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GIGAスクール
子どもたちの「生きる力」を育む

タブレットのおかげで勉強が楽しくなりました（備後小学校の皆さん）



教科：理科　内容：メダカの観察　

〜G
ギ ガ

IGAスクール〜

問い合わせ／指導課（内線4744）

　今年度から全ての小・中・義務教育学校（34校）の児童・生徒たちは、1人1台ずつ、タブレット型パソコンを使っ
た勉強を始めています。変化の激しい情報化社会を、力強く生きる子どもたちを育てるため、今、教育現場は大き
な変化を迎えています。教科書、ノート、鉛筆に加え、「タブレット」というツールを手にした子どもたち。教室の
中で始まった、新しい授業にきらきらした目で臨む子どもたちと、奮闘する先生たちの様子をお伝えします。

※  GIGAスクール構想：文部科学省による、児童・生徒1人に1台のタブレット型パソコン（学習者用端末）と高速大容量の通信ネットワーク
を整備して、学びの質を高める取り組み

自主性を育む新たな
コミュニケーションツールとしても期待

春日部市の
学びの進化

　算数の授業が始まると、田口先生は黒板の隣の大型モニターに、
四角形の図形を映し出しました。同じ図形が子どもたち26人の
タブレットにも配信されています。「三角形の角の和が180度と
いうことは、知っているよね？じゃあ、四角形の角の和はどうだ
ろう？」と問いかけると、子どもたちはタブレットに向かって専

用ペンで書き込み始めました。田口先生はいつも通り子どもたち
を見守りながらも、手元のタブレットをチェック。一人一人の考
えている状況を即座に見ることができます。どんな過程で答えを
出したのか、複数の子から丁寧に聞き出すという、きめ細やかな
授業の展開にタブレットが役立っている様子です。

　子どもたちが初めてタブレットを手にした時、好奇心
で目を輝かせていました。学年によってできることに違
いはありますが、担当している5 年生は、驚くほどスムー
ズに使いこなしています。
　体育の授業では、マット運動の様子を子ども同士で動
画撮影しました。これまでは手本を見せたり、動きのコ
ツを言葉で伝えたりすることが必要でしたが、動画で自
分の改善点に気付くことができるので、大きな学習効果
が得られました。学びの姿勢が変わり、一段底上げした
なと、日々子どもたちの様子を見ていて感じます。
　目まぐるしく変わっていく社会に子どもたちを送り出
すために、小学生のうちからICT（情報通信技術）に親し
み、いつでも使えるようにする教育は必要だと思います。

　タブレットで手軽にメダカの写真撮影
や記録をすることで、細部まで観察する
ことが可能となりました。子どもたちは、
メダカの成長の様子がよく分かるように
なり、今まで以上に観察することが楽し
くなっています。

5年生担任　田
た ぐ ち

口 誠
まこと

 先生

授業の幅が広がり、
発表や共有の作業が
スムーズになりました

理科（メダカの観察）ではこんな活用も！
　水槽の中のメダカを直接見
て、絵を描きながら記録して
いました。メダカは、小さく、
動きがとても速いことから、
細部まで観察するのが難しい
状況でした。

Before After

備後小学校の取り組み

　社会の授業では、タブレット
で資料を拡大しながら見られ
て便利です。それに、みんなの
意見を共有して、お互いに参考
にすることができます。

　体育の授業で、自分のマッ
ト運動を動画で見て、技がう
まくできない原因がどこにあ
るのか分かりました。繰り返
し見られるので便利です。

教室にタブレットがやってきた！

先生からのメッセージ

5年生の
教室を
リポート
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「自発的な学びがアップ」
生徒総会では生徒主体で活用も
　タブレットを使うと、子どもたちは集中して自発
的に学びを深めていくようになりました。はじめは
ID・パスワードの管理、情報の取捨選択に対応でき
るか心配もありましたが、少しずつ基本となるルール
を作り、工夫しながら活動しています。子どもたち同
士で使い方を教え合う中で、子どもたち一人一人のさ
まざまな能力が発揮され、自己肯定感の向上につな
がった様子を見たときにはうれしかったですね。
　タブレット学習は、一人一人に合った学習を進め
やすく、確かな学力を身に付けるのに有効です。ギ
ガスクール構想は、いずれ、地域・家庭と学校をつ
なぐコミュニケーション機能も担えると期待してい
ます。 2年生担任　国語科担当　寺

てらおか
岡 貴

たかひさ
久 先生

不安もありましたが
子どもたちは想像以上に
成長を見せています

　電子機器に慣れているので、
紙の教材よりタブレットのAI型
教材を使う方がやる気が出ま
す。おかげで国語の文法の苦手
意識がなくなりました。

　AI型教材のアプリを授業で
使っていますが、小学校の復
習などもできるので、家で隙
間時間に楽しみながら自発的
に勉強するようになりました。

教室にタブレットがやってきた！

　生徒会役員のメンバーが体育館に参集し、タブレッ
トを使用してオンライン生徒総会を開催しました。
生徒会役員・専門委員長・部活動部長以外の生徒は、
各教室で討議に参加し、大型モニターを通して視聴
したり、自分のタブレットを使って、賛成／反対
の意見を投票したりするなどの活動を行いました。

　１年に一度の生徒総会で
は、全校生徒が体育館に集
まって、大切な議案審議を
します。新型コロナウイル
ス感染症が拡大する中で、
実施が危ぶまれていました。

Before After

生徒総会ではこんな活用も！

東中学校の取り組み

　国語では録画機能を活用し、自分のスピーチを見直して、
より良いものに

ステップ 3

　自分の課題を設定して、インターネットで情報を収集。
集めた情報を整理・分析して発表！

ステップ 4

受業でのICT活用について

　授業での学びの充実を図るために、子どもたちの発
達段階に応じて、次の4つのステップを設定し、活用
を進めています。

　写真や動画を撮影、インターネットで検索

ステップ 2

　基本的な操作を学び、ルールを守って取り扱い

ステップ 1

先生からのメッセージ

　2学期が始まったばかりの国語の授業。寺岡先生の手元にはタ
ブレット、隣には大型モニターがありました。ここには、子ども
たちから提出されたスライド資料『私のおススメの夏休みの過ご
し方』のデータが詰まっています。先生が指名すると、少し恥ず
かしそうな面持ちで、教室の前方に出てきて発表を始めました。

大型モニターには、子どもたちが自分のタブレットで作ったスラ
イド資料のイラスト・写真が映し出されています。約2分間、皆
の前での発表を終えると教室からは拍手が起こりました。“情報
をまとめ、自分の言葉で表現する力”を身に付けてほしい、とい
う先生の思い・工夫が詰まった授業です。

端末の取り扱い方の習得

端末の基本的な機能の活用

教科の学習における活用

学習過程における効果的な活用

2年生の
授業を

ズームアップ
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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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51人5団体の皆さんに功労賞・善行賞・技能功労賞が贈られます。受賞者の皆さん、おめでとうございます。

　 問い合わせ／功労賞・善行賞…秘書課（内線2035）、技能功労賞…商工振興課（内線7757）

春日部市表彰の受賞者が決定しました

（敬称略）

　他の模範となる善行や公益のための寄付をいただいた皆さんです。
※複数の功績がある人は、主な功績を紹介しています

功績 氏名

生活安全

島
しま だ

田 勝
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一

笠
か さ い

井 邦
く に お

雄

貝
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島 照
て る お

夫

環境美化
尾
お ざ か

坂 貞
ていぞう

三

柳原地区倉松川河川
花壇を愛する会 

社会福祉 ザ・昭和歌謡団

寄付
株式会社
タチバナ産業

九
つ く も

十九会

功績 氏名

公共生活
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つ ね お

雄
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もとつぐ

次

北
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川 勇
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治

設
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樂 輝
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久

保
ほ さ か

阪 清
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治

杉
す ぎ た

田 達
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郎

新
あ ら い

井 和
かずまさ

正

雨
う か い

海 明
あ き お

夫
かすかべ案内人の会

生活安全
白
しらいし

石 常
つ ね お

雄

吉
よしざわ

澤 道
み ち お

夫

功績 氏名
建築大工 栗

くりばら

原 幸
ゆ き お

男

ハウスクリーニング 萩
はぎわら

原 正
ただし

　優れた技能を有し、技能を通じて市民
生活の向上に貢献された皆さんです。

功績 氏名
保育所嘱託歯科医 由

ゆ ぎ

木 智
さとし

自治会会長 飯
い い だ

田 義
よ し お

雄

江
え ら

良 生
いくはる

治
庄和商工会会長 遠

えんどう

藤 久
く め お

米夫
観光協会会長 石

いしはら

原 弘
ひろし

公共的団体
代表者

阿
あ く い

久井 ヱ
え い

イ

染
そ め や

谷 春
はるきち

吉
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郎
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夫

