
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　 市民相談室（内2855）

法律相談　
年度1人1回・予約制
（来庁の上、別室で
の電話相談のみ）

市 ㈭　13:20～16:25　
市民相談室（内2855）へ 庄

10/13㈬・27㈬、11/10㈬・24
㈬　13:20～16:25　 庄和総
合支所総務担当（内7017）へ

登記相談
予約制（来庁の上、別
室での電話相談のみ）

市
10/20㈬、11/17㈬　13:00

～16:00　 前日までに市民
相談室（内2855）へ

庄
10/6㈬、11/4㈭　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
10/18㈪、11/15㈪　13:00

～16:00
市民相談室（内2855）

庄
10/20㈬、11/17㈬　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 11/2㈫　13:30～16:30　 市役所別館1階相談室
10/25㈪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　
電話相談のみ（予約制）

10/11㈪、11/8㈪　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）

10/6㈬、11/10㈬　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）

10/19㈫、11/16㈫　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）

10/26㈫、11/30㈫　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）

10・11月の毎週㈫㈬　10:00～16:00（相談時間45分）　※11/3
㈷は11/5㈮、11/23㈷は11/22㈪に振り替え　 ㈫・11/22㈪…東
部地域振興センター、㈬・11/5㈮…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）

㈬㈭・第3㈰　10:00～17:00　 エンゼル・ドーム
同施設（☎ 755-8190）、こども相談課（内2766）

㈮　10:00～17:00　※10/15㈮を除く　 グーかすかべ
同施設（☎ 754-9140）、こども相談課（内2766）

㈪　10:00～17:00　※10/18㈪を除く　 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　 12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 

①10/12㈫　10:30～13:30　②10/13㈬　11:00～14:00　③
10/21㈭　10:30～13:30　 ①豊春地区公民館　②武里大枝公民館　
③庄和地区公民館　 不要　 春日部市保健センター（☎736-6778）

こころの健康相談
10/7㈭・21㈭・28㈭　
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

手編み教室
11/2・16・30、12/7全て㈫　

13:30～16:00（全4回）　 庄和
社会福祉センター　 10人　
7千円　 10/1㈮～20㈬に電話
で五

い が ら し

十嵐（☎746-1499）へ
ターゲットバードゴルフ秋の体験
教室～春日部市ターゲットバード
ゴルフ協会

10/16㈯・17㈰、11/6㈯・
7㈰　9:00～11:30　 ウイング・
ハット春日部西側ターゲットバード
ゴルフコース　 市内在住・在勤

者（高齢者・女性歓迎）　各日10人　
各前日までに電話、またはメール

で原
はら

（☎090-4601-1936、
hiroyuki.hara.1954@gmail.
com）へ

書道研究　蒼
そうきゅう

穹会書作展
10/5㈫～10㈰　10:00～

18:00（5日は14:00から、10日は
17:00まで）　 ふれあいキュー
ブ　 漢字・仮名・篆

てんこく

刻・陶芸・学
生の書の展示、特別コーナー（草花
の名前を書く）　 川

かわかみ

上（☎746-
0657）

四季彩スケッチクラブ水彩画展
10/8㈮～10㈰　9:30～17:00

（8日は11:30から、10日は16:00
まで）　 正風館　 野

の む ら

村（☎
716-0958）
春日部工芸協会展
10/13㈬～16㈯　10:00～

17:00（13日は13:00から、16日は
15:00まで）　 ふれあいキューブ　

手工芸15部門の展示　 根
ね も と

本
（☎735-2730）
春日部マンドリンアンサンブル
定期演奏会
11/3㈷　13:30～15:30（13:00

開場）　 市民文化会館　 マ

ンドリン合奏による演奏会　
成人　750人　 最

も が み

上（☎090-
2669-6515、 mandoline.
kasukabe@gmail.
com）

春日部中央囲碁将棋クラブ
毎週㈪　12:30～17:00　

内谷区画整理記念館　 中高年　
阿
あ べ

部（☎080-3484-4966）
武里日本語教室
毎週㈰　10:30～12:30　

武里大枝公民館　 地域在住外

国人の日本語習得をサポート　
日本人ボランティア　 仙

せ ん ぶ

部（☎
070-6945-6873）
どじょっ子の会

毎月第1・第3㈬　10:00～
12:00　 武里地区公民館他　
ドジョウすくい踊り　 松

まつもと

本（☎
735-8451）
春日部ポールd

デ

eウオークを楽しむ会
随時（午前中または夕方）　

武里団地周辺　 2本の杖を
持って歩くポールウオーキング　
市内在住者　 青

あおやぎ

柳（☎793-
4189）

参加しませんか

お越しください
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
催しの入場料・参加費無料、申し込み不要のものは記載を省略しています。「仲間になりませんか」
で参加・見学希望の場合は、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

