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子どもたちが描く
　　　　まちのミライ

子どもたちが自分の住むまちの残したい風景や将来像を描きました。詳しくは13面へ

子子どどももたたちちがが描描くく
　　　　ままちちののミミラライイ

子どもたちが自分の住むまちの残したい風景や将来像を描きました。詳しくは13面へ

岩谷市長による新春日部市政がスタート

11/8、岩谷市長が初登庁し、市民の皆さん、市職員などで出迎えました

　任期満了に伴う春日部市長選挙が10/24に執行され、
岩
い わ や

谷 一
か ず ひ ろ

弘氏が当選しました。岩谷市長の任期は令和7年
11/5㈬までで、これから4年間、春日部市政のかじ取り役
を担います。

4面に市長就任あいさつ、
春日部市長選挙結果を掲載しています



　民生委員・児童委員は、専門機関と連携しながら、高齢者や障がい
のある人、子育て中の人など、生活に困難を抱えている地域の人たち
をサポートしています。その活動内容は、見守り・訪問・調整・相談
をはじめ幅広く、研修会などで課題の発見や共有にも余念がありませ
ん。皆さんの暮らしを応援する民生委員・児童委員を紹介します。

問い合わせ／生活支援課社会福祉担当（内線2514）

あなたに寄り添う
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私たちの周囲にある悩みに耳を傾けてくれる民生委員・児童委員さんにお話を聞きました

くりと地域の方たちと信頼を築いてきたか
らこそ、そんな関係になれました。それが
うれしいし、その信頼を裏切らないようにし
なくてはならないと思っています。
鈴木：人との関わりで感動したことはたく
さんあります。でも、具体的にここでお話
ししてしまうことはできないんです。皆さ
んのプライバシーを守ることが一番大切で
すから。
　私自身、最初に「民生委員をやりません
か？」とお声掛けいただいた時、恥ずかしな
がら「民生委員って何？」という状態でした
が、周りの方に教えていただきながら活動
してきました。自分のことだけで精いっぱ
いでしたが、世の中にはいろいろな事情を
抱えて困っている方
もいると知り、少し
でもお力になりたい
と思うようになりま
した。私にとってこ
の活動は「人生の教科
書」になっています。

―― 活動の中で心掛けていること
鈴木：公正公平に、と常に心掛けています。
金澤：気軽に声を掛けてもらえるようにす
ることですね。ご近所同士の支え合いの中

―― 民生委員の活動
鈴木：行政機関の福祉サービスは、ちょっ
と複雑で分かりにくいことがあります。そ
こで、私たち民生委員は状況に応じて、市
窓口や社会福祉協議会などと皆さんをつな
ぐ役割を担っています。
金重： ご 高 齢 の 方
は、ご近所と関わり
が少なくなり孤独に
なってしまうことが
怖いんです。ですか
ら、私たちは時々、
自宅を訪ねてお話し
したりするのが大切な活動です。最近は、
コロナ禍で訪問できず、直接お会いできな
くて気掛かりでしたので、少しずつ、訪問
する活動を始めています。
鈴木：名称は「民生委員・児童委員」という
のが、正式名称です。市内における定数は
347人です。委員の中には、子ども専門に
対応する役割を持つ主任児童委員という人
もいますよ。

―― 活動のやりがい 
金澤：地域の方の安否確認や見守りに伺う
と、「久しぶり、お元気だった？」と逆にこ
ちらを気遣ってくださる方がいます。じっ

から、信号をキャッチすることもあります。
金重： 人との出会いを通じて、自分の内面
も磨くようにしています。

―― 市民の皆さんへのメッセージ
金重： 私は、自分自身が心を開いて、いつで
もどこでも誰にでも、分け隔てなく接してい
きたいという気持ちでいます。安否確認とい
うと、構えてしまう方もいらっしゃるのです
が、地域のコミュニケーションだと思って受
け入れてくださるとうれしいです。
金澤：私たちはプラ
イバシーを守ります。
気軽に福祉に関する
相談のできる身近な
存 在 が い る こ と を
もっと知っていただ
きたいです。それと、
自分自身も喜びと成長を実感できる素晴ら
しい活動であることも、皆さんにお伝えし
たいです。
鈴木：私たちの活動はご高齢の方々への対
応が中心ですが、最近では家族の世話を担
うヤングケアラーや、8050問題といった
新たな課題も出てきています。ボランティ
ア活動として、新たななり手となる方が増
えてくることを願っています。

ご存じですか？　身近な相談相手 こんなときはご相談ください
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民生委員・児童委員は
相談内容に応じて

適切な専門機関へご案内します

生活が苦しくて
困っています。

近所の家で
虐待があるかも？

もう少し知るためのＱ＆Ａ
民生委員・児童委員ってどんな人？

　担当地域の住民で、その地域の実情をよ
く知り、福祉活動やボランティア活動に理
解と熱意がある人で、厚生労働大臣から委
嘱を受けた埼玉県の非常勤特別職の地方公
務員です。

　生活支援課社会福祉担当（内線2514）へ連絡してくだ
さい。お住まいの地区を担当している民生委員・児童委
員を紹介します。

　市内全域を13ブロックに分け
て、各地域における課題解決や
情報共有などを行うため、月1
回会議を開催しています。また
一人で解決することが困難な場
合は複数の民生委員で対応する
こともあります。

　相談内容の秘密を守ることが法律上義務付け
られているため、秘密が漏れることはありませ
んので、安心してご相談できます。

　無報酬で活動するボランティアです（活動費は支給されます）。

地区定例会の様子

子育てサロンの様子

一人暮らしが
不安。

子育ての悩みを
聞いてほしい。

障がいがあるけど
どのような福祉サービス

があるの？

子どもや子育てに関する支援を専門に担当する民生委
員・児童委員は主任児童委員といいます。
相談内容に応じて、相談者の地区を担当する民生委員・
児童委員や行政・学校・児童相談所などと連携し、支援活
動を行っています。
また、月２回、市内各所で子育てサロンを実施し、子ど
もを遊ばせながら自然体で相談しやすい取り組みも行って
います。

子どもに関する相談は
専門の委員へ

子育て中の人が孤立することなくコミュニケーションがとれ
るように、保育士・助産師・家庭児童相談員・ケースワーカー
の協力のもと平成 13 年に「 子育てサロン」の活動を始めました。

月 2 回開催し、年間 500 組以上の親子に参加いただき、春日
部市では定着した子育て支援の活動になっております。さまざ

まな出会いの中で子どもたちの成長していく姿を保護者の方と
共有し、見守ることができる活動は、私たち自身も勉強になり、
大切なことだと思っております。子どもの笑顔が一番です。

皆さまのご参加をお待ちしております。

主任児童委員連絡会　代表 白
し ら い し

石 和
わ か こ

歌子さんのメッセージ

こんなときはご相談ください

民生委員・児童委員って給与は支給されるの？

民生委員は、担当地区を一人で対応しているの？

相談内容が他人に知られたりしない？

32021年12月号 No.196S
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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●岩谷市長　就任あいさつ　●春日部市長選挙結果　●年末年始のごみ収集日など　
●令和4年成人式／21歳のつどい～20+1成人式～　

　 問い合わせ／社会教育課（内線4816）令和4年成人式／21歳のつどい～20+
プラスワン

1成人式～

年末年始はごみ収集日に要注意
　年末年始は通常の収集日程と異なります。ゴ
ミニケーションカレンダー（11・12ページ）で
日程を確認し、収集日の8:00までに集積所へ
排出してください。
　年末年始はごみが普段よりも大量に発生しま
す。集積所に一度に排出すると、ごみ収集に支
障を来すことがあります。大量になった場合は
複数回に分けて排出してください。
※事業系のごみは集積所には出せません

粗大ごみの申し込みはお早めに
　一辺が50センチメートルを超え、2メート
ル未満の大型ごみの処理は有料です。年末年
始は大変混み合いますので、余裕を持った申
し込みをお願いします。詳しくはゴミニケー
ションカレンダー（27・28ページ）で確認し
てください。

戸別収集
　㈪～㈮（㈷㉁、12/29㈬～令和4年1/3㈪
を除く）の8:30～17:00に、電話で粗大ごみ
専用受付（☎734-3196）、または市WEBWEBへ
申し込み。

　申し込みから収集まで2週間程度かかりま
す。12月は依頼件数が多く、当月中に収集
できない場合があります。指定された日の
8:00までに指定場所に排出してください。
※�市WEBWEBでの申し込みは、多量排出を除きます。申
し込みの際は、マンションなどの建物名も入力し
てください

クリーンセンターへの直接搬入
　㈪～㈮（㈷㉁、12/29㈬～令和4年1/3㈪
を除く）の9:00～11:30、13:00～16:30に、
クリーンセンター（豊野町3-9-1、☎734-
2111）へ搬入してください。
※なるべく戸別収集を利用してください

粗大ごみとして収集できないもの
▶�家電リサイクル法対象品目（エアコン、テ
レビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機）

▶パソコン
▶�処理困難物（消火器、タイヤ、バッテリーなど）
▶一辺が2メートル以上の大型ごみ
※�処分方法は、ゴミニケーションカレンダー（23・
24ページ）を確認してください

ゴミニケーションカレンダーは市
WEBWEBにも掲載しています

　皆さま、こんにちは。市長就任に当たり、ごあいさつを
申し上げます。
　私の任期は、コロナ禍からのスタートとなりました。まず
は新型コロナウイルス感染症対策を最優先課題として、市を
挙げて取り組みます。「市民の生命と暮らしを守る」という、市
長に課せられた最大の使命をしっかり果たしてまいります。
　今後は、今までにない発想による「かすかべブランドづく
り」「シティセールス」で、人口流出をストップさせ衰退・停
滞からの脱却を目指してまいります。
　財政の健全化についても行財政改革を積極的に進めるととも

に、現在、進められている大型事業などの財源を確保するため、
地域の強みを生かして稼ぐ力をしっかり伸ばし、地域経済を活
性化させることで、安定的な歳入の確保を図ってまいります。
　私の基本姿勢ですが、市民の声を直接お聞きする機会を
積極的に設けてまいりたいと考えています。市役所内の意
識改革についても、全ての世代の意見が反映される「ボトム
アップ型行政」を実現します。
　市民の皆さまが、春日部に住んでよかった、住み続けた
いと感じられる市政を進めてまいりたいと思います。
　一緒に新たな春日部を創ってまいりましょう。