体育の向上 猪
いのまた

又 ももこ

白
し ら き

木 珠
じ ゅ な

奈

教育文化の向上

平
ひ ら の

野 未
み ゆ

結

平
ひ ら の

野 優
ゆ い

衣

矢
や じ ま

島 央
ひ ろ と

登

山
やまなか

中 瑛
え み り

美里

成
な り た

田 逞
たくま

功績 氏名
農業委員会委員 前

まえしま

島 喜
き い ち

一

人権擁護委員 三
み う ら

浦 宏
ひ ろ し

之

町
ま ち だ

田 輝
て る お

夫

民生委員・
児童委員

平
ひ ら ま

間 久
ひ さ え

惠

廣
ひ ろ た

田 興
こうぞう

三

審議会等
附属機関の委員

三
み く に

國 明
あきら

知
ち く

久 いづみ

渡
わたなべ

辺 仁
ひとし

中
なかむら

村 靖
やすふみ

史

山
やまざき

﨑 典
のりゆき

之

竹
た け だ

田 広
ひ ろ き

樹

坂
さ か の

野 晴
は る み

美

清
し み ず

水 明
あきら

滝
たきざわ

沢 孝
たかおみ

臣

横
よこかわ

川 好
よしとみ

富

伊
い と う

藤 哲
て つ お

夫
学校医 渡

わたなべ

辺 章
あきら

市の人事行政の運営状況を公表　 問い合わせ／人事課（内線7623）

（1）職員の採用の状況（令和2年度） （単位:人）
区分 事務 技術 医療職 保育士 消防職 技能職 合計

新規採用者 38 11 46 5 8 0 108

（4）再任用職員の状況（4/1現在） （単位:人）
区分 フルタイム 短時間 合計

再任用職員 40 64 104

（5）会計年度任用職員の状況（4/1現在） （単位:人）
区分 事務 技術 医療職 保育士 合計

フルタイム会計年度任用職員 136 22 45 22 225

（6）年齢別職員構成の状況（4/1現在） （単位:人）

区分 20歳
未満

20歳
～29歳

30歳
～39歳

40歳
～49歳

50歳
～59歳

60歳
以上 合計

職員数 17 462 487 500 431 55 1,952

うち女性数 9 280 226 212 127 9 863

構成比 0.9% 23.7% 24.9% 25.6% 22.1% 2.8% 100.0%

1　職員の任免および職員数に関する状況

（1）職員給与費の状況（令和3年度一般会計当初予算）
職員数
（A）

給与費 1人当たりの給与費
（B/A）給料 職員手当 期末・勤勉手当 計（B）

1,482人 5,181,004千円 1,372,834千円 2,172,101千円 8,725,939千円 5,888千円

※特別職の給料・報酬などは含みません。職員手当には、退職手当は含みません

2　職員の給与の状況

（３）行政職および医療職、技能労務職の状況（4/1現在） （単位:人）

区分
行政職（A） 医療職

 （B）
技能労務職 
（C）

合計=
（A+B+C）課長級以上

標準的な
職務内容

合計
（全行政職） 課長級 次長級 部長級 医師・

看護師など
一般用務員
など ―

職員数 1,445 78 39 23 496 11 1,952

うち女性数 488 7 1 2 369 6 863

　市職員の任用、給与など人事行政の運営状況をお知らせしま
す。各項目の詳細などは、市政情報室（市役所別館1階・支所2階）
や市WEBWEBWEBWEBで見られます。

（3） 賞与の支給状況（4/1現在）

区分 期末手当
（年額）

勤勉手当
（年額） 合計

一般職 2.55月分 1.90月分 4.45月分
再任用 1.45月分 0.90月分 2.35月分

※職務の級などによる加算措置があります(主査級以上)

区分 給料（月額）
市長 982,000円
副市長 832,000円
教育長 761,000円

区分 報酬（月額）
議長 537,000円
副議長 478,000円
議員 450,000円

（2）特別職の給与などの状況（4/1現在）

3　公平委員会の業務の状況

（2）不利益処分に関する審査請求の状況
　　令和2年度の審査請求はありませんでした。

（1）勤務条件に関する措置の要求の状況
　　令和2年度の措置請求はありませんでした。

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。

　市政の発展または保健・医療・福祉、生活環境、教育文化、産業
その他の分野で顕著な功労があった皆さんです。功労賞 善行賞

技能功労賞

令和3年度

（2）職員の退職の状況（令和2年度） （単位:人）
区分 事務 技術 医療職 保育士 消防職 技能職 合計

定年退職者 17 5 1 1 11 0 35
勧奨退職者 2 2 0 0 3 0 7
普通退職者 8 0 41 8 1 0 58
合計 27 7 42 9 15 0 100

（7）部門別職員数の状況 （単位:人）

（4） 職員の平均給料月額・年齢の状況（4/1現在）
区分 平均給料月額 平均年齢

一般行政職 313,116円 41.8歳

技能労務職 321,162円 53.0歳

令和2年
職員数

令和3年
職員数

前年度
比較

一般
行政部門

議会 10 10 0

総務 239 244 5

税務 86 86 0

労働 4 4 0

農林水産 19 19 0

商工 16 18 2

土木 143 142 ▲1

民生 253 254 1

衛生 78 88 10

小計 848 865 17

区分
部門

令和2年
職員数

令和3年
職員数

前年度
比較

特別
行政部門

教育 160 163 3

消防 283 281 ▲2

小計 443 444 1

公営企業
など

会計部門

病院 518 521 3

水道 34 34 0

下水道 15 14 ▲1

その他 74 74 0

小計 641 643 2

合計 1,932 1,952 20

区分
部門

※各年4/1現在の職員数です
※ 令和3年度職員数の主な増減理由は、総務・衛生などの業務量に適する人数の充実を図ったことなどによるものです。特に
職員が増加している衛生は、新型コロナウイルス接種担当事業による業務拡大によるものです

春日部市の花「フジ」 鳥「ユリカモメ」木「キリ」
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ぜひ登録・フォローしてください

●新型コロナウイルス支援情報　掲示板　●さまざまな方法で市の情報をお届けしてます
●介護保険サービスの利用状況　●情報公開・個人情報保護審議会の委員を募集

51人5団体の皆さんに功労賞・善行賞・技能功労賞が贈られます。受賞者の皆さん、おめでとうございます。

募集期間…11/1㈪～30㈫（消印有効）
募集人数…1人
任期…2年
会議…年2回程度
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情報公開および個人情報保護に関心がある

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、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
市役所市政情報課

▶ ファックス… FAXFFFAAAFAFFFAFAFAFFFAF XXX 733-3825
▶ メール… shisei@city.kasukabe.lg.jp

応募用紙配布場所…市役所別館1階市政情報
課・市政情報室、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

情報公開・個人情報保護審議会の委員を募集　 問い合わせ／市政情報課（内線2854）

　介護保険制度は社会全体で高齢者の介護を
支え合う制度です。
　本市の65歳以上（第1号被保険者）の人口
は年々増加しています（表1）。また、要支援・
要介護認定者数は、令和元年度と比べると
485人の増となりました（表2）。令和2年度
の保険給付費・地域支援事業費内訳は、表3
のとおりです。
　介護保険サービスの利用者には、年2回「介
護給付費のお知らせ」を送付しています。

介護保険サービスの利用状況を公表　 問い合わせ／介護保険課（内線2745）

表2　要支援・要介護度別認定者数（令和2年度末現在）　 ※40歳～64歳の人  （単位:人）

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 計 令和元年度末
現在計

第1号被保険者数 1,102 1,447 2,407 1,916 1,709 1,370 909 10,860 10,375
第2号被保険者数（※） 27 27 68 58 56 36 47 319 319

合計 1,129 1,474 2,475 1,974 1,765 1,406 956 11,179 10,694
割合 10.1% 13.2% 22.1% 17.7% 15.8% 12.6% 8.6% 100% ―

表1　高齢化率 （単位:人）
令和元年度末 令和2年度末

市総人口（A） 233,841 233,145

第1号被保険者数（B） 71,558 72,116

高齢化率（B÷A） 30.6% 30.9%

表3　保険給付費および地域支援事業費の内訳 （単位:万円）
保険給付費 決算額 地域支援事業費 決算額

介護サービス等諸費 1,501,257
介護予防・日常生活
支援総合事業費 35,377介護予防サービス等諸費 36,215

高額介護サービス等費 41,721
特定入所者介護サービス等費 58,863 包括的支援事業・

任意事業費 30,289その他 6,232

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。

問い合わせ／シティセールス広報課（内線2177）

さまざまな方法で
市の情報を

お届けしてます

記事ごとに分割され
た広報紙
を読める
サービス

広報紙そのままの
レイアウ
トで読め
るアプリ

安心安全情報メール
「かすかべ」

Y
ユ ー チ ュ ー ブ  

ouTubeL
ラ イ ン

INE

かすかべ動画チャンネル@kasukabecity

F
フ ェ イ ス ブ ッ ク

acebook

春日部市

T
ツ イ ッ タ ー

witter

@KasukabeCity_PR

約1万5千人が
フォローしています
（10/20現在）

マチイロ マイ広報紙

　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。

広報かすかべは、
紙以外の方法でも読むことができます新型コロナウイルス感染症に感染した国保などに加入の被用者への

傷病手当金の適用期間を延長 
問い合わせ／国民健康保険課（内線2790）

　国民健康保険または埼玉県後期高齢者医療に加入している被用者が、新型コロナウイ
ルス感染症に感染または感染の疑いがあるため労務に服することができなくなり、給与
の支払いを受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
　傷病手当金の適用期間が、12/31㈮まで延長となりました。詳しくは市WEBWEBWEBWEBをご覧
ください。

コロナに負けるな事業者支援事業 
問い合わせ／勤労者会館「ライム」（☎ 752-1662）、
商工振興課（内線7757）

子育て世帯生活支援
特別給付金の申請
問い合わせ／こども政策課（内線2576）　

　新型コロナウイルス感染症の影響に
より売上が減少し、セーフティネット
保証または危機関連保証の認定を受け
て、運転資金の借り入れを行った事業
者に給付金を支給します。
支給額…1事業者当たり10万円（1回限り）
対象…令和2年3/2～令和3年11/30
の間にセーフティネット保証4号・5号
または危機関連保証のいずれかの認定
を受けて、金融機関から借り入れを行っ
た事業者
※ 市が認定した事業者には、お知らせを郵送して
います

