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私たちが整備した自転車を通勤、通学、買い物に役立ててください

気持ちよく買い
物をしてもらえ

るように、

買い物カゴを整
理しています

詳しくは2・3面をご覧ください

新たないきがい発見！
　今月は、敬老の日にちなんで、シルバー
人材センターで元気にいきいきと働く皆さん
を紹介します。
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働くって
 楽しい！！



まちの人から“ありがとう　”の声がいっぱい！

　シルバー人材センターは、60歳以上の元気で働く意欲のある方
が会員となり豊富な人生経験を生かし地域の発展に寄与する公益
社団法人です。
　昭和56年、春日部市高齢者事業団として会員数187人からス
タートし、今年の10月には40周年を迎えます。今や、会員数は
1,300人に達し、年間の売上高は6億7千万円に成長することが
できました。
　就業会員の平均年収入は約56万8千円で、職種は23種、市内
全域約1,750カ所で就業しています。これからも、会員の希望に
沿った就業開拓を行い、会員増員を図ります。中でも、女性の社会進出をサポートする対策を強
化することはセンターの大切な役割と考えています。　　
　人生100年時代！市民の皆さんに愛されるシルバー人材センターを目指してまいります。
多くの方々のご入会をお待ちしております。

市民からのお手紙
　私たちがよく利用している公園の除草や、
木々の下枝処理などをしてくださり、いつ
もありがとうございます。大変気持ちよく
過ごせています。公園は私たちの憩いの場
や、疲れを癒やす場所でもあります。きれ
いに清掃された緑のなかでのくつろぎのひ
と時は、最高のぜいたくです。親子で安心
して遊べる場所が近くにあり、大変
うれしく思っています。

公益社団法人　春日部市シルバー人材センター

理事長からのメッセージ
「人生100年時代！皆さんに愛されるセンターを目指して」

※ 実際に頂いた文章の一部を紹介しています

内田 修司理事長

シルバー人材センター 植木の剪定 長
は せ が わ

谷川 諭
さとし

さん
シルバー人材センター歴：11年8カ月

　60代から始めた除草の仕
事を約19年続けています。
多少、病院にかかることは
ありますが、規則正しく働
くことを続け、充実した日
を送れているのが健康の
秘
ひ け つ

訣だと思います。今は、
除草班の副班長の仕事も任され、報告書を書いたり、現場写真を
撮るための黒板書きをしたりするという役割もやっています。「藤
井さんが現場に到着しないと作業が始められないよ！」って、仲間
に頼りにされているのもうれしいし、励みにもなります。働こう
かなと悩んでいる人がいるなら“一緒にやらない？ ” って勧めたい
ですね。私も初めは素人でしたが、今では「除草のプロ」って言わ
れています。

　定年まで、電機メーカーの営
業マンとして働いてきましたが、
シルバー人材センターの広報誌
を見たのをきっかけに入会し、
植木剪

せんてい

定の仕事を始めました。
今は週4回程度、働いています。
　お客さまから「希望どおりに仕
上げてくれてありがとう」と喜んでもらえたり、翌年、仕事を再度依頼
されたりした時、仕事のやりがいを感じます。
　植木剪定の仕事は“感性”と“経験”が大切だと思います。健康を維持し
ながら無理をせずにできるのも魅力です。仕事仲間は、仕事以外の場面
でも交流があり、とても楽しく働くことができます。これまでの知識や
経験は、シルバー植木学校を通じて、後輩の仲間に引き継いでいきたい
と思っています。

プロ意識を
　大切にしています

仕事こそ健康維持に　　欠かせない！

シルバー人材センター 除草作業 藤
ふ じ い

井 利
とし

さん
シルバー人材センター歴：18年5カ月

プロ意識をプロ意識を
　大切にしています　大切にしています

私たちは　　　を
楽しんでいます声

シニア
スタッフ
たちの

いに清掃された緑のなかでのくつろぎのひ
と時は、最高のぜいたくです。親子で安心
して遊べる場所が近くにあり、大変

※ 実際に頂いた文章の一部を紹介しています
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小渕放課後児童クラブ 放課後児童クラブ補助員 庄
しょうの

野 ウタ子
こ

さん
シルバー人材センター歴：８年1カ月

まちの人から“ありがとう　”の声がいっぱい！

問い合わせ／高齢者支援課（内線7455）

　シルバー人材センターでは、会員の皆さんへのお仕事の
提供を通じて、高齢者の生きがいづくりや生活の質の向上
などに取り組んでいます。仕事の配分は、一人一人の体力、
技量に応じて行っています。自分らしく生き生きと活躍す
る会員の皆さんの姿は、格好良い！のひと言。今回の特集
ではそんな会員の皆さんをご紹介します。

シルバー人材センター
マスコットキャラクター「チエブクロー」

　定年までの事務の仕事とは全く違う職を経験してみたくて、シル
バーに入会し、8年以上がたちました。いろいろな人と関わりなが
ら仕事をするのは、物の見方や考え方も広がるので、日々刺激を受
けています。今、働いている放課後児童クラブでは、子どもたちを
感染症から守るため、手に触れる箇所を消毒するのが大切な業務に
なっています。子どもたちともっと交流したいのですが、それがか
なわないのがとても残念で、子どもたちもかわいそうだなと思って
います。そんな中、最近、私
の似顔絵をそっとプレゼント
してくれた子がいたのはうれ
しかったですね。旅行や食べ
歩きが大好きなので、コロナ
の状況を見ながら少しずつ楽
しんでいきたいです。

　これまで公務員として定年まで
働いてきましたが、もう少し働き
たいなと思い、公営駐車場管理・
除草関係写真の整理作業の仕事に
週2回程度、携わっています。入会
してまだ3カ月なので、一日でも早
く慣れて、迅速で適切にできるよ
うになるのが当面の目標です。日頃からウオーキングなどをして、
体力の向上を図り、長く仕事が続けられるように心掛けています。
　仕事は、生きがいや地域社会とのつながりを持つことができま
す。少しでも興味のある方は、センターの説明会に来てみてはい
かがでしょうか。
　街中で元気に働くシルバー会員を見掛けましたら、お声掛けい
ただければうれしいです。

仕事を通じ
た出会いを

　楽しんで
います

働くことは
　 生きがい！

公益社団法人　春日部市シルバー人材センターを
知りたいと思ったら、こちらへ

働くことは働くことは
　 生きがい！　 生きがい！

シルバー人材センター　ワークプラザ 
公営駐車場管理・除草関係写真の整理作業 大

おおこし

越 精
せ い じ

二さん
シルバー人材センター歴：３カ月

仕事を依頼している
会社からのメッセージ
　10年前から春日部市シルバー人材セン
ターを利用しています。いつもにこやか
に、私たちの管理物件の清掃をしていた
だき感謝しています。入居している皆さ
んからも、行き届いた清掃に対してお褒
めをいただくことが多々あります。
　これからも、これまで培って
こられた経験を生かしご活躍の
ほどよろしくお願いいたします。
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シルバー人材センターの会員が携わっているお仕事
● 一般事務　●経理事務　●受付業務　●施設管理　
●屋内外清掃　●屋内外軽作業　●植木剪定・除草　
●ふすま・障子・網戸張り　●家事援助　●宛名・賞状
書き　●軽易な営繕　●駐輪場・駐車場管理　●刃物
研ぎ　●リサイクル自転車組み立て・販売
※各種講習会も充実しています

シルバー人材センターに入会しませんか
【入会説明会の日程】
　9/24㈮、10/22㈮、11/19㈮、12/17㈮
【会員になるまでの手続き】

入会説明会に参加（要予約）

入会申し込み

年会費納入（2,900円）新会員研修会受講

　「知恵袋」と「ふくろう」を合わせた公益社団法
人全国シルバー人材センター事業協会のマスコッ
トキャラクターです。経験豊富な高齢者の知恵が
集まる人材センターということを表しています。
　街なかで、チエブクローのイラストが入った車を
見かけたら応援してくださいね。

いつもありがとう
お仕事の依頼も
お待ちしてます

仕事を通じ
た出会いを

仕事を通じ
た出会いを

　楽しんで
います

　楽しんで
います

めをいただくことが多々あります。
　これからも、これまで培って
こられた経験を生かしご活躍の
ほどよろしくお願いいたします。

いつも
いつもありがとう

ありがとう

32021年9月号 No.193S
エスディージーズ
DGsは持続可能な社会の実現に向けた世界共通の目標です。
市の取り組みとSDGsとのつながりを示すため、特集記事に関連するアイコンを添えています。
左のアイコンは、SDGs全17のゴールのうち、今月の特集記事に関連するものを示しています。
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●新型コロナウイルス感染予防対策のため、約6億7千万円の予算の補正を行いました
●新型コロナウイルス感染症陽性者の入院状況と感染症対策

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。

安全で便利なセミセルフレジの設置【約1,700万円】
　紙幣・硬貨の手渡しによる接触の機会を減らし、より簡単に安心
して手数料などを納付できるよう、セミセルフレジを設置し、キャッ
シュレス決済の導入を進めます。
導入窓口…市民課・市民税課・資産税課・収納管理課・庄和総合支所・
武里出張所　計10台

衛生的な自動水栓装置への交換【約4,400万円】
　感染予防対策として、直接水道器具に触れることなく衛生的に手
洗いができるように、自動水栓装置へ交換します。
導入施設…教育センター・市民文化会館・図書館・体育施設・公民館・
高齢者福祉施設・庄和総合支所・消防庁舎　約370基

誰でも使える無線LANの設置【約500万円】
　コロナ禍において、いつでも誰でも情報の入手や発信ができるよ
うに、公民館や市民文化会館にWi-Fiを整備します。
導入施設…公民館、市民文化会館　計17施設

● 安心で便利な施設利用のために ●

がんばる商店街応援事業【約4,800万円】
問い合わせ／商工振興課（内線7755）

　コロナ禍において、感染予防対策を行いながらがんばる商店街を
応援するため、市内の商店会へ給付金を支給します。
対象…市内商店会

水稲経営次期作支援事業【約4,300万円】
問い合わせ／農業振興課（内線7744）

　新型コロナウイルス感染症の影響による米価の下落に伴い、次期作
付け種苗費用を支援します。
対象…米生産農家

● 皆さんの暮らしを守るために ●

75歳以上の高齢者の皆さんに市内共通商品券の贈呈【約8,400万円】
問い合わせ／高齢者支援課（内線7454）

　敬老会の開催に代えて、長寿をお祝いし、2千円分の市内共通商品
券を贈ります。
対象…75歳以上の高齢者　約38,000人（申請は不要、郵送にて贈呈）

小中学生の給食に地元産デザート【約350万円】
問い合わせ／学務課（内線4738）

　コロナ禍で、学校活動でさまざまな制約を受けている子どもたち
に、地元産のフルーツを使用したデザートを給食にプラスワン。
対象…小・中・義務教育学校の児童生徒など　約18,000人

● 皆さんの生きがい・おいしい笑顔のために ●

　これらの取り組み以外にも、いち早くワクチン接種を終えるため、ワ
クチンの集団接種会場の拡充や、安心して市の施設を利用していただく
ための除菌設備の設置、林間学校や修学旅行などの学校行事が中止となっ
た場合の保護者の費用負担の一部軽減などを行います。

予算の補正を行いました

新型コロナウイルス関連情報

　新型コロナウイルス感染予防対策や商店街・米生産者への支援、
ワクチン接種の円滑化などへの対応のため、約6億７千万円の予
算の補正を行いました。

　 問い合わせ／市立医療センター 医事課（☎735-1261）

市立医療センターにおける新型コロナウイルス感染症の
病床の現状をお知らせします

感染者の病室に入る準備をするスタッフ

※延べ入院患者数…当日末在院患者数および退院患者数を合計した人数

妊婦の皆さんへ～安心して元気な赤ちゃんを
　新型コロナウイルスに感染する妊婦さんが増えています。特に
高年齢、肥満や高血圧、糖尿病などの基礎疾患を持つ妊婦さんで
は重症化のリスクが高いことが報告されています。
　しかし、新型コロナと分

ぶんべん

娩の両方に対応できる医療機関は大変
少ない状況です。
　当センターでは産婦人科と小児科、内科が協力して、感染した
妊婦さんの受け入れにも取り組んでいます。

新型コロナウイルスにおける日ごとの陽性入院患者数

7/1 7/3 7/5 7/7 7/9 7/11 7/13 7/15 7/17 7/19 7/21 7/23 7/25 7/27 7/29 7/31 8/2 8/4 8/6 8/8 8/10 8/12 8/14 8/16 8/18

　当センターでは、これまで、新型コロナウイルス感染症患者を受け入れるため、
22床を確保してきました。（感染疑い病床2床を除く）。
　7月に入ってからの陽性者急増に伴い、当センターの病床もひっ迫している状況
です。市内でも中等症の患者さんが自宅で酸素吸入をしているという実態が生じて
おり、国や県からの要請に先んじ、独自に病床数をさらに6床（計28床）増やしま
した。
　センター内の医師・スタッフが連携・
配置換えなどを行い、通常医療への影響
をできるだけ減らすよう工夫し、対応し
ています。
　市民の皆さんは、ぜひ感染症予防対策
の基本に立ち戻り、緩んでしまいそうな
気持ちや行動を引き締めてくださいます
よう、医療の現場からお願いします。
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●投票所における新型コロナウイルス感染症対策　●春日部駅付近連続立体交差事業 進捗状況
●生理用品を無償で配布しています

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。

　選挙管理委員会事務局では、有権者の皆さんが安
心して投票できるよう、感染症予防対策に取り組み
ます。皆さんも各自対策をして投票してください。

混雑緩和にご協力ください
　混雑する時間や混雑が予想される日を避けてのご
来場にご協力ください。投票日当日は、9:00～
13:00、期日前投票は最終日とその前日が混み合いま
すので、この時間帯などを避けて投票してください。

投票所での感染症対策
・出入り口に手指消毒液を設置します
・投票管理者・立会人・職員はマスクを着用します
・定期的な換気を行います
・受付などに飛沫防止用パーテーションを設置します
・記載台などを定期的に消毒します