問い合わせ／リサイクル推進課（内線7735）、庄和総合支所総務担当（内線7015）

とき…令和4年1/9㈰
対象…平成13年4/2～
平成14年4/1生まれの人

とき…令和4年1/8㈯
対象…平成12年4/2～
平成13年4/1生まれの人

年末年始のごみ収集

就任のごあいさつ

令和4年成人式 21歳のつどい～20+1成人式～

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。

▶午前の部…10:00～（9:30～受け付け）　▶午後の部…14:30～（14:00～受け付け）
①�対象者には案内状を11月中に郵送。案内状が届いておらず、出席を希望する人は、
お問い合わせください
②�時間帯によって対象の中学校区が異なるため、案内状で確認してください
③�事前申し込み制です。案内状のURLから申し込んでください

共通事項

市長

岩
い わ や

谷�一
かずひろ

弘

問い合わせ／市選挙管理委員会（内線3054）

10/24投・開票
春日部市長選挙結果

候補者氏名 年齢 党派 得票数

いわや�一弘 55歳 無所属 39,319票

古
ふるさわ
沢�こうさく 52歳 無所属 8,462票

角
つの だ
田�たえ子

こ 69歳 無所属 7,758票

石
いしかわ
川�良

りょうぞう
三 70歳 無所属 31,569票

項目 男 女 合計

当日有権者数 97,306人 100,096人 197,402人

投票者数 42,750人 44,986人 87,736人

投票率 43.93% 44.94% 44.45%

投票結果

開票結果（立候補届出順。敬称略）23:35確定

当

詳しくは▶ 詳しくは▶
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　今年は東京2020パラリンピック競技大会が
開催され、障がいのある人の活躍を目にし、身
近に感じた人も多かったのではないでしょうか。
　障害者週間は、広く障がい者福祉への関心
と理解を深めるとともに、障がいのある人が
あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲
を高めるためのものです。
　誰もが人格と個性を尊重し支え合う「共生社
会」を実現するため、一人一人がそれぞれの役
割を自覚し、できることから実行してみませ
んか。

共生社会のために
　障害者差別解消法では、行政機関や会社、お
店などの事業者に対して障害を理由にサービ
スの提供を拒否するなどの不当な差別的取り
扱いの禁止や障がいのある人が直面するさま
ざまな障壁を取り除くための配慮の提供を求
めています。
　豊かな共生社会を実現するためには、障が
いのある人への理解を深め、お互いに尊重し
合うことが大切です。それぞれの立場で考え、
必要な配慮をお願いします。

マスク着用ができない人もいます

　新型コロナウイルス感染防止のため、依然
としてソーシャルディスタンスの確保やマス
クの着用などが求められています。
　一方で、障がいのある人の中には、その障
害特性により新たな困り事を抱えている人も
います。皆さんのご理解と必要な配慮をお願
いします。

新たな困り事
● 発達障がいなどにより
触覚・嗅覚などの感覚
過敏がある人は、マス
ク着用ができない場合
があります

● 聴覚障がいがある人は、相手の口の動きや
表情はコミュニケーションの大事なツール
なので、マスクを外すよう求めることがあ
ります

● 視覚障がいがある人は、レジ待ちなどでソー
シャルディスタンスが取れないことがあり
ます

手話を知ってください

　手話は、聴覚に障がいのある人にとっては、
コミュニケーションを図るための重要な手段
の一つであり、手指や体の動き、表情を使っ
て視覚的に表現する言語です。
　より多くの人に手話を知ってもらうため、市
では、手話講習会の開催など普及活動を行っ
ています。

簡単な手話を紹介します

ヘルプマークを見たら援助や支援を
　ヘルプマークとは、義足や人工関節を使用している人、内部障害や難病患者、
または妊娠初期の人など、外見から分からなくても援助や配慮を必要とする人
が、周囲の人に配慮を必要としていることを知らせる全国共通のマークです。
周囲の人に配慮を必要としていることを知らせるため、バッグなどに付けてい
ます。
　ヘルプマークを付けた人が困っている様子を見掛けたら、声を掛けるなど、
思いやりのある行動をお願いします。

●12/3㈮～9㈭は「障害者週間」　●重度心身障害者医療費助成制度受給者の皆さんへ
●確定申告時期の高額療養費支給申請　●日光街道埼玉六宿連携スタンプラリー

問い合わせ／収納管理課（内線2391～2396）防災行政無線 放送内容の確認は、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）
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。

重度心身障害者医療費助成
制度受給者の皆さんへ

問い合わせ／障がい者支援課（内線2549）、
庄和総合支所福祉・健康保険担当（内線7044）

　平成31年1/1から、受給資格登録申請に当
たって所得制限が導入されました。平成30年
末までに受給資格があった人は、令和4年
10/1から所得審査の対象となります。
　毎年9月に所得の審査を実施し、本人の所
得が所得限度額を超えた場合、障害要件を満
たしていても、その年の10月から翌年9月末
までは医療費助成は受けられません。詳しく
は問い合わせ先、または市WEBWEBWEBWEBで。

確定申告時期の
高額療養費支給申請

問い合わせ／国民健康保険課（内線2785）

　国民健康保険の高額療養費支給申請には、
医療機関などが発行した領収書の原本の提示
が必要です。しかし確定申告などで領収書の
原本を提出する場合、高額療養費支給申請書
（令和4年1月～3月送付分）
の申請に限り、領収書はコ
ピーでも受け付けます。あ
らかじめ領収書のコピーを
取っておいてください。
※ 診療を受けた時点で70歳
以上の人は、原則、領収
書の提示は不要です

日光街道埼玉六宿連携
スタンプラリー開催中

問い合わせ／観光振興課（内線7769）

　各宿に設置されたスタンプスポットを訪れ
てスマートフォンで2次元コードを読み取る
電子スタンプラリーを開催中です。名所を巡
りながら、6個以上のスタンプを集めると、日
光街道埼玉六宿にちなんだ景品の抽選に応募
できます。詳細、参加は下記2次元コードから。
とき…令和4年1/25㈫まで
ところ…県内日光街道六宿（草加宿・越ヶ谷
宿・粕壁宿・杉戸宿・幸手宿・
栗橋宿）のスタンプスポット　
全12カ所扶養人数 所得限度額

0人 3,604,000円
1人増えるごとに 380,000円加算

障害者用駐車場の適切な利用を

　障害者用駐車場は、車いす利用者や杖
つえ

を使
う人など、車の乗り降りや移動に配慮が必要
な人のために設置され
ています。
　必要がない人は駐車
しないよう、皆さんのご
理解・ご協力をお願いし
ます。

問い合わせ／障がい者支援課（内線2542）、庄和総合支所福祉・健康保険担当（内線7044）

障がいのある人もない人も地域の中で
共に安心して生きる社会を目指して

どうしました?

　右手の人さし
指を立て、左右
に振り、首をか
しげる。

　ヘルプマークが必要な人は、
問い合わせ先へ相談してください。

地震

　両手の手のひ
らを上に向け、
同時に前後に揺
らす。

避難

　両手拳を右肩
の方へ上げる。

12/3㈮～9㈭は「障害者週間」

障がいのある人もない人も地域の中で
を目指して

障がいのある人もない人も地域の中で
共



6 2021年12月号 No.196
●子育て世代と親世代をつなげるためのサポート制度　●自転車対策協議会の委員を募集
●年末年始は侵入窃盗に注意を　●人権それは愛

問い合わせ／収納管理課（内線2391～2396）ゆとりある　心と車間の　ディスタンス　（交通安全スローガン)

自転車対策協議会の
委員を募集

問い合わせ／交通防犯課（内線2826）

募集期間…12/1㈬～令和4年1/4㈫（必着）
募集人数…1人以内
任期…2年
会議…年1回以上
報酬…会議1回につき、5,200円
応募資格…次の条件を全て満たす人
①市内在住・在勤・在学、または市内で活動
する団体に所属　②応募時に満18歳以上　③
放置自転車問題および対策に関心がある　④
国または地方公共団体の議員でない　⑤市の
審議会などの公募による委員でない
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、直接、郵送、ファッ
クス、またはメールで〒344-8577 （所在地不要） 
春日部市役所別館3階交通防犯課（ FAXFFFAAAFAFFFAFAFAFFFAF XXX 734-
5516、 kotsu@city.kasukabe.lg.jp）へ
応募用紙配布場所…市役所別館3階交通防犯
課・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

選考…書類選考により決定し、選考結果は応
募者本人に文書で通知します。応募書類は返
却しません

　市では「三世代がつながるまち」を目指し
て、子育て世帯とその親世帯をつなげるサ
ポート制度「ふれあい家族住宅購入奨励事業」
を実施しています。
　本事業では、市内で子世帯と親世帯が近居
または同居するため、初めて住宅を取得した
世帯に市内共通商品券を交付しています。

交付する商品券
登記費用として司法書士などに支払った額の2
分の1に相当する額（最大30万円）

申請期限
登記完了後3カ月以内

　世帯要件・住宅要件があります。詳しくは市
WEBWEBWEBWEBをご覧ください。

　 問い合わせ／住宅政策課（内線3620）

　インターネットの普及により、私たちの生活
はより便利になり、離れた場所でもコミュニ
ケーションの輪を広げることが可能になりまし
たが、一方でインターネットを悪用した行為や
トラブルも増えています。
　特に、SNS（ソーシャル・ネットワーキング・
サービス）を通じた差別的な書き込み、特定の
個人に対する誹

ひ ぼ う

謗中傷やインターネット上での
いじめなど深刻な人権侵害が少なくありませ
ん。また、新型コロナウイルス感染症などの社
会不安による悪意あるデマも散見されます。昨

今、これらの行為は、社会的に許されないもの
と認知され、民事事件や刑事事件にも発展して
います。
　インターネットで発信した内容は、瞬く間に
世界中に広がり、消したくても消せない「デジ
タルタトゥー（※）」として残り続ける危険性が
あります。軽い悪ふざけで発した言葉が、イン
ターネットを通して差別を助長し、誰かを傷つ
け続けるかもしれません。
　いま一度、自分のSNSの使い方を見直し、人
権侵害につながる行為は絶対にやめましょう。