申請…11/8㈪～令和4年1/31㈪に、
電子申請、または郵送で〒344-0061 
粕壁6615-7 勤労者会館事業者支援金
担当へ
※ 詳しくは市WEBWEBWEBWEBの申請要領をご覧ください。給
付金の総額が予算額に達した場合、受け付けを
終了します

給付額…児童1人当たり5万円
対象
▶ひとり親世帯…①公的年金などを受
給していることにより、児童扶養手当
の支給を受けていない人　②新型コロ
ナウイルス感染症の影響を受けて家計
が急変し、収入が児童扶養手当受給要
件収入と同水準まで減少した人
▶ひとり親世帯以外…③令和3年3月
末時点で18歳未満の児童（障がいのあ
る児童は20歳未満）の養育者で、令和
3年度分の住民税均等割が非課税の人、
または新型コロナウイルス感染症の影
響を受けて家計が急変し、令和3年中
の収入が非課税相当となった人
申請…①～③のいずれかに該当する人は、
令和4年2/28㈪までに申請書類をこども
政策課へ。既に受給した人は対象外。
　詳しくは市WEBWEBWEBWEBをご覧ください。

新型コロナウイルス支援情報　掲示板



6 2021年11月号 No.195

英語検定料を助成します
問い合わせ／学務課（☎763-2447）

学校教育における英語力の向上を図る取り組
みとして、実用英語技能検定（英検）の団体検
定料を助成します。
申し込み期間や試験日など、詳しくは市

WEBWEBWEBWEBを確認してください。
対象者
① 市内公立中学校・義務教育学校に在籍する
中学3年生・義務教育学校9年生

② 市に住民登録があり、私立中学校などに在
籍する中学3年生

対象となる検定
令和3年度第3回の英検で、1級～4級
助成額
上限額4,800円。1人につき、年度内1回
（検定料が上限額以下の場合は実費分）
※ 書店・塾などを通じて申し込んだ場合、助
成対象にはなりません

英検申し込み
①の生徒は各学校（1級、準1級の受験者は学
務課）、②の生徒は学務課へ
助成申請
②の生徒が在籍校で団体受験した場合は、学
務課へ助成申請が必要

水道管の漏水調査をしています
問い合わせ／施設管理課（内線4308）

漏水の早期発見のため、調査への協力をお願い
します。
期間…令和4年3月中旬まで
対象…市内全域。水道本管および水道本管か
らメーターまでの水道管（受水槽などが設置し
てある場合は、道路に最も近い止水栓まで）
調査方法…調査員が専門機器などで水道管の
漏水音を調べます。敷地に立ち入り、水道メー
ターや止水栓のふたを開けて調べることもあ
ります
※ 調査員は市水道部発行の身分証明書を携帯
しています

暴力団に負けない明るい街をつくりましょう 問い合わせ／交通防犯課（内線2827）

暴力団が恐れて
いるもの、それは、
あなたの暴力団を
恐れない勇気です。
一人一人の力で暴
力団に負けない明
るい街をつくりま
しょう。
暴力団追放!「三ない運動+1」
▶暴力団を「利用しない」
▶暴力団を「恐れない」
▶暴力団に「金を出さない」
▶暴力団と「交際しない」（+1）

暴力団などからの不当要求行為への備え
組織一丸となって対応することが何よりも大
切です。次の準備をしておきましょう。
▶ 事業所などのトップ自らが、「不当な要求に
は絶対応じない」という基本方針と姿勢を
示す
▶ 対応責任者、対応マニュアルなどを定めて
おく
▶ 暴力団排除条項を契約書や約款などに導入
しておく
▶ 警察や暴力追放運動推進センター（暴追セン
ター）、弁護士などとの連携を保ち、事案の
発生に備えておく

住宅用火災警報器の維持管理
住宅用火災警報器は、古くなると
電子部品の寿命や電池切れなどで
感知できなくなることがあります。
定期的にチェックし、常に正常
に使えるようにしましょう。

問い合わせ／予防課（内線4528）

市民の皆さんが心を込めて制作した、日
本画・洋画・彫刻・工芸・書・写真の作品
を展示しますのでぜひお越しください。
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

問い合わせ／社会教育課（内線4816）

不法投棄は重大な犯罪です
問い合わせ／リサイクル推進課（内線7735）

不法投棄は、法
律違反で5年以下
の懲役もしくは1
千万円以下（法人
は3億円以下）の罰
金、その両方、ま
たは他の法令によ
り罰せられます。
土地の所有者は適正な管理を
不法投棄した者が不明の場合、土地の所有者
の責任でごみ処理が必要です。不法投棄禁止看
板が必要な場合は、リサイクル推進課へ連絡し
てください。
不法投棄を発見したら
市内の不法投棄件数は、この5年で1,122件
から888件に約2割減りましたが、いまだに
なくなりません（同課での対応実績数）。
不法投棄物を発見したら同課、または県廃棄
物不法投棄110番（☎0120-530-384）へ、不
法投棄行為を発見したら春日部警察署生活安全
課（☎734-0110）へ連絡してください。
※ 不法投棄者に接触するのは危険なので絶対
に避けてください

芸術の秋

火災が発生しやすい季節を迎えます。一人一人が火災予防の
意識を高めることで火災の発生を防止し、尊い命と財産を守り
ましょう。

防火ポスター展
市内の小学4年～6年生・中学生による防火ポスター入賞作品の展示を行います。
とき 11/9㈫～15㈪
ところ イトーヨーカドー春日部店1階

住宅用火災警報器の設置
消防法により全ての住宅に住宅用火災警報器
の設置が義務化されています。万が一火災が発
生しても住宅用火災警報器が正しく設置されて
いれば、いち早く火災の発生を知らせて被害が
最小限にとどまり、命が助かるかもしれません。
適切に設置し、火災の早期発見や逃げ遅れに
よる犠牲を防ぎましょう。
※ 消防職員および消防団員が商品のあっせん・販売や金銭を要求することはありません。悪質な訪
問販売には注意しましょう

 春日部市美術展覧会（市展）第15回

WEB市展
　入賞および入選作品は、遊学WEBWEBWEBWEBに12
月上旬から掲載予定です。オンラインでも
お楽しみください。
※詳しくは市WEBWEBWEBWEB・遊学WEBWEBWEBWEBをご覧ください

「おうち時間　家族で点検　火の始末」

住宅用火災警報器が鳴ったら
万が一火災が発生した場合は、周囲に大声で知らせ避難しま
しょう。また、119番通報をするとともに、可能であれば初期
消火をしましょう。
火災でないことが明らかであれば、警報音停止ボタンを押
すか引きひもを引く、または室内の換気をすると警報音は止
まります。

11 /9㈫～15㈪は秋季全国火災予防運動

●第15回 春日部市美術展覧会（市展）　●英語検定料を助成　●不法投棄は重大な犯罪
●水道管漏水調査を実施　●暴力団に負けない明るい街づくりを　●秋季全国火災予防運動

問い合わせ／収納管理課（内線2391～2396）11/11㈭～17㈬は「税を考える」週間です 国税庁WEBWEBWEBWEB　www.nta.go.jp
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春日部が世界に誇る水害対策治水施設「首都圏外
郭放水路」や災害への備え、消防の災害発生を想定
した取り組みなどに関する情報を市WEBWEBWEBWEBで紹介し
ます。
オンライン彩龍の川防災フェスタ
に参加して防災意識を高めましょう。
とき 11/20㈯～令和4年1/10㈷

問い合わせ／支所総務担当（内線7015）、防災対策課（内線2343）

児童虐待とは
心理的虐待…子どもの面前での夫婦げんかや
DV、子どもへの言葉による脅し、無視、拒否
的な態度、きょうだい間の差別など
身体的虐待…殴る、蹴る、たたく、投げ落とす、
激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせ
る、戸外に閉め出すなど
ネグレクト…家に閉じ込める、食事を与えない、
ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重
い病気になっても病院に連れて行かない、子ど
もを家に置いたまま外出するなど
性的虐待･･･子どもへの性的行為、性的行為を
見せる、性器を触るまたは触らせる、ポルノグ
ラフィの被写体にするなど

問い合わせ／こども相談課（内線2766）

　市内を流れる中川な
どの河川が氾濫する前
に地下空間へ水を取り
込み、江戸川に放流す
る地域の治水施設です。
　浸水被害の軽減に大
きな役割を果たしてお
り、台風・大雨時など
に年間で平均7回程度
稼働しています。

とき…11/22㈪～28㈰　ところ…ハーモニー春日部
内容…下表の他に、11/22㈪・24㈬～26㈮の11:30～13:30に焼き立てパン・クッキーなどの販売があります。
また、期間中展示コーナーで「女性と肉体労働」「旅を詠み・旅を撮る」「春日部の自然」「手芸作品」を展示します
申し込み…11/5㈮からハーモニー春日部へ。「当日参加も可」のイベントは、定員に空きがある場合に限ります

ハーモニーフェスタ2021　ふれあい　ささえあい　たすけあい　～みんなちがって、みんないい。～
問い合わせ／男女共同参画推進センター「ハーモニー春日部」（☎731-3333）

