
 お知らせ
戸籍証明書・附票の写しの
コンビニ交付開始01

10/1㈮以降の9:00～17:00（年末年
始とメンテナンス日を除く）　 全国コン
ビニエンスストアのマルチコピー機設置店
で、戸籍証明書、附票の写しが取得可能
に（改製原戸籍・除籍に係るものは除く）　

マイナンバーカードを持っている人か
つ本市を本籍地とする人（本市に住民票が
無い人はマルチコピー機で本籍地登録手続
きが必要）　 戸籍証明書450円/通、附
票の写し200円/通　※証明書交換や手数
料返金は不可　 市民課（内2886）

宝くじ助成金により
コミュニティ活動を支援02

（一財）自治総合センターによる宝くじ
の社会貢献広報事業として、宝くじの受託
事業収入を財源と
したコミュニティ
助成事業。令和3
年度は本田上自治
会と藤塚新田自治
会で、パソコン・
書庫・掃除機・掲
示板・各種音響機
器などを購入　
市民参加推進課
（内2875）

空き家リノベーション助成03
市内空き家のリノベーション工事（内

装・水回りの改修、サッシや外壁の改修な
ど）に係る費用の一部を最大60万円補助
（空き家バンクに登録していない住宅・店
舗は最大30万円）　 空き家を購入し改
修する人、空き家バンクに登録している空
き家を改修する人、店舗を改修する個人所
有者（その他各種要件有り）　 工事14日
前までに直接、または郵送で〒344-8577 
（所在地不要） 春日部市役所4階住宅政策
課（内3620）へ　※申請書は同課、また
は市WEBで

結婚新生活支援事業04
結婚新生活に係る住居費・引っ越し費

用の一部を最大30万円補助　 婚姻届
の提出・受領日が令和3年1/1～令和4年
3/31㈭、夫婦所得の合算が340万円未満
（年収約480万円未満相当）、夫婦の年齢
がいずれも満34歳以下、夫婦いずれかの

親が市内に引き続き5年以上住んでいる人
（その他各種要件あり）　 直接、または
郵送で〒344-8577 （所在地不要） 春日部
市役所4階住宅政策課（内3621）へ　※申
請書は同課、または市WEBで

ふれあい家族住宅購入奨励事業05

市内で親子が近居または同居するため、
初めて住宅を取得した世帯に最大30万円
の市内共通商品券を交付。住宅ローン「フ
ラット35」の利用を検討している人は、併
せて優遇金利を受けられる場合有り　
義務教育修了前の子を扶養し同居している
か妊娠中である子世帯、またはその親世
帯（その他、各種要件有り）　 登記完了
後3カ月以内に直接、または郵送で〒344-
8577 （所在地不要） 春日部市役所4階住
宅政策課（内3620）へ　※申請書は同課、
または市WEBで

浄化槽の正しい管理を06
浄化槽の機能を維持するため「保守点

検」「清掃」「法定検査」の実施を
▶保守点検（年3回～4回）…浄化槽の機
器の調整・修理、汚泥の状況の確認、清掃
時期の判断、消毒剤の補充などは、県の許
可を受けた業者（県WEBで確認）へ
▶清掃（年1回以上）…槽内汚泥の引き抜
きは、市の許可を受けた業者（リサイクル
推進課または市WEBで確認）へ
▶法定検査（毎年1回）…適切に維持管理
され、正常に機能しているかを確認する法
定検査は、（一社）埼玉県浄化槽協会法定検
査部（☎ 048-501-5707）へ

リサイクル推進課（内7735）

県民手帳（2022年版）の販売07
10/14㈭～12/17㈮　 市役所別館1

階市政情報課、支所2階総務担当　 黒、
グレイッシュブルー　 550円（税込み）　

同課（内2862）
就職支援セミナー「これからは諦めない!
女性の仕事との向き合い方」08

10/20㈬　14:00～15:10（オンライ
ン）　 市内在住者優先　30人（申し込み
順）　※雇用保険受給者には受講証明書発
行　 10/18㈪までにファックス、メー
ル、または専用WEB で埼玉キャリア形
成サポートセンター（ FAXFFFAAAFAFFFAFAFAFFFAF XXX 799-3581、