日頃から、インターネット上においても、お互
いを尊重する行動を心掛けることが大切です。
　国では、世界人権宣言が国際連合総会で採択
された昭和23年（1948年）12/10を記念して、
毎年12/4～10を人権週間と定めています。
　また、県では、12/4～10の期間を「人権尊
重社会をめざす県民運動強調週間」として定め
ています。
※ 一度ウェブ上に記録されたデータを容易に消
去することができない入れ墨（タトゥー）にな
ぞらえた語

問い合わせ／総務課（内線2418）、社会教育課（内線4814）

人権それは愛
インターネットにおける人権侵害～ SNSは正しく使いましょう～

　年末年始は旅行や帰省など、自宅を留守に
する機会が多くなる傾向にあります。自宅を
留守にする際は、空き巣や忍び込みなどの侵
入窃盗に特に注意が必要です。
被害防止の「四つのキーワード」
①音
　泥棒は音が出ること
を嫌がります。庭に防
犯砂利を敷いたり、玄
関ドアや窓にアラーム
などを取り付けたりす
るなどしましょう。

年末年始は侵入窃盗に注意を　 問い合わせ／交通防犯課（内線2827）

②光
　泥棒は目立つことを嫌
がります。玄関前や駐車
スペース、死角になる場
所などにセンサーライト
などを取り付けましょう。

③人の目
　泥棒は人に見られること
を嫌がります。日頃から近
所であいさつを交わして地
域の輪をつくり、泥棒が入
りにくい街にしましょう。

④時間
　泥棒は侵入に時間がかかること
を嫌がります。玄関ドアや窓に鍵
を二つ取り付ける、窓に防犯フィ
ルムを貼るなどして、侵入を困難
にしましょう。

1分で分
かる

 子育て世代と親世代を
 つなげるためのサポート制度

　両親は孫をかわいがってくれま
すし、何かあったときは面倒を見て
もらえるので安心です。祖父母の家
も隣接しているので 三世代が集ま
れる家”として、ここで成長してい
く子どもたちにも良い影響を与え
てくれると思っています。
　比較した他市にはなかった独自
の良い制度だと思います。子育てに
はお金がかかる時期なので、とても
助かりました。

制度を利用した

久
ひさつね

常さん一家に聞きました



72021年12月号 No.196●高齢者福祉サービスのご利用を　●1分で分かるSDGs

北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう　(人権標語)

　市では、下記高齢者福祉サービスの他、長寿
祝金・記念品の贈呈、敬老会、元気アップ教室
の開催、ふれあい大学・大学院の開講を行って
います。また、各地域にはいきいきクラブ（全

49クラブ）があり、健康づくり運動やグラウン
ドゴルフなどのスポーツ活動、趣味の活動、三
世代交流事業などを行っています。ぜひ参加し
てください。詳しくは高齢者支援課へ。

高齢者福祉サービスをご利用ください　 
問い合わせ／高齢者支援課（内線7459）

支援 配食サービス 重度要介護高齢者手当支給 家族介護
用品支給 緊急通報システム 日常生活

用具給付
高齢者

安心見守り事業
ひとり歩き高齢者
保護対策事業

内容

栄養バランスの
取れた食事を居
宅に配達し、安
否の確認を行う

身体上または精神上の障害のため、日常生
活に著しく支障がある在宅の高齢者に手当
を支給

紙おむつ、尿とり
パッド、ドライシャ
ンプー、清

せいしき
拭剤を

支給

家庭内で急病・災害
などの緊急事態が起
こったときに、ワンタッ
チで受信センターにつ
ながり、緊急車両の手
配や健康相談にも応じ
ることができる装置を
貸し出し

心身機能の低下
に伴い、防火の
配慮が必要な人
に日常生活用具
（火災警報器・自
動消火器・電磁調
理器）を給付

いきいきクラブ
連合会の会員
が定期的に電
話し、健康状態
などを確認

認知症などで外出して
行方不明になってしま
う高齢者の衣服や持ち
物に貼る「本人確認シー
ル」を交付。行方不明時
に発見者がスマートフォ
ンで2次元コードを読み
取ると、当人の家族宛
てにメールを自動送信

対象

おおむね65歳
以上の一人暮ら
しまたは高齢者
のみの世帯で、
サービスを利用
することが必要
と認められた人

①～④の要件の全てに該当する人
①65歳以上の在宅の高齢者で、介護保険法
における要介護4または要介護5に該当し、
本人が市県民税非課税　②在宅重度心身
障害者手当を受けていない　③特別障害
者手当、経過的措置による福祉手当を受け
ていない　④介護保険施設、グループホー
ム、有料老人ホーム、軽費老人ホームなど
に入所していない

おおむね65歳以
上の在宅の高齢
者で、介護保険
法における要介
護4または要介
護5に該当する
市県民税非課税
世帯の人

おおむね65歳以上で
一人暮らし（疾病など
の理由のある人）、高
齢者のみの世帯や障
がい者または未成年者
と生計を同一にする世
帯で、利用することが
必要と認められた人

おおむね65歳以
上の一人暮らし
や高齢者のみの
市県民税非課税
世帯の人

65歳以上の一
人暮らしまたは
高齢者のみの
世帯などで、市
による安否確
認が必要と認
められる人

次のいずれかに該当す
る行方不明になる恐れ
のある人の家族または
介護者
①65歳以上　②40歳
以上65歳未満で、介護
保険法による要介護ま
たは要支援の人

費用

1食400円。㈪
～㈯の昼食・夕
食のうち週6回
まで

支給額…月額5千円
支給月…年2回（9月・3月）

支給品にかかる
経費（1カ月6千円
（税抜）が上限）
のうち1割相当
分。月1回まで

無料（通話料・電気料
は利用者負担）

無料。用具種目
ごとに1世帯に
つき1個まで

無料。㈪～㈮
のうち、希望の
曜日に週に1
回電話

無料（追加や再交付は
実費を負担）

各国内および各国間の不平等を是正する
●世界の現状　
　世界では、10パーセントの最富裕層が世界の所得の約40パーセントを占有してい
るといわれています。一方、最貧層の所得は、2パーセント～7パーセントに過ぎな
いという推計もあります。こうした経済的格差だけでなく、世界には、性別、年齢、
国籍、人種、宗教、性的マイノリティーなど、さまざまな不平等や差別があり、格差
の原因となっています。わが国でも、外国人や少数民族などへの差別や格差が今も存
在しています。
●春日部市の現状
　市では、男女間の格差是正に積極的に取り組んでいます。令和4年までに各種審議会
などの女性委員の比率を30パーセント以上とすることとし、目標に向けて取り組んでい
ます。また、人権意識の醸成に努めており、毎年、職員を対象に研修を実施しています。

目標10　人や国の不平等をなくそう

　このコーナーでは、貧困、気候変動など世界共通
の問題解決へ向けた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10
を紹介します。

1分で分
かる

　創業時から変わらない当店のオリジナルブレンドコーヒー
は、コロンビアと東ティモール産の2種類の生豆を使用して
います。
　東ティモールは21世紀に独立した国で、世界の最貧国の
一つに数えられるほど貧しい国です。特産のコーヒー豆の栽
培では、農薬も使用できず機械化も皆無で、全て手作業で栽
培から出荷まで行っています。しかし、多くの人にとっては、
農薬不使用で手作業により栽培された作物は付加価値の高い
ものです。
　そこで当店では、東ティモールの農家が貧困から抜け出せ
るよう、物価の安い東ティモールの流通価格ではなく、通常
他国と取引している生豆と同等価格で購入するフェアトレー
ドを利用しています。
　お客さまには少しだけ高いコーヒーとはなりますが、そ
の1杯のコーヒーが東ティモールの農家を助けることになり
ます。当店では、無駄にならないよう少量ずつ焙

ばいせん

煎し、鮮度
の良いおいしいコーヒー
を提供しています。

▲ キオラコーヒー ロースタリー
&カフェ（春日部市大沼）WEBWEBWEBWEB

キオラコーヒー ロースタリー&カフェ
～サスティナブルコーヒー～
（かすかべSDGsパートナーズ会員）

あなたに身近なSDGs

　 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
▶ お互いの違いを認め合い、理解しよう
▶手話、点字、音訳、要約筆記を学んでみよう
▶国際問題に関心を持とう

エスディージーズ

SDGs



12月・1月の予定

　ふじ学園は、令和3年4月から複
合型子育て支援施設（パレットやぎさ
き）に移転し、八木崎保育所との一
体的な運営によるインクルーシブ保育
（※）に取り組んでいます。
　ふじ学園では、3歳以上の未就学
児で心身の発達に遅れのある子ども
を受け入れています。専門性の高い
療育を行う設備を有し、日常生活の
基本的動作の指導や集団生活への
適応訓練などを行っています。
　通園希望者は、気軽に相談してください。
※ インクルーシブ保育…障害の有無などにかかわらず包括的に保
育すること

「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…12/29㈬～1/3㈪　開館時間…10:00～18:00（利用時間・利用人数を制限しています）

催し物 とき 対象・定員・持ち物・申し込み
おりがみ教室
サンタクロースとツリーを作ろう

12/4㈯
10:30～11:30

高校生以下（未就学児は保護者同伴）　10人（先着順）
当日直接、同センターヘ

みんなでつくろう工作教室
クリスマスのオーナメントを作ろう

12/11㈯
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

①木登りテントウムシやワンパックンをつくろう
②偏光万華鏡をつくろう

12/12㈰
①10:30～12:00
②13:30～15:00

5歳児以上（未就学児は保護者同伴）　各15人（申し込み順）
12/1㈬から直接、または電話で同センターへ

エンゼルクリスマスコンサート
アンサンブルさくらによる「クリスマスコン
サート」

12/19㈰
14:00～

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

エンゼルクリスマススペシャルイベント
①②オーナメント探し
③パネルシアター

12/19㈰
①10:00～11:45
②③15:30～16:30

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

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…12/29㈬～1/3㈪　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
いちごえん♥みんなであそぼう♥
親子で楽しく遊ぼう

12/6㈪
11:30～12:00

1歳以上の未就学児とその保護者　6組（先着順）
当日直接、同センターヘ

ママといっしょに★ヒップホップダンス
親子で遊びながらダンスを楽しもう

12/16㈭
11:00～11:30 

1歳6カ月以上の未就学児とその保護者　7組（申し込み順）
電話で同センターヘ

キッズクリスマス会
みんなで楽しいクリスマス会をしましょう

12/24㈮
①10:30～11:00
②11:15～11:45

未就学児とその保護者　各15組（申し込み順・1組につき保
護者は1人まで）
電話で同センターヘ

オープン工房
絵馬を作ろう

12/25㈯
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、同センターヘ

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付けよう

12/26㈰
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

庄和児童センター スマイルしょうわ　金崎839-1　☎718-0300
休館…12/18㈯　10:00～13:00、12/29㈬～1/3㈪　開館時間…10:00～18:00（利用時間・利用人数を制限しています）