有権者の皆さんがする感染症対策
・マスク着用にご協力ください
・投票前後の手洗い、手指消毒をお願いします
・ 列に並ぶときは、周りの人との距離を保ってください
・ 鉛筆やシャープペンシルを持参し、投票所で使用
してください。ボールペンなどは、紙がにじむ可
能性があるためお控えください

令和3年秋ごろに予定されている選挙
衆議院議員総選挙（選挙期日:未定）、市長選挙（選挙期日:10/24㈰）

　 問い合わせ／選挙管理委員会事務局（内線3055）投票所における新型コロナウイルス感染症対策

生理用品を無償で配布しています
問い合わせ／市民参加推進課（内線2878）　
　　　　　　生活支援課（内線2514）

　さまざまな事情で経済的に困窮している女
性を応援するため、市民や職員有志からの寄
付をもとに、生理用品を無償で配布していま
す（なくなり次第終了）。
※ 寄付していただいた生理用品は、市立中学
校などの保健室でも活用しています

対象…生理用品を用意することが難しい人
配布品…生理用ナプキン 1パック 
受け取り方法…下記の案内表示を配布窓口で指
差してください（名前や住所の確認はしません）

配布場所…市役所1階こども相談課、3階生活
支援課、別館3階市民参加推進課、庄和総合支
所2階福祉・健康保健担当、ハーモニー春日部、
春日部市保健センター、児童センター（エンゼ
ル・ドーム、グーかすかべ、スマイ
ルしょうわ）
詳しくは、市WEBWEBWEBWEBへ
※ ハーモニー春日部などでは、家庭や仕事、
心の悩みなどを抱える人のための相談を
行っています（18面参照）

　本格的な鉄道工事の着手にあたり、現在、工事概要に関する資
料を埼玉県WEBWEBWEBWEBにて公開しています。
　また、事業区域の周辺にお住まいの人たちなどを対象に、7/28（中央公
民館）、7/30、8/1（ふれあいキューブ）で県・東武鉄道株式会社・市が
共同で、オープンハウス型説明会を開催し、約150人が来場しました。
　会場では、工事概要を説明した動画の上映や、事業の進め方を表した模型を展示し、来場者からの
疑問や質問に担当者が答えました。

　 問い合わせ／鉄道高架整備課（内線3524）

春日部駅付近連続立体交差事業 進捗状況

工事概要について

　現在、事業に必要な用地の取得を進めています。また、工事を担当する施工会社も決まり、駅東口に
仮設の改札口などを建設するため、支障となる建物の解体などの準備を進めています。工事中はご不便
をお掛けしますが、駅周辺の未来に向けたまちづくりへの協力をお願いします。

鉄道の高架化に向けた工事が進んでいます！

事業区間と工区別　施工会社一覧
Ⅰ工区 大林組・東武谷内田建設JV、Ⅱ工区 鹿島
建設・東武谷内田建設・鉄建建設・東鉄工業JV、
Ⅲ工区 大成建設・東武建設JV、Ⅳ工区 前田建設・
河本工業JV、Ⅴ工区 東急建設・東武建設JV

高架化工事に関するQ＆A
▶工事はどのような手順で行うの？　
▶春日部駅周辺はどのように変わるの？　
など多くの質問が寄せられました。
　工事概要に関する資料や、皆さ
んから寄せられた主な質問と回答
は、埼玉県のWEBWEBWEBWEBで掲載中です。

入り口

出口

・ 入場券や投票用紙の
受け渡しには、トレー
を使用します

・ 記載台は間隔を空
け、定期的に消毒
します

・ 持参した筆記用具
でご記入できます

・ 定期的に換気を行います

・ パーテーションを設置します
・ 職員はマスクを着用します

・ 間隔を空けて並んでください

※イラスト内における人員・物品等の配置は一例であり、実際のレイアウトは各投票所の状況によって異なります。

▲8/1説明会の様子（ふれあいキューブ）

アクリル
パーテーション

受付係 名簿対照係 投票用紙交付係

記載台

投票箱

投票管理者

投
票
立
会
人

・入場時に消毒をお願いします
・マスクの着用をお願いします

・ 退場時や帰宅後も手洗い、
消毒をお願いします

投票所での流れ

投票管理者

コロナ療養者も投票できます
　新型コロナウイルス感染症の宿泊療養者や自宅療
養者は、外出自粛要請等に係る書面を提示して、投
票用紙などを郵送で請求することができます。
　詳しくは、選挙管理委員会事務局へ問い合わせて
ください。
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●春日部夢の森公園が開園します　●春日部市美術展覧会（市展）市民ボランティア募集
●公共下水道への接続に協力を　●下水道事業受益者負担金制度に協力を

9月の市税など納付 9/30㈭が納期限です　●国民健康保険税（普通徴収）の第3期　●介護保険料（普通徴収）の第3期
●後期高齢者医療保険料（普通徴収）の第3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）

　 問い合わせ／公園緑地課（内線7094）、埼玉県公園スタジアム課（☎ 830-5408）

春日部市美術展覧会（市展）
市民ボランティア募集

問い合わせ／社会教育課（内線4816）

とき…11/13㈯～21㈰のうち、協力できる日
※ 市展の出品者が応募する場合は、11/16㈫
以降の活動に限る
ところ…ふれあいキューブ
内容…作品搬入・搬出補助、審査補助、展示
作業、受け付け、会場管理など
※交通費などは自己負担
対象…11/13㈯現在で満15歳以上の市内在
住・在勤・在学者（中学生を除く。18歳未満
は保護者の承諾が必要）
申し込み…9/30㈭までに応募用紙を次のいず
れかの方法で提出してください　▶直接　▶
郵送…〒344-0062 粕壁東3-2-15 教育セン
ター1階社会教育課　▶ FAXFFFAAAFAFFFAFAFAFFFAF XXX …763-2218　
▶ …s-kyoiku@city.kasukabe.lg.jp
※ 応募用紙は同課、市内各公民館、または「かすかべ遊学」
（http://www.yuugaku-kasukabe.jp/）などで配布

受益者負担金制度とは
　下水道が整備されると、トイレの水洗化が
可能になり、生活汚水を衛生的に排除できる
ため、まちの環境衛生そのものが大きく向
上します。しかしながら、公共下水道の整備
には多額の費用がかかります。そこで、整備
により利益を受ける皆さん（主に土地所有者）
に、整備費の一部を負担してもらい、下水道
の整備を促進する受益者負担金制度があり
ます。
　受益者負担金は、固定資産税などと違い、
その土地に対して1回限り賦課されるもの
で、金額は、1平方メートル当たり700円
です。
納付方法
　下水道事業受益者負担金の納付方法は、次
の2通りです。
① 分割納付…負担金を3年（3回）に分けて

納付
② 一括納付…1年目の納期限までに負担金の
全額を一括で納付

※ 一括納付をすると、分割納付にした場合の
2年目・3年目の合計額の10パーセントが
報奨金として納付額から差し引かれます。
ただし、徴収猶予または減免を受けた土地
は、報奨金の対象とはなりません

令和3年度受益者負担金賦課区域
　4月から、右図の区域で新たに公共下水道
を使用することができるようになりました。
区域内の受益者（主に土地所有者）の皆さ
んには、下水道事業受益者負担金が賦課さ
れます。10月上旬に納付書（分割納付用と
一括納付用の2種類）を発送しますので、納
付方法を選択し11/1㈪までに納付してくだ
さい。

下水道事業受益者負担金制度に協力を 
問い合わせ／下水道課（内線7104）

トイレの水洗化で衛生的な生活環境を
　下水道処理区域内では、生活排水を公共下
水道管に流すための排水設備を1年以内（くみ
取りの場合は3年以内）に設置しなければなり
ません。直接公共下水道に排水することによ
り、水路の悪臭や虫の発生原因がなくなり、
衛生的で快適な生活をすることができます。
融資あっせん制度を活用してください
　市では水洗便所改造資金融資あっせん制度
を設けています。この制度は市を仲介として、

市内金融機関から排水設備設置のための融資
が受けられる制度です。
　融資額は1万円単位で、改造工事1件当たり5
万円～50万円。利率は年利2.0パーセントです。
　返済終了後、市へ申請することにより、利
息相当額の補助金が交付されます。利用を考
えている人は、必ず工事前に下水道課まで相
談してください。
融資を受けられる人…▶自己資金で改造工事
を行うことが困難である人　▶返済能力があ

公共下水道への接続に協力を　 問い合わせ／下水道課（内線7104） ると認められる人　▶市税（市県民税・固定
資産税など）、受益者負担金、下水道使用料
を滞納していない人
返済の目安

融資額 償還回数 毎月返済額

10万円 12回 約8,500円

20万円 24回 約8,600円

30万円

36回

約8,700円

40万円 約11,600円

50万円 約14,500円

第15回市展
とき…11/16㈫～21㈰　10:00～19:00（21日
は16:00まで）
ところ…ふれあいキューブ1階 多目
的ホール
※ 9/22㈬から出品申し込み受け付
けが始まります。詳しくはWEBWEBWEBWEBへ

開園日　10/1㈮　10:00～
　市内に県営の「春日部夢の森公園」が開園します。
　この公園は、「（仮称）新たな森公園」として春日
部市下大増新田地内で、「みどりの少ない都市部に
身近なみどり再生のシンボルとなる公園」をコンセ
プトに整備を進めてきました。
　公園の全体面積約16ヘクタールのうち約7.9ヘ
クタールの部分を開園します。広場やジョギング
コースなど自由に利用できますので、ぜひお越し
ください。
※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、開園記
念式典は行いません。詳しくは、県公園スタジアム
課 WEBWEBWEBWEBを確認してください

問い合わせ／公園緑地課（内線7094）、埼玉県公園スタジアム課（☎ 830-5408）

春日部夢の森公園が開園します

右図：令和３年４月から供用開始した区域▶ 
（西金野井の一部、新宿新田の一部）

幼稚園

公園
踏切

公園

東武野田線

（アーバンパークライン）

幼稚園グラウンド

北部新宿区
集会所

江戸川

信号

旧
町
道
１
号
線

市営住宅

金野井大橋国道16号

▲令和元年5/27に開催した植樹イベント
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市税等納付には口座振替制度をご利用ください

●9/10～16は自殺予防週間　●9/9は救急の日

ゲートキーパー養成研修会
　自殺予防の支え手となる人材育成のため、市職
員や関係機関へ向けて、ゲートキーパーとしての
知識・技術を習得することを目的に研修会を実施
しています。令和2年度は全7回、合計134人が
研修に参加しました。
　研修参加者からは、「身近な人を守りたい」「悩み
を相談できる環境づくりをしたい」といった感想が
寄せられました。
※ 令和3年9月現在、新型コロナウイルス感染拡
大防止のため、実施していません

　日本では年間2万人以上の人が自殺で亡く
なっており、国全体の深刻な問題です。9/10
㈮～16㈭は自殺対策を推進するため、自殺
について誤解・偏見をなくし正しい知識を普
及啓発する自殺予防期間です。
こころのサイン見逃さないで
　自殺の多くは多様かつ複合的な原因および
背景を有しており、さまざまな要因が連鎖す
る中で起きています。こころの不調やストレ
ス症状が長く続いたり、日常生活に支障が出
ている場合は要注意です。ひとりで悩まず、
友人や家族、専門家に相談し、こころの負担
を軽くすることが大切です。
大切な人を守るためにできること
気付き・声掛け
　家族や仲間の「いつもと違う」様子に気付い
たら、声を掛けてみましょう。「元気がなさそ
うだけど、何かあった？」「いつでも相談して

ね」など、「あなたのことを心配しているよ」と
いう気持ちを伝えましょう。
傾聴
　無責任な励ましや一般論の押し付けは、心
を閉ざすことにつながります。本人が話を始
めたら、批評や否定せずに聴きましょう。本
人の気持ちに寄り添う姿勢が大切です。
つなぎ
　悩みを話すことで、気持ちが前向きになる
場合もありますが、専門家の力が必要となる
こともあります。心の病気や社会的、経済的
な問題があるようであれば、医療機関・専門
機関に相談するように促しましょう。
見守り
　温かく寄り添い
ながら、じっくり
見守りましょう。
話を聞いてくれ

る、一緒に考えてくれる人がいることは心強
いことです。
こころの体温計でセルフチェックを
　携帯電話やパソコンで健康状態や人間関係
などの質問に答えると、ストレ
ス度合いを教えてくれます。
　氏名・住所などの個人情報は
入力不要です。

9/10～16は自殺予防週間  問い合わせ／春日部市保健センター（☎ 736-6778）

②AEDを貸し出します
　市では、イベントなどの開催時に、早期に救命活
動が行えるように、AEDの貸し出しをしています。
貸出期間…貸出日を含め、7日以内
対象…市や自治会などが主催、共催、後援または
協賛する行事の他、市民が主催する営利を目的と
しないイベントなど
※ 消防署が実施する救命講習会を修了した人などが会場に
いることが必要

申し込み…事前に電話連絡の上、救命講習修了証
などの写しを添えて直接、市役所第二別館2階健
康課、ふれあいキューブ6階春日部市保健センター
（☎736-6778）、または消防本部2階警防課（☎
738-3118）へ

④ 救急車は、緊急性の高い病気やけがの時に
利用する

　軽い症状でも救急車を利用する人が多くなる
と、重症の人に対して速やかに救急車を出動させ
ることができなくなります。緊急性がなく、自分
で病院に行ける場合は、自家用車や公共交通機関
を利用しましょう。
※ 病気や事故の状況から急いで病院に行った方がよいと
思ったときは、迷わず119番通報してください

令和2年 救急搬送人員（春日部市）

春日部市の救急医療体制

自動体外式除細動器（AED）で命を救う

　AEDは、心臓の状態を正常に戻す機器です。
電源を入れると音声で操作方法を順に指示して
くれるので、安心して使用することができます。
日頃からAEDの設置場所を確認しておき、一人で
も多くの人の命を救うために役立てましょう。

①AEDの設置場所を検索できます
　AEDは、公共施設や店舗などに設
置されています。身近な設置場所を、
「かすかべオラナビAEDマップ」で確
認しておきましょう。