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）

行政相談週間09
10/18㈪～24㈰　 行政相談制度の

利用促進週間。行政相談では、総務大臣か
ら委嘱された行政相談委員が、国の仕事（登
記・雇用・年金・相続・税金・道路・法律
問題・行政一般）などについて、「分からな
い」「説明に納得できない」「処理が間違っ

ているのではないか」などの苦情や要望な
どに対応　相談先　▶市…18面「そうだ
ん」参照　▶総務省関東管区行政評価局（き
くみみ埼玉）行政苦情110番…☎ 0570-
090110　 市政情報課（内2860）

行政書士制度広報月間
無料相談会10

10/19㈫　13:30～16:00　 市役所
別館1階相談室　 許可、認可、法人設
立、各種電子申請、相続・遺言などの書類
作成などの相談　 埼玉県行政書士会（☎ 
833-0900）

令和3年社会生活基本調査11
10月上旬～中旬　 10/20㈬現在で

調査を実施。国民の生活時間の使い方やさ
まざまな活動状況を調べ、暮らしや社会の
ための基礎資料として活用。調査員は、必
ず調査員証と従事者用腕章を身に着け訪問　

県統計課（☎ 830-2314）

10月は不正軽油撲滅対策強化月間12
不正軽油の製造・運搬・販売・使用は

悪質な脱税行為。公正な市場競争の阻害、
大気汚染など環境・健康に重大な影響。通
常とは異なる黒煙を出して走行していたな
ど、不正軽油に関する情報は連絡を　
県税務課（☎ 830-2658）

県最低賃金の改正13
10/1㈮から県最低賃金は時間額956円

（引き上げ額28円）に。年齢や雇用形態に
関係なく県内事業場で働く全労働者（パー
ト・学生アルバイト含む）に適用　※一部
の産業には特定（産業別）最低賃金も適用　

埼玉労働局労働基準部賃金室（☎ 600-
6205）、春日部労働基準監督署（☎ 735-
5226）

県東地域障害者就職面接会14
11/8㈪　13:00～15:30　 越谷市中

央市民会館　 就職を希望する障害者と
採用計画がある企業との面接・相談　 ハ
ローワーク春日部（☎ 736-7611）へ　※
電話後、部門コード43#を押す

県主催　就職支援セミナー15
11/2㈫　14:00～16:00　 東部地域

振興センター　 シニアのキャリアデザ
イン～多様な働き方の現状と新しい仕事観
～　 60歳以上の人　30人（申し込み順）　

10/1㈮から、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

労働保険料の納期限16
労働保険料（労災保険・雇用保険）第2

期分の納期限は11/1㈪。納付書は10/20
㈬ごろに各事業所へ発送。保険料納付の口
座振替手続きは厚生労働省か埼玉労働局

WEBへ　 埼玉労働局労働保険徴収課
（☎ 600-6203）

就労セミナー（サポステ連携事業）
～就職活動の進め方～17

10/27㈬　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　
10/25㈪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

シルバー人材センター入会説明会18
10/22㈮、11/19㈮、12/17㈮　

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

ハロウィンジャンボ宝くじ19
発売…10/22㈮まで　抽選…10/29

㈮　 1等・前後賞合わせて5億円　※宝
くじの収益金は市町村の明るいまちづくり
や環境対策、高齢化対策など地域住民の福
祉向上に活用。県内宝くじ売り場で購入を　
（公財）埼玉県市町村振興協会（☎ 822-

5004）
埼玉県都市競艇組合
ボートレース戸田開催日程20

10/1㈮～5㈫・9㈯～12㈫・16㈯～
19㈫・22㈮～25㈪　 ボートレース戸
田　 市は同組合に加盟し、配分金を市
政に活用中　 同組合（☎ 823-8711）

