市、川口市の2市から、本市
を含む20の市と町にまで広げることを
決めました。
　措置期間は7/20～8/22㈰です。

市民の皆さんは、下記への協力をお願
いします
■  営業時間の短縮を要請した時間以降
（午後8時以降）、飲食店を利用しない
■  感染防止対策が徹底されていない飲
食店等や営業時間短縮の要請に応じ
ていない飲食店等の利用を自粛する
（「彩の国『新しい生活様式』安心宣言
飲食店＋

プラス
」認証店の利用を推奨）

■  県境をまたぐ移動、特に、緊急事態
措置区域との往来は極力控える

■  不要不急の外出・移動の自粛 
■  混雑している場所や時間を避けて行動する
■  路上、公園等における集団での飲酒など、
感染リスクが高い行動の自粛　など

　特に、飲食に関わる事業者の皆さんは、
これまで以上に負担をおかけすることに
なりますが、感染拡大を防止し、一日も
早く安心安全な生活を取り戻せるよう、
ご理解とご協力をお願いします。

　7月21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。

問い合わせ／健康課 新型コロナウイルスワクチン接種担当（内線3675）
 予防担当（内線7515）

ワクチン接種券はお手元に届きましたか？
　7/16に12歳※～64歳の人に向けて、各個人（約14万人）あてにワクチン接種券を発送しました。
ワクチン接種券は お手元に届きましたでしょうか？届いていない場合には、上記問い合わせ先へ
速やかにご連絡ください。（※8/1までに誕生日を迎えた12歳の人に送付。令和４年２月までの間、
毎月１回、12歳の誕生日を迎える人に発送）

スピードは一時、下がりますが 希望する全ての皆さんへの接種を進めています
　本市では、春日部市医師会、春日部市薬剤師会、関係機関と協力し、ワクチン接種を進めています
が、8月以降、国から自治体に対するワクチン供給量が減少することが判明しており、本市へのワク
チン供給量も、本市が本来必要とする量が供給されません。このことから、現在、本市の接種計画を
修正するとともに、接種のスピードをワクチンの供給量に合わせる必要が生じています。
　希望する全ての皆さんのワクチン確保に努め、順次案内していきますので、ご理解のほどよろし
くお願いします。

現在の受け付け状況（7/21時点）

ワクチン接種の数量調整のため集団接種会場・日程が変わります
　集団接種会場（イオンモール春日部、谷中小記念館、市民体育館）は、8/8㈰以降、日曜日のみの
実施とします。なお、８月中は消防本部で集団接種は実施しません。個別接種は、引き続き医療機
関ごとに日程を設定し、実施していきます。

予約の利便性がアップします
　8/6㈮から、予約システムを改修し、1回目の予約時に2回目の日時、会場
の予約も同時にできるようにします。8/6㈮時点で1回目の予約済みで未接種
の人も、2回目の予約ができるようになります。

対象 受け付け状況など
65歳以上の人 受け付け中
64歳～60歳の人 8/6㈮　8：30から受け付け開始
64歳以下で、基礎疾患のある人 受け付け中
高齢者施設（障害者訪問系サービスを含む）などの従事者 対応中

上記に該当しない人 年齢を区切って8月下旬より実施予定（ワクチ
ンの供給量を踏まえ、改めてWEBWEBWEBWEBでお知らせ）

※県では、8/2㈪から、「埼玉県東部ワクチン接種センター（県民健康福祉村）」を開設。エッセンシャルワーカーの人が対象。予約は県WEBWEBWEBWEBのみ

左：厚生労働省HP 新型コロナウ
イルスワクチンQ&A
右：WHO神戸センター動画サイト
Sience in5（5分で分かるサイエ
ンス）（日本語字幕付き）

最新情報は上記
の市 WEBWEBWEBWEB より、
ご確認ください

ワクチンに対して正しい情報を入手しましょう

【渡航予定がある人限定】
ワクチンパスポート 発行します
★  新型コロナウイルス感染症予防接種証
明書（ワクチンパスポート）の申請は、
郵送で受け付けています。費用は無料

★   送付先　
　〒344-8577（住所不要）
　春日部市役所健康課予防担当あて
★   申請に必要な書類
　①申請書（市WEBWEBWEBWEBよりダウンロード）
　② 旅券（パスポート）の顔写真ページの写し
　③ 接種済証（接種券）の写し または接種

記録書の写し
　④ 返信用封筒（宛名記入、84円切手貼

付をしたもの）
　⑤ 本人確認書類の写し（返送先住所の記

載されたもの）
※ この他、必要に応じて、旧姓・別姓・別名の確
認書類、本人自署による委任状など

メリット、デメリットの両方を見
て、接種の判断を行いましょう
接種当日や翌日には大事な予定を
入れないことをおすすめします
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春日部市の世帯数と人口（7/1現在）　
●世帯数　109,231世帯　　●人口　233,168人（前月比37人減）　　男　115,715人　　女　117,453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