催し物 とき 対象・定員・持ち物・申し込み
囲碁・将棋教室
初めてでも先生が優しく教えてくれます。参
加してみよう

12/11㈯
10:00～12:00　

小学生以上
当日直接、同センターへ

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

12/17㈮
10:00～12:00

中学生以上
当日直接、同センターへ

クリスマス工作
好きな色で模様を描いてキラキラ光る「ひか
りのはこ」を作ろう

12/19㈰
10:30～11:45

5歳児（年長）以上（未就学児は保護者同伴）　10人（申し込み順）
お手拭きタオル・水筒
12/7㈫から直接、または電話で同センターへ

わくわく親子ビクス
子どもたちはもちろん、保護者もハッピーに
なれるプログラムです

12/21㈫
10:30～11:30

一人で歩ける子どもとその保護者　12組（申し込み順）
汗拭きタオル、水分補給できるもの
12/9㈭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
みてもらおう

1/8㈯
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

　未成年者の飲酒や喫煙は、体への影響が強く、
成長・発育を妨げることへとつながります。
　そのため、関係団体と市が連携し、未成年者の飲酒・喫煙防止の啓発として、未
成年者飲酒防止・喫煙防止キャンペーンを実施しており、今年で19回目を迎えます。
　例年は、11月に市内駅頭で、市内高校の生徒の協力を得て、未成年者の飲酒
防止および喫煙防止の呼び掛けを行っていますが、今年度は、新型コロナウイルス
感染防止のため、直接、高校にチラシと啓発品を届け、飲酒・喫煙防止の啓発を
行います。
　今後も、未成年者の飲酒防止および喫煙防止への啓発に努めていきます。
主催:  春日部小売酒販組合・かすかべ酒販組合・庄和酒販組合・春日部たばこ商業

協同組合・春日部たばこ小売人会
後援・支援:市・教育委員会・春日部警察署・春日部税務署 など

子育てピックアップ①
未成年者飲酒防止・
喫煙防止キャンペーン

児童発達支援センターふじ学園
子育てピックアップ②

問い合わせ／春日部市立ふじ学園（☎ 754-4017）

問い合わせ／春日部市保健センター（☎ 736-6778）

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

「携帯版 子育て情報ページ」の運営は令和4年
1/31㈪をもって終了します
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　子育て中の親子をサポートする施設へ遊びに来ませんか。
申し込み…人数制限をしているため事前予約制です（エンゼルのつどい、い・つ・も　ゆめ色、
つどいの広場「みっくすじゅーす」を除く）。各施設へお問い合わせください。

事業名 施設名 開設日時（㈷㉁、施設の休館日を除く）
エンゼルのつどい エンゼル・ドーム

（☎755-8190）
㈬～㈮、毎月第４㈰
10:00～15:00

ほっとタイム
おいでおいであかちゃん、せいさ
くのひろば、あそびのひろば、え
いごであそぼう

庄和子育て支援センター
（☎747-2321）

㈪～㈯
8:30～17:15

さくらんぼ
クリスマス制作、平均台、身体測定

信愛保育園（大場）
（☎734-9692）

㈪㈬㈮　月２回㈫開所
9:30～12:00、13:30～16:00

わかたけ
園庭開放、親子講座（ベビーマッ
サージ&ヨガ・わらべうた遊び 他）

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）

㈪㈬㈮（27㈪・29㈬・31㈮を除
く）・25㈯
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））

㈪㈫㈭（28㈫・30㈭を除く）・
11㈯
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））
※12/9㈭は武里南地区公民館

㈪㈫㈮（27㈪・28㈫・31㈮を除
く）・4㈯・9㈭※・18㈯
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、
おりがみくらぶ、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
12/13㈪講習
（音楽を体で表現しましょう）

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）
㈫㈬㈮（29㈬・31㈮を除く）
10:00~15:00

地域子育て支援拠点施設

ぬくもりのおうち保育春日部園（小規模保育） 所在地：粕壁東2-1-39　☎884-9144

　ぬくもりのおうち保育春日部園は平成30年4月に開園し、「ぬくもりのおうち」という名前のように家庭
的でアットホームな保育園です。
　少人数保育の良さを生かし、一人一人に寄り添い、子どもたちの気持ちを大切にした保育を心掛けて
います。天気が良い日は、お散歩や公園に出掛け自然に触れ合い、元気いっぱい体を動かし遊んでいます。
　また、当園では手ぶら登園サービスを導入しており、おむつ、お尻拭き、お口拭きは、登
園時に持ってくる必要はありません。
開園日時：㈪～㈯　7:30～19:30　対象：満6カ月～2歳児

集まれ！元気っ子 春日部市内の幼稚園・保育園・認定こども園などを紹介します

子育てサロン
　育児中の親子が集う場で、簡単な遊びを通じて参加者同士の交流を図ります。
育児の不安・悩みなど、子育てについて、いろいろおしゃべりしてみませんか。
対象…0歳児～ 5歳児とその保護者　申し込み…各会場・問い合わせ先へ

事業名 会場・問い合わせ
開催日

時間12月 令和4年1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） 16㈭ 27㈭

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） 7㈫ 18㈫

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㈭ 6㈭ 10:00～

12:00

親子の広場

豊春地区公民館（☎754-0942）
12月は20組、令和4年1月は10組（申し込み順）16㈭ 20㈭

10:00～
11:30

豊春第二公民館（☎754-2100）
8組（申し込み順） 8㈬ 12㈬

子育てサロン 幸松地区公民館（☎752-6065）
10組（申し込み順） 15㈬ 19㈬

子育て
ふれあいサロン

豊野地区公民館（☎735-0009）
12月は10組、令和4年1月は5組（申し込み順）16㈭ 20㈭

武里南地区公民館
〔武里大枝公民館（☎737-8022）〕
20組（申し込み順）

15㈬ 19㈬

子育てサロン
「親子のひろば」

正風館（☎746-6666）
15組（申し込み順） 
申込期間:令和4年1/13㈭まで

なし 20㈭

絶対に　しないさせない　いじめと差別　（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　※1
（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　※1 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　※2
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）　※2
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

橋
はしもと

本 結
ゆ あ

愛ちゃん
令和2年10月29日生

結愛ちゃんの成長をずっ
と見守ってるよ。

未来へはばたけ

広報かすかべ「未来へはばたけ かすかべっこ」のコーナーでは、5歳
未満（申し込み時）のお子さんの写真と、お子さんへのメッセージを掲
載しています。掲載を希望する人は直接、または電話で市役所3階シティ
セールス広報課（内線2177）へ連絡してください。詳しくは市WEBWEBWEBWEBで

写真を載せませんか

猿
さるた

田 崇
たか し

士ちゃん
平成28年11月14日生

生まれてきてくれてあり
がとう☆スマイル^Ｖ^

斉
さいとう

藤 侑
ゆ さ

冴ちゃん
令和元年12月27日生

笑顔が素
すてき
敵な思いやり

のある子になってね♪

※1　 12/25㈯の庄和図書館開催分は、クリスマスおはなし会開催のため中止
※2　12/16㈭は臨時休館のため中止
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 お知らせ
南桜井駅北口・南口ロータリー
まちなかイルミネーション01

令和4年1/22㈯まで　 庄和高校美
術部がデザイン、庄和商工会青年部が制作　
商工振興課（内7756）、庄和商工会（☎ 

746-0611）
年末調整や確定申告の
国民年金保険料に係る控除証明書02

国民年金保険料は、社会保険料控除の
対象。控除証明書は、1/1～9/30に納め
た人には11月上旬に送付済み。10/1～
12/31に今年初めて納めた人には令和4
年2月上旬に送付予定。詳しくは、日本年
金機構ねんきん加入者ダイヤル（☎ 0570-
003-004）へ　※050から始まる電話は☎ 
03-6630-2525へ　 市民課（内2893）、
春日部年金事務所（☎ 737-7112）

償却資産の申告は
令和4年1/31㈪まで03

償却資産（※）は固定資産税の課税対象。
令和4年1/1㈷現在の資産の種類・名称・
価格などを市へ申告を　※会社や個人で工
場、商店などを経営している人、駐車場や
アパートなどを貸しつけている人などが、
その事業のために用いる構築物（アスファ
ルト舗装など）、機械・装置（太陽光発電設
備など）、工具・器具・備品など　 市内
に償却資産を所有している人　 資産税
課（内2354）

教育センターの臨時休館04
12/11㈯　 設備点検作業のため　
学校総務課（☎ 763-2443）

庄和図書館の臨時休館05
12/16㈭　 館内整理のため　 同

館（☎ 718-0200）
12月は県内一斉の滞納整理強化月間
～ストップ!滞納～06

税は私たちが安心して暮らしていくた
めの貴重な財源。春日部市では約98パー
セントの人が期限内に自主的に納付。期
限内の納付が難しい人は収納管理課（内
2391）に早めに相談を
休日開庁での相談… 12/19㈰　8:30～
17:15　 収納管理課（入り口は東側裏）　
※証明書発行などは不可

12/1㈬～14㈫は
冬の交通事故防止運動07

飲酒運転の根絶および路上寝込みなど
による交通事故防止
飲酒運転は「しない、させない、ゆるさな
い」。飲酒運転（二日酔い運転を含む）が悪
質な犯罪であることの自覚を。路上で寝込
んでいる人などを発見したら速やかに110
番通報をし、警察官が到着するまでその場
で待機を
子どもと高齢者の交通事故防止
子どもや高齢者の近くではスピードを落と
す、距離をとるなどの思いやりのある運転
を。高齢者はゆとりを持った行動を
夕暮れ時と夜間の交通事故防止
運転者は16:00からライトを点灯。歩行者
や自転車運転者は反射材を身に着けて
自転車の交通事故防止
自転車損害保険などに加入を。子どもも大
人も乗車用ヘルメットの着用を　 交通
防犯課（内2825）