 人材募集
令和3年度（令和4年4/1採用）
市職員（第3回）21

試験日…12/5㈰（1次試験）　※集団
面接試験は別日程の可能性有り　 10/1
㈮～11/5㈮に電子申請の上、履歴書と返
信用封筒を11/5㈮（消印有効）までに簡易
書留で〒344-8577 （所在地不要） 春日部
市役所人事課（内7618）へ　※詳しくは
受験案内または市WEBへ
受験案内・申込書の配布
10/1㈮から市役所第三別館2階人事課、
庄和総合支所2階総務担当、または市
WEBで。郵送の希望者は、封書に「受験
案内・申込書希望」と朱書き、140円分の
切手を貼った封筒（角形2号）を同封して
人事課へ

募集職種 試験科目

事務職
（障がい者対象）

一般教養試験、
小論文試験、集団面接

土木 専門試験、小論文試験、
集団面接建築

消防
（救急救命士を含む）

一般教養試験、
小論文試験、集団面接

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。

2021年10月号 No.19414 かすかべ情報

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。



交通指導員22

採用…12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、各学区1人（選考）　 10/20㈬ま
でに、電話で交通防犯課（内2825）へ

県地球温暖化防止活動推進員23
地球温暖化の現状や重要性を伝える埼

玉県地球温暖化防止活動推進員を募集。任
期は令和4年4月～2年間　 10/1㈮～
11/30㈫　 県温暖化対策課（☎ 830-
3033）

 福　祉
春日部市障がい者作品展
展示作品24

作品展…11/30㈫～12/5㈰　 市内
在住・在勤・在学で障がいのある人（児童
含む）および障がい者団体　 10/7㈭～
11/5㈮に応募用紙を直接、郵送、ファッ
クス、またはメールで〒344-0061 粕
壁6918-1 中央公民館（☎ 752-3080、
FAXFFFAAAFAFFFAFAFAFFFAF XXX 754-0158、 chuokou@city.
kasukabe.lg.jp）へ

心身障害者通所支援施設
令和4年4月からの通所者25

就労継続支援B型事業所
ふじ支援センター、ゆりのき支援セン

ター、リサイクルショップ、ひまわり園　
自立した日常生活を営めるように就労

の機会を提供し、生産活動での知識・能
力の向上のために必要な訓練を実施
生活介護事業所

あおぞら　 常に介護を必要とする人
に、日中、食事・排泄の介護などを行い、
創作・生産活動の機会を提供

共通事項
身体障害者手帳、または療育手帳を所

持する18歳以上の市内在住者で、自力で
通所可能な感染症疾患のない人。あおぞら
は、障害支援区分3以上の人（50歳以上
の人は障害支援区分2以上）　各施設若干
名（選考）　 10/1㈮～22㈮（必着）に
申請書を直接、または郵送で〒344-8577 
（所在地不要） 春日部市役所1階障がい者
支援課（内2546）、または直接庄和総合
支所2階福祉・健康保険担当（内7045）
へ　※申請書は申請場所・各施設で配布

認知症サポーター養成講座26

とき ところ 申し込み

10/15㈮
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）

10/21㈭
13:30～

第6包括
圏域集会所

第6包括
（☎ 738-0021）

認知症の基礎知識や認知症の人と接す
る際の心構えなどを学び、誰もが暮らし
やすい地域をつくっていくためのサポー
ターを養成　 介護保険課（内7575）

オレンジカフェ（認知症カフェ）27
とき ところ 定員 申し込み

10/16㈯
10:00～12:00

武里地区
公民館 15人 第4包括

（☎ 738-5764）

10/20㈬
10:00～12:00

豊春第二
公民館 8人 第3包括

（☎ 753-1136）

10/22㈮
13:30～15:30 あしすと春日部 30人 第1包括

（☎ 754-3775）

10/28㈭
10:00～12:00

㈱コダマホーム
（緑町5-7-27） 8人 第5包括

（☎ 734-7631）

11/2㈫
13:00～15:00

武里大枝
公民館 20人 第6包括

（☎ 738-0021）

11/5㈮
10:00～12:00

豊春地区
公民館 10人 第3包括

（☎ 753-1136）

ハーモニー
春日部 18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）

介護予防講演会
「薬とのつきあい方」28

11/11㈭　13:30～15:30　 豊春
地区公民館　 薬剤師による講話　
おおむね65歳以上の市内在住者　30人
（申し込み順）　 電話で介護保険課（内
7575）へ

