
 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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納税催告センターでは電話で納付の呼び掛けをしていますが、
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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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子どもの人権を守ろう