令和3・4年度建設工事請負等
競争入札参加資格審査申請08

市が発注する「建設工事」「設計・調査・
測量業務」「土木施設維持管理業務」の入札
などに参加するため　資格有効期間…令
和4年3/1㈫～令和5年3/31㈮　 新規
申請…県電子入札共同システムの「建設工
事」「設計・調査・測量業務」「土木施設維
持管理業務」に登録のない者　追加申請…
同システムの同業務のいずれかに登録して
いる者　 新規申請は12/1㈬～17㈮、
追加申請は12/1㈬～24㈮に郵送（消印有
効）で県入札審査課へ　 契約検査課（内
7658）

就職支援セミナー「変化にも慌てない!
w
ウ ィ ズ

ithコロナのキャリアを考えよう」09
12/15㈬　14:00～15:10（オンライン）
30人（申し込み順）　※雇用保険受給者

には受講証明書を発行　 12/13㈪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　※㈱パソ
ナが厚生労働省より受託運営　
ライム（☎ 752-5540）

店舗出店のキソを学ぶ創業塾10

10:00～14:30　 春日部商工会議所　
出店を伴う創業希望者（創業後5年未満

の人を含む）　各20人（申し込み順）　
電話で商工振興課（内7755）へ

特定（産業別）最低賃金の改正11
12/1から特定（産業別）最低賃金の時

間額が改正。非鉄金属製造業は974円、電
子部品等製造業は981円、輸送用機械器具
製造業は990円、光学機械器具等製造業は
990円、自動車小売業は988円　 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）

正社員就職への支援
募集説明会12

1/19㈬　13:30～14:30　 市民文
化会館　 1カ月の研修セミナーと個別
カウンセリングで一人一人に合った企業
への就職をサポートする事業　 35歳～
55歳の離職・非正規雇用の人など（応募
要件有り）　 WEB、または電話でキャ
リアバンク㈱（☎ 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～13

12/22㈬　14:00～15:00　 正風館　
就活プランの立て方　 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　 12/20㈪
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

スキルアップ講習
A
オ ー ト キ ャ ド

utoCAD基礎14
令和4年2/12㈯・19㈯　9 :00 ～

16:00　 県立春日部高等技術専門校　
W
ウ ィ ン ド ウ ズ
indowsの操作ができ、CADを用い

た図面作成の基礎を学ぼうとする人　20
人　 2千円（テキスト代別）　 令和4
年1/1㈷～10㈷に、往復はがきで〒344-
0036 下大増新田61-1 同校（☎ 737-
3511）、または同校WEBへ

埼玉県都市競艇組合
ボートレース戸田開催日程15

12/3㈮～7㈫・10㈮～13㈪・17㈮
～22㈬・28㈫～31㈮　 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4年度4/1採用保育士・看護師
（フルタイム会計年度任用職員）16

保育士または看護師の有資格者（書
類・面接・作文による選考）　 12/1㈬
～令和4年1/14㈮。詳しくは保育課（内
2591）へ　※応募書類は市役所1階同課、
または市WEBで配布

市立看護専門学校の学生17
試験…令和4年1/8㈯（1次）・14㈮（2

次）　 市立看護専門学校　 令和4年度
の入学希望者　15人程度　 受験料…1
万円　 12/7㈫まで　※受験案内・募集
要項などの希望者は同校（☎ 763-4311）
へ問い合わせを

令和4年度さわやか相談員18
市内の中・義務教育学校で、子どもた

ちの悩みや相談などに応える　 学校教
育に理解があり、相談に親身に応じるこ
とができる平成12年4/1以前生まれの人　
12/2㈭～24㈮の10:00～17:00に直

接、教育センター2階教育相談センターへ　
指導課（☎ 763-2220）

生涯学習市民推進員19
任期…2年（令和4年4/1㈮～令和6年

3/31㈰）　 生涯学習事業の企画・運営
および啓発、生涯学習交流紙の取材・編集
など　 次の条件を全て満たす人　8人以
内　①市内在住・在勤・在学、または市内
で活動する団体に所属　②満18歳以上（令
和4年4/1現在）　③生涯学習に関心があ
り、意欲的に活動できる　④国または地方
公共団体の議員でない　⑤市の審議会など
の公募による委員でない　 12/8㈬～令
和4年1/19㈬（必着）に応募用紙と課題作
文を直接、郵送、ファックス、またはメー
ルで〒344-0062 粕壁東3-2-15 教育セン
ター3階視聴覚センター（☎ 763-2425、
FAXFFFAAAFAFFFAFAFAFFFAF XXX 763-2219、 s-kyoiku@city.
kasukabe.lg.jp）へ　※応募用紙は、教育
センター3階視聴覚センター・1階学習情
報サロン、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、ハーモニー春
日部、ぽぽら春日部、各公民館、市WEBで。
選考結果は本人に通知し、応募書類は返却
しない

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。

とき 内容
令和4年
1/17㈪

創業者の起業体験談と
出店に当たっての心構え

令和4年
1/24㈪

ビジネスプランの作成
（事業計画・財務計画）

令和4年
2/18㈮

店舗の作り方
（お店のデザインなど）

令和4年
2/25㈮

物件選びのポイントと
貸店舗・営業店舗見学
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12/27㈪納期限の市税など ●固定資産税・都市計画税の第3期　●国民健康保険税（普通徴収）の第6期
●介護保険料（普通徴収）の第5期　●後期高齢者医療保険料（普通徴収）の第6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）

※去年の様子



令和4年2月からの交通指導員20

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　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　
20歳以上の人　各学区1人（選考）　※

謝金・制服貸与有り　 12/17㈮までに
電話で交通防犯課（内2825）へ

 福　祉

オレンジカフェ（認知症カフェ）21

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）

認知症サポーター養成講座22

12/17㈮　14:00～　 介護老人保
健施設みどり（上大増新田168）　 認知
症の人とその家族を支え、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　 電話で武里病院（☎ 733-
5111）へ　 介護保険課（内7575）

すまいるケア教室
（家族介護教室）23
1/22㈯　14:00～15:30　 武里地

区公民館　 知っておきたい! ～生活介護
のポイント～　 在宅介護をしている人、
在宅介護に関心がある人　20人（申し込み
順）　 電話で介護保険課（内7575）へ

かすかべ遊学フェスティバル参加事業
介護予防講演会
「高齢期の栄養について」

24

12/16㈭　13:30～15:30　 大池
憩いの家　 管理栄養士による講話　
おおむね65歳以上の市内在住者　20人
（申し込み順）　 電話で介護保険課（内
7575）へ

春日部そらまめ体操ボランティア
指導者（そらまメイト）養成講座25

令和4年1/25、2/1・8・15・22（全
て㈫）　13:30～16:30（全5回）　 あ
しすと春日部　 市独自の介護予防体操
「春日部そらまめ体操」の指導者（そらま
メイト）養成のための講義と実技　 次
の全てに該当する市内在住者　15人（申
し込み順）　▶全日程に参加　▶定期的な
普及活動　▶年1回の技術講習会の参加　
150円　 筆記用具、運動のできる服

装、参加申込書　 令和4年1/7㈮まで
に電話で介護保険課（内7573）へ

元気アップ教室
楽しみながら介護予防26

①12/9㈭　②令和4年1/7㈮　10:00
～11:30　 ①大池憩いの家　②正風館　
笑顔で ! 心の健康づくり　 おおむね

65歳以上の市内在住者　各30人（先着
順）　 30円　 動きやすい服装、飲み
物、タオル、上履き（②のみ。スリッパ不可）　
不要。団体での参加の場合は人数を高

齢者支援課（内7456）へ

健康づくりいきいき運動研修会27

12/14㈫　10:00～12:00　 豊野
地区公民館　 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　30人　 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

シルバー人材センター入会説明会28
12/17㈮、令和4年1/21㈮、2/18㈮　
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

 保　健

乳幼児応急手当講習会29
令和4年1/7㈮　14:00～15:30　

春日部市保健センター　 心肺蘇生法、
AED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、または未就学児を預かる
ことがある市内在住者　10人（申し込み
順）　※託児有り（要相談）　 筆記用具
12/7㈫から直接、または電話でこど

も相談課（内2769）へ
風しん抗体検査・
定期予防接種第5期30

昭和37年4/2～昭和54年4/1生まれ
の男性にクーポン券送付済み。クーポン
券有効期限は令和4年3/31㈭。転入など
でクーポン券がない人は連絡を　 健康
課（内7515）　※詳しくはクーポン券の
同封物、または市WEBで

冬に流行する感染症の予防31

インフルエンザ
①予防接種を受ける（令和4年1/31㈪ま
で、65歳以上の人などを対象に定期予防
接種を実施中。詳しくは市WEBで）　②
小まめな手洗い　③せきエチケット（せき
やくしゃみの際はハンカチなどで口・鼻
を覆う）　④マスク着用　⑤室内は適度な
換気・加湿　⑥バランスの取れた食事、
適度な休息
感染性胃腸炎
①食事前やトイレの後は手を洗う　②加
熱調理は中心部まで十分に火を通す　③
おう吐物などの片付けはマスクや使い捨
て手袋を着用し、塩素系の薬剤で消毒
乳幼児のRSウイルス感染症、幼児・小学
生のマイコプラズマ肺炎は、インフルエ
ンザと同様の予防を
健康課（内7514）

からだ革命!お手軽クラス 
（ベジチェック・体幹トレーニング）32

令和4年1/13㈭　9:30～11:30　
春日部市保健センター　 健康講話、野
菜摂取レベルチェック、下半身の体幹ト
レーニング　 20歳～64歳の市内在住
者　20人（申し込み順）　 飲み物、タ
オル、バスタオル、筆記用具　 100

円　 12/14㈫から電話で同センター（☎ 
736-6778）へ

からだ革命!すっきりヨガクラス33
令和4年1/29㈯　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）　※1人年度内3回まで　 飲み
物、タオル、筆記用具　 100円　
12/20㈪から電話で同センター（☎ 736-
6778）へ

ノルディックウォーキング教室34

令和4年1/28㈮　9:30～11:30（受
け付け9:15～）　 中央公民館　 ノル
ディックウオーキングの実技、健康に関
する講座　 40歳～74歳の市国民健康
保険加入者　20人（申し込み順）　 50
円　 運動のできる服装、 室内用靴、飲
み物、タオル、筆記用具　 12/24㈮～
令和4年1/21㈮に電話で国民健康保険課
（内2786）へ