健康づくりいきいき運動研修会29
11/11㈭　10:00～12:00　 武里南

地区公民館　 おおむね60歳以上の市内
在住者　30人　 ストレッチ、楽しいリ
ズムダンス、筋力運動など　 動きやす
い服装、上履き（スリッパは不可）、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

元気アップ教室
楽しみながら介護予防30

とき ところ テーマ

10/15㈮ 武里南地区公民館 笑顔で!
心の健康づくり

10/21㈭ 中央公民館 正しい
ウォーキング

11/5㈮ 内牧南公民館 笑顔で!
心の健康づくり  

10:00～11:30　 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、
上履き（スリッパは不可）　 不要。団体の
場合は人数を高齢者支援課（内7456）へ

ひとり親のためのパソコン教室31
11/3㈷・4㈭　10:30～15:30（全2日）　
WithYouさいたま（さいたま市中央区）　
仕事に役立つワード講座　基礎・応用

編　 ひとり親家庭の親または寡婦　20
人（抽選）　 800円　※未就学児の保育
サービス有り　 10/19㈫（必着）までに
「パソコン教室（第5回）」と明記、郵便番号・
住所・氏名・年齢・電話番号・保育希望
者は子の年齢を記入し、往復はがき（1人
1枚）、またはメールで〒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（☎ 822-1951、 info@saiboren.
or.jp）へ

ひとり親家庭受験生応援事業32
図書カード（3千円）などの配付　※金

額変更の場合有り　 市内在住の高校進
学を希望する中学3年生の子がいるひとり
親世帯（生活保護世帯を除く）で児童扶養
手当受給世帯、または家計急変世帯（児童
扶養手当支給停止世帯）　※申請書など詳
しくは市社会福祉協議会窓口またはWEB
へ　 10/1㈮～29㈮（消印有効）に直接、
または郵送で〒344-0067 中央2-24-1 
市社会福祉協議会（☎ 762-1081）へ

県立特別支援学校 塙
は な わ ほ き い ち

保己一学園
（盲学校）高等部専攻科入学者33

あん摩・マッサージ・指圧、はり、きゅ
うの技能習得を希望し、次の条件を満た
す人　▶両眼の矯正視力がおおむね0.3未
満、または矯正視力が0.3以上で盲学校で
の教育を受けることが適当と判断される
人（身体障害者手帳未取得者を含む）　▶
高等学校を卒業した人、令和4年3月卒業
見込みの人、または高等学校卒業と同等
以上の学力があると認められる人　 第
1次…10/18㈪～11/5㈮（選考日11/26

㈮）、第2次…令和4年1/11㈫～21㈮（選
考日令和4年2/14㈪）に直接、または郵
送で〒350-1175 川越市笠幡85-1 同学
園同科（☎ 049-231-2121）へ　※第1次
で定員に達した場合、第2次募集なし

歳末援護金の配付34
市内共通商品券（2千円分）の配付　※

金額変更の場合有り　 本市に住民登録
があり、居住している人（施設入所者を
除く）で次のいずれかに該当する人　▶生
活保護が4/1～9/30に廃止になった世帯　
▶身体障害者手帳1級保持者　▶療育手帳
Ⓐ・A保持者　▶精神障害者保健福祉手帳
1級保持者　▶介護保険被保険者証要介護
4・5認定者　※申請用紙は市社会福祉協
議会窓口で配付　 10/1㈮～31㈰（消印
有効）に、郵送で〒344-0067 中央2-24-
1 市社会福祉協議会（☎ 762-1081）へ