　 問い合わせ／健康課（内線7513）9/9は救急の日

重症・
緊急度高

軽症・
緊急度低

第二次救急
手術や入院が必要な重症の

救急患者に対応

第三次救急
生命の危機が切迫している

重篤患者に対応

初期救急
入院を必要としない軽症の

救急患者に対応

・獨協医科大学埼玉医療
　センター 救命救急セン
　ターなど

・春日部市立
医療センターなど

・春日部市小児
救急夜間診療所

・休日当番医など

合計
9,187人
合計

9,187人 軽症 4,445 人
48.4%

中等症以上 4,741 人
51.6%

その他 1人 0.01%

普通救命講習会
問い合わせ／警防課（内線4537）

※ 講習②のみ事前に WEBWEBWEBWEB講習を受講する必要があり
ます

ところ…庄和消防署
内容…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
の講習を行います
対象…中学生以上の市内在住・在勤・在学者
定員…各回12人（申し込み順）
申し込み…直接、または電話で消防
本部2階警防課（☎ 738-3118）へ
（①・②は9/1～、③・④は10/1
㈮～受付）。詳しくは市 WEBWEBWEBWEB へ

講習 とき 講習種類

① 9/26㈰
13:30～16:30

普通救命講習1
（主に成人への対応）

② 9/28㈫
13:30～15:30

普通救命講習1
（主に成人への対応）

③ 10/24㈰
13:30～16:30

普通救命講習3
（主に小児への対応）

④ 10/27㈬
13:30～16:30

普通救命講習1
（主に成人への対応）

▲こころの体温計

　9/9は「救急の日」、9/5㈰～11㈯は「救急医療
週間」です。
　救急医療や救急業務に対して皆さんに理解と認識
を深めてもらうことを目的として定められています。

救急医療の適正利用に協力してください

　高度な設備、体制を持つ救急外来に軽症患者が
集中すると、重症患者の治療に支障をきたしてし
まうことが問題視されています。手術などの治療
を必要とする人への対応を医療機関ができるよう
に、救急医療の適正な利用をお願いします。
　急な病気やけがをした時は、誰もが慌ててしま
いがちです。次の四つを普段から心掛けて、急な
事態に備えておきましょう。

① かかりつけ医を持ち、通常の診療時間内に
受診する

　「かかりつけ医」とは、日頃の皆さんの健康状態
を把握し、病気や健康などの相談に乗ってくれる
身近な医師のことです。自宅近くにかかりつけ医
を探しておきましょう。

②「救急電話相談」または「AI救急相談」を利用する
　（19面参照）
　急な病気やけがでどの医療機関を受診したらよ
いか分からないときは、「全国共通ダイヤル（大人
と子どもの電話相談・医療機関案内）」＃7119
または☎824-4199を利用しま
しょう。
　チャット形式で相談できる「AI救
急相談」では、可能性のある症状や
対処方法を案内します。

③ 休日・夜間の急な病気は、まず初期救急医
療機関を受診する（19面参照）

　比較的症状が軽い場合は、休日当番医（休日昼
間）や春日部市小児救急夜間診療所（平日夜間・0
歳児から中学校卒業までの小児内科系疾患）を受
診してください。
　診察の結果、入院や手術などの治療が必要な場
合は、ニ次救急医療機関に転送されます。

▲AI救急相談

▲ かすかべ
　オラナビ
　AEDマップ

▲ 定期救命
　講習会



8 2021年9月号 No.193
●委員の募集／意見の募集　●かすかべ遊学フェスティバル2021
●環境ナビゲーター講座受講者募集　●9/20～26は動物愛護週間です

ママなんで？　赤は止まると　習ったよ

配布・公表場所 　
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、市WEBWEBWEBWEB

かすかべ遊学フェスティバル2021
問い合わせ／社会教育課（内線4822）

とき…10月～12月　ところ…市内公共施設他
主催…かすかべ遊学フェスティバル実行委員会
　展示・鑑賞会・講座など生涯学習に関する
イベントを開催し、まち全体で楽しい空間を
つくります。生きがいなどを探しに、ぜひ参
加してください。詳しくは市WEBWEBWEBWEBへ。

　フェスティバルの詳しい内容などを掲載し
た「かすかべ遊学フェスティバル2021」のパ
ンフレットを9/10㈮から配布します。
配布場所…市役所1階総合案内、教育センター
1階学習情報サロン、3階視聴覚センター、庄
和総合支所1階総合案内、各公民館、市WEBWEBWEBWEB

環境ナビゲーター講座受講者募集
問い合わせ／環境政策課（内線7715）

とき…10/16㈯　9:30～13:00
ところ…正風館
内容…地域の自然に関する講座およびフィー
ルドワーク
対象…18歳以上の市内在住・在勤・在学者
募集人数…20人（申し込み順）
申し込み…9/10㈮～30㈭までに、次のいず
れかの方法で申し込んでください　▶郵送（は
がき） 〒344-8577（所在地不要） 環境政策課　
▶☎ …736-1136　▶ FAXFFFAAAFAFFFAFAFAFFFAF XXX …733-3826　▶

…kankyo@city.kasukabe.lg.jp
参加希望者全員の住所・氏名・年齢・連絡先
を記載してください。結果は、10/8㈮までに
応募者全員に通知します

男女共同参画推進審議会委員を募集
問い合わせ／市民参加推進課（内線2878）

　性別にかかわりなく個性と能力を発揮でき
る社会を実現するため、春日部市男女共同参
画基本計画に関する事項、その他の重要な事
項について調査審議する委員を募集します。
募集期間…9/1～30㈭（必着）
募集人数…2人以内
任期…2年
会議…年3回程度
報酬…会議1回につき、5,200円
応募資格…下記①～⑤の条件を全て満たす人
① 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

② 応募時に満18歳以上の人
③ 男女共同参画に関心のある人
④ 国または地方公共団体の議員でない人
⑤ 春日部市の他の審議会などの公募による
委員でない人

応募方法…応募用紙に応募の動機、課題作
文、その他必要事項を記入し、次のいずれ
かの方法で提出してください
▶直接　▶郵送…〒344-8577 （所在地不
要） 市民参加推進課　▶ FAXFFFAAAFAFFFAFAFAFFFAF XXX…734-5516　
▶ …sanka@city.kasukabe.lg.jp
応募用紙配布場所…市役所別館3階市民参
加推進課、および下記の 配布場所 　
選考…書類選考で決定し、結果は応募者本
人に通知します。応募書類は返却しません

春日部市開発事業の手続き及び基準に
関する条例の一部改正（案）の意見募集

問い合わせ／開発調整課（内線3564）

　都市計画法の一部改正により、市街化調整区
域において市街化を促進するおそれがない等と
認められ、開発行為ができる区域（条例区域）に
災害リスクの高いエリアを含まないことが明確
化されました。条例区域の方針がまとまりました
ので、条例の一部改正について意見募集します。
募集期間…9/1～30㈭（消印有効）
公表場所…市役所4階開発調整課、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…原則として、公表場所で配布している様
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（教育センターは3階視聴覚
センターへ提出）　▶郵送…〒344-8577 （所在地
不要） 開発調整課　▶ FAXFFFAAAFAFFFAFAFAFFFAF XXX…736-1974　▶
…kaihatsu@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。記入がない場
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、氏名や住所などは公表しません。
意見を提出した人への個別の回答はしません

　動物を飼うことは、動物の命を預かることです。飼い主は、動物が健康で快適に暮ら
せるようにするとともに、社会や近隣に迷惑を及ぼさないようにする責任があります。
　人と動物が共に生きていける社会の実現には、モラルとマナーが必要です。

無責任な餌やりはやめましょう
　野良猫・ハトなどにかわいい・か
わいそうと考え、無責任に餌やりを
していると、ふん尿や車などへのキ
ズ、異常繁殖などさまざまな問題が
発生します。周辺環境に配慮し、無
責任な餌やりはやめましょう。

犬のふんで困っている人へ
　犬のふん放置対策看板を無料で配布
します。また、犬のふんの放置を防止
する「イエローチョーク」の実施方法も
案内します。詳しくは市WEBWEBWEBWEBへ。
配布・案内場所
市役所第三別館1階環境政策課、庄和総合支所2階総務担当

  　　犬の飼い主へのお願い
▶ ふん尿はなるべく自宅で済ませるよう努め、散歩中は飼
い主が必ず処理しましょう

▶ 犬が苦手な人を怖がらせないよう適切な長さのリードを
使用し、犬を確実に制御しましょう

▶犬の登録と毎年必ず狂犬病予防注射の接種をしましょう

　　  猫の飼い主へのお願い
　猫は室内で飼いましょう。猫を外に出すと、他人の敷地でふん
尿をしたり、物を壊したりなど、迷惑を掛ける場合があります。
また、室内で飼うことで事故や病気、失踪などの予防になります

動物に関する主な罰則
狂犬病予防法違反（20万円以下の罰金）
▶犬の登録をしていない、鑑札を着けていない
▶狂犬病予防注射をしていない、注射済票を着けていない
▶死亡届、所在地・所有者などの変更の届け出をしていない

動物の愛護及び管理に関する法律違反
（5年以下の懲役または500万円以下の罰金）
▶犬、猫などをみだりに殺し、または傷つけた場合

（1年以下の懲役または100万円以下の罰金）
▶犬、猫などを遺棄した（捨てた）場合

　 問い合わせ／環境政策課（内線7719）庄和総合支所総務担当（内線7015）

委員の募集／意見の募集

人に危害を加えたり、
近隣に迷惑を

掛けたりすることの
ないようにしましょう

盗難や迷子を防ぐため、
飼い主が分かるよう
標識を着けましょう

むやみに
繁殖させないように

しましょう

動物の習性などを
正しく理解し、

最後まで責任を持って
飼いましょう

  　　犬の飼い主へのお願い  　　犬の飼い主へのお願い  　　犬の飼い主へのお願い  　　犬の飼い主へのお願い  　　犬の飼い主へのお願い  　　犬の飼い主へのお願い  　　犬の飼い主へのお願い  　　犬の飼い主へのお願い  　　犬の飼い主へのお願い  　　犬の飼い主へのお願い  　　犬の飼い主へのお願い

　　  猫の飼い主へのお願い　　  猫の飼い主へのお願い　　  猫の飼い主へのお願い　　  猫の飼い主へのお願い

9/20～26は動物愛護週間です



92021年9月号 No.193
●避難情報配信サービスを開始　●避難所の混雑状況が確認できます
●令和4年成人式は2部開催　●21歳のつどい

避難情報配信サービスを開始
問い合わせ／防災対策課（内線2344）

　障がいによって災害情報の入手が困難な人
に向けて、緊急性の高い避難情報などを、電話・
FAXで一斉配信するサービスを開始します。
登録料や通信料は掛かりません。
※ 災害時の通信設備の被害状況や、登録者の
機器の故障・紙切れなどにより、遅延や配
信されない場合があります
対象…視覚障がい、聴覚障がいのある人
※ いずれも障がい者手帳を所持している人に
限る
配信内容…警戒レベル3「高齢者等避難」など
の避難情報、避難所の開設情報など
登録方法…春日部市避難情報配信サービス利
用申込書に必要事項を記入の上、次のいずれ
かの方法で提出してください　▶直接　▶郵
送…〒344-8577 （所在地不要） 防災対策課　
▶ FAXFFFAAAFAFFFAFAFAFFFAF XXX…733-3825
※ 本人同意の上、代理人による登録手続きも
可能
申込書配布場所…市役所別館1階防災対策課、
市役所1階障がい者支援課、庄和総合支所2階
福祉・健康保険担当、市WEBWEBWEBWEB

成人式サポーター募集
とき…令和4年1/9㈰
対象…16歳以上の人（18歳未満の人は保護者
の承諾が必要）
定員…20人程度
内容…受け付け、会場準備・案内、撮影補助
など
申し込み…10/29㈮までに、住所・氏名・年齢・
電話番号を、電話またはメールで教育センター
1階社会教育課内 春日部市成人式実行委員会事
務局へ　▶電話…☎ 763-2445　▶ …
s-kyoiku@city.kasukabe.lg.jp
※詳しくは市WEBWEBWEBWEBへ

21歳のつどい
問い合わせ／社会教育課（内線4816）

　新型コロナウイルス感染症の影響で中止と
なった令和3年成人式に代わり、21歳のつど
いを開催します。対象者には11月上旬に案
内状を郵送します。
とき…令和4年1/8㈯
ところ…市民文化会館
午前の部（9:30～受付開始）
豊春中学校、武里中学校、大沼中学校、緑中
学校、大増中学校、春日部南中学校（旧谷原中
学校、旧中野中学校）区に住んでいる人
午後の部（14:00～受付開始）
春日部中学校、東中学校、豊野中学校、葛飾
中学校、飯沼中学校、江戸川小中学校（旧江
戸川中学校）区に住んでいる人
対象…平成12年4/2～平成13年4/1生まれ
の人
※ 新型コロナウイルス感染症の状況により、
21歳のつどいが中止などになる場合があり
ます

令和4年成人式は2部開催 問い合わせ／社会教育課（内線4816）

とき…令和4年1/9㈰
ところ…市民文化会館
午前の部（9:30～受付開始）
豊春中学校、武里中学校、大沼中学校、緑中
学校、大増中学校、春日部南中学校（旧谷原中
学校、旧中野中学校）区に住んでいる人
午後の部（14:00～受付開始）
春日部中学校、東中学校、豊野中学校、葛飾
中学校、飯沼中学校、江戸川小中学校（旧江
戸川中学校）区に住んでいる人

対象…平成13年4/2～平成14年4/1生まれの人
案内状の送付…11月下旬に案内状を郵送します
※ 新型コロナウイルス感染症の状況により、
成人式が中止などになる場合があります