とき 内容 対象・申し込みなど
22
㈪ 13:30～15:30 名作映画（DVD）上映会「三十四丁目の奇蹟」 要予約（当日参加も可）　

40人

23
㈷

11:00～12:00 バイオリン、ピアノによるハーモニーコンサート♪
「E
エル
l C
シ エ ロ
ielo」（桜

さくらい
井 大

た い し
士さん、高

たか ぎ
木 梢

こずえ
さん） 要予約　 40人

13:30～15:00 ダンスの実演「手話ダンス／フラダンス」 要予約（当日参加も可）　
30人

13:30～15:30 手芸教室「猫クリップを作りましょう」 要予約　 10人

24
㈬

10:00～12:00 演舞の実演「どじょうすくい／フラメンコ／剣舞」 要予約（当日参加も可）　
30人

10:00～12:00、
13:00～15:00 木工工作教室「うさぎの飾りを作りましょう」 要予約　 各6人

13:30～15:30 名作映画（DVD）上映会「火垂るの墓」 要予約（当日参加も可）　
40人25

㈭ 13:30～15:30 名作映画（DVD）上映会「こどもしょくどう」

26
㈮

10:00～12:00 手織り教室
「卓上織機で裂

さきおり
織マットを作ってみませんか」 要予約　 5人

13:00～16:30 夢追いコンサート　P
パ ー ト
ARTⅠ 要予約（当日参加も可）　

35人

とき 内容 対象・申し込みなど

27
㈯

10:00～11:30 親子で楽しめる科学教室
「気まぐれロボットビーブー君を作ろう」

要予約　 小学生の親子　
8組　 1人200円

10:00～12:00 朗読発表会（アメンボの会） 要予約　 40人
11:00～15:00 食品・洗剤・化粧品・リサイクル品などの販売 なくなり次第終了

13:00～14:30
男女共同参画基調講演会（小

こばやし
林 直

な お み
美さん）

「なぜ、あのメディアは炎上したのか」
～CMやドラマにおける女性の描かれかた～

要予約　 40人

13:00～15:00 絵あわせパズル 予約不要
13:30～15:30 美しい文字を書こう!ペン字の基礎学習講座 要予約　 10人

28
㈰

10:00～12:00

男女共同参画ビデオ上映会「兼
かね こ
子 k

か ね こ
aneko」 要予約　 40人

家族料理教室 要予約　 小学生とその
家族　5組　 1組2千円

朗読の会「耳からの文学作品」（よつばのクローバー）要予約　 15人
10:00～12:00、
13:00～15:00 絵あわせパズル 予約不要

13:30～16:40 夢追いコンサート　PARTⅡ
※時間内に複数回公演あり

要予約
各20人～40人

記号の説明
対象・定員　 費用

▲ 地下神殿と呼ばれている調圧水槽。観光
スポットとしても人気です。また、テレ
ビなどの撮影場所にもなっています

水害リスクからまちを守る「首都圏外郭放水路」

令和2年度虐待相談の内容別の割合

児童虐待の通告状況
令和2年度中に、市が新たに受け付けた虐待
通告件数は420件で前年よりも大幅に増加しま
した（令和元年度は321件）。その中では心理的
虐待が最も多く、全体の約67パーセントを占め
ます。

早期発見にご協力を
虐待は子どもの心身の成長に重大な影響を与
えます。子どもの様子や保護者の養育状況など
を見て「おかしいな」「虐待かも」と思ったときは、
迷わず連絡・相談してください。

オレンジリボンを知っていますか
児童虐待を防止するというメッセージが込め
られている「オレンジリボン」。皆さんに知って
もらうため、11/1㈪～15㈪に、古利根公園橋
をオレンジ色にライトアップします。

児童虐待（疑いを含む）に関する通告（連絡）先

～11月は児童虐待防止推進月間～

　虐待かもと思ったときに、すぐに児童相談所に通告・相談ができる全国共通の
電話番号です。24時間365日対応。

虐待かもと思ったら1
いちは や く

89番へ

彩龍の川防災フェスタオンライン

　首都圏外郭放水路
地下神殿見学会への
招待券や非常用持ち
出し袋セットが当た
るクイズもあります。
※ 市 WEBWEBWEBWEBは、11/20㈯
から公開

心理的虐待
67.4%

身体的虐待
16.9%

ネグレクト
15.2%

性的虐待
0.5%

S
ス ト ッ プ

TOP!児童虐待

※「みんなちがって、みんないい。」は、金
か ね こ み す ず
子みすゞの詩「私と小鳥と鈴と」の一節です

　その他の通告（連絡）先や相談先
の一覧を市WEBWEBWEBWEBに掲載しています。

通告先 電話番号 受付時間
こども相談課 内線2764～2766 平日8:30～17:15

越谷児童相談所 ☎048-975-4152 平日8:30～18:15

春日部警察署 ☎734-0110 毎日24時間

●STOP!児童虐待　●ハーモニーフェスタ2021　●オンライン彩龍の川防災フェスタ

休日納税相談を行います とき…11/28㈰　8:30～17:15　ところ…市役所1階収納管理課（入り口は東側裏）
※証明書発行などは不可。詳しくは、収納管理課（内線2391～2396）へ



11月・12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…11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
おりがみ教室
「ピョンピョンうさぎ」を作ろう

11/6㈯
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
「ふしぎなメガネ」を作ろう

11/13㈯
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

県民の日スペシャルイベント
「Nゲージ・プラレール」で遊ぼう

11/14㈰
①10:00～11:45
②13:00～14:45

高校生以下
当日直接、同センターへ

おもしろ彩
サイ
エンス

①お金が消える貯金箱を作ろう
② スペクトロスコープや偏光板を使ってマ
ジックウォールを作ろう

11/21㈰
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
①・②のどちらか選択）
11/1㈪から直接、または電話で同センターへ

埼玉県150周年記念コンサート
フルートとキーボードによる「エンゼルファミ
リーコンサート」

11/23㈷
①10:30～
②13:30～

高校生以下
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…11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ぼう
11/1・8・15・22・29
（全て㈪）
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

わくわく理科教室
ガリガリプロペラを作ろう

11/6㈯
13:30～15:00

小学生（1・2年生は保護者見学可）　10人（申し込み順）
持ち帰り袋 
直接、または電話で同センターへ

おもしろ彩
サイ
エンス①

マジックウォールを作ろう
11/13㈯
13:30～15:00

小学生　14人（申し込み順）
直接、または電話で同センターへ

パターゴルフ
カップイン目指して、楽しく遊ぼう

11/13・27（全て㈯）
13:30～15:00

高校生以下（未就学児は保護者同伴）
当日直接、同センターへ

おもしろ彩
サイ
エンス②

お金が消える貯金箱を作ろう
11/23㈷
13:30～15:00

小学生　14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…11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
アイスクリームけん玉工作
紙コップで、とてもかんたんに作れるアイス
クリームけん玉を作ろう

11/7㈰
①10:00～11:15
②13:00～14:15

小学生以下（未就学児は保護者同伴）
当日直接、同センターへ

防災教室「災害伝言ダイヤル171」
声で残す伝言ダイヤルを体験しよう

11/14㈰
10:30～11:30

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

パステルシャインアート
クリスマスの絵を描こう♪ 型紙を使うので
簡単に描けます。色の世界を楽しもう

11/20㈯
10:30～11:40

小学生以上　8人（申し込み順）
お手拭きタオル、水筒
11/3㈷から直接、または電話で同センターへ

ママのリラックスタイム
お好みのアロマオイルでセルフハンドマッ
サージをしてリラックスしませんか？

11/28㈰
10:30～11:30

未就学児の保護者　6人（申し込み順）（託児はありません）
フェイスタオル
11/9㈫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

12/4㈯
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

　いじめは重大な人権侵害であり、決して許されることではありません。県では、
11月を「いじめ撲滅強調月間」と定め、いじめ問題の根絶に集中的に取り組んでいます。
　いじめを受けていたり、いじめに気が付いたりしたら一人で悩まず相談・通報してください。
【相談窓口など】
○よい子の電話教育相談（埼玉県立総合教育センター）（毎日24時間）
　・18歳以下の子ども用（無料） ☎#7

なやみゼロぜロ
300または☎0120-8

ハロー
6-3
さいのくに
192　・保護者用 ☎048-5

こころ
56-0

おはなし
874

　・メール相談 soudan@spec.ed.jp　・ファックス相談 0120-8
は い
1-3
さいのくに
192

　※メール、ファックス相談の受信確認および返信は、平日9:00～17:00に行っています
○いじめ通報窓口（埼玉県教育委員会）
　小・中・高校生の「いじめ」に関する通報
　https://www.pref.saitama.lg.jp/f2209/ijime-soudan-form.html
　※ この窓口は「いじめ」についての情報提供を受けることが目的であり、相談に対する返信は行いません
　※ 通報された情報は学校に提供します。学校はあなたが
　　送信したことが分からないように調査・対応します

　春日部第1児童センター「エンゼル・ドーム」では、
「楽しくおしゃべりして過ごせたらいいな」「他のパ
パやママは、こんなときどうしてるの」など、日常の
何気ない会話から疑問まで、気軽に話せるオンライ
ンルームを定期的に開催しています。おしゃべりだ
けでなく、手遊びなどで、子どもとも楽しく触れ合
いながら、スタッフと一緒に楽しいひとときを過ごし
ましょう！
　参加に当たっては、各自、パソコンやスマートフォ
ン、タブレットを用意してください。開
催日などの詳しい内容は、同センター
WEBWEBWEBWEBをご覧ください。

子育てピックアップ①
エンゼル・ドーム
「エンゼルW

ウ ェ ブ

ebママ会」
11月は「いじめ撲滅強調月間」
子育てピックアップ②

問い合わせ／こども政策課（内線2573）

問い合わせ／こども政策課（内線2572）

ママ会」

いじめ通報窓口　
2次元コード▶ 

外国人の人権を尊重しよう　（人権標語）

埼玉県いじめ通報窓口 検索

「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

11月を「いじめ撲滅強調月間」と定め、いじめ問題の根絶に集中的に取り組んでいます。
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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、おそびのひろば、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
七五三あめの袋製作、お誕生日
会、読み聞かせ