 保　健
無料クーポン券で
子宮頸

けい

がん・乳がん検診35
令和4年2/28㈪まで　※受診期間終

了間際には受診できない場合もあるので、
早めの受診を　 市内実施医療機関（郵
送したがん検診手帳参照）　 7月下旬
に、対象者へクーポン券とがん検診手帳
を郵送済み　※乳がん検診は集団検診も
選択可。要申し込み。詳しくは、8面参
照　 市内在住の次の年齢の女性　子宮
頸がん…20歳（平成12年4/2～平成13
年4/1生まれ）　乳がん…40歳（昭和55
年4/2～昭和56年4/1生まれ）　 クー
ポン券、保険証　 春日部市保健センター
（☎ 736-6778）

令和3年度（後期）歯周病検診36

令和4年1/31㈪まで　 市内実施歯
科医療機関（ゴミニケーション・健康情報
カレンダー39ページ～42ページ、または
市WEB参照）　 10/1㈮～令和4年4/1
㈮に40歳・50歳・60歳になる市内在住
者（要予約）　 500円　自己負担金免除
対象者（受診時に必要な物）…生活保護
受給者（受給証）、市民税非課税世帯に属
する人（無料券　※受診日までに申請を）　

9月下旬に対象者宛て郵送した検診通
知書と保険証など本人確認ができるもの　

春日部市保健センター（☎ 736-6778）
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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）



 保　健
高齢者インフルエンザ
定期予防接種37

10/1㈮～令和4年1/31㈪　 市内実
施医療機関（ゴミニケーション・健康情報
カレンダー39ページ～42ページ、また
は市WEB参照）　 市内在住で次のいず
れかに該当する人　▶65歳以上　▶60
歳～65歳未満で、心臓・腎臓・呼吸器・
免疫不全などで身体障害者手帳1級相当
の人（身体障害者手帳、または診断書を医
療機関に掲示）　 自己負担金1,500円
（年度内1回）　自己負担金免除対象者（接
種時必要なもの）…生活保護受給者（受給
証）、中国残留邦人等支援給付受給者（本
人確認証）　 保険証　 接種前に各実
施医療機関へ　※市外で接種する人は接
種前に健康課（内7514）へ問い合わせ（予
診票を配付）の上、埼玉県住所地外相互乗
り入れ期間（10/20㈬～令和4年1/31㈪）
に接種を。春日部市予防接種等助成金制
度を利用する人は、接種前に別途、健康
課などに申請が必要

初回献血
＋ラブラッド登録キャンペーン38

11/30㈫ ま
で　 県内の
献血ルーム、県
内を巡行する献
血バス　※献血
バスの日程は
市 WEB で　
初めて献血する人が献血
Web会員サービス「ラブ
ラッド」に登録すると、埼
玉県限定の記念品を贈呈　

健康課（内7513）
からだ革命!すっきりヨガクラス 
「女性のヘルスアップ」39

11/26㈮　9:30～11:30　 春日部
市保健センター　 健康講話と椅子を
使ったヨガ　  20歳～59歳の市内在
住の女性　20人（申し込み順。妊婦を除
く）　※年度内の回数制限有り　 飲み
物、汗拭きタオル、筆記用具　 100円　

10/26㈫から、電話で同センター（☎ 
736-6778）へ

健康長寿サポーター養成講習40
11/2㈫・4㈭　13:30～14:30　

春日部市保健センター　 健康づくりに
役立つ講話　 18歳以上の市内在住者　
各20人（申し込み順）　 筆記用具　
10/6㈬から、電話で同センター（☎ 736-
6778）へ

健康長寿サポーター養成講習
応用編41

11/18㈭　13:30～16:30　 春日部

市保健センター　 健診結果の見方の話、
生活習慣病とフレイル予防の話、運動指
導（ロコモ・フレイル予防から体の使い方）　

健康長寿サポーター養成講習を修了し
た人で、自身・周囲の人の健康づくりに
ついて学びを深めたい人（申し込み順。妊
婦を除く）　 40円　 健康診断の結果
（ある人のみ）、飲み物、汗拭きタオル、筆
記用具　 10/6㈬から、電話で同セン
ター（☎ 736-6778）へ

麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動42
10/1㈮～11/30㈫　 薬物乱用は健

康を害し、自分の人生だけでなく家族な
ど周りの人たちの人生までも狂わせてし
まい大変危険。特に大麻は「体に害がない」
などの誤った情報で若者を中心に乱用が
増加。薬物の誘いは、きっぱりはっきり
断る。薬物乱用は1回でも「ダメ。ゼッタ
イ。」。正しい知識を身に付け、薬物乱用
の根絶を。薬物で困っている人は相談を　

春日部保健所（☎ 737-2133）、県薬務
課（☎ 830-3633）

趣味・教養
秋の音楽鑑賞会
「石

いしかわりゅういち

川隆一　J
ジ ャ ズ

AZZ L
ラ イ ブ

IVE！！」43
11/6㈯　14:00～16:00（開場13:30）　
中央公民館　 春日部市出身のベー

ス奏者、石川 隆一
氏とその仲間たち
によるジャズライ
ブ　 175人　
10/9㈯ の8:30か
ら、同館（☎ 752-
3080）で整理券を
配布（1人2枚ま
で）。当日は先着
順で入場

ブックリサイクル用の
図書・雑誌募集44

10/9㈯～17㈰　 中央・武里・庄和
図書館　 家庭で不要になった本や雑誌
を受け付け（百科事典・漫画などは不可。
返却不可）　 直接各館へ　 中央図書
館（☎ 761-5911）、武里図書館（☎ 737-
7625）、庄和図書館（☎ 718-0200）

市民パソコンセミナー
基本操作・パソコン入門編45

コース とき
A

11/10㈬
9:30～12:00

B 13:30～16:00

C
11/11㈭

9:30～12:00

D 13:30～16:00

教育センター　 キーボード・マウス
操作、W

ウ ィ ン ド ウ ズ
indowsの入門、文書作成ソフト

W
ワ ー ド
ord2019の基礎　 16歳以上（高校

生などを除く）の市内在住・在勤・在学者　

各10人（申し込み順）　 10/8㈮の9:00
から直接、または電話で教育センター3
階視聴覚センター（☎ 763-2425）へ

市民パソコンセミナー
はがき作成編46

コース とき
A 11/17㈬

9:30～16:00
B 11/18㈭

教育センター　 Word2019を使っ
た絵入りはがき（年賀状）の文面作成、宛
名作成　 マウス操作と日本語入力がで
きる16歳以上（高校生などを除く）の市内
在住・在勤・在学者　各10人（申し込み
順）　 10/8㈮の9:00から直接、または
電話で教育センター3階視聴覚センター
（☎ 763-2425）へ

遊学1日体験教室47
生涯学習人材情報登録者が講師となる

入門者向けの講座
共通事項

特に記載がない場合は、教育センター　
特に記載がない場合は、20歳以上の市

内在住・在勤・在学者（申し込み順）　
筆記用具　 10/12㈫の9:00から直接、
または電話で教育センター3階視聴覚セ
ンター（☎ 763-2425）へ
①頑張る自分を癒やす方法　 11/6㈯　
13:30～15:30　 15人　 色鉛筆　
100円
②健康体操～心も体もかろやかに～　
11/6㈯　13:30～15:30　 正風館　
おおむね65歳以上　15人　 バスタオ
ル、浴用タオル、動きやすい服装、運動靴、
飲み物
③漢詞、論語、中国（和書含む）古典全般の
講話　 11/13㈯　13:30～15:30　
20人　 100円
④わくわく科学体験教室　 11/14㈰　
13:30～15:30　 15人　 作品持ち
帰り用の袋　 200円
⑤美文字を書こう　 11/20㈯　13:30
～15:30　 15人　 100円　 鉛筆
（2Bまたは3B）、細字用サインペン（ボー
ルペン不可）
⑥安

やすぎぶし
来節だよアラエッサッサー♪　

11/21㈰　13:30～15:30　 15人　
動きやすい服装、タオル、飲み物
⑦気軽に茶道体験しませんか!　 11/27
㈯　13:30～15:30　 10人　 数