21歳のつどいボランティア募集
とき…令和4年1/8㈯
対象…16歳以上の人（18歳未満の人は保護者
の承諾が必要）
定員…20人程度
内容…受け付け、会場準備・案内、撮影補助
など
申し込み…10/29㈮までに、住所・氏名・年齢・
電話番号を、電話またはメールで教育センター1
階社会教育課内21歳のつどい実行委員会事務局
へ　▶電話…☎ 763-2445　▶ …s-kyoiku@
city.kasukabe.lg.jp
※詳しくは市WEBWEBWEBWEBへ

　 問い合わせ／防災対策課（内線2344）

避難所の混雑状況が確認できます

成人式で配布する記念誌への協賛広告を募集
　令和4年1/9㈰に開催予定の成人式で、式典出席者へ配布する記念誌に企業名、宣伝文、新成人
へのメッセージを掲載しませんか。
　協賛金などは右表のとおりです。
申し込み…9/24㈮までに協賛金を添
えて直接、教育センター1階社会教育
課内春日部市成人式実行委員会事務局
（☎ 763-2445）へ
※ 詳しくは市 WEBWEBWEBWEBおよび同実行委員会
WEBWEBWEBWEBへ

協賛金・広告サイズ
協賛金 広告サイズ
5,000円 縦 3.1cm×横　6.4cm

10,000円 縦 6.2cm×横　6.4cm

20,000円 縦 6.2cm×横 12.8cm

30,000円以上 縦 9.4cm×横 12.8cm

システム概要
　避難所職員がVACAN MAPSに入力した避難
所の混雑状況（「空いています」、「やや混雑」、「混
雑」、「満」の4段階表示）をマップ上で簡単に見
ることができ、円滑な避難をサ
ポートします。
※ 開設していない場合は「利用停止中」
と表示されます

利用について
　市外の人も確認できます
ので、パソコンやスマート
フォンを持っていない人や
取り扱いが苦手な人は、あ
らかじめ離れて暮らす家族
や知人などに伝えておき、
いざ避難が必要なときに、
家族や知人に当システムの
情報を伝達してもらえるよ
う準備しておきましょう。

　本市は7/28に、施設の空き状況をスマー
トフォンなどに配信するサービスを提供し
ている株式会社バカンと「災害時避難施設
に係る情報の提供に関する協定」を締結し
ました。
　この協定により、株式会社バカンが提供
するV

バ カ ン

ACAN M
マ ッ プ ス

APSで、災害時に避難所の
混雑状況を確認できるようになります。
9/1からサービスを開始します。

防災行政無線定時チャイム　10/1㈮から防災行政無線定時チャイム春日部市の歌「心の空」の放送時間が変わります。　放送時間…16:30（10月～3月）



9月・10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…9月・10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

オンラインおりがみ教室（Z
ズ ー ム
oom開催）

変形する手裏剣を作ろう
9/4㈯
10:30～11:30

高校生以下（未就学児は保護者同伴）　10人（先着順）
詳しくは、同センターWEBWEBWEBWEBへ

みんなでつくろう工作教室
「ステンドグラス風コースター」を作ろう

9/18㈯
①10:30～11:30
②13:30～14:30

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

おもしろ彩
サイ
エンス

木登りテントウムシやワニパックンを作ろう
9/19㈰
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）
9/1から直接、または電話で同センターへ

おとうさんといっしょ
エンゼル・ミニミニ運動会

9/26㈰
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

10/2㈯
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…9月・10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
9/13㈪・20㈷
・27㈪
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

オープン工房
ウィービング・クラフトを作りましょう

9/23㈷
①10:15～11:30
②13:15～14:30

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

パターゴルフ
楽しく遊んで集中力を養いましょう

9/25㈯
15:30～17:00

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

グーかす将棋道場（オープン形式）
将棋を習って集中力を身につけましょう

9/26㈰
13:00～15:00 

高校生以下（未就学児は保護者同伴）
当日直接、同センターヘ

チョークアート
黒板に楽しく色付けしてみましょう

9/26㈰
13:30～14:30

小学3年生～高校生　8人（申し込み順）
直接、または電話で同センターへ

庄和児童センター スマイルしょうわ　金崎839-1　☎718-0300
休館…9月・10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

9/17㈮
15:30～17:30

中学生以上
当日直接、同センターへ

昔遊び
こま回しに挑戦！いろいろなこまを回してみよう

9/20㈷
10:00～11:30

高校生以下（未就学児は保護者同伴）
当日直接、同センターへ

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

9/25㈯
10:00～12:00

小学生以上
当日直接、同センターへ

生き物探検
児童センターに隣接する庄和総合公園を探検
しながら昆虫や鳥、植物を見つけよう

9/26㈰
10:30～11:45

3歳児以上とその保護者　20組（申し込み順）
お手拭きタオル、水筒、帽子
9/16㈭から、直接または電話で同センターへ

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

10/2㈯
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

　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

　「楽しくスポーツ体験教室」では、小学
生を対象にスポーツをする機会を提供し、
基礎的な体力の向上、運動の継続化を図
ることを目的としています。バドミントン、
卓球、ミニテニスなどのスポーツを仲間と
の交流を深めながら楽しく体験することが
できます。
〇日時：10/23・30、11/13・20・27（全て㈯）　9:30～11:30（全5回）
〇場所：庄和体育館 アリーナ
〇対象： 市内在住・在学の小学生（保護者も可）　30組（申し込み順）
〇費用：1組500円
〇持ち物： 運動のできる服装、体育館履き、タオル、飲み物
〇申し込み：9/22㈬9:00から電話で同課へ

　春日部市教育相談センターでは、
「いつでも・だれでも・どんなこと
でも」をモットーに、主に小・中学生
のお子さんに関する相談活動を行っ
ています。発達、養育などについて、
困ったときは、一人で悩まず気軽に
相談してください。㈯㈰も開所し、
相談員や心理士が電話や面談で対応します。お子さん自身が直接電
話できる「こども電話相談」も行っています。
　また、悩みや不安があって学校に行けない子どもたちを支援する「そ
よかぜ」「すくすく」と「ステップ教室」を設けています。この教室では体
験活動を取り入れながら、個別指導や小集団活動を通して人間関係づ
くりを進めています。

子育てピックアップ①
教育相談事業 楽しくスポーツ体験教室

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／指導課（内線4749）

▲ スポーツ教室の様子▲ 教育相談センター

春日部市の花「フジ」 鳥「ユリカモメ」木「キリ」
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問い合わせ／健康課（内線7515）

　病気に対する抵抗力（免疫）をつくり、感染を予防する手助けと
なるのが予防接種です。
　赤ちゃんが生まれる前にお母さんからもらった免疫は生後徐々
に減っていきますので、赤ちゃんがかかりやすい病気から赤ちゃん
自身で免疫をつくって病気を予防する必要があります。
　予防接種には、病気ごとに接種に適した時期があり、期間（年
齢）、回数、間隔が決まっています。受け忘れがないか母子健康
手帳で確認し、受け忘れがある場合には、体調が良いときにでき
るだけ早めに接種しましょう。
　乳幼児期の予防接種は、種類が多く、複雑です。「かすかべっ
こ予防接種ナビ」は、接種スケジュールを自動で作成し、接種日
が近づくとメールでお知らせしています。ぜひ利用
してください。なお、市内の実施医療機関以外でも
予防接種を受けられます。 　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
フラフープであそぼう、平均台、
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（キッズビクス、リトミック）、
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）

㈪㈬㈮（20㈷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
親子たいそう、お楽しみ週、
読み聞かせなど

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））

㈪㈫㈭（20㈷・23㈷を除く）・
11㈯・24㈮・29㈬
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）

ゆっく武里
（☎734-1098（団体代表者））
※9/2㈭は武里南地区公民館

㈪（20㈷を除く）・㈫・1・2㈭※・
4㈯・16㈭・22㈬・25㈯・30㈭
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
9/18㈯、親子で磁石を使ってあ
そぼう

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

第二白百合幼稚園（幼稚園） 所在地：大枝89番地 武里団地9街区3棟（☎735-2525）

　第二白百合幼稚園は昭和47年に創立し、今年で50年目になります。「たくさんの経験・た
くましさと自信」をスローガンに友達と共に多くの経験をする中で、一つでも多く好きな事、得
意な事を見つけ、自分自身に自信を持ち、次への活動意欲が高まるよう、未来に向けての「きっ
かけづくり」「土台づくり」をしています。教職員も皆、子どもたちと共に活動し、笑顔と笑い声
のあふれる毎日です。未就園児クラスもあります。
開園日時：㈪～㈮　8:00～14:00（預かり保育:14:00～18:00）
対象：3歳児～5歳児（未就園児クラスあり）

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9月 10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） なし 28㈭

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） なし 5㈫

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） 2㈭ 7㈭ 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） 16㈭ 21㈭

10:00～
11:30

豊春第二公民館（☎754-2100）
8組（申し込み順） 8㈬ 13㈬

子育てサロン 幸松地区公民館（☎752-6065）
10組（申し込み順） 15㈬ 20㈬

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） 16㈭ 21㈭

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

15㈬ 20㈬

かすかべっこ予防接種ナビ2次元コード▶

見守ろう　未来へ続く　我が子の心　（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・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

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

予防接種、受けていますか

子育て アドバイスワンポイ
ント
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包摂的で安全かつ強くしなやか（レジリエント）で
持続可能な都市及び人間居住を実現する
●世界の現状　
　世界の半数以上の人々が都市部に集中的に居住しており、2030年までには50
億人に達する見込みと言われています。急速な都市化は水道や下水道の不備、生
活環境や公衆衛生の悪化、 犯罪の増加などの影響を及ぼすことが考えられます。
　日本では、空き家問題やインフラの老朽化にも深刻な影響が及んでいます。また、
都市部でも少子高齢化による買い物難民の増加などが懸念されており、誰もが住
みやすい、持続可能なまちづくりを実現する必要があります。

●春日部市の現状
　春日部市では、高度経済成長期に建設した築30年以上の公共施設が約70％を
占めており、老朽化が目立っています。
　また、道路・橋

きょうりょう
梁などのインフラ施設も老朽化が進んでおり、近年の気候変動

による強い台風や豪雨の頻発など、災害時に備えたインフラ施設などの再整備が
必要です。
　市では、防災・減災対策に取り組むとともに、高齢者や子どもたちなど誰もが安全
に安心して暮らせる、駅周辺を中心としたコンパクトなまちづくりを計画しています。

目標11　住み続けられる　まちづくりを

　 問い合わせ／政策課（内線2120）

エスディージーズ

私たちにできるアクション
▶ 地域の清掃・防災活動に参加しよう
▶ 住んでいる街の魅力を知ろう
▶ 学校や公園などの施設を大切にしよう

　「1分で分かるSDGs」では、貧困、気候変動など地球が抱
える問題の解決へ向けたSDGsの17の目標を、具体的な行動
とともに紹介しています。今月号は、目標11「住み続けられ
るまちづくりを」を紹介します。

1分で分
かる
エスディージーズ

SDGs 第2回SDGsカフェ   問い合わせ／政策課（内線2120）
　SDGsを普及するイベントを開催します。かすかべ親善大使
の平井信行氏（気象予報士・防災士）による気候変動や地球温
暖化をテーマとしたオンライン講演です。
とき…9/18㈯　14:00～15:40　
募集人数…200人（申し込み順）
申し込み…9/15㈬までに市WEBWEBWEBWEBで

「安心できる暮らしのために」 ～民間との連携～
　
　コロナ禍において、災害時に3密を避ける避難方法として、車中泊避難への
関心が高まっています。市では、大規模な水害が発生した際などに、連携協
定を結んでいる市内大型商業施設など（下表参照）の協力のもと、施設駐車場
を車中泊避難者専用の一時滞在場所として開放する取り組みを行っています。

　　

　

　市では、災害に備えるため民間企業などと
連携してさまざまな取り組みを行っています。令和3年7月には、イオンモー
ル春日部、ララガーデン春日部の協力のもと、「新災害ハザードマップPRイベ
ント」を行いました。ここでは、「春日部市災害ハザードマップ」を紹介すると
ともに、水害時の行動計画表「マイ・タイムライン」の作成支援を行いました。

取り組み紹介

通話録音装置の無償貸与

　被害を未然に防止するため、市でも警告メッセー
ジ機能や自動録音機能のある「通話録音装置」を無
償で貸し出します。
※市販品を量販店で購入することもできます
※ 緊急通報装置システムを利用中の人は、システム障害が
発生する恐れがあるため、併設できません

対象…市内在住のおおむね65歳以上の高齢者世
帯、日中高齢者のみとなる世帯100世帯（抽選）
申し込み…9/6㈪～30㈭に、交通防犯課および
各公民館で配布している申請書を次のいずれかの
方法で提出してください　▶直接　▶郵送…
〒344-8577 （所在地不要） 春日部市役所交通防
犯課
費用…無償（電気代、修繕料は自己負担）
使い方…固定電話に通話録音装置を取り付けます。
取り付けは、原則自身で行ってもらいますが、不
明な点は、担当職員がサポートします。

録音装置使用者の声

　 問い合わせ／交通防犯課（内線2827）

振り込め詐欺

休日窓口を開設します
問い合わせ／市民課（内線2898）

とき…10/10㈰・23㈯　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

発生する恐れがあるため、併設できません

　録音装置を付けて
から、迷惑電話がか
なり減りました。安
心して電話に出るこ
とができます。

「この電話は、振り
込め詐欺など犯罪
被害防止のため、会
話内容が自動で録
音されます」

市の被害状況
　振り込め詐欺や悪質勧誘による高齢者への被害
が止まりません。令和2年は、31件、約5,400万
円の被害が発生しました。
　そのうち、息子や孫を装った「オレオレ詐欺」が
大半を占めています。また、市の職員や警察官な
どを装い、キャッシュカードをだましとる被害も
多くなっています。
　高齢者が携帯電話で通話をしながら、コンビニ
などのATMを操作している場面を見掛けたら振り
込め詐欺を疑い、声を掛けましょう。

だましのプロと話さない
　詐欺の犯人はだましのプロです。電話をしてしまう
と、誰もがだまされる恐れがあります。対策機器や電
話の機能をしっかり活用し、被害を防ぎましょう。