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、個別育児相談、親子講
座（ベビーマッサージ、リトミック）

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）

㈪㈬（3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））

㈪（22を除く）㈫（23を除く）㈭
（25を除く）・13㈯

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））
※11/11㈭は武里南地区公民館

㈪㈫（23を除く）㈮（12を除く）・
11㈭※・24㈬・27㈯
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
11/13㈯親子で遊ぼう（木の実
を使って遊ぼう）

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）
㈫（23を除く）㈬㈮
10:00～15:00

地域子育て支援拠点施設

幼保連携型認定こども園武里幼稚園（認定こども園） 所在地：大枝89-2-2　☎735-5002

　本園は、昭和41年に創立し、地域のニーズ、要請を受け平成31年に幼保連携型認定こども園に移
行しました。
　幼児教育学や発達心理学において、乳幼児期の「遊び」は非常に大切な活動です。本園でも、オープ
ンな保育室やたくさんの大型遊具などの環境とともに、子ども主体の遊び、活動を行い、「ごっこ遊び」の
展開方法にもこだわり、工夫して取り組んでいます。子どもにとって「楽しくて楽しくて」のこど
も園であり続けたいと考えています。
開園日時：㈪～㈮　7:30～19:00、㈯　7:30～14:00　対象：満6カ月～5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11月 12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） 25㈭ 16㈭

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） 2㈫ 7㈫

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） 4㈭ 2㈭ 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）　※12月のみ20組 18㈭ 16㈭

10:00～
11:30

豊春第二公民館（☎754-2100）
8組（申し込み順） 10㈬ 8㈬

子育てサロン 幸松地区公民館（☎752-6065）
10組（申し込み順） 17㈬ 15㈬

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） 11㈭ 16㈭

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

17㈬ 15㈬

なりたいね　人の気持ちが　わかる人　（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

問い合わせ／こども相談課（内線2769）

　免疫力を高めるためには、規則正しい生
活やバランスの良い食事を心掛けることな
どが大切ですが、実は「笑い」でも免疫力
アップが期待できます。
　「笑い」は、体に悪影響を及ぼす物質を退治してくれるナチュラ
ルキラー細胞（NK細胞）の働きを活発にしてくれます。
　さらに、「笑い」には、血行を良くしたり、自律神経のバランスを
整えたり、筋力がアップしたりとさまざまな良い効果があります。
　また、良い気分や優しさ、やる気などを応援してくれる効果が
あり、笑う気分になれないときは、口角を上げるだけでも、同じ
効果があるといわれています。
　子育ては、大変なこともたくさんあると思いますが、「笑い」を取
り入れながら、心身の健康を保っていきましょう。

笑顔で免疫力アップ

子育て アドバイスワンポイ
ント

92021年11月号 No.195 子育て情報便



10 2021年11月号 No.195 ●ぽぽらフェスティバル2021　●健康フェア　●かすかべウオーク週間　●1分で分かるSDGs

「ぽぽら春日部」開所10周年
ぽぽらフェスティバル2021

問い合わせ／市民参加推進課（内線2875）

　今年のテーマは「市民活動でつくる持続可能
な地域社会」。さまざまな市民活動を紹介しま
す。皆さんの活動の第一歩にしてみませんか。

ところ…ぽぽら春日部（①③④）、Z
ズ ー ム

oom（①）、
YouTube（②）
定員…①の会場は40人（オンラインは制限なし）
申し込み…①は11/1㈪から直接、
電話、またはメールでぽぽら春日
部（☎ 731-3550、 popola@
kasukabehall.jp）へ

健康フェア～知って得する！みんなで健康づくり～（かすかべ健康マイレージスタンプカード対象事業） 
問い合わせ／春日部市保健センター（☎ 736-6778）

とき…12/4㈯・5㈰　10:00～15:00
ところ…春日部市保健センター
　来場者には、かすかべ健康マイレージの
ボーナスポイントを期間中1回に限り1万ポ
イント付与します。
事前予約が必要な催し

申し込み…11/11㈭から電話で同センターへ
※②③はいずれか一つのみ申し込み
事前予約が不要な催し（入場規制有り）
内容…▶動画放映（医療と介護を結ぶ取り組み
～未来の自分に送るイキイキライフ～／口腔が

ん早期発見のために／自宅で歯の治療が受けら
れます／健口長寿で目指そう健康長寿／埼玉県
在宅歯科医療推進窓口のご案内／薬剤師会の取
り組み～地域での薬剤師の役割と活動紹介～／
健康やわら体操／1日5分ツボ押し講座「内な
る力を高める」／皆さんの近くに助産師がいま
す（春日部地区助産師会活動紹介）／春日部市保
健センターの紹介）　▶掲示（春日部市薬剤師会
の活動紹介／柔道整復師とは／食生活改善推進
員の活動紹介／コロナに負けるないきいき免疫
アップレシピ紹介／春日部市精神障害者家族会
ひだまりの家族会紹介／受動喫煙防止啓発コー
ナー／健康づくり応援コーナー）　▶健康づくり
における連携協定事業者からの催し

とき 内容

①
12/4㈯・5㈰
10:00～12:00、
14:00～16:00

市民活動実践者による持続可能な地域社会
づくりについてのパネルディスカッション。

② 12/4㈯～
令和4年3/6㈰

日頃の市民活動をY
ユ ー チ ュ ー ブ
ouTubeチャンネル「ぽ

ぽらフェスティバル2021」で紹介
③ 市民活動紹介パネルの展示

④ 12/4㈯・5㈰
10:00～18:00 市民活動団体の実演による活動紹介

とき 内容 対象

①
12/4㈯
10:00～12:00、
13:00～15:00

コロナに負けるないきいき体力測定
（30分×8回開催） 64人

②
12/5㈰
10:00～12:00

口
こうくう
腔がん検診（20分×6回開催） 12人

③
生活歯援プログラム（お口の健康力
チェック）（20分×6回開催）
※直接口腔内を診るものではありません

12人

　市内のウオーキングコースを歩いて、市の
魅力を再発見しませんか。11/12㈮～21㈰
に、市の文化・歴史などを楽しめる7コース
を紹介する「かすかべウォーク」掲載コースを
歩いた人に健康マイレージのボーナスポイン
トを8千ポイント付与します。
　さらに、コバトン健康マイレージアプリで
「マップ投稿」、またはSNSなどで「#健康マイ
レージ」と発信すると、追加ポイントを2千ポ
イント付与します。
※ 投稿画面を見せてください。ボーナス・追加
ポイントは、1人1回までです

ボーナスポイント付与
とき…11/12㈮～21㈰
9:00～17:00
ところ…春日部市保健セン
ター
持ち物…健康マイレージ専
用歩数計、または専用アプ
リを入れているスマートフォン、健康マイ
レージスタンプカード

かすかべの魅力を歩きつくそう かすかべウオーク週間
（かすかべ健康マイレージスタンプカード対象事業）　問い合わせ／春日部市保健センター（☎ 736-6778）

かすかべウオーク週間イベント

ところ…春日部市保健センター
対象…18歳以上（申し込み順）
費用…40円（保険料）　
※②での通信費用は自己負担
持ち物…筆記用具、汗拭きタオル、スマート
フォン（②のみ）
申し込み…11/4㈭から、電話で同センターへ

埼玉県マスコット
「コバトン」

埼玉県コバトン
健康マイレージ▶

とき 内容 対象

① 11/16㈫
9:30～12:00

歩数計登録会と
ストレッチ教室 市内在住者　20人

② 11/17㈬
9:30～12:00

アプリ登録会と
ストレッチ教室

コバトン健康マイレージを
アプリで始めたい人、歩
数計からアプリへ切り替
えたい人　10人

③ 11/17㈬
11:00～12:00 ストレッチ教室

市内在住者　10人
※ 健康マイレージに参加
していない人も可

　フェア当日に放映した動画は後日
市WEBWEBWEBWEBで配信します。
とき…12/6㈪～31㈮

持続可能な生産と消費の形態を確保する
●世界の現状　
　限りある地球資源の利用を減らしたり、再利用したりする循環型社会への転換は、身近で重要
な課題です。便利さや安さという価値基準に加え、環境や社会にやさしいモノやサービスを消費
者が選ぶ行動「つかう責任」、製造者も同様に「つくる責任」を果たすことが求められています。
　アパレル業界では、ペットボトルを再生した生地でTシャツなどを製造して原材料の石油を減
らしたり、原材料生産者の人権に配慮した素材を使ったりするなど、「使う責任」への取り組みを
始める企業が増えています。年間で消費者向けに生産された食料の3分の1に当たる約13億ト
ンもの食品が、廃棄されている世界の現状も、見過ごせない大きな課題です。 （※） 
※FAO（国連食糧農業機関）「世界の食料ロスと食料廃棄」。広報かすかべ10月号11面も参考にしてください

●春日部市の現状
　市役所では、かすかべECO調達品ガイドラインを策定し、環境にやさしい事務物品や印刷
物などの調達（グリーン購入）に取り組んでいます。令和2年度は庁内共通調達物品の約72パー
セントがグリーン購入品でした。同年にはプラスチックスマート宣言を行い、オリジナルエコ
バッグを全職員が購入し、使い捨てプラスチックを削減する行動にも取り組んでいます。

目標12　つくる責任 つかう責任
　 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
▶ 地産地消をしよう
▶過剰包装ではない商品を
  選ぼう
▶長持ちする服を選ぼう
▶リサイクル品を使おう