趣味・教養
体験講座
「しめ縄を作って新年を迎えよう」35

稲わらを使った正月飾りのしめ縄作り　
各日15人（申し込み順。②は親子参加

も可）　 ②のみはさみ、新聞紙、半紙　
12/1㈬から直接、または電話で申し込

み先へ

かすかべライブフェスタ202136
12/26㈰　13:00～16:00（開場12:30）　
中央公民館　 市内で活動する6組の

バンドによる演奏会　 175人（先着順）
同館（☎ 752-3080）

冬に流行する感染症の予防

とき ところ 定員 申し込み
12/12㈰
13:30～15:00 武里東公民館 20人 第5包括

（☎ 734-7631）

12/15㈬
10:00～12:00

豊春第二
公民館 8人 第3包括

（☎ 753-1136）

12/17㈮
13:30～15:30

あしすと
春日部 30人 第1包括

（☎ 754-3775）

12/18㈯
10:00～12:00

武里地区
公民館 15人 第4包括

（☎ 738-5764）

12/23㈭
10:00～12:00

㈱コダマホーム
（緑町5-7-27） 8人 第5包括

（☎ 734-7631）

1/4㈫
13:00～15:00

武里大枝
公民館 20人 第6包括

（☎ 738-0021）

1/7㈮
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）1/8㈯

13:30～15:00 武里東公民館 20人

とき ところ 申し込み先

① 12/17㈮
13:30～15:30 中央公民館

中央公民館
（☎ 752-3080）

② 12/18㈯・19㈰
10:00～12:00

教育
センター

郷土資料館
（☎ 763-2455）

112021年12月号 No.196かすかべ情報

詐欺に注意 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、
口座を指定して振り込みを求めることはありません。振り込め詐欺に注意してください。



趣味・教養
図書館おみくじ
中身は借りてのお楽しみ37

令和4年1/4㈫～6㈭　9:00～　 中
央図書館　 おみくじの結果で図書館お
すすめ本を貸し出し　 各日、一般向け
15セット、児童向け15セット（先着順）　
同館（☎ 761-5911）

キッズフェスティバル38
令和4年1/9㈰　13:00～16:00　

中央公民館　 子ども向け体験学習会。
工作、レクリエーションなどのブース有り　
80人　 12/4㈯から直接、または電

話で同館（☎ 752-3080）へ

メンズアクションセミナー
ポジティブライフのすすめ
～元気に、ワクワク、自分らしく～

39

12/18㈯　14:00～16:00　 ハーモ
ニー春日部　 シニア産業カウンセラー
による講義とグループワーク。もっと幸せ
感を得る、生き生きと生きるためのヒント
を考える　 男性　10人（申し込み順）　
筆記用具　 12/1㈬から直接、また

は電話で同施設（☎ 731-3333）へ

生涯学習市民塾（後期）40
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は、教育センター　
20歳以上の市内在住・在勤・在学者（申

し込み順。②⑨⑩は年齢制限なし）　
筆記用具　 12/10㈮の9:00から直接、
または電話で視聴覚センター（☎ 763-
2425）へ
①木目込人形（姫まり）づくり体験　 令
和4年1/6㈭・13㈭　13:30～15:30　
9人　 杯、目打ち、ボンド　 1,500円
②太極拳で体幹を鍛えよう　 令和4年
1/14㈮・21㈮・28㈮　9:30～11:30　
15人　 動きやすい服装、上履き

③公的年金制度の効果的活用法～知ると
知らぬで天地の差 !～　 令和4年1/15
㈯・22㈯　9:30～11:30　 20人　
500円
④マンガで読む老後の備え・その後の手続
き講座　 令和4年1/16㈰・30㈰、2/6
㈰　13:30～15:30　 15人　 300円

⑤のばして楽しいほかほかピザまん、バ
レンタインのハートパン♥　 令和4年
1/19㈬、2/2㈬　10:00～12:00　 中
央公民館　 10人　 エプロン、タオル、
持ち帰り用容器、飲み物　 各回2千円
⑥幸せの根源を求め、精一杯生きる喜びと
楽しさを実体験を交え、お伝えします　
令和4年1/21㈮・28㈮　13:30～15:30　
中央公民館　 30人

⑦文化箏
ごと
（ミニ琴）　 令和4年1/21㈮・

28㈮　13:30～15:30　 10人　
100円
⑧令和流　家の片づけ方　 令和4年
1/22㈯・29㈯、2/5㈯　9:30～11:30　
8人　 200円

⑨街道寄席　 令和4年1/23㈰、2/20㈰、
3/27㈰　13:30～14:30　 20人
⑩コリアクッキング　 令和4年1/30㈰、
2/6㈰・20㈰　9:30～11:30　 中央公
民館　 12人　 エプロン、布巾、三角
巾、持ち帰り用の容器　 各回1,800円

市民パソコンセミナー
（インターネット活用編）41

教育センター　 インターネット利用
のマナーや活用のための基礎知識　 パ
ソコンでマウス操作と文字入力ができ、イ
ンターネット利用経験のある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）　 12/14㈫
から直接、または電話で視聴覚センター（☎ 
763-2425）へ

大ホール音響でクラシックを
楽しむ会42

令和4年1/16㈰･30㈰　14:30～16:15　
教育センター　 インターネット配信

を使って名曲鑑賞。交響曲編と室内楽・
器楽曲編　 30人（申し込み順）　
12/16㈭から直接、または電話で中央図書
館（☎ 761-5911）へ

郷土資料館　考古学講座
花積貝塚を探る43

12/25㈯　10:00～12:00　 教育セ
ンター　 縄文時代の遺跡「花積貝塚」を
埋蔵文化財発掘調査報告書などから学ぶ　
50人（申し込み順）　 12/10㈮から

直接、または電話で郷土資料館（☎ 763-

2455）、または市WEB電子申請へ

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

44

12/26㈰　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）、パタパタ（板返し）作りで
遊ぶ　 幼児～小学生（保護者同伴可。蓄
音機は大人の参加も可）　 郷土資料館
（☎ 763-2455）

かすかべ探訪
～文化財マップ講座～45

令和4年1/20㈭　10:00～12:00　
教育センター　 幸松編　 15人（申
し込み順）　 100円　 12/8㈬の
9:30から電話でぷらっとかすかべ（☎ 752-
9090）へ

新春ウオーキング
～幸松地区を歩く～46

令和4年1/15㈯　10:00～12:30　

ぷらっとかすかべ（集合・解散）　 東福
寺、めがね橋、白山神社、樋堀大師、東八
幡神社参拝（彫刻見学）など　 10人（申
し込み順）　 12/10㈮の9:30から電話
でぷらっとかすかべ（☎ 752-9090）へ

日光街道「粕壁宿」を巡る
ガイドツアー47

9:30～12:00　 ぷらっとかすかべ（集
合・解散）　 10人（申し込み順）　
9:30から電話で同施設（☎ 752-9090）へ

コース とき
A 令和4年

1/13㈭
9:30～12:00

B 13:30～16:00
C 令和4年

1/14㈮
9:30～12:00

D 13:30～16:00

とき 内容 申込開始日

12/11㈯
街道絵図『増

ぞうほ
補行程記』

から粕壁宿を見よう!
八坂神社（天王社）・東
八幡神社・東陽寺など

12/5㈰

12/18㈯
粕壁宿・往時のにぎわ
いを感じながら
郷土資料館・東陽寺・東
八幡神社など

12/7㈫

令和4年
1/15㈯

街道絵図『増補行程記』
から粕壁宿を見よう!
山中観音・最勝院・新町
橋（大橋）など

12/14㈫

令和4年
1/23㈰

「粕壁宿」から「小渕
一
いちりづか
里塚跡と追分道し

るべ」へ
最勝院・仲蔵院・八坂香
取稲荷神社など

12/16㈭

変更・休止内容 問い合わせ
庄和児童センター｢スマイルしょうわ｣は、13:00まで臨時休館、
13:00～18:00開館（利用時間・人数の制限有り）

同センター
（☎ 718-0300）

庄和図書館は、14:00まで臨時休館、14:00～19:00開館 同館
（☎ 718-0200）

各公民館、市民文化会館、視聴覚センター、勤労者会館に設置さ
れている公共施設予約システムの利用を休止
※上記以外の市内施設や自宅などのパソコンなどからは利用可

各施設､または情報政策課
（内線2465）

マイナンバーカードなどを利用したコンビニエンスストアでの
証明書などの交付を休止

住民票･印鑑証明書
…市民課（内線2898）
課税（非課税）証明書
…市民税課（内線2323）
納税証明書
…収納管理課（内線2385）

開館時間の変更・システム休止
　12/18㈯に市役所・庄和総合支所で行う電気設備点検に伴い、下表のとおり開館
時間の変更、一部システムの利用を終日休止します。
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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利用すると、全国所定のコンビニ

で住民票や印鑑証明書などが取得可能。市役所窓口での交付より早く、安く取得できるので、ぜひ利用を。 問い合わせ／市民課（内線2898）



　今月は、かすかべの昔話の中から「飯沼に伝わる
椀
わん

貸し伝説」について紹介します。
　平安時代の天

て ん き

喜5（1057）年のある日のことです。
武将の源

みなもとのよしいえ

義家が陸
むつ の く に

奥国（現福島県、宮城県、岩手県、
青森県）北部で起こった乱を治めに行く途中、この
地で休憩をしました。
　地元では「そんな偉い人なら、ご飯を出しておも
てなしをしなくちゃならない」と話題になりました
が、食べ物も食器もありませんでした。
　そこで、下

しもうさのくにいちのみや

総国一宮の香取神社（現千葉県香取市）
に祈りを捧

ささ

げ、食器が借りられるようにと紙に書い
て近くの沼に投げ入れました。すると不思議なこと
に、沼の中からごちそうのお膳とお椀が浮き上がっ
てきました。
　その後、この話を聞いた村人たちも食器や飯が足
りなくなると沼へ祈りを捧げると、借りることがで
きるようになりました。
　しかし、ある日、心掛けの悪い者が嘘

うそ

をついて借
りた膳椀を返さなかったことがあったため、それ以
来、二度と食器やご飯は浮いてこなかったそうです。
　この話は、現在の飯沼香取神社にある石碑（明治2
年建立）に記されています。
出典：庄和町金石文集（1972年）、民俗Ⅱ（2005年）