在宅時でも留守番電話
　外出時だけでなく、在宅時も留守番電話を設定
しておくことで、詐欺の電話に出なくて済みます。

ナンバーディスプレイ機能
　ナンバーディスプレイ
機能の付いた電話機を活
用することにより、相手
の電話番号を確認してか
ら電話を取ることができ
ます。

※写真はイメージです

▲ 新災害ハザードマップPRイベント
の様子（イオンモール春日部）
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●ストップ！振り込め詐欺　●休日窓口を開設します
●1分で分かるSDGs

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。

協力施設一覧 住所
イオンモール春日部 下柳420-1
ウエルガーデンエミナース春日部 内牧3701-1
スーパービバホーム 春日部店 下柳769-1
ララガーデン春日部 南1-1-1

※ 利用には条件があります。利用前には必ず市
WEBWEBWEBWEBをご確認ください

　被害に遭わないよう、防止対策をお願いします。少
しでも不審に思ったら、家族や警察に相談しましょう。

ストップ！

▲かすかべ親善大使
　平井 信行氏



 お知らせ

図書館の臨時休館01
ところ 休館日

中央図書館 10/6㈬・7㈭

武里図書館 9/13㈪

庄和図書館 9/27㈪

館内整理のため　 中央図書館（☎ 
761-5911）、武里図書館（☎ 737-7625）、
庄和図書館（☎ 718-0200）

教育センターの臨時休館02
9/18㈯・19㈰　 教育センター全館　
くん蒸作業のため　 郷土資料館（☎ 

763-2455）

コンビニ交付の休止03
9/10㈮・18㈯・19㈰・20㈷　 メ

ンテナンスのため　 課税（非課税）証明
書…市民税課（内2323）、納税証明書…
収納管理課（内2385）、住民票・印鑑証
明書…市民課（内2898）

国民年金の付加年金制度04
国民年金保険料に付加保険料（月額400

円）を加えて納めると、将来の老齢基礎年
金に付加年金上乗せ。付加年金額（年額）
は「200円×付加保険料の納付月数」　※
申し出た月分からの加入　 国民年金第1
号被保険者、任意加入被保険者（65歳以上
の人と国民年金基金の加入者を除く）　
本人確認書類　 市役所1階市民課（内
2893）、支所1階市民窓口担当、または春
日部年金事務所（☎ 737-7112）へ

令和3・4年度物品・役務入札参加
資格の新規・更新の申請受け付け05

10/31㈰（消印有効）まで　 市が発
注する「物品・役務」の入札などの参加に
は、有資格者名簿に登録が必要　資格有
効期間…令和4年4/1㈮～令和5年3/31
㈮　※詳しくは市WEBに9月上旬掲載予
定　 新規申請:「物品・役務」に登録のな
い事業者　更新申請:「物品・役務」に登録
があって、営業種目を追加・変更する事業
者　 〒344-8577 （所在地不要） 春日部
市役所契約検査課（内7655）へ

はかり（計量器）の定期検査06
商品販売や健康診断などに使用するは

かりは、定期検査に合格する必要あり。定

期検査は下表の区域を対象に実施。
定期検査対象区域（A地区）と日程

9/27㈪ 教育センター

粕壁1～4丁目、粕壁東1～6丁目

9/28㈫ 幸松地区公民館

八丁目、小渕、不動院野、樋籠、牛島、樋
堀、新川、赤沼、銚子口、藤塚、六軒町、
本田町1・2丁目、豊野町1～3丁目

9/29㈬ 内牧栄町会館

梅田、梅田1～3丁目、梅田本町1・2丁
目、内牧、栄町1～3丁目

9/30㈭ 支所

水角、赤崎、飯沼、米崎、米島、東中野、
新宿新田、永沼、下柳、上柳、上金崎、金
崎、西金野井、大衾、神間、榎、立野、椚、
小平、下吉妻、上吉妻、西宝珠花、西親
野井、塚崎、倉常、芦橋、木崎

10:00～12:00、13:00～15:00　
ひょう量250kg以下の機械式はかり（家
庭用は対象外）　 ひょう量100kg以下
600円、ひょう量250kg以下千円、棒は
かり･懸垂指示はかり300円、分銅･おもり
10円／個　※未受験の事業者は別途連絡
を　 交通防犯課（内2828）

ジョブ・カード活用セミナー
変化にも慌てない！
withコロナのキャリアを考えよう

07

9/15㈬　14:00～15:10（オンライン）　
市内在住の人優先　30人（申し込み

順）　※雇用保険受給者には受講証明書発
行　 9/13㈪までに FAXFFFAAAFAFFFAFAFAFFFAF XXX（799-3581）、
専用 WEB（下の2次元コード）、
carisapo_saitam@pasona.co.jpへ　※本
事業は㈱パソナが厚生労働
省より受託運営　 勤労者
会館（☎ 752-5540）

スキルアップ講習08
①プログラミングExcelVBA2構文理解
11/6㈯・13㈯　9:00～16:00 

ExcelVBAで記録マクロ、モジュールとプ
ロシージャの作成ができる人　20人　
2千円（テキスト代別）
②プログラミングExcelVBA3ビジネス活用　
11/27㈯・12/4㈯　9:00～16:00　
ExcelVBAマクロ作成、変数と制御構造

を習得している人　20人　 2千円（テキ
スト代別）
③アーク溶接（安全衛生特別教育）
11/6㈯・13㈯・20㈯・27㈯　9:00

～17:00（最終日のみ9:00～16:00）　
溶接作業に従事しようと考えている人　
10人　 7,100円（テキスト代別）　
10/1㈮～10㈰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

埼玉県雇用対策協議会
求人企業合同面接会09

9/16㈭　13:00～16:00（受付:12:00
～）　 大宮ソニックシティ　 令和4
年3月大学・短大・専門学校卒業予定者・
既卒3年以内の人　 履歴書（コピー可）　

※詳しくは9月上旬に埼玉県雇用対策協議
会WEBに掲載　 埼玉県雇用対策協議会
（☎ 647-4185）

正社員就職への支援説明会10
9/29㈬、10/27㈬　13:30～14:30　
市民文化会館　 1カ月の研修セミ　

ナーと最長6カ月の個別カウンセリングで
一人ひとりに合った企業を紹介　 35歳
以上～55歳未満の離職または非正規雇用
の人など　 キャリアバンク㈱WEBまた
は電話（☎ 711-2209）へ

就労セミナー（サポステ連携事業）
～就職活動の進め方～11

9/22㈬　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
険受給者には受講証明書を発行　 9/21
㈫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

潜在介護職員研修12

10/20㈬・21㈭　10:00～12:00（全
2回）　 中央公民館　 有資格者の再就
職に向け、介護職への理解・新しい働き方
などについて学ぶ　 市内および近隣在
住で市内の介護事業所での就業を希望する
人　15人（先着順）　 筆記用具、飲み
物　 9/1より電話、FAXで勤労者会館（☎ 
752-5540）

被害に遭われた人や家族の皆さん
一人で悩みや問題を抱えていませんか？13

《彩の国犯罪被害者ワンストップ支援セ
ンター》犯罪の被害に遭って困っている人
や家族の話を聞き、支援内容により県、埼
玉県警察、民間支援団体へワンストップで
つなぐ。犯罪による被害の軽減と早期回
復を図る。総合対応電話（☎ 0120-735-
001）、ラムザタワー3階（JR武蔵浦和駅西
口徒歩3分）　 《性暴力等犯罪被害専用
相談電話「アイリスホットライン」》性被害
に遭い、どうしたらよいか分からないなど、
不安や悩みを抱えた人は相談を。守秘義務
のある専門の女性相談員が、24時間365
日無料で対応。（☎ 0120-31-8341）へ

9/21㈫～30㈭は
秋の全国交通安全運動14

子どもと高齢者の交通事故防止…幼稚
園や学校などの周辺では、十分に速度を落
として安全運転を徹底。通学時間帯にス
クールゾーンを通行することはやめる。高
齢者マークを付けている自動車を見かけた

ら、その動きに注意し、思いやりのある運
転を　●夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車
乗車中の交通事故防止…夕暮れ時は早めに
自転車の前照灯を点灯。明るい目立つ色の
衣服を着用し反射材を活用　●全ての座席
のシートベルトとチャイルドシートの正し
い着用の徹底…後部座席でもシートベルト
を着用し、幼児を同乗させる場合は、体に
合ったチャイルドシートを使用　●飲酒運
転の根絶…運転者は、飲酒運転を「絶対に
しない」という強い意思を　 交通防犯課
（内2825）

彩の国埼玉環境大賞の候補者15
環境保全、環境負荷低減などの取り組

みを県が表彰　 県内で活動する個人、
団体、事業者（自薦、他薦は問わず）　
10/1㈮までに県環境政策課（☎ 830-
3019）へ

埼玉県都市競艇組合
ボートレース戸田開催日程16

9/1～5㈰・17㈮～20㈷・30㈭　
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）

地元弁護士による
無料法律相談会17

10/1㈮　13:30～16:00（1人30分以
内）　 越谷市中央市民会館　 10月1
日は「法の日」。埼玉弁護士会越谷支部の弁
護士が、離婚、相続、借金、交通事故など
の法律問題に応対　 9/17㈮から（先着
順）　 埼玉弁護士会越谷支部事務局（☎ 
048-962-1188）

不動産鑑定士による
不動産の無料相談会18

10/2㈯　10:00～16:00　 埼玉会館　
不動産鑑定士が不動産の価格等に関す

る相談　 公益社団法人埼玉県不動産鑑
定士協会（☎ 789-6000）

裁判員裁判の実施状況19
裁判員制度がスタートして10年以上。

令和2年12月末までに行われた裁判員裁
判は約1万3千件。約7万7千人が裁判員
として参加。裁判手続きの参加日数は平均
約6.0日。詳しくは、裁判員
制度 WEB（https://www.
saibanin.courts.go.jp/）へ

記号の説明
とき　 ところ　 内容

対象・定員　 費用　 持ち物

申し込み　 問い合わせ

※ 費用は有料の場合のみ、 持ち
物は必要な場合のみ記載

施設名の説明
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。
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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）



 人材募集

市立看護専門学校学生20

試験
▶推薦・社会人…10/23㈯　▶一般…

1次 令和4年1/8㈯、2次1/14㈮　 市
立看護専門学校　 令和4年度に入学を希
望する人　30人　 1万円（受験料）　
願書受け付け▶ 推薦・社会人…9/24㈮～
10/4㈪　▶一般…11/26㈮～12/7㈫
学校説明会
9/7・21、10/5・19、11/2・16、12/7

（全て㈫）　16:00～17:00　 各30人（申
し込み順）　※受験案内・募集要項などの希
望者は連絡を　 同校（☎ 763-4311）へ

彩の国動物愛護推進員21
犬猫などの動物の愛護や正しい飼い方

について、地域住民の理解を深めるため
の啓発活動を実施　 11/30㈫まで　※
詳しくは県 WEB、各保健所（さいたま
市・川越市・越谷市および川口市を除く）、
県動物指導センターで配布の募集要領で　
県生活衛生課（☎ 830-3612）

交通指導員22
採用時期…11月（予定）　勤務学区…幸松
小学校、緑小学校、立野小学校、藤塚小学
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）　 9/17㈮までに
電話で交通防犯課（内2825）へ

臨時的任用教員23
平日8:20～16:50（勤務校により多少

異なる）　 市内の小・中・義務教育学校　
教員としての業務（学習・生徒指導等）　
有効な教員免許状保持者（やる気があ

り、学校教育に理解がある方）　 事前に
電話連絡の上、教育センター1階指導課（☎ 
763-2448）へ　

 福　祉
入学準備金・奨学金の
貸し付け24

《入学準備金》
貸付時期:入学決定時　 貸付額:高校・

専修学校（高等課程）30万円/人以内、専
修学校（専門課程）・短大・大学（大学院を
除く）50万円/人以内　返済方法:令和4年
10月から、高校・専修学校（高等課程）は
2年6カ月以内、専修学校（専門課程）・短大・
大学は4年2カ月以内に毎月、または半年
ごとの割賦均等返済（無利子）　 市内に
住民登録後1年以上経過し、次の要件を全
て満たす保護者／令和4年4月に入学を希
望している学生の入学に必要な費用が調達
困難／市税を滞納していない世帯／連帯保
証人を1人得られる　 令和4年2/28㈪
まで
《奨学金》
貸付時期:修学中　 貸付額:高校・専修

学校（高等課程）　月額1万円/人、専修学
校（専門課程）・短大・大学（大学院を除く）
月額2万円/人　返済方法:貸し付け終了後
6カ月間据え置いてから、貸付期間の2倍
の期間内に毎月、または半年ごとの割賦均
等返済（無利子）　 市内に住民登録後1
年以上経過し、次の要件を全て満たす学生・
生徒／令和4年4月に入学を希望している
か、在学中で学資の支出が困難／市税を滞
納していない世帯／連帯保証人を1人得ら
れる／学校長の推薦が得られる／他の奨学
金に相当する学資の貸し付けを受けていな
い　 随時
共通事項
申請書などは直接、教育センター1階学務
課（内4734）へ　※審査・所得制限あり

就学援助「新入学児童生徒学用品
費等」の入学前支給25

市が実施している就学援助のうち、「新
入学児童生徒学用品費等」を入学前（令和4
年2月ごろ）に支給　 令和4年4月に市
内公立小・中・義務教育学校に入学予定で、
経済的理由のため就学が困難と認められる
児童・生徒の保護者　 新小学1年生…9
月ごろに送付予定の「就学時健康診断の案
内」に同封の申請書を直接、教育センター
1階学務課（内4735）へ　新中学1年生…
不要（今年度の就学援助を受給している小
学6年生を対象に支給、私立中学校に入学
する場合は対象外）　

児童扶養手当26
支給額（月額）
子どもの人数 全部支給 一部支給

1人の場合 43,160円 43,150円
～10,180円

2人目加算額 10,190円 10,180円
～5,100円

3人目以降加算額 6,110円 6,100円
～3,060円

離婚や死亡、未婚などの理由により父
（母）がいない子どもを養育している人（実
態として婚姻同様の生活をしている人など
は、対象外）、または父（母）に一定の障が

いがあり、子どもを養育している人。また、
申請者や同居者の所得（養育費の8割相当
額を含む）が一定額以上ある場合は、減額
または支給停止
支給時期…子どもが18歳になった年の年
度末まで。子どもに一定の障がいがある場
合は子どもが20歳になる月の分まで　
こども政策課（内2578）