　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12を紹介します。

1分で分
かる
エスディージーズ

SDGs 　お茶の老舗・おづつみ園（春日部市中央）が営むカフェ「は
なあゆ」では、食品ロス削減のために次のような取り組みを
行っています。
・ サラダ用の生野菜は盛り付け直前まで味付けをしないこと
で、残っても店自慢の野菜スープに再利用

・ ランチタイムをあえて設定せず、それに合わせた食材の加
工や仕込みをしないので、食品廃棄がなくなり営業中はい
つでも食事の提供が可能
　こうした取り組みにより、食材を無駄なく使っています。
お客様の多様なライフスタイルにも応えることができています。
　どうしても発生してしまう野菜くずや茶殻などは、生ごみと
して捨てずにコンポストを利用して堆肥化し、農家へ寄付する
ことで、野菜作りに活用していただいています。環境やコスト
面で捨てるとマイナスになる生ごみも、大切な資源として活用
することで、プラスに変えています。
食品廃棄を減らすと食材原価を抑え
られるので、良いものをお安く提供
できるメリットもあります。
　今後も、こうした取り組みとお客
様に喜んでいただけることを同時に
達成し、地域に貢献できる
よう取り組んでいきます。

カフェはなあゆWEBWEBWEBWEB▶

問い合わせ／
総務課（内線2414）
問い合わせ／
総務課（内線2414）戸籍証明書のコンビニ交付 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戸籍証明書・附票の写しが取得可能。

サービス提供時間は平日9:00～17:00（年末年始とメンテナンス日を除く）。
問い合わせ／
市民課（内線2886）

おづつみ園カフェ「はなあゆ」
（かすかべSDGsパートナーズ会員）

あなたに身近なSDGs

▲ 詳しくはぽぽら
春日部WEBWEBWEBWEBで

かすかべ
ウォーク▶



 お知らせ

春日部産の新鮮な農産物を食卓に01

野菜や果物は、種類も収穫量も豊富でと
てもおいしい時期。庭先直売所や産直の里内
牧、農産物直売所（はくれん）、道の駅など
で購入を。販売場所は市WEBで　※例年の
農業祭は、新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため中止　 農業振興課（内7745）

令和4年度小規模特認校（江戸川
小中学校）の就学受け入れ人数02

広報かすかべ10月号7面を参照の上、
直接、教育センター1階学務課（☎ 763-
2447）へ　※詳しくは市WEBで

市営住宅（緑町住宅、藤塚根郷住宅、
西宝珠花北住宅）の入居者03

入居者の募集　 次の要件全てに該当
する人（抽選）　▶市内に3カ月以上居住し、
市税を完納　▶暴力団員ではない　▶同居
する親族あり　▶住宅困窮が明らか　▶世
帯収入額が基準範囲内　 11/1㈪～15㈪
（消印有効）に、申込書を郵送で〒344-8577 

（所在地不要） 春日部市役所住宅政策課（内
3620）へ　※詳しくは同課などで配布の「入
居者募集の案内」、または市WEBで

図書館の臨時休館04
中央図書館…11/26㈮、12/10㈮　武

里図書館…12/8㈬　 館内整理のため　
中央図書館（☎ 761-5911）、武里図書

館（☎ 737-7625）

コンビニ交付の休止05
11/17㈬　終日　 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・戸籍証明
書・附票の写し…市民課（内2898）

本人通知制度の登録06
個人情報の不正請求を抑止するため、

本人以外の第三者に戸籍謄本や住民票の写
し（本籍記載のもの）などを交付したとき、
事前登録した本人に交付の事実を通知す
る制度　 市の住民基本台帳、または戸
籍に記録されている（いた）人　 登録申
込書と本人確認書類を直接、または郵送で
〒344-8577 （所在地不要） 春日部市役所
1階市民課（内2891）、支所1階市民窓口
担当、または武里出張所へ　※詳しくは市
WEBで

年金生活者支援給付金制度07
公的年金などの収入や所得額が一定基

準額以下の年金受給者の生活を支援するた
め、年金に上乗せして支給　 ①老齢基
礎年金受給者で次の要件を全て満たす人　
▶65歳以上　▶世帯員全員が市町村民税
非課税　▶前年の年金収入額とその他所得
額の合計額が約88万円以下　②障害基礎
年金・遺族基礎年金受給者で前年の所得額
が約472万円以下である人（扶養人数によ
る変動有り）　 9月から順次、対象者へ
日本年金機構から案内を発送。同封のはが
きを返信　※詳しくは同機構WEBで　
市民課（内2893）、春日部年金事務所（☎ 
737-7112）

特定個人情報保護評価書（全項目
評価書）の一部変更08

特定個人情報保護評価書の一部内容変更
について、市民意見の提出手続きを行った
結果、市民意見の提出はなし。変更後の評
価書への問い合わせは市民課（内2899）へ

令和3・4年度建設工事請負等
入札参加資格の業種入替09

市の建設工事請負等競争入札参加資格
者名簿に5業種を登録している者が、登
録業種を入れ替えできる制度（登録業種は
5業種まで）。資格の有効期限は令和4年
1/1㈷～令和5年3/31㈮　 11/1㈪～
12㈮（消印有効）に、郵送で〒330-9301 
（所在地不要） 埼玉県入札審査課へ　※申

新学年 人数
1年生 11
2年生 6
3年生 7
4年生 6
5年生 13
6年生 10

7年生（中学1年生） 13
8年生（中学2年生） 8
9年生（中学3年生） 8

請書類など詳しくは市WEBで　 契約検
査課（内7657）

就職支援セミナー
人生100年時代に備えよう!
働き続けるための3つのポイント

10

11/17㈬　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　 11/15
㈪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）

スキルアップ講習11
①令和4年1/8㈯・15㈯　②令和4年

1/11㈫・13㈭・15㈯　③令和4年1/29㈯、
2/5㈯（全て9:00～16:00）　 県立春
日部高等技術専門校　 ①A

ア ク セ ス
ccess活用1　

②介護福祉士試験準備講習　③Access活
用2　 ①Accessの基本操作ができる人　
②介護福祉士の受験予定の人　③Access
活用1修了レベルの人　各20人　 ①③
2千円（テキスト代別）　②3千円（テキス
ト代別）　 12/1㈬～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

就労セミナー（サポステ連携事業）
～就職活動の進め方～12

11/24㈬　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　
11/22㈪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

求人企業合同面接会13
11/25㈭　13:00～16:00（受け付け

12:00～）　 大宮ソニックシティ　
参加企業は11月中旬に県雇用対策協議会
WEBへ掲載　 令和4年3月大学・短大・
専門学校など卒業予定者、
既卒3年以内の人　 履歴
書（必要数、コピー可）　
同協議会（☎ 647-4185）

県主催「30代・40代でも大丈夫!
正社員になろうプロジェクト」
合同企業説明会・面接会

14

11/24㈬　12:00～16:00　 大宮ソ
ニックシティ　 当世代を正社員採用し
たい県内企業（50社）とのマッチングイベ
ント　 正社員就職を目指すおおむね30
代・40代の人　 電話、またはメールで
プロジェクト事務局（☎ 0120-555-843、

info@seisyainsaitama.com）へ
S
さ い た ま

AITAMA出会いサポートセンター
出張登録会15

11/27㈯　10:00～16:00（12:00～

13:00を除く）　 市役所前アイピー春
日部ビル7階　 県運営の結婚支援セン
ターへの登録　 結婚を希望する20歳
以上の独身男女　10人　 1万6千円
（居住市町村や勤務先がSAITAMA出会い
サポートセンター会員になっている場合
1万1千円）　※当市は会員加入済み　
写真付きの本人確認書類　※後日、独身証
明書などの書類が必要　
11/24㈬までに、入会申
し込み・来所予約を同セン
ターWEBへ

確定申告手続はe
イ ー タ ッ ク ス

-TAX利用を16
新型コロナウイルス感染症拡大防止の

ため、自宅から申告できるe-TAXの利用を。
確定申告期以外の申告相談希
望者は要予約　 春日部税
務署（☎ 733-2111）　　
　　　

全国一斉「女性の人権ホットライン」
強化週間17

11/12㈮～18㈭　8:30～19:00（㈯
㈰は10:00～17:00）　 女性を巡るさま
ざまな人権問題の解決を図るため、相談を
受け付け（秘密厳守）。女性の人権ホットラ
イン（☎ 0570-070-810）へ　 さいたま
地方法務局人権擁護課（☎ 859-3507）

埼玉県都市競艇組合
ボートレース戸田開催日程18

11/3㈷～7㈰・10㈬～14㈰・17㈬
～22㈪・27㈯～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）

 人材募集
市立医療センター調理員
（パートタイム会計年度任用職員）19

栄養科および職員食堂での仕込み・調
理・配膳・清掃など　 70歳以下の経験
者。要調理師免許　 直接、同センター
総務課（☎ 735-1261）へ　※募集要項な
ど詳しくは同センターWEBで

農地利用最適化推進委員
第3地区（川辺・南桜井地区）20

任期…委嘱の日～令和5年11/30㈭　
担い手への農地利用集積・集約化、遊

休農地の発生防止・解消、新規参入促進な
ど　 1人　 11/30㈫（必着）までに
申込書を直接、または郵送で〒344-8577 
（所在地不要） 農業委員会（内7775）へ　
※募集要項など詳しくは市WEBで

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。

国税庁WEB▶
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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。





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43

11/30㈫　①9:30～12:00　②13:30
～16:00　※各コース同内容　 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の主催者体験　

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（申し込み順）　
11/10㈬の9:00から直接、または電話