かすかべの昔ばなし 第5話

問い合わせ／文化財保護課（内線4834）

「飯沼に伝わる椀貸し伝説」

　 問い合わせ／都市計画課（内線3513）

 自分の住むまちの残したい風景や将来像”を

子どもたちが描きました ～景観絵画コンクールの受賞者発表～

　　武里中学校 加
か が わ

川 愛
あ い み

海さん
春日部の花「藤」
　これからもずっと無くならず
にあり続けてほしい。春日部の
人はもちろん、他の人にも藤まつりなどを通してたく
さんの人に親しまれてほしいと思った。

　　牛島小学校 石
いしはら

原 篤
あ つ き

己さん
緑に包まれた夜
　未来の庄和総合公園は、春日
部らしい自然のまま、その自然
をまんべんなく使って、来る人みんなが笑顔で、自由
に楽しく遊べるようなそんなところにしたいです。

　　上沖小学校 浅
あ さ だ

田 愛
ま な み

美さん
今のおみこし未来に残そう
　このお祭りが未来に残ってほ
しいと思っています。もし残っ
ていたら、行ってみたいです。

　　江戸川小中学校 8年生
時代は変わっても…
　ドローン技術が発達して、人
の手がいらない世の中になって
いますが、その場でしか見られない景色を後世に残し
てもらいたい。全て変える必要などないと思います。

　　武里南小学校 鈴
す ず き

木 紗
さ き

季さん
麦わらぼうしに乗って
大凧祭り
　伝統工芸品である麦わらぼう
しに乗って空から大凧祭りを楽しめたらうれしいです。
人間だけでなく、動物たちも魚も安心して暮らせる環
境をずっと守っていきたいです。

　　大沼中学校 島
し ま だ

田 莉
り さ

沙さん
美しい藤が咲く
未来の春日部
　未来の古利根川は、春日部の
花である美しい藤が咲き誇っており緑も豊かですが高
層ビルが建ち並んで都市化も進んでいてほしいなと思
いました。今もこの先の未来も美しい藤が今よりも多
く春日部全体に広がっていてほしいと思いました。　　大沼中学校 大

おおつか

塚 友
ゆ い

結さん
自然豊かな春日部
　現在と同じように、自然が豊
かで美しい神社、今までの伝統
を受け継いで、未来でも今と変わらない祭りなどであっ
てほしいと思います。大凧にも書かれている「希望、夢、
光」のある春日部になっていてほしいと思いました。

　　上沖小学校 川
か わ い

井 楓
ふ う こ

子さん
未来も変わらない　
かすかべ郷土かるた
　まわりが未来になって変わっても
絵札と同じまま残ってほしいと思い
ました。

　　武里中学校 瀬
せ ざ き

崎 美
み ひ ろ

紘さん
日の差す古利根公園橋
　この建築物に興味を惹

ひ
かれた

のと、建物と建物の間に差す日
が、とても美しいと思い、描きました。

　　豊野小学校 生
うぶかた

方 桃
も も か

歌さん
春日部の光りかがやく
未来に向かって
　光にみちあふれた明るい未来に
なるといいなと思って、光がみえる「洞窟」をかきました。

　市では、市内の小学5年生と中学2年生を対象に、
景観絵画コンクールを実施しています。
　今年度は2,726人が参加しました。選考の結果、
金賞となった10人の作品は表紙をご覧ください。
各作品について子どもたちの声も紹介します。

　受賞者コメントやその他の受賞作品は市WEBWEBに
も掲載しています。
　また、12/19㈰までララガーデン春日部で受賞
作品（複写）を展示しています。

学校名、氏名、作品名、コメント
※コメントは一部抜粋

▲�明治2年に建てられた伝承が記さ
れた石碑

▲飯沼香取神社
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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。

●景観絵画コンクールの受賞者発表　●かすかべ今昔絵巻　●水道管にも冬支度を

　冬期は、水道管内の水が凍結し、水が出なくなっ
たり、体積が膨張することで管が破損したりする
事故が多くなります。

水道管の防寒
　露出した水道管や蛇
口を保温材で包んでく
ださい。古い毛布や厚
手の布などを巻いて、
その上からビニールな
どで隙間なく巻くと効
果的です。

水道管が凍結してしまったら
　自然に溶けるのを待つか、凍結した部分に布な
どをかぶせて、その上から「ぬるま湯」をゆっくり
かけてください。熱湯をかけると水道管が破損す
る恐れがあります。

水道管が破損・ひび割れしたら
　メーターボックスの止水栓を閉め、水を止めて
ください。その後、春日部市指定給水装置工事事
業者に修理を依頼してください。工事業者は市
WEBWEBなどで確認できます。修理費用は所有者負担
です。

水道管にも冬支度を
　 問い合わせ／施設管理課（内線4308）



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

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
（来庁の上、別室での
電話相談可）

㈪～㈮　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
の電話相談可）

市 ㈭　13:20～16:25　
市民相談室（内2855）へ 庄

12/8㈬・22㈬、令和4年
1/12㈬・26㈬　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
12/15㈬、令和4年1/19㈬　

13:00～16:00　 前日まで
に市民相談室（内2855）へ

庄
12/1㈬、令和4年1/5㈬　

13:00～16:00　 前日まで
に庄和総合支所総務担当（内
7017）へ

行政相談
（来庁の上、別室での
電話相談可）

市
12/20㈪、令和4年1/17㈪　

13:00～16:00
市民相談室（内2855）

庄
12/15㈬、令和4年1/19㈬　

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 令和4年1/4㈫　13:30～16:30　 市役所別館1階相談室
12/24㈮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

①12/1㈬、令和4年1/26㈬　②12/10㈮　10:00～15:00（相談
時間30分程度）　 ①市役所別館1階相談室　②庄和総合支所2階相
談室　 総務課（内2418）

税務相談　
電話相談のみ（予約制）

12/13㈪、令和4年1/11㈫　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
電話相談可）

12/8㈬、令和4年1/12㈬　13:00～16:00　
市役所別館1階相談室
埼玉県宅地建物取引業協会埼葛支部（☎ 0480-31-1157）

行政書士相談　
（来庁の上、別室での
電話相談可）

12/21㈫、令和4年1/18㈫　13:30～16:00　 市役所別館1階
相談室　 埼玉県行政書士会春日部支部（☎ 812-5092）

弁護士相談 第2・第4㈮　13:00～16:00　 あしすと春日部2階社会福祉協議会
当月1日から、同施設（☎ 762-1081）へ

年金相談　
（来庁の上、別室での
電話相談可）

12/28㈫、令和4年1/25㈫　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）

12月、令和4年1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）

㈬㈭・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　※12/17㈮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　 スマイルしょうわ
同施設（☎ 718-0088）、こども相談課（内2766）

児童センター
子育て相談
児童センター職員に
よる児童（0歳～18
歳未満）の子育てに
関する不安や悩みの
相談、および児童か
らの相談

㈪～㈮　10:00～18:00　 エンゼル・ドーム
同施設（☎ 755-8190）

㈪～㈮　10:00～20:00　 グーかすかべ
同施設（☎ 754-2815）

㈪～㈮　10:00～18:00　 スマイルしょうわ
同施設（☎ 718-0300）

子育て電話相談
しつけ、食事など子
育てに関する助言、
指導（電話相談）

㈪～㈮　10:00～16:00　 各保育所　 8面参照

子育て相談
子育てに関して悩み
事を抱える保護者を
対象に行う相談（電
話相談可）

㈪～㈯　10:00～16:00　 春日部子育て支援センター
同センター（☎ 754-2201）

㈪～㈮　9:00～16:00、㈯　13:00～16:00
庄和子育て支援センター　 同センター（☎ 747-2321）

ことばの教室
「気軽に相談日」
就学前の子どもの言葉
の悩みに関する相談

第3㈯　10:00～16:00　 あしすと春日部2階
平日の9:30～10:00、16:00～16:30に同施設（☎ 762-1080）へ

健康相談
保健師、栄養士によ
る生活習慣病などの
相談、血圧測定など

随時　 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 

12/8㈬　11:00～14:00　 武里大枝公民館　
不要　 春日部市保健センター（☎736-6778）

こころの健康相談
12/2㈭・16㈭・23㈭　
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

先駆ける美術展
～先駆ける美術の会
12/8㈬～12㈰　10:00～

17:00（8日は11:00から、12日は
16:00まで）　 中央公民館　
絵画・彫刻の展示　 小

お ぐ ら

倉（☎
090-7668-8707）

ペン習字　むつみ会
毎週㈭　10:00～11:45　

中央公民館　 ボールペン・筆ペ
ンの練習　 細

ほ そ の

野（☎736-9866）

豊
ほうさい

彩会
グラウンドゴルフ
毎週㈫㈭㈮　14:00～15:30　
谷原第4公園

健康マージャン
毎週㈫　9:00～13:00　 第

六区画整理記念館
共通事項
中高年　 阿

あ べ

部（☎080-3484-
4966）
ペン習字　藤

と う か

華
毎月第2・第4㈮　13:00～

15:00　 春日部コミュニティセ
ンター　 硬筆の練習　 奥

お く の

野
（☎754-4688）

ジェームズ先生の
中上級英会話クラス
毎週㈰　9:00～10:30　

武里大枝公民館　 外国人講
師を招いて中上級英会話を学ぶ　
中上級英会話者　 仙

せ ん ぶ

部（☎
070-6945-6873）
日曜陶芸サークル「陶

とうゆう

遊会」
毎月第1・第3㈰　9:00～13:00　
中央公民館　 陶芸作品の

創作　 成人　 勝
か つ の

野（☎090-
8479-1605）
春日部フラタヒチアンサークル
毎月第1～第3㈮　18:00～

20:00　 春日部コミュニティ

センター　 フラダンスとタヒチ
アンの練習　 未就学児～小
学生　 西

にしざわ

澤（☎080-3472-
5217）
ダンスサークル・リベルト
毎月2回㈰　13:00～15:00　
ハーモニー春日部　 ダン

スレッスン、練習　 浦
うら

（☎090-
5306-5266、 mckskkurw-
mckskkurw@yahoo.co.jp）
雀
じゃんゆう

友会
毎週㈬　10:00～16:00　

市内　 電動台健康マージャン　
中高年のマージャン中級・上級者　
雀友会（☎080-1145-8948）

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

このコーナーに掲載を希望する
人は、掲載希望月の前々月20日
までに掲載依頼書を市役所3階シ
ティセールス広報課、または庄和
総合支所２階総務担当へ提出し
てください。掲載依頼書は上記
窓口で配布している他、市WEBWEBWEBWEBか
らダウンロードもできます。
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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）