特別児童扶養手当27
支給額（月額）

障がいの状態 児童1人当たり
1級（重度） 52,500円

2級（中度） 34,970円

身体または精神に障がいのある20歳未
満の児童を家庭で養育している父か母、ま
たは養育している人　※国内に住所を有
しない場合、子どもが障がいによる公的年
金を受給中の場合、子どもが児童福祉施
設などに入所している場合は対象外。ま
た、申請者や同居者の所得が一定額以上あ
る場合は、支給停止　 こども政策課（内
2580）

地域包括支援センター案内28
「地域包括支援センター」は、介護・保健・
福祉の専門職がチームとなって、高齢者本
人やその家族に対する総合的な相談や支援
を行う市の委託機関。介護や生活でお困り
の場合は、下記の地域包括支援センターへ
電話相談を
地域包括支援センター

第1地域包括支援センター
（☎754-3775）

粕壁、南1～3丁目、浜川戸、粕壁東、中央

第2地域包括支援センター
（☎753-2020）

内牧、梅田、南栄町、梅田本町、栄町、八丁目、
小渕、不動院野、樋籠、樋堀

第3地域包括支援センター
（☎753-1136）

新方袋、八木崎町、西八木崎、増富、増戸、下蛭田、
花積、道口蛭田、上蛭田、道順川戸、南中曽根、豊町

第4地域包括支援センター
（☎738-5764）

武里中野、薄谷、大場、増田新田、谷原新田、上
大増新田、下大増新田、備後西、谷原、大沼

第5地域包括支援センター
（☎734-7631）

南4～5丁目、緑町、一ノ割、備後東1～4丁目

第6地域包括支援センター
（☎738-0021）

備後東5～8丁目、大畑、大枝、武里団地、千間
1丁目

第7地域包括支援センター
（☎733-7771）

牛島、新川、赤沼、銚子口、藤塚、六軒町、本田
町、豊野町、水角、赤崎、永沼、下柳、上柳　

第8地域包括支援センター
（☎746-5190）

庄和地域（水角、赤崎、永沼、下柳、上柳を除く）

介護保険課（内7574）
元気アップ教室
楽しみながら介護予防29

とき ところ テーマ

9/30㈭ 庄和高齢者
憩いの家

笑顔で！
心の健康づくり

10/8㈮ 薬師沼憩いの家 頭と体の
アンチエイジング

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、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30
とき ところ 定員

9/24㈮
10:00～12:00

庄和地区公民館
（正風館） 30人

10/12㈫
10:00～12:00 ハーモニー春日部 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　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）31

とき ところ 定員 申し込み先

9/11㈯
13:30～15:00

武里東
公民館 20人 第5包括

（☎734-7631）

9/15㈬
10:00～12:00

豊春第二
公民館 8人 第3包括

（☎753-1136）

9/18㈯
10:00～12:00

武里地区
公民館 15人 第4包括

（☎738-5764）

9/24㈮
13:30～15:30

あしすと
春日部 30人 第1包括

（☎754-3775）

10/1㈮
10:00～12:00

豊春地区
公民館 10人 第3包括

（☎753-1136）

10/1㈮
10:00～12:00

ハーモニー
春日部 18人 第5包括

（☎734-7631）

10/5㈫
13:00～15:00

武里大枝
公民館 20人 第6包括

（☎738-0021）

10/9㈯
13:30～15:00

武里東
公民館 20人 第5包括

（☎734-7631）

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　 介護保険課（内
7575）
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所・氏名・年齢・電話番号・保育希望者は
子の年齢を記入の上、メール（ info@
saiboren.or.jp）または往復はがき（1人1
枚）で、〒330-0074 さいたま市浦和区北
浦和5-6-5 埼玉県浦和合同庁舎内 （公財）
埼玉県母子寡婦福祉連合会（☎ 048-822-
1951）へ

戦没者遺児による慰霊友好
親善事業の参加募集37

先の大戦で親を亡くした戦没者の遺児
を対象に、戦没した旧戦域を訪問して慰霊
追悼を実施　実施地域…ミャンマー・タ
イ、フィリピン、ソロモン諸島、マリアナ
諸島、マーシャル諸島、台湾・バシー海
峡、東部ニューギニア、西部ニューギニア　
戦没者遺児　 10万円　 直接、生

活支援課（内2516）へ

 保　健
からだ革命！すっきりヨガクラス
「女性のヘルスアップ」38

9/21㈫、10/29㈮　9:30～11:30　
春日部市保健センター　 健康講話と

イスを使ったヨガ　 20歳から59歳の
市内在住の女性　15人（申し込み順。妊婦
は除く）　 飲み物、バスタオル、汗拭き
タオル、筆記用具　 100円　 9/21㈫
は9/1から、10/29㈮は9/28㈫の8:30から、
電話で同センター（☎ 736-6778）へ

骨密度測定会 39
とき ところ

9/29㈬
①9:30
②10:30
③13:30
④14:30

春日部市保健センター

10/13㈬ ①13:30
②14:30 庄和保健センター

10/27㈬
①9:30
②10:30
③13:30
④14:30

春日部市保健センター

かかと（裸
はだし
足）で測る骨密度測定、結果

説明　 20歳以上の市内在住者　各回20
人（申し込み順）　※測定は1人年1回。測
定部位に傷のある人は不可　 タオル、

筆記用具　 9/14㈫8:30から電話で同セ
ンター（☎ 736-6778）へ

食生活改善推進員養成講座 40
10/20㈬・28㈭、11/4㈭・10㈬・18

㈭の9:30～12:00　※11/10のみ9:30～
13:30　 春日部市保健センター　 講
義（健康長寿サポータ養成講座含む）と調
理実習（11/10）　 市内在住で全日程受
講後、食生活改善推進員としてボランティ
ア活動できる方　12人（申し込み順）　
500円（材料費、保険料）　 筆記用具　
9/15㈬～10/15㈮に電話で保健セン

ター（☎ 736-6778）へ

趣味・教養
市民パソコンセミナー
オンラインミーティング体験講座41

コース とき
1

10/21㈭

9:00～10:15

2 10:45～12:00

3 13:30～14:45

4

10/22㈮

9:00～10:15

5 10:45～12:00

6 13:30～14:45

※全コース同内容

教育センター　 タブレット端末を用
いたオンラインミーティング（Z

ズ ー ム
OOM）の

体験講座　 16歳以上の市内在住・在勤・
在学者（高校生などを除く）　各5人　
9/10㈮9:00から直接または電話で春日
部市教育センター3階視聴覚センター（☎ 
763-2425）へ申し込み（先着順）

市民アカデミー42
10/14㈭　13:00～15:40　 市民

文化会館　 小・中学生による人権ポス
ター展示、人権作文の発表、教育講演会
「今こそ、アイヌの知恵と勇気に学ぶ」　講
師 宇

うか じ
梶 静

し ず え
江氏　 150人（申し込み順）　

9/15㈬9:00から電話で社会教育課（内
4815）へ

ビデオ作品づくり体験講座43
10/9㈯・10㈰　9:30～16:00（ 全2

回）　 教育センター　 撮影から編集ま
でを体験し、作品を仕上げる　 ビデオ
カメラ（録画テープ式は不可）を持ってい
る16歳以上の市内在住・在勤・在学者　5

人（申し込み順）　※親子での参加可（小学
生5年生以上）　 9/10㈮の9:00から直
接または電話にて視聴覚センター（☎763-
2425）へ

デジカメ写真加工入門講座44

コース とき
A

10/27㈬
9:30～12:00

B 13:30～16:00

C
10/28㈭

9:30～12:00

D 13:30～16:00

教育センター　 デジカメで撮影した
写真の加工、印刷など　 デジカメの写
真データを持参できて、パソコンのマウス
操作と日本語入力ができる16歳以上の市
内在住・在勤・在学者（高校生等を除く）　
各10人（申し込み順）　 9/10㈮の9:00
から直接または電話にて視聴覚センター
（☎763-2425）へ

生涯学習市民塾（中期）45
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
市内在住・在勤・在学者　 筆記用

具　 特に記載がない場合には「教育セン
ター」　 9/14㈫9:00から直接、または
電話にて教育センター3階視聴覚センター
（☎ 763-2425）へ。申し込み（先着順）

①声出し・脳トレ・朗読講座　 10/5㈫　
13:30～15:30　 おおむね50歳以上　　　　　　　　
20人　 飲み物　 500円
②街道寄席　 10/7㈭　13:30～15:00　
20人　 笑おうとする優しい気持ち

③着物をリフォームして楽しみましょう　
10/7㈭　9:30～11:30　 10人　

着物、裁縫道具、着物の色のミシン糸　
100円　
④Googleサイトを使った、自分のホー
ムページの作成　 10/8㈮　13:30～
15:30　 10人　 USBメモリー（コンテ

介護予防講演会
「うつ・認知症予防について」32

10/21㈭　13:30～15:30　 庄和南
公民館　 医師による講話　 おおむね
65歳以上の市内在住　25人（申し込み順）　
電話で介護保険課（内7575）へ
すまいるケア教室
（家族介護教室）33

10/20㈬　14:00～15:30　 大池憩
いの家　 知っておきたい！～生活介護
のポイント～　 在宅において介護をし
ている方および在宅介護に関心のある方　
10人（先着順）　 電話で介護保険課（内
7575）へ

健康脳トレ塾34
ところ とき

あしすと春日部

11/2～12/21の毎週㈫
（11/23㈷分は11/22㈪
に開催）
13:30～15:30

武里地区公民館 11/5～12/24の毎週㈮
13:30～15:30

そらまめ体操の実施、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　
おおむね65歳以上の市内在住者　あしす
と春日部25人、武里地区公民館20人（申
し込み順）　 240円（保険料）　 電話
で介護保険課（内7575）へ

春日部えんJOYトレーニング
実施団体募集35

高齢者が住みなれた地域でいつまでも
活動的に生活できるよう、住民主体型の
介護予防体操「春日部えんJOYトレーニン
グ」を実施する団体を募集中。負荷調節可
能なおもりをつけ筋力アップを目指しま
す　 おおむね65歳以上の市内在住者で
5人以上の団体　 電話で介護保険課（内
7573）

ひとり親のための
パソコン教室36

9/26㈰・27㈪　10:30～15:30（全2
日）　 WithYouさいたま（さいたま市中
央区）　 仕事に役立つパワーポイント実
践講座　 ひとり親家庭の親または寡婦　
20人（抽選）　 300円（教材費）　※未
就学児を対象とした保育サービスあり（無
料）　 9/13㈪（必着）までに「パソコン
教室（第3回）」と明記し、郵便番号・住

152021年9月号 No.193かすかべ情報

高齢者の人権を守ろう



趣味・教養
ンツがある場合）　 100円
⑤免疫力を高めよう～自分の体は自分で
守る～　 10/12㈫　13:30～15:30　
10人　 300円

⑥ワンポイント・レスキュー（応急手当て
を覚えてみよう）　 10/13㈬　13:30
～15:30　 20人　 三角巾またはバ
ンダナ
⑦スポーツの秋・食欲の秋～体操をしてお
なかをすかせて焼き立てパンを作ろう♪～　
10/13㈬　13:30～15:30　 中央

公民館　 20歳以上　12人　 エプロ
ン、手ふき、作品持ち帰り用の容器、飲
み物、ヨガマット（バスタオルでも可）、
タオル　 2千円
⑧足揉

も

み健康法（官
かんそく
足法）～血流の循環を

良くし、病気を元から改善しよう～　
10/14㈭　9:30～11:30　 20歳以上　
20人　 動きやすい服装、飲み物、タオ
ル、ハンドクリーム　 500円
⑨古文書を読む（村々の文書や渋沢栄一
の書簡を読んでみよう）　 10/15㈮　
9:30～11:30　 10人　 メモ用紙　
200円

⑩ふわふわ粘土教室　 10/16㈯　9:30
～11:30　 小学生以上　20人　 木
工用ボンド、竹串、持ち帰り用の袋　
千円
⑪古利根川周辺の「野鳥の生態」を見て語
ろう　 10/16㈯　9:30～11:30　
10人
⑫心を伝える絵手紙「手がき」だからこそ
伝わる想

おも
い　 10/20㈬　9:30～11:30　

幸松地区公民館　 20歳以上　6人　
トマトまたはミニトマト（実物）1個、

新聞紙1枚、紙コップ（筆洗い用）2個、
顔彩（持ってる人）、ティッシュペーパー　
500円

⑬足もみ健康法で元気はつらつプロジェ
クト　 10/21㈭　9:30～11:30　
中央公民館　 15人　 タオル、ハン
ドクリーム、飲み物　 千円
⑭オーラルヒストリーって何？～高齢者
から戦争体験を聞き取り、語り継ごう～　
10/29㈮　13:30～15:30　 20歳

以上　15人
⑮人生の晩年を豊かに『今をどう生きま
すか』～幸せの根源を求め生きる喜びと
楽しさをお伝えします～　 10/29㈮　
13:30～15:30　 中央公民館　
20人
⑯もしもの時の暮らしの豆知識～離婚と
年金分割、遺族分割、死後離婚、民法（相続）
～　 10/30㈯　9:30～11:30　 20
歳以上　20人　 300円
⑰アフターコロナは筋トレから　 10/30
㈯　13:30～15:30　 豊春地区公民館　

20歳以上　20人　 タオル2枚、輪
ゴム10本、飲料水

かすかべ探訪　粕壁宿とゆかりの
人々 ～今回は16人をご紹介～46

9/25㈯　9:30～12:00　 ぷらっと
かすかべ（集合・解散）　 粕壁宿とゆか
りの人々　 10人（申し込み順）　 9/7
㈫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
～須

す が

賀芳
よしろう

郎先生の歴史講演会～47
10/7㈭　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　 9/8
㈬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～48