で視聴覚センター（☎ 763-2425）へ
日本語ボランティアスタッフ
養成講座（春日部市国際交流協会）44

12/12㈰　14:00～16:00　 ぽぽら
春日部　 外国人への日本語指導方法に関
する講座。講師は文教大学教授 福田 倫子氏　
日本語教室に興味のある人　45人（申し

込み順）　 筆記用具　 11/15㈪～30
㈫に電話で市民参加推進課 （内2877）へ

ふるさと散歩観光ハイキング
みかん狩りウオーキング45

11/26㈮　9:00～12:30　 南桜井
駅改札前（集合・解散）　 南桜井駅～水
角神社などを巡りみかん園へ（約6キロメー
トル）　 15人（申し込み順）　 500円　
11/10㈬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～46
12/2㈭　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　 11/9
㈫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
「粕壁宿から市展への誘

いざな

い」47
11/20㈯　9:30～12:00　 ぷらっと

かすかべ（集合）、市展会場（ふれあいキュー
ブ）（解散）　 10人（申し込み順）　
11/5㈮の9:30から電話でぷらっとかすか
べ（☎ 752-9090）へ

かすかべ遊学フェスティバル
遊学1日体験教室48

生涯学習人材情報登録者による入門講座
共通事項… 20歳以上の市内在住・在勤・
在学者（申し込み順）　 筆記用具　 特
に記載がない場合は、教育センター　
11/10㈬の9:00から直接、または電話で

視聴覚センター（☎ 763-2425）へ
①心が若返る脳トレ、脳活、脳ベル
S
シ ョ ー
HOW!!　 12/4㈯　9:30～11:30　
15人　 500円

②悩み苦しみの克服法　 12/4㈯　13:30
～15:30　 15人
③フレイルにおける危険予知「転ばぬ先の
太極拳」　 12/4㈯　13:30～15:30　
15人　 動きやすい服装、運動靴、飲み物
④詩吟を楽しもう　 12/5㈰　9:30～
11:30　 10人
⑤令和の片づけ入門　 12/5㈰　13:30
～15:30　 15人
⑥楽しくピザ作り♪（クリスマスバージョ
ン）　 12/12㈰　10:00～12:00　
中央公民館　 10人（親子参加も可）　
エプロン、持ち帰り用容器、飲み物、タオ
ル　 2千円
⑦自筆証書遺言の書き方講座　 12/18
㈯　9:30～11:30　 15人　 300円
⑧七宝焼き　 12/18㈯　13:30～16:00　
中央公民館　 10人　 千円

大ホール音響でクラシックを
楽しむ会49

12/12㈰･26㈰　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。声楽編とベートーベン第
九編　 30人（申し込み順）　 11/12
㈮から直接、または電話で中央図書館（☎ 
761-5911）へ

人生を豊かにするネットワーク
づくりセミナー「お金と仲間を
増やす地域活動とは」

50

12/9㈭　13:30～15:30（受け付け
13:00～）　 春日部地方庁舎　 特定非
営利活動法人 さいたまNPOセンター専務
理事 村

むらた
田 惠

けいこ
子氏の講演、市民活動サポー

トセンター活動紹介　 30人（申し込み
順）　 11/30㈫までに電話で県東部地

域振興センター（☎ 737-1110）へ

治水リレーパネル展202151
11/16㈫～30㈫　8:30～17:15　

庄和総合支所1階イベント・情報コーナー　
令和元年東日本台風における被災状況

と国・県・市が実施する治水事業の効果事
例に関するパネル展示　 県河川砂防課
（☎ 830-5135）

損なわれた関係を正し修復する
RJ対話 体験会52

11/23㈷　13:30～16:30　 オンラ
イン（Zoom）　 お互いを尊重して損な
われた関係を修復する、オンライン・トー
キングサークルというRJ対話の体験　
20人（抽選）　 千円　
11/8㈪までに応募

フォームへ　※抽選結果
は全員に通知　 県立
大学地域産学連携セン
ター（☎ 048-973-4114）　　　

スポ・レク

健康づくりのつどい53

※フ…フラバレーボール　ビ…ビーチ
ボールバレー　大…大縄　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）　 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）

とき ところ 内容
11/6㈯ 中野小 フ・ビ・さ
11/13㈯ 内牧小 フ

11/6㈯・13㈯・27㈯、
12/4㈯ 豊春小 フ・ビ・大

土資料館　 蓄音機でレコードを聴いた
り（10分程度）、ぶんぶんゴマや紙でっぽ
うを作ったりしながら遊ぶ　 幼児～小
学生（保護者同伴可。蓄音機は大人のみの
参加も可）　 郷土資料館（☎ 763-2455）

親子ファミリー劇場
W
ウィッティ

itty L
ル ッ ク

ookのL
ラ イ フ ズ

ife’s  a
ア

 C
サ ー カ ス

IRCUS!!!!!39
12/11㈯　14:00～15:10（開場13:30）　
中央公民館　 アートクリエイツ集団

～C
チ ィ キ ィ ・ パ ー ク ゥ
heeky*Park～のパフォーマンス　

市内在住の幼児～小学生と保護者　35組
（130人）程度（申し込み順）　※未就園児
の入場不可　 室内履き、レジャーシー
トなど　 11/15㈪から直接、または電
話で市役所別館3階市民参加推進課（内
2876）へ

聞かせ屋。けいたろう先生の
親子で楽しむおはなし会40

11/27㈯　①10:00～10:30　②11:00
～11:30　 武里市民センター　 親子で
絵本の読み聞かせ　 ①0歳～2歳児の親
子　②3歳～6歳児（未就学児）の親子　各
10組（申し込み順）　 11/9㈫の9:00か
ら直接、または電話で市役所1階こども政
策課（内2573）へ

親子サイエンスショー41
12/19㈰　①12:30～13:30　②14:45

～15:45　 中央公民館　 東京大学
サイエンスコミュニケーションサークル
C
キ ャ ス ト
ASTによる体験型サイエンスショー　
市内在住または市内小・中・義務教育学校
に在学の児童・生徒とその保護者　各部
120人（抽選）　 11/19㈮（消印有効）
までに、往復はがきで希望時間（①か②の
いずれか）・学校名・学年・氏名（ふりが
な）・保護者氏名・住所・電話番号・参加
希望者全員の氏名（1家族5人まで。未就
学児不可）を、〒344-0062 粕壁東3-2-15 
春日部市教育委員会社会教育部社会教育課
サイエンスショー申込係（☎763-2445）へ　
※結果は返信はがきで差出人へ通知。詳し
くは市WEBまたは配布チラシで

歴史文化講演会　大
おおかわあきひろ

川明弘先生・
山
やまぐちとしかず

口俊一先生「昭和五輪のころの
粕壁と粕壁の駄菓子屋」

42

11/28㈰　10:00～12:00　 教育セ
ンター　 粕壁出身の専門家による講演　
50人（申し込み順）　 11/16㈫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

▲応募フォーム
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問い合わせ／収納管理課（内線2383～2396）
庄和総合支所　総務担当（内線7017）

毎月の給与から特別徴収している市民税・県民税（6月～11月分）の
納期限は12/10㈮

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）市民税・県民税の特別徴収を12月・6月に納めている事業者の皆さんへ



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

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

11/10㈬・24㈬、12/8㈬・22
㈬　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
11/17㈬、12/15㈬　13:00

～16:00　 前日までに市民
相談室（内2855）へ

庄
11/4㈭、12/1㈬　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
11/15㈪、12/20㈪　13:00

～16:00
市民相談室（内2855）

庄
11/17㈬、12/15㈬　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 12/7㈫　13:30～16:30　 市役所別館1階相談室
11/25㈭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

①11/24㈬、12/1㈬　②12/10㈮　10:00～15:00（相談時間30
分程度、人権擁護員による相談）　 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）

11/8㈪、12/13㈪　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）

11/10㈬、12/8㈬　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）

11/16㈫、12/21㈫　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）

11/30㈫、12/28㈫　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

11月のみ第3㈯　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）

11・12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　 グーかすかべ
同施設（☎ 754-9140）、こども相談課（内2766）

㈪　10:00～17:00　※11/15㈪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　 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 

①11/5㈮　②11/15㈪　③11/24㈬　10:30～13:30（③のみ9:30
～11:30）　 ①武里地区公民館　②庄和総合支所1階ロビー　③市役
所1階ロビー　 不要　 春日部市保健センター（☎736-6778）

こころの健康相談
11/4㈭・18㈭・24㈬　
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

さきくさ短歌会
毎月第3㈯　9:30～12:00　
市民文化会館　 短歌の鑑賞・

創作・批評など　 安
や す だ

田（☎090-
8959-1258）
健康体操プロムナード
毎月第1～第3㈭　10:00～

12:00　 中央公民館他　 60
歳以上　 江

え ぐ ち

口（☎761-8068）
笑いヨガと転ばぬ先の健康体操
毎月第1・第3㈫　14:00～

16:00　 ふれあいキューブ　
五
い が ら し

十嵐（☎090-1543-8201）

氣
き こ う

功を楽しむ会
毎月第1～第3㈬　13:00～

15:00　 八幡神社　 気功運
動、やさしい太極拳など　 18歳
以上　 大

おおたか

高（☎090-5799-8562）
トラン先生のベトナム語クラス
毎月2回㈰　13:00～15:00　
武里大枝公民館　 ベトナム

人講師によるベトナム語の基礎　
仙
せ ん ぶ

部（☎070-6945-6873）

遊
ゆ う び

美会展
11/10㈬～14㈰　10:00～

17:00（10日は12:00から、14日は

16:00まで）　 中央公民館　
油絵・水彩画の展示　 紅

くればやし

林（☎
763-2502）
介護者サロン“ほっ”
～介護者支援の会“ほっ”春日部
毎月第4㈪　13:00～15:00　
あしすと春日部他　 介護者

が自由に話し合い支え合う交流　
介護者　 100円　 落

おちあい

合
（☎735-7668）
わらじ大バザー～わらじの会
11/7㈰　10:00～14:00　

せんげん台第4公園　 バザー
を通しての地域交流　 吉

よ し だ

田（☎
733-2743）

家事家計講習会
～草加友の会春日部支部
①11/16㈫　②11/19㈮　い

ずれも10:00～12:00　 ①ほっ
と越谷　②草加友の家、オンライ
ン　 家計と暮らしの話　 ①
15人　②会場15人、オンライン
10人　 400円　 11/12㈮
までに山