す き や
寄屋

袋（ある人）　 500円
⑧遺言、相続、成年後見の基礎知識　

11/28㈰　13:30～15:30　 30人　
500円
⑨折り紙教室（いろいろなものを折ろう）　

11/28㈰　13:30～15:30　 15人　
はさみ　 50円

郷土資料館小学校地域学習展
（第38回）「くらしのうつりかわり
―なつかしのくらしの道具展」

48

10/5㈫～令和4年2/27㈰　 郷土資
料館　 昔の道具を展示し、少し昔の生
活の様子を紹介。小学校3年生の社会科
学習に対応。大人も楽しめる　 同館（☎ 
763-2455）

郷土資料館「体験ワークショップ
蓄音機で音楽を聴いて
昔のおもちゃを作ってみよう」

49

10/17㈰　10:30～、14:00～　 郷
土資料館　 蓄音機でレコードを聴いた
り（10分程度）、簡単なおもちゃを作りな
がら遊ぶ　 幼児～小学生（保護者同伴
も可）　 同館（☎ 763-2455）

定期観光案内　粕壁宿史跡巡り
（郷土資料館コース）50

10/21㈭　10:00～12:00　 ぷらっ
とかすかべ（集合・解散）　 郷土資料館
見学、往時の主要スポット（東陽寺、東八
幡神社、薬草園跡、碇

いかり
神社、道

みちしるべ
標、商家

の蔵、古利根公園橋）を巡る　 10人（申
し込み順）　 10/5㈫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
～粕壁宿からめがね橋へ～51

10/30㈯　9:30～12:00　 ぷらっ
とかすかべ（集合・解散）　 10人（申し
込み順）　 10/6㈬の9:30から電話で同
施設（☎ 752-9090）へ

▲ラブラッド
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ペットボトルは　キャップをはずし　ラベルをはがして　水ですすいで　リサイクル 問い合わせ／
リサイクル推進課（内線7735）



スポーツ団体に加盟し、令和3年1月～
12月に開催されたスポーツの国際大会で
8位以内、全国大会で3位以内、関東大
会で優勝・準優勝、県大会で優勝のいず
れかの成績を収めた個人または団体　
12/3㈮までに推薦書を直接、教育セン
ター1階スポーツ推進課（☎ 763-2446）
へ　※推薦用紙は同課または市WEBで。
選考結果は後日通知
表彰式… 令和4年2/19㈯　10:00～　

中央公民館

健康づくりのつどい57

とき ところ 内容

10/16㈯

内牧小 フ

豊春小 フ・ビ・大縄

武里小 フ

中野小 フ・ビ・さ

10/30㈯
内牧小 フ

中野小 フ・ビ・さ

※フ…フラバレーボール　ビ…ビーチ
ボールバレー　さ…さいかつぼーる

19:00～20:30（豊春小は17:00～
18:30）　 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）の他、子ど
もから高齢者まで誰でも楽しめる軽スポー
ツ・ニュースポーツの実技指導。スポーツ

推進委員が講師　※かすかべ健康マイレー
ジスタンプカード対象事業　 小学4年生
以上の市内在住・在勤・在学者　40人（先
着順。小学生は保護者同伴）　 100円（武
里小のみ）　 運動のできる服装、体育館
履き、タオル、飲み物　 不要。当日会
場へ　 スポーツ推進課（☎ 763-2446）

健康エアロビクス
&いろいろエクササイズ教室58

11/4～12/2の毎週㈭（全5回）　10:00
～12:00　 庄和体育館　 エアロビク
スをはじめとしたさまざまなエクササイズ　
※かすかべ健康マイレージスタンプカード
対象事業　 18歳以上の市内在住・在勤・
在学者　40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、バスタオルまたはヨガマット　

10/7㈭の9:00から電話でスポーツ推進
課（☎ 763-2446）へ

市民体育祭
芋ほりサイクリング59

11/3㈷　8:30～　※予備日11/7㈰　
市役所前（集合）　 内牧サイクリン

グロード～折原果樹園で芋掘り　 小
学5年生以上の市内在住・在勤・在学者　
30人（申し込み順）　 500円（当日）　

昼食、飲み物、シャベル、軍手、タオ
ル　 10/27㈬までに市サイクリング連
盟 松

ま つ い
井 節

せ つ こ
子（☎ 735-7267）へ

市民体育祭
秋季ソフトボール大会60

11/21㈰・28㈰　9:00～16:00　※
予備日12/5㈰　 谷原中西側グラウン
ド他　 40チームによるトーナメント戦
（実績を考慮したクラス分け）　 一般男
子　1チーム10人～25人（申し込み順）　