10/14㈭　10:00～12:00　 教育
センター　 南桜井・川辺編　 15人
（申し込み順）　 100円　 9/10㈮の
9:30から電話でぷらっとかすかべ（☎ 752-
9090）へ

早朝シャッターアートツアー49
9/29㈬　7:30～10:00　 春日部

駅東口改札前（集合）・ぷらっとかすか
べ（解散）　 江戸情緒豊かに描かれた
シャッターアートを観光ボランティアと歩
く　 10人（申し込み順）　 9/9㈭の
9:30から電話でぷらっとかすかべ（☎ 752-
9090）へ

秋の龍Ｑ館で自然観察会
「水辺の森」の生きものさがし50

10/2㈯　10:00～11:30（受付9:40～）
小雨決行　 龍Ｑ館入口前　 龍Ｑ館の
「水辺の森」とその周辺で生きもの探し 講
師:埼玉県生態系保護協会春日部支部会員　
飲み物、帽子、虫とり網・虫かご（持っ

ている人）　 不要（小学生以下は保護者
同伴）　 G

ジー
-C
キ ャ ン ズ
ANS 両

もろずみ
角（☎735-8598）

郷土資料館　
古文書講座（初級編）51

11/13、12/4、令和4年1/15、2/12、
3/12（全5回）、いずれも㈯10:30～12:00　
教育センター　 簡単な古文書を読ん

で、くずし字解読の基礎を習得する　
古文書講座（入門編）を受講したことがあ
る人　20人（申し込み順）　 9/14㈫か
ら直接、または電話で郷土資料館（☎ 763-
2455）へ

郷土資料館　
古文書講座（中級編）52

11/13、12/4、令和4年1/15、2/12、
3/12（全5回）いずれも㈯14:00～15:30　
教育センター　 古文書を解読し、春

日部の歴史を学ぶ　 古文書講座（初級
編）を受講したことがある人　20人（申し
込み順）　 9/14㈫から直接、または電
話で郷土資料館（☎ 763-2455）へ

子育て支援講座 ～家族編～53
9/18㈯　10:00～12:00　 ハーモ

ニー春日部　 赤ちゃんとの触れ合い、
赤ちゃんの食事、ママパパのコミュニティ
作りの講座　 6カ月未満児とその家族　
5組（申し込み順）　 バスタオル、飲み
物、動きやすい服装　 9/1から直接、
または電話でハーモニー春日部（☎ 731-
3333）へ

子育て支援講座 ～出産編～54
9/18㈯　14:00～16:00　 ハーモ

ニー春日部　 マタニティストレッチ、
出産準備、入院の持ち物や手続きについて
の講座　 初めて出産を迎えるおおむね
妊娠20週以降の人とパートナー　5組（申
し込み順）　 バスタオル、飲み物、動き
やすい服装　 9/1から直接、または電話
でハーモニー春日部（☎ 731-3333）へ

男性の料理教室
（かすかべ遊学フェスティバル）55

10/2㈯　10:00～12:30　 ハーモ
ニー春日部　 栄養士講師の指導の下、
男のグルメ料理作り。講習を機に男の料理
はじめてみませんか　 市内在住・在勤
の成人男性　15人（申し込み順）　 500
円　 エプロン、三角巾、ふきんまたは
タオル、スリッパ、筆記用具　 9/5㈰か
ら直接または電話でハーモニー春日部（☎ 
731-3333）へ

外
がいこくじん

国人のための無
むりょう

料日
に ほ ん ご

本語
教
きょうしつ

室56

どこで（教
きょうしつ
室） いつ（時

じかん
間）

中
ちゅうおう
央公
こうみん
民館
かん

9/2～
毎
まいしゅう
週木
もくようび
曜日

19:00～21:00

9/11～
毎
まいしゅう
週土

ど よ う び
曜日

14:00～16:00

どこで（教
きょうしつ
室） いつ（時

じかん
間）

庄
しょうわ
和市
しみん
民センター

正
せいふう
風館
かん

9/7～
毎
まいしゅう
週火

か よ う び
曜日

10:15～11:45

9/1～
毎
まいしゅう
週水
すいようび
曜日

19:15～20:45

日
に ほ ん ご
本語を母

ぼ ご
語としない人

ひと
 （日
に ほ ん ご
本語をうま

く話
はな
せずに困

こま
っている人

ひと
がいたら、この

教
きょうしつ
室の案

あんない
内を）　 来

く
る前

まえ
の連

れんらく
絡はいりま

せん。直
ちょくせつ
接教

きょうしつ
室へ来

き
てください　※最

さいしん
新

情
じょうほう
報は、春

か す か べ し
日部市国

こくさい
際交

こうりゅう
流協

きょうかい
会 （KIFA）

WEB（http://www.kifa-world.org ）で
同協

きょうかい
会事

じ む
務局

きょく
（市

しみ ん
民参

さん か
加推

すいしんかない
進課内／内

2877）
春日部市国際交流協会
秋期英会話教室57

10/6～12/15の 毎 週 ㈬　19:00～
20:00（全10回）　※11/3㈷は休み　
市民活動センター　 ①初級クラス:英語
で簡単な自己紹介ができる高校生以上の人　　　
10人　※日本人スタッフがサポート
②中級クラス:英語で簡単な日常会話ができ
る高校生以上の人　10人　※英語のみの
授業　 4,000円　別途テキスト代と同協
会の会費（10月からの新規入会は千円。大
学生以下は無料）が必要。会員資格は令和4
年3月末まで　 9/22㈬18:45～19:00
に市民活動センター6階会議室5・6で受け
付け。定員を超えた場合は、その場で抽選　
※最新状況は同協会WEB（http://www.
kifa-world.org）で　 同協会事務局（市民
参加推進課内）（内2877）

共栄大学 公開講座58
① 10/16㈯　10:30～12:00　 教育
センター　 日本の四季と音楽を味わお
う―小学校の教科書で歌い継がれる日本の
歌を中心に―／講師:共栄大学教育学部専
任講師　岩

いわかわ
川みやび氏　 30人

② 10/23㈯　10:30～12:00　 共
栄大学　 健康とSDGs／講師:共栄大学
国際経営学部教授　小

こばやしなおゆき
林尚行氏　 50人　

9/13㈪～30㈭　9:00～16:00（㈯㈰
㈷除く）に電話で、住所・氏名・電話番号
と希望講座（複数可）を共栄大学（☎ 755-
2932）へ　 社会教育課（内4815）
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かすかべオラナビ 春日部市の公式地域ポータルサイトです。生活情報の案内や、道路不具合・生き物情報の投稿機能などがあります。
サイト…https://kasukabe.geocloud.jp/　 2次元コード



とき ところ 内容

9/18㈯

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

9/25㈯

豊春小 フラバレーボール・
ビーチボールバレー・大縄

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

10/2㈯

内牧小 フラバレーボール

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

19:00～20:30（豊春小は17:00～18:30）　
市発祥フラバレ―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。スポーツ
推進委員が講師　 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）　 9/18、10/2の武里
小のみ100円　 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）

ハイキング教室63
11/4㈭　7:50春日部駅東口 古利根公

園橋 集合・出発　 県秩父市美の山公園　
秩父市と皆野町にまたがる標高587ｍ

の「蓑
みのやま
山」山頂を整備した県立自然公園

から、秩父市街地や奥秩父の山々などを
360度のパノラマで臨む　 18歳以上
の市内在住・在勤・在学者　21人（抽選）　
6,500円　 9/15㈬（消印有効）まで

に、往復はがき（1枚につき2人まで）に「ハ
イキング教室参加希望」と記入し、参加希
望者全員の住所・氏

ふりがな
名・年齢・性別・電話

番号を、〒344-0021 大場991番地1 武
蔵ビル5階春日部ツーリスト（☎ 048-737-
6650）へ　※後日抽選結果を通知し、10
月上旬に事前説明会を実施する予定　
スポーツ推進課（☎ 763-2446）　
旅行企画実施／埼玉県知事登録　旅行業第
2-864号 春日部ツーリスト 大場991番地 
武蔵ビル5階

埼玉県立大学 一般公開講座
市販薬と健康食品の
正しい知識を学ぶ

59

10/9㈯　10:00～12:00　 オンラ
イン（ZOOM）　 市販薬、健康食品の
種類や作用、飲み合わせ等の正しい知識
を学ぶ（3回シリーズ1回目）　 40人
千円／1回　 9/26㈰までに WEB

応募フォーム（https://business.form-
mailer.jp/fms/72f78593149044）　
埼玉県立大学地域産

学連携センター（☎ 048-
973-4114）　※結果は応
募者全員に通知

県議会フォトコンテスト
作品募集60

部門・規格　①一般写真部門:A4または
四つ切り（ワイド可）　②モバイル写真
部門:2~5メガの画像データ（JPEG形式）　
テーマ　①一般写真部門 テーマA:埼玉の
「四季」、テーマB:自由（フリーテーマ）　②
モバイル写真部門 テーマA:埼玉の「四季」、
テーマB:埼玉の「感動」　条件　平成31年
1/1以降に県内で撮影された未発表のもの　
締切　11/10㈬17:00必着　※応募要領
は県議会WEB よりダウ
ンロード　 県議会事務
局政策調査課広報担当（☎ 
830-6257）

スポ・レク

フラバレーボール交流大会61
11/14㈰　9:20～12:55（受 付9:00

～）　 市民体育館　 市発祥のフラバ
レ―ボール（おにぎり型の軟らかいボール
を使ったバレーボール形式のニュースポー
ツ）の普及を目指す交流大会　 原則市内
在住、在勤、在学者で構成された5人以上
8人以内　24チーム（申し込み順）　※小
学生のみのチームには18歳以上の人が2
人以上同伴　 1チーム千円（当日集金）　
運動のできる服装、体育館履き、タオル、

飲み物　 9/6㈪~10/8㈮に申込書を直
接、郵送、またはFAXで（〒344-0062 粕
壁東3-2-15 春日部市教育委員会事務局ス
ポーツ推進課、 FAXFFFAAAFAFFFAFAFAFFFAF XXX 763-2218）へ　
スポーツ推進課（☎ 763-2446）

健康づくりのつどい62

「マチイロ」「マイ広報紙」で
“広報かすかべ”をもっと身近に
　皆さんに毎月お届けしている「広報かす
かべ」は、紙以外の方法でも読むことができ
ます。スマートフォン、パソコンを持っている
人は、下記のサービスも使って、いつも手元
に「広報かすかべ」を置いてください。

「マチイロ」

　民間の広告代理店が提供するスマー
トフォンやタブレット端末専用のアプリ。
広報紙そのままのレイアウトで読める。
i
アイオーエス

OS端末は「A
ア ッ プ

pp S
ス ト ア

tore」からA
ア ン ド ロ イ ド

ndroid
端末は「G

グ ー グ ル

oogle P
プ レ イ

lay」か
ら検索してアプリをダウン
ロード。右の2次元コード
からも可能。

「マイ広報紙」

　広報紙のデータを記事ごとに分割し、イ
ンターネットで無料配信するサービス。パ
ソコン、スマートフォンなどを利用すれば、
いつでもどこでも読むこと
が可能。春日部市では令和
3年7月号から掲載開始。サ
イト内を「かすかべ」で検索
※利用無料。通信料は利用者負担
※広告表示は市とは関係ないものです
※  春日部市以外の自治体の広報紙を読むこ
とも可能

「埼葛人権を考えるつどい」～出会い ふれあい 思いやり～ 問い合わせ／総務課（内線2418）、
社会教育課（内線4814）

　埼葛人権を考えるつどいは、「人権尊重社会をめざす県民
運動」事業として実施するものです。埼葛市町の地域におけ
る人権問題に取り組むさまざまな団体が主体となり、行政と
ともに、同和問題をはじめとした、あらゆる人権問題の早期
解決に向けて、地域間の交流を通じて、住民の人権意識の
高揚と正しい理解を図ることを目的に開催されます。
　当日は、埼葛12市町の全児童・生徒、約10万人が心を込
めて作製した「約10万人メッセージ」や、自然災害などにより
被災した多くの皆さんへの復興を願う思いや、新型コロナウ
イルス感染症の早期収束への願いを込めた、累計113万羽
を超える折鶴などを会場全体に展示し、皆さんを迎えます。

とき
10/7㈭　
9:00～16:00（受付8:30～）

ところ
春日部市民文化会館

内容

▶  歓迎行事  　
 春日部親善大使あえかと児童による合唱　
 出演団体による発表・パフォーマンスなど
   市民団体によるピアノ演奏、手話ダンス、ウクレ

レ演奏、三味線演奏、ダンス、スコップ三味線、獅
子舞、高校生による合唱、生徒による琴曲合奏、
マーチング

▶  展示  
  福祉施設、特別支援学校、埼葛12市
町の人権に関する展示、高校生の書
道作品、竹明かりの設置、ミニトレイン
の運行

▶販売  
 福祉施設などの物品販売 
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かすかべ動画チャンネル 動画共有サイト「YouTube（ユーチューブ）」で、春日部市のイベントや、市を紹介するさまざまな動画を配信
しています（通信費は本人負担です）。●アドレス…https://www.youtube.com/user/KasukabeCity ●2次元コード



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
（電話相談のみ）

㈪～㈮　9:00～12:00、13:00～16:30　※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・予約制
（来庁の上、別室で
の電話相談のみ）

市
㈭（9/23㈷を除く）　13:20

～16:25　
市民相談室（内2855）へ

庄
9/8㈬・29㈬、10/13㈬・27

㈬　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（予約制）

市
9/15㈬、10/20㈬　13:00

～16:00　 前日までに市民
相談室（内2855）へ

庄
9/1、10/6㈬　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
電話相談のみ）

市
9/27㈪、10/18㈪　13:00

～16:00
市民相談室（内2855）

庄
9/15㈬、10/20㈬　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 10/5㈫　13:30～16:30　 市役所別館1階相談室
9/24㈮までに、住宅政策課（内3620）へ