やまうち

内（☎ FAXFFFAAAFAFFFAFAFAFFFAF XXX 0480-34-
6401）へ
春日部市民劇団“かざぐるま”
公演「失恋ゲーム」
11/27㈯　13:00～、17:00～、
11/28㈰　10:30～、15:00～　
中央公民館　 小学生以上　各

回175人　 前売り千円、当日
1,200円（学生は半額）　 板

いたばし

橋
（☎090-1791-7764、
kaza02guruma211015@
yahoo.co.jp）

ストレッチバレエ&シニアチアダンス
無料体験会～K

こ え ど こ ま ち

o江戸Co町
11/23㈷　13:00～15:00　
庄和体育館　 50歳以上　20
人（申し込み順）　 タオル、飲み
物、運動しやすい服装　 水

みずさわ

澤
（☎090-5554-3299）へ

仲間になりませんか

お越しください

参加しませんか

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
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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

11
／
28
（日）

内科系 みくに中央クリニック（中央1-56-18）
☎737-5400 内

アイン薬局
春日部西口店
☎731-0288

小児科系
いぶきこどもクリニック
（大枝309）
☎735-0854

小

外科系
松浦婦人科専門クリニック
（一ノ割1-5-1）
☎735-7851

婦

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

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

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

材料（4人分）

❶  玉ネギは皮をむいて上部と下部を切り落とす。ラップで包み電子レ
ンジ600ワットで6分加熱する。

❷  ベーコンは5ミリメートル幅に切る。

❸  鍋に油を熱し、ベーコンを入れて炒める。コンソメと水を入れひと
煮立ちさせ、❶の玉ネギを入れて約5分煮る。

❹   こしょうを振り入れ、器に盛り、パセリを散らす。

まるっと玉ねぎスープ
玉ネギの甘味が味わえる1品です。電子レンジで加熱するこ
とで、短時間で中まで火が通り、とろとろの玉ネギになりま
す。スープでしっかり野菜を取りたいときにオススメです。

◆１人当たりの栄養価◆

エネルギー　128kcal　　たんぱく質　2.9g　　脂質　7.1g　　食塩相当量　1.1g

電子レンジで玉ネギを加熱するときは、汁がこぼれやすい
ので深めの耐熱皿にのせて加熱してください。
玉ネギの大きさによって加熱時間は調整してください。

調理のポイント！

保健センターの管理栄養士が教える！
品目レシピ 9

クックパッド「春日部市
保健センターのキッチン」
で他にもレシピ公開中!

●玉ネギ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・中4個
●ベーコン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2枚
●コンソメ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ2
●水 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・600ml

●サラダ油 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 大さじ1
●こしょう ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々
●乾燥パセリ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  少々

11・12月の

152021年11月号 No.195かすかべ情報●健康レシピ

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
※10/21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／新型コロナウイルスワクチン接種担当（内線3675）

　新型コロナウイルスの第5波では、家庭内での
感染が多数見受けられました。家族に感染が疑わ
れる場合には、家庭内で感染を広げないために次
の八つのポイントに注意してください。

11月23日㈷で
集団接種会場での接種は終了します

　市では、「11月末までに希望者全員の接種完了」を目指してワクチン接
種を進め、10/19現在で83.5%の人が、1回目の接種を終えました。早
期の接種へのご協力ありがとうございます。

コロナ第6波に備えよう

　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。

事情があって
これまでに接種が
済んでいない人へ

～特別予約枠を開設します～
　集団接種会場での接種は、11/23㈷が最後
です。市では、都合がつかなかったなどで、
まだワクチン接種をしていない人に向けて、
次のとおり接種機会を設けます。

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
　コールセンターへ電話。1回目と2回目
の同時予約もできます。
☎ 0570-030-630（毎日8:30～17:15）

新型コロナウイルスワクチン
予防接種済証は大切に保管してください　
　国では、年内をめどに、ワクチン接種歴を
示す接種証明書のデジタル化を進めています。
　それまでは、接種を受けた際に渡される予
防接種済証（郵送されたクーポン券にある下
図の部分）が証明書となります。接種後も大
切に保管してください。

お手元に予防接種済証はありますか?
　予防接種済証を紛失した場合、再発行がで
きます。接種済証再交付申請書（市WEBWEBWEBWEBから
ダウンロード可能）を記入の上、下記を同封
して郵送で〒344-8577 （所在地不要） 春
日部市役所新型コロナウイルスワクチン接
種担当へ申請してください。交付まで約1カ
月かかります。
同封物
▶本人確認書類
▶返信用封筒（宛先記名、84円切手添付）
▶委任状（代理人が申請する場合のみ）

　2回の新型コロナウイルスワ
クチン接種も大詰めを迎えてい
ます。10/19現在、2回接種終
了者は70パーセントを超え、
11月末には80パーセントに到
達すると予想されます。春日部
市は、県内10万人以上の自治体
で上位の接種率です。新規陽性
者数も2021年では最低水準で
す。皆さまのワクチン接種、ウ
イルス対策の徹底によるものと思います。
　現在打っているコロナワクチンは、デルタ株にも80パー
セント以上の効果があります。しかし、油断は禁物です!!
なぜなら、ウイルスは増殖・流行している間に自らの遺
伝子を変化させて存在しようとします。これが「変異」で
す。これらの変異株が今後、第6波、第7波を起こすと考
えられます。今後もウイルス対策の徹底をお願いします。
　医師会、市では、12月より3回目のワクチン接種（ブー
スター接種）に取り組んでいきます。
　インフルエンザとの同時流行も懸念されます。イン
フルエンザワクチン接種も推奨していますので、ご検
討ください。

春日部市医師会より「P
ポ ス ト

OSTコロナ、W
ウ ィ ズ

ITHコロナに向けて」
春日部市年齢区分別ワクチン接種率

（10/19時点）

接種期間 接種会場

11/1㈪～23㈷

集団接種会場
　① 市民体育館（全ての㈰および

1㈪・15㈪を除く）
　②消防本部（11/6㈯まで）
　③谷中小記念館（11/6㈯まで）
　④イオンモール春日部

11/24㈬以降の㈬
17:00～17:30
詳しくは市WEBWEBWEBWEBで

市立医療センター

問い合わせ／健康課（内線7514）

10月以降、個別医療機関での
接種の取り扱いを縮小しています

春日部市医師会 会長
一ノ割クリニック 院長

中
なかむら
村 靖

やすふみ
史 医師

　今後、12歳になる人には、市から誕生日の前
日までに接種券を郵送します。なお、誕生日の
前日から接種が可能です。
　左記の期間・会場・予約方法で、予約を受け
付けています。保護者同伴、および母子健康手帳、
子の本人確認書類の持参が必要です。詳しくは
市WEBWEBWEBWEBで確認してください。

これから12歳の誕生日を迎える人

　市では、国の方針に基づき、2回接種を完
了した人に、接種完了から8カ月以上経過後
に、3回目接種を行います。まずは、12月に
医療従事者を対象に実施予定です。
　詳細は、決まり次第、市WEBWEBWEBWEBなどでお知ら
せします。

3回目のワクチン接種

市内の個別接種会場での
ワクチン接種の予約方法

③コールセンター
　☎0570-030-630　（8:30～17:15）
※ 11/14㈰は、電気設備点検のためコールセン
ターは終日休止します

①インターネット
　予約
　（24時間受付）

②LINEアプリ
　（24時間受付）

1回目

接種会場
接種年月日

〇〇〇〇年
〇〇月〇〇日

接種場所

新型コロナウイルスワクチン 予防接種済証（臨時）

〇〇〇〇〇〇〇〇

接種会場

〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇
製造番号：〇〇〇〇〇〇〇
最終有効年月日：〇〇/〇/〇
製造販売：〇〇〇〇〇〇〇

1.  感染者と他の同居者の部屋を可能な
限り分ける

2.  感染者の世話は、できるだけ限られ
た人数で

3.  できるだけ全員がマスクを使用
4.  小まめな手洗い
5.  日中はできるだけ換気
6.  ドアノブなどの手で触れる共有部分
を消毒

7.  汚れたリネン、衣類を洗濯
8.  ごみは密閉して捨てる

65歳以上

60-64歳

50代

40代

30代

20代

10代

合計

1回目接種率 2回目接種率
0% 20% 40% 60% 80% 100%

93.7%93.7%

91.9%91.9%

87.3%87.3%

82.9%82.9%

87.0%87.0%

78.5%78.5%

78.8%78.8%

60.5%60.5%

72.9%72.9%

48.2%48.2%

70.3%70.3%

46.5%46.5%

71.7%71.7%

31.4%31.4%

83.5%83.5%

70.2%70.2%
100
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春日部市の世帯数と人口（10/1現在）　
●世帯数　109,590世帯　　●人口　233,196人（前月比45人増）　　男　115,701人　　女　117,495人

●ワクチン接種　関連情報　掲示板新型コロナウイルス関連情報