最新情報（団体WEBWEBWEBWEB ）▶
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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）



　今月は、『新編　図録　春日部の歴史』の中から、「国
くにざかい

境の春日部」と「郷
ごうそん

村のくらし」について紹介します（図
録46ページ～59ページ）。
　南北朝や室町時代の古文書では、市内には武

むさしの

蔵国
くに

太
おおたのしょう

田庄花
はなづみ

積郷
ごう

と下
しもうさ

総国
のくに

下
しもこうべのしょう

河辺庄春
か す か べ

日部郷
ごう

の二つの地名が
確認できます。このことから、花積郷と春日部郷の間に流れる古隅田川が、中世には武蔵と下総の国境となっ
ていたと考えられます。古隅田川を境に、西側（現在の内牧地区と豊春地区の一部）には太田庄、それ以外
の市域の大部分には下河辺庄という荘

しょうえん

園（貴族や社寺などの私有地）がありました。
　「郷」とは、もともとは古代の行政単位でしたが、中世では郷村とも
いわれ、集落を表します。市内には、右図のとおり古隅田川の自然堤
防上に春日部郷が、台地には、①宝珠花郷、②金野井郷、③花積郷、
④内牧郷などがあり、古来から人々の生活拠点となっていました。
　春日部郷には鎌倉武士ゆかりの八幡神社、金野井郷には郷の鎮

ちんじゅ

守と
される香取神社の古社が現存しています。
　これらの中世の郷村名は、現代でも地名として残り、江戸時代の大
開発以前の様子を私たちに想像させてくれます。
　ぜひ、市域の中世の様子を学んでみてはいかがですか。

問い合わせ／文化財保護課（内線4834）

市史のささやき 第13話

10・11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

11
／
3
（祝）

内科系 春日部嬉泉病院（中央1-53-16）
☎736-0111 内、循、透析

飛鳥薬局
春日部店

☎812-7641
みき薬局

☎763-1325

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
わかば耳鼻咽喉科クリニック
（中央1-11-4 清興ビル2階）

☎763-0908
耳、咽喉

11
／
7
（日）

内科系 春日部内科クリニック（備後東1-22-32）
☎738-6161 内 共創未来

一の割薬局
☎737-5352
アイビー薬局

大枝店
☎733-2414

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 彩都レディースクリニック（大枝366）
☎731-1103 産、婦、小

11
／
14
（日）

内科系 春日部さくら病院（金崎702-1）
☎746-7071 内

薬樹薬局
庄和

☎746-9772
小児科系 安達医院（栄町3-287）

☎761-6398 内、小

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

11
／
21
（日）

内科系 三須医院（粕壁東1-11-12）
☎752-2200 眼、整、外、内、皮、胃 さくら薬局

春日部駅前店
☎760-1618
薬局キューピー・
ファーマシー
☎793-7848

小児科系 豊春内科小児科クリニック（上蛭田681）
☎760-2300 内、小

外科系 かすかべ整形（粕壁東2-1-35）
760-2551

整、リハビリ、
リウマチ

11
／
23
（祝）

内科系 桑島内科医院（大枝315）
☎735-0001 内 アイビー薬局

大枝店
☎733-2414
やはら薬局

☎795-6437
ひので薬局
☎746-0811

小児科系 岩本小児科医院（谷原3-12-1）
☎795-8796 小、アレルギー

外科系 渡辺整形外科医院（西金野井309-12）
☎746-0007

整、リハビリ、
リウマチ

日 系統 医療機関名 科　目 薬　局　名

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

10
／
31
（日）

内科系 山本内科医院（牛島956-1）
☎755-7500 内、循

ポピー薬局
牛島店

☎762-0760
小児科系 ファミリークリニックまの（千間1-59-5）

☎736-5155 小、内、皮

外科系 小笠原医院（新宿新田319-2）
☎746-0088 胃、外、内

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

▲西金野井香取神社本殿（県指定文化財） ▲武蔵国と下総国の国境（推定）

古隅田川

春日部 下総国
下河辺庄

武蔵国
太田庄

①

②

③

④

192021年10月号 No.194かすかべ情報●かすかべ今昔絵巻

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）
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