◎ 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

12
／
31
（金）

内科系 内田医院（上吉妻164）
☎748-0704 内

飛鳥薬局
春日部店
☎812-7641
さいたま
中央薬局
☎761-0123

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
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

1
／
1
（祝）

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
アイビー薬局
大枝店

☎733-2414

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 彩都レディースクリニック（大枝366）
☎731-1103 産、婦、小

1
／
2
（日）

内科系 春日部中央総合病院（緑町5-9-4）
☎736-1221 内

セイムス
谷原薬局
☎753-3507

小児科系 ゆりのき医院（谷原1-16-20）
☎752-3535 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

1
／
3
（月）

内科系 武井医院（粕壁1-4-8）
☎752-2019 内

ファーマシー
いまい

☎754-2675
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 渡辺クリニック（上蛭田128）
☎754-3666 婦、内、皮、泌

日 系統 医療機関名 科　目 薬　局　名

12
／
5
（日）

内科系 春日部厚生クリニック（下蛭田125-1）
☎754-4313 内 豊春薬局

☎763-8133
薬局キューピー・
ファーマシー
セントラル店
☎754-0569

小児科系 関根医院（新宿新田226）
☎746-7211 内、小

外科系 桜井整形外科（増富96-3）
☎761-6629 整、リハビリ

12
／
12
（日）

内科系 渡辺内科（米島1195-10）
☎746-3219 内

めじろ薬局
☎733-3100小児科系

名越内科医院
（大枝89 武里団地1-15-101）

☎735-6627

内、胃、小、皮、
アレルギー、
リウマチ

外科系 五百木整形外科医院（中央5-5-19）
☎736-9977 整

12
／
19
（日）

内科系 春日部厚生病院（緑町6-11-48）
☎736-1155 内 日本調剤

春日部薬局
☎731-1193
みき薬局
西口駅前店
☎755-7811

小児科系 久野医院（六軒町204）
☎737-1234

内、小、
鎮痛（ペイン）

外科系
さくら皮フ科

（中央1-1-1 TK春日部ビル4階）
☎760-4112

皮、形成外

12
／
26
（日）

内科系 大川医院（備後西3-1-5）
☎734-3121 内、消、循 中川薬局

春日部店
☎792-0414
鈴木薬局
春日部中央店
☎812-8696

小児科系
田村クリニック

（西金野井291-163）
☎745-1622

婦、小、内、皮

外科系 みやざわ耳鼻咽喉科（中央1-52-8）
☎745-8733

耳、咽喉、
アレルギー

12
／
29
（水）

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小児科系 岡田医院（一ノ割2-6-21）

☎735-7848 産、婦、内、小

外科系 分娩館医院（備後西5-4-28）
☎739-3883 産

12
／
30
（木）

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

春日部藤塚店
☎812-4340
わかば薬局
春日部店
☎797-8620

小児科系
おかだこどもの森クリニック

（藤塚1225）
☎745-7722

小、アレルギー

外科系 内牧クリニック（内牧3149）
☎755-2118 外、消内

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

12・1月の

年末年始の休日当番歯科医
●都合により変更になる場合がありますので、必ず電話（受け付けは9:00～12:00）で確認の上お越しください
●急患だけの診療です。持ち物:保険証、お薬手帳（お持ちの人）

12/31 ㈮ 令和 4年 1/1 ㈷ 令和 4年 1/2 ㈰
ゆい歯科医院

（米島1186-15）
☎745-2964

うえだ歯科医院
（南1-9-47）
☎738-9291

荒谷デンタルクリニック
（粕壁1-9-46）
☎763-1566

金子歯科医院
（粕壁東3-4-21-205）

☎754-2314

小林歯科医院
（上蛭田536-1）
☎752-1181

由木歯科医院
（豊町2-10-3）
☎761-8211

年末年始の救急医療
問い合わせ／健康課（内線7513）

　年末年始は受診できる医療機関が限られています。急な
病気やけがなどの場合は、上記の電話相談や医療機関案内、
初期救急医療機関を利用してください。
　埼玉県耳鼻咽喉科休日救急診療は、右記2次元
コードから県WEBWEBWEBWEB「救急・急病」をご覧ください。

　上表以外の市内医療機関・歯科医療機関の年末年始診療日
程も、12月下旬に市WEBWEBWEBWEBで公開予定です。

施設名など お休みの期間
龍Q館 12/27㈪～令和4年1/4㈫

市役所、庄和総合支所、武里出張所、教育センター、
市立医療センター、春日部市保健センター、春バス、各児童センター、
各高齢者福祉施設、各公民館、市民文化会館、各図書館、
ハーモニー春日部、ぽぽら春日部、ライム、防災展示ホール、
無料体育施設、粗大ごみの収集依頼・直接搬入

12/29㈬～令和4年1/3㈪

ウイング・ハット春日部、市民体育館、庄和体育館、市民武道館、
その他の有料体育施設 12/30㈭～令和4年1/3㈪

埼葛斎場組合斎場 12/31㈮～令和4年1/3㈪

道の駅「庄和」 令和4年1/1㈷・2㈰（※）

※12/31㈮は18:00閉館、令和4年1/3㈪は17:00閉館

施設などの年末年始のお休み
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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）



新型コロナウイルス関連情報　掲示板

退任のごあいさつ

※ワクチン接種については11/16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WEBWEBWEBWEBをご覧ください

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

全接種対象者（12歳
以上）のうち83.8％
の人が2回目のワクチ
ン接種を受けました

　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。

他の予防接種との間隔に注意
　インフルエンザワクチンなど、他の予防接
種を受ける場合には、2週間以上の間隔を空
けてください。
　接種時に接種済証や母子健康手帳などを持
参すると安心です。

3回目のワクチン接種が始まります
　市では、国の方針に基づき、新型コロナウイルスワク
チンの2回目接種後8カ月を経過した18歳以上の人に、
3回目接種を行います。接種可能な時期を迎えた人に順
次接種券を送付します。接種日程、接種会場などは、詳
細が決まり次第、市WEBWEBWEBWEBなどでお知らせします。

1回目・2回目の
ワクチン接種を希望する人へ
　12歳の誕生日を迎える人、これまで都合
がつかずワクチン接種をしていない人は、次
のとおり接種ができます。
接種会場
　市立医療センター
接種日時
　12/1㈬・8㈬・10㈮・15㈬・20㈪・22㈬、令和
4年1/5㈬、以降は隔週㈬を予定　17:00～17:30
予約期間
　予約受け付け中
　※接種日の３日前までに予約してください
予約方法
　左記予約方法③で予約してください。1回
目と2回目の同時予約もできます。

● 11/29に、3月・4月に2回目接種を
終えた人（全て医療従事者）に発送済み

● 12月以降も2回目接種後8カ月を経
過した18歳以上の人に一定期間ごと
にまとめて順次発送

● 1人ずつ封書で発送

3回目接種月 2回目接種完了時期
12月～ 3月・4月（医療従事者対象）

令和4年1月～ 5月

2月～ 6月

3月～ 7月

…  …

フェイスブックLINEツイッター

ファイザー社製ワクチンの有効期限延長

製造番号:FF2018
製造有効年月日:2021/12/31
製造販売:ファイザー株式会社

　有効期限が6カ月から9カ月に延長されま
した。接種後、接種済証にワクチンのシール
が貼られますが、期限切れのワクチンではあ
りません。日付を次のとおり読み替えてくだ
さい（令和4年2/28㈪以前の有効期限のもの
に限る）。

◀  対象ワクチンの製造
番号など、詳しくは、
厚生労働省WEBWEBWEBWEBで

接種済証に貼られたワクチンのシールのイメージ

2次元
コード

製造有効年月日は
2022/3/31
に読み替える

接種は

任意
費用は

無料

3回目の接種券の発送

※ 1回目・2回目接種時の予防接種済証とは
様式が異なりますので注意してください

　接種券の宛名面に、接種を証
明する予防接種済証を印刷しま
す。接種時はこの用紙を忘れず
に持参し、接種後は大切に保管
してください。

　ワクチンの種類はファイザー社製です。
　2回目までと異なるワクチンを3回目に
接種する「異種混合（交差）接種」も認めら
れました。

　接種券が届いた人は、接種日の3日前ま
でに次の方法で予約してください。

予約方法

③コールセンター
　☎0570-030-630　（8:30～17:15）
※  コールセンターは、12/29㈬～令和4年1/3㈪は終日
休止します

①インターネット
　予約
　（24時間受付）

②LINEアプリ
　（24時間受付）

接種スケジュール・ワクチンの種類

11/5をもって、石
いしかわ
川 良

りょうぞう
三市長、種

たねむら
村 隆

たかひさ
久副市長が退任しました。

石川市長は4期16年、種村副市長は3年半にわたり市政の発展に貢献されました。

全力疾走の16年間
　新春日部市の初代市長として任を受け
て16年間、全力疾走で、この春日部をな
んとしても素晴らしいまちにしていきたい
と、そういう思いで職員の皆さんと市民
の皆さまと力を合わせてまいりました。
　今後とも、市民の皆さまの幸せな暮ら
しと春日部のさらなる発展を祈念申し上
げ退任のあいさつとさせていただきます。退任セレモニーで話す石川前市長

皆さまの幸せを願って
　今日まで副市長として、市民の皆さまの
幸せと春日部市の持続可能な発展を願い取
り組んできました。皆さまの市政への深い
ご理解とご協力のおかげで未来への足掛か
りを残し退任することができます。深く感
謝いたします。
　皆さまのご健康とさらなるまちの発展を
祈念しあいさつといたします。退任セレモニーで話す種村前副市長

　18歳以下への10万円相当の給付など
の事業は、詳細が決まり次第、市ホーム
ページなどでお知らせします。

国による各種経済対策について

16 2021年7月号 No.191

春日部市の世帯数と人口（11/1現在）　
●世帯数　109,680世帯　　●人口　233,150人（前月比46人減）　　男　115,695人　　女　117,455人

●新型コロナウイルス関連情報　掲示板
●石川前市長・種村前副市長あいさつ新型コロナウイルス関連情報

新型コロナウイルスワクチン 予防接種済証（臨時接種）
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