人権相談
人権擁護委員による
相談

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、窓口相談は当面中止。再開
までの間、法務局の電話相談の利用を　 ㈪～㈮　8:30～17:15　
法務局専用ダイヤル（☎0570-003-110）

税務相談　電話相談
（予約制）で実施

9/13㈪、10/11㈪　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
電話相談のみ）

9/8㈬、10/6㈬　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
電話相談のみ）

9/21㈫、10/19㈫　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
電話相談のみ）

9/28㈫、10/26㈫　13:30～16:30　 市役所別館1階相談室
埼玉県社会保険労務士会春日部支部（☎ 734-3531）

女性総合相談
女性相談員による相談

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

女性のカウンセリン
グ相談　女性カウン
セラーによる相談

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

女性のからだ・
母乳・育児相談　
女性保健師による相談

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

女性のための法律相談
女性弁護士による相談

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

男性のための相談
男性産業カウンセラー
による相談

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）

9・10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）

㈪～㈮　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）
9/15㈬・16㈭・19㈰・22㈬・29㈬　10:00～17:00
エンゼル・ドーム
同施設（☎ 755-8190）、こども相談課（内2766）

9/13㈪・27㈪　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　 10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 

①9/9㈭　9:30～11:30　②9/13㈪　10:30～13:30　③9/22㈬　
10:30～13:30　 ①市役所1階ロビー　②庄和総合支所1階ロビー　
③幸松地区公民館　 不要　 春日部市保健センター（☎736-6778）

こころの健康相談
9/4㈯・16㈭・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

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

華の会絵画展
9/22㈬～26㈰　10:00～

16:00（22日は13:00から、26日
は15:00まで）　 中央公民館　
菅
か ん の

野（☎090-2735-7508）
武蔵野木

もくちょう

彫会木彫作品展
9/9㈭～11㈯　10:00～17:00　
ふれあいキューブ　 山

や ま せ

瀬（☎
754-3353）
草
そう

茅
ぼうかい

会絵画展
10/5㈫～10㈰　10:00～

17:00（5日は13:00から）　 中央
公民館　 井上（☎745-1583）

H
エイチアンドティー

＆T絵画サークル展
9/8㈬～12㈰　10:00～17:00

（8日は11:00から、12日は16:00
まで）　 中央公民館　 日

ひ だ か

高
（☎755-5120）

レッツエンジョイ！ゴルフ
～健康ゴルフ会
10/12㈫　8:30～　 近郊

のゴルフ場　 60歳以上　2
組8人　 8,300円（税・食事別）　
電話、またはショートメール

サービスで松
まつなが

永（☎090-3236-
8252）へ

春日部硬式テニスクラブ
①毎週㈫　10:00～12:00　

②毎週㈬　10:00～12:00　③
毎週㈯㈰　9:00～10:30　
立沼テニス場　 ①一般初心者　
②一般経験者　③小学3～6年生　
久
く ぼ

保（☎761-4461）
テニスフェスタ
～春日部市テニス協会
10/9㈯　8:30～12:00　

大沼テニスコート　 ①ちびっこ・
ジュニア（4歳～小学6年生）　30
人　②一般初心者　10人　③
一般経験者　10人（申し込み順）　
小学生500円、中学生800

円、大人千円　 9/1～18㈯に
往復はがき、またはメールに〒・住
所・氏

フリガナ

名・学年/年齢・性別・電話番
号・希望クラス・経験年数・ラケット
の有無を記入し〒344-0046 上
蛭田700-9 青

あおやま

山 公
き み こ

子（☎754-
0602、 tennis- festa@
k-t-a.org）へ

春日部フラバレークラブ
毎週㈬　9:00～11:00　

ウイング・ハット春日部　 千円
/半年　 北

ほうじょう

条（☎080-2055-
9869）

コーロ・イリス
毎週㈭　14:00～16:00　

中央公民館他　 合唱　 成人
女性　 藤

ふ じ た

田（☎761-5543）

お越しください

参加しませんか

仲間になりませんか

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 ～事前にお問い合わせください。 掲載依頼の詳細は、市WEBWEBWEBWEBへ▶

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

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

問い合わせ／
障がい者支援課（内線2545）



問い合わせ／文化財保護課（内線4834）

図書館の今むかし No.33

9・10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

9
／
26
（日）

内科系 八木崎診療所（粕壁6973-1）
☎752-2195 内、リウマチ

ヤギサキ
調剤薬局
☎761-2171
あいあい薬局
☎739-5050

小児科系
竹田クリニック

（大枝89 武里団地3-23-103）
☎735-4501

内、胃、小

外科系
正仁堂整形外科クリニック
（南中曽根1070）
☎738-0641

整

10
／
3
（日）

内科系 南部厚生病院（大場20-1）
☎736-7511 内

そうごう薬局
春日部店
☎739-2351
薬局たんぽぽ
☎733-1411

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 原田皮膚科医院（大衾307-28）
☎746-7770 皮

10
／
10
（日）

内科系 ふじクリニック（中央1-8-13）
☎754-5331 内、消、小 ウエルシア薬局

春日部西口店
☎753-1771
ポピー薬局
牛島店

☎762-0760

小児科系
ますだ春日部クリニック

（中央4-8-12 AYAKAビル1階）
☎606-3101

呼内、内、
アレルギー、小

外科系 山﨑整形外科（牛島1081-3）
☎763-5011

整、リハビリ、
リウマチ

10
／
17
（日）

内科系 東都春日部病院（大畑652-7）
☎739-2000 内

こはる薬局
☎872-6081小児科系

春日部在宅診療所ウエルネス
（内牧3701-1 エミナース春日部1階）

☎792-0772
内、小、緩和ケア内

外科系 東都春日部病院（大畑652-7）
☎739-2000 外

10
／
24
（日）

内科系 庄和中央病院（上金崎28）
☎746-3122 内 フロンティア薬局

春日部庄和店
☎718-1001
わかば薬局
春日部店
☎797-8620

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 内牧クリニック（内牧3149）
☎755-2118 外、消内

日 系統 医療機関名 科　目 薬　局　名

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25-1）
☎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

9
／
23
（祝）

内科系 わかば内科医院（小渕1593）
☎753-3530 内、消

さいたま
中央薬局
☎761-0123

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
おおつ整形外科

（中央2-17-10 昭和ビル3階）
☎797-5802

整、リハビリ

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

　今回は、市民の皆さんに親しまれている図書館の歩みについて紹介します。
　春日部市立春日部図書館は、昭和41年に市教育委員会事務局内（現在のまちなみ公園）に設置されました。そ
の後、昭和43年に粕壁地区に所在した元浦和地方法務局庁舎へ、そして昭和46年には、現在のまちなみ公園で
ある旧市役所庁舎へと移転しました。
　昭和48年には移動図書館「ふるとね号」による市内8カ所を巡回する移動図書館が始まりました。
　昭和55年には武里分室（7街区）が開館し、「ふるとね号」の巡回場所も3コース、12カ所となりました。
　昭和58年になると、「薬草園」の跡地、現在の地に新しく春日部市立図書館（現中央図書館）が開館し、貸し出し
方式をコンピューター方式にするなど、新しいサービスが始まりました。また、同年6月には、武里分室を分館（現
武里図書館）としました。
　平成に入ると、近隣市町からの利用者やWEB予約の開始や開館時間の延長などが行われ、市民の皆さんへ、さ
らなる利便性が向上しました。
　庄和地域では正風館に図書室がありましたが、平成17年の市町合併後の平成22年に、庄和図書館が開館しま
した。
　コロナ禍の現在、かすかべ電子図書館のサービスもありますので、市民の皆さんの心を豊かにしてくれる図書
館の利用を通して、今こそ、読書しながらゆっくり過ごしてみてはいかがでしょうか。 ▲春日部市立中央図書館（令和3年）

▲春日部市立春日部図書館（昭和43年）
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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

よくある質問と回答

8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。
最新の情報は市ホームページをご覧ください。 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）

　現在、本市では、国から提供されるワクチンの量に応じ、希望する全ての皆さんにワクチンを
接種できるよう、年齢を区切って予約を開始しています。

　本市では、アストラゼネ
カ社製のワクチンを活用
し、早期の接種完了を目指
します。
　対象は、市内の小・中・
義務教育学校の職員など、
一部のエッセンシャルワー
カーとし、職場を通して接
種を行います。

ワクチン供給量に応じ、接種をご案内しています

現在の受付状況（8月20日時点）
対象 受け付け状況など

50歳以上の人 受け付け中
40歳～49歳の人 9/1㈬　8：30から受け付け開始予定
30歳～39歳の人 9/15㈬　8：30から受け付け開始予定
49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 年齢を区切って順次実施予定（ワクチンの供給量を踏まえ
て、改めてWEBWEBWEBWEBなどでお知らせ）

ファイザー社製 アストラゼネカ社製
ウイルスに対する
発症予防効果 約95％ 約70％

デルタ株による
入院を予防する効果 ともに90％以上

接種の間隔 18日以上 4週間～12週間
（8週以上が望ましい）

十分な免疫が
できるまでの期間

2回目接種から
7日程度以降

2回目接種から
15日以降

主な副反応
頭痛、筋肉痛、疲労、発熱
まれにアナフィラキシーや
軽症の心筋炎や心膜炎

頭痛、筋肉痛、疲労、発熱
まれにアナフィラキシーや
血小板減少症を伴う血栓症

副反応発生の時期 ２回目接種後に起こりやすい １回目接種後に起こりやすい

今後のワクチン接種予定（現在、市の接種で使用しているワクチンはファイザー社製）

■接種は強制ではありません
　新型コロナウイルスのワクチンは、国内外の数万人のデータから、発症予防効果などワク
チン接種のメリットが、副反応などのデメリットよりも大きいことを確認して、皆様に接種
をお勧めしています。接種は強制ではなく、あくまでご本人の意思に基づき接種を行ってい
ます。接種を望まない方に接種を強制することはありません。また、受ける方の同意なく、
接種が行われることはありません。

■ワクチン接種を受けていない人に対して差別的扱いをしてはいけません
　職場や周りの方などに接種を強要したり、接種を受けていないことを理由に、職場などにお
いて解雇、退職勧奨、いじめなどの差別的な扱いをすることは許されません。医学的な理由に
より接種を受けられない人もいることを念頭において、細やかな配慮を行うようお願いします。

接種に関する偏見や差別は、決して許されません

　新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、本紙に掲載の市主催、共催イベント
が中止・延期となる場合がありますので、
事前に、各記事の問い合わせ先に確認し
てください。

Q．現在接種可能なワクチンは、変異
型のウイルスにも効果はありますか。

A．ウイルスは絶えず変異を起こして
いくものですが、小さな変異でワクチ
ンの効果がなくなるというわけではあ
りません。ファイザー社のワクチンは、
デルタ株による入院を約96％予防す
る効果があると報告されています。

Q．新型コロナウイルスに感染したこと
がある人も、ワクチン接種はできますか。

A．既に感染した人も接種することが
でき、現時点では通常通り２回の接種を
します。これは、再度感染の可能性があ
ることと、自然に感染するよりもワクチ
ン接種の方が血中の抗体の値が高くな
ることが報告されているからです。

Q．妊娠中や授乳中の人は、ワクチン
を接種できますか。

A．はい、妊娠中や授乳中の人も接種す
ることができます。また、妊娠中のいつ
の時期でも接種可能です。妊娠中の人が
感染した場合、同世代の妊娠していない
女性と比べて重症化しやすいとされてい
ます。情報を確認し、主治医と相談する
などして早めの判断をお勧めします。

Q．ワクチン接種後の発熱や痛みには、
どのように対応したらよいですか。

A．医師が処方する薬以外にも、市販
の解熱鎮痛剤（アセトアミノフェンや
非ステロイド性抗炎症薬）で対応いた
だくことができます。２日以上熱が続
く場合や、症状が重い場合は、医療機
関などへ受診を検討いただくか、下記
までご相談ください。

市民の全体のうち
40.5％の人が1回目
のワクチン接種を受
けました

予約システムがより便利に！
　1回目の予約の際、2回目の予約
が可能になりました。3週間の間隔
を空けた上で、2回目の同時予約を
お勧めします。

埼玉県新型コロナワクチン専門相談窓口
（24時間対応）
☎0570-033-226 FAXFFFAAAFAFFFAFAFAFFFAF XXX 048-830-4808

［一部厚生労働省サイトから引用］

アストラゼネカ社製ワクチンの接種も始めます　　　　　　　　　　　　　［厚生労働省サイトから引用］

時期 接種会場
8月 イオンモール春日部、谷中小記念館、市民体育館
9月 イオンモール春日部、谷中小記念館、消防本部

※医療機関における個別接種の新規予約は、一時休止しています

集団接種会場を変更します

▲詳しくは
こちらから

　本市で受け付けが始まっていない年齢の皆さ
んでも、県の集団接種は予約可能です。
■接種対象者
● 8月、9月【エッセンシャルワーカー限定】
次の①～③を全て満たす人
①埼玉県在住（※1）で18歳以上（※2）のエッ
センシャルワーカーの人
　※1埼玉県内の市町村に住民票がある人
　※2令和3年4月1日時点
②市接種券を持っている人
③ 他の接種会場で一度も接種を受けておらず、
接種のための予約もしていない人

● 10月以降【対象は限定なし】
　エッセンシャルワーカー以外の接種も予定

■会場
　会場により使用するワクチンが異なります。
・東部地区：県民健康福祉村（越谷市）
・南部地区：浦和合同庁舎（さいたま市）
・西部地区：川越市南公民館（川越市）
・北部地区：熊谷文化創造館さくらめいと（熊谷市）

■開設期間
8月から11月　9:00～19:00（㈯㈰㈷含む）

■県ワクチン接種センター相談窓口
☎ 0570-071-077（9:00～19:00、㈯㈰㈷含む）

埼玉県ワクチン接種センターによる接種も予約できます

エッセンシャルワーカーの定義、
予約方法など、詳しくは、
次の2次元コードから▶
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春日部市の世帯数と人口（8/1現在）　
●世帯数　109,319世帯　　●人口　233,168人（前月比増減なし）　　男　115,683人　　女　117,485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
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