2千円（当日）　 10/29㈮までに電話、
またはファックスでチーム名・代表者の
住所・氏名・電話番号を市ソフトボール
協会 荒

あらかわ
川 寿

す み お
夫（☎ FAXFFFAAAFAFFFAFAFAFFFAF XXX 735-3372）へ

定期観光案内
紅葉の最勝院から粕壁宿52

11/17㈬　10:00～12:00　 ぷらっ
とかすかべ（集合・解散）　 成就院、最
勝院から日光街道の主要スポット（上

かみきぞう
喜蔵

河
か し
岸、永嶋庄兵衛商店、丸八商店、山中

千手観音堂、神明神社）を巡る　 10人
（申し込み順）　 10/7㈭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 よ し ろ う

賀芳郎先生の歴史講演会～53
11/4㈭　10:00～12:00　 教育セ

ンター　 かすかべの歴史余話　 15
人（申し込み順）　 100円　 10/8㈮
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～54

11/17㈬　10:00～12:00　 教育セ
ンター　 粕壁編　 15人（申し込み順）　 

100円　 10/9㈯の9:30から電話で
ぷらっとかすかべ（☎ 752-9090）へ

県立大学公開講座 精神障害者家族
による家族自身のリカバリートーク55

10/30㈯　13:00～15:30　 オン
ライン（Z

ズ ー ム
oom）　 統合失調症・摂食

障害・パーソナリティ障害の家族会会員
が、困難を抱えながらも自身のリカバリー
人生体験を発表　 50人（申し込み順）　

千円　 10/16㈯まで
に応募フォームへ　※結果
は応募者全員に通知　
県立大学地域産学連携セン
ター（☎ 048-973-4114） 

スポ・レク

春日部市スポーツ賞の推薦56
市内在住・在勤・在学者、または市の

▲応募フォーム

地域巡回スポーツ教室61
共通事項… 市内在住・在勤・在学者（小学生以下は保護者同伴）　 運動のできる服装、体育館履き、タオル、飲み物　 不要。当日会場へ　 スポーツ推進課（☎ 763-2446）
地区 教室名 とき（全て㈯　※内牧地区のみ㈰） ところ 内容 対象

粕壁 オリンピック・パラリンピック応援スポーツ教室 10/16・30、11/6・13　19:00～20:30 上沖小学校 走り方教室、車いすバスケ、ボッチャ

30人

内牧 スローピッチソフトボール教室 10/17・31　13:30～15:30 内牧小学校（校庭） スローピッチソフトボール

豊春 楽しい軽スポーツ教室 令和4年1/15・29、2/12・26　17:00～18:30 豊春小学校 フラバレーボール、卓球他

武里 地域巡回スポーツ教室 10/23・30、11/6・13　19:00～21:00 武里小学校 スマイルボウリング、室内ペタンク、ソフトテニス、
フラバレーボール

幸松 楽しくスポーツ
11/6・13・20　19:00～21:00 小渕小学校 フラバレーボール、ファミリーバドミントン

12/4　10:00～12:00 幸松地区公民館 ドッヂビー 小学生　30人

豊野 三世代スポーツ 10/23・30、11/6・13　19:00～20:30 藤塚小学校 フラバレーボール、ビーチボールバレー、
さいかつぼーる、卓球、卓球バレー 30人

庄和 楽しくフラバレーボール教室 11/13・20・27、12/4　19:00～20:30 中野小学校 フラバレーボール、さいかつぼーる 小学4年生以上　40人

※かすかべ健康マイレージスタンプカード対象事業

「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

172021年10月号 No.194かすかべ情報

HIV感染者やハンセン病患者等に対する偏見をなくそう
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