情報コーナー「すとりーと」

草加人のための情報紙 広報
「そうか」

草加和太鼓祭り

市内和太鼓団体11団体が出
演するほか、国内外で活躍し
ばやし
ている秩父屋台囃子保存会も
特別ゲストとして出演。
■日時 9/3㊐12時開演
■会場 中央公民館
文化観光課☎922-29685922-3406
家族のための心の病を知る講習会

こんなまち
数字でわかる草加市

→247,481人

※H29.4月
現在

・65歳以上の人口は？

→59,301人

高齢化率

24.0%

・草加市の世帯総数は？

→113,620世帯

統合失調症の罹患者の増加とともに、 ・高年夫婦世帯数は？
家族が対応に困惑し、悩みを抱えるこ
世帯
とが多くなっています。精神症状の安
定には、家族の疾病に対する理解と適
・高年単身者数は？
※H27.10月
切な対応が必要です。精神疾患や本人
国勢調査
人
との関わり方を理解し、不安や悩みを
軽減するための教室を開催します。9/
12㊋・19㊋・25㊊・26㊋の14時〜16時。 内書を確認し9/29㊎（必着）までに東
会場は草加市文化会館。統合失調症患 京都下水道サービスへ郵送。 下水道
者の家族で全4回参加できる人対象。 課☎922-23145922-3244
申 9/2㊏までに地域活動支
定員30人。□
援センターふらっと草加へ。☎929-80
815929-8082

→20,070
→9,330

生涯学習体験講座
申 各開講日の3日前までに生涯学習課
□

へ。☎922-28195922-3498
■人間関係と話し方 9/15〜29の㊎14
時〜16時。全3回。会場は草加市文化
会館。定員15人
■自分のミシンでバッグ作り 10/4〜
18の㊌9時30分〜12時30分。全3回。会
場は勤労福祉会館。定員10人。資料代
500円。ミシン・キルティングと木綿
の布各1㎡・裁ちばさみ・糸切りばさ
み・2B鉛筆・50cmものさし・まち針
30本・模造紙1枚持参
県育児休業等代替職員登録試験

県では、職員の育児休業等の代替と
して勤務する育児休業等代替職員（フ
ルタイム・短時間）を募集します。募
集職種は一般事務等。登録案内は県庁
人事課、地域振興センターで配布。県
ホームページからも閲覧可。試験日は
9/24㊐。 県総務部人事課☎048-8302431
排水設備工事責任技術者共通試験

中学校で働く学力向上推進補助員
（臨時職員）募集

主に数学の授業の補助を行います。
勤務は9〜10月（年度内3月まで更新あ
り）の㊊〜㊎8時30分〜17時のうち1日
6時間で月15日。中学校の教員免許所
持者対象。時給1190円。交通費支給
（条件及び上限あり）。面接は9月中
申 9/8㊎までに指導課で配
旬を予定。□
布する応募用紙（市ホームページでも
入手可）に記入の上、同課へ。☎92227485928-1178
非常勤嘱託員（介護認定調査員）募集

勤務は10月からの月20日以内で8時
30分〜17時。場所は介護保険課。介護
認定申請者の調査・窓口受付ほか。60
歳以下で保健・医療・福祉等業務経験
者対象。募集は1人。日額1万600円
（交通費込み）。面接は9/4㊊に実施。
申8/31㊍（必着）までに履歴書を職員
□
課へ。☎922-0983

2〜7月に市へ寄せられた善意です
①〜④のいずれかに該当する人対象。 （敬称略）。
①高等学校の土木工学科またはこれに ≪災害対策に関する事業へ≫▼草加・
相当する課程を修了し卒業した人、② 八潮遊技業組合50万円 ▼草加モラロ
高等学校卒業者で、排水設備工事等の ジー事務所5万円 ▼草加測量・設計
設計または施工に関し、1年以上の実 ・調査技術研究会3万円 ▼草加市民
務経験を有する人、③排水設備等の設 謡団体連合会3万円
計または施工に関し、2年以上の実務 ≪福祉に関する事業へ≫▼獨協大学自
経験を有する人、④①〜③に準ずる人。 転車部OB会10万円
試験日は11/26㊐。会場は埼玉工業大 ≪子育てに関する事業へ≫▼小嶌歌謡
教室（第二回唄と踊りの祭典）15万円
申 8/21
学（深谷市）。受験料1万円。□
財政課☎922-07615922-1547
㊊から下水道課ほかで配布する受験案

⑤

住み慣れた地域で、いつまでも
安心して暮らせるまちを目指して

草加って
・草加市の総人口は？

2017年8月20日号

草加市の高齢化率は、平成25年度に超高齢社会といわれる21％を超え、
24%（H29.4現在）となっています。全国平均の高齢化率27.3%（H28.10現在）
に比べ低く推移していますが、今後も高齢化率は上昇を続けると推計されて
います。
市では、介護・予防・医療・生活支援・住まいの5つを一体化して提供する「地
域包括ケアシステム」の実現を目指し、地域における支え合いの推進や、介
護予防と健康づくりの推進を重点課題として取り組んでいます。高年者の皆
さんが将来の不安をなくし、
草加川柳
次世代の皆さんと共に住み慣
25.8%
れた地域でいつまでも安心し
［100.2］
新田西部
26.9%
て生活を送ることができるよ
［104.3］
う、今後も様々な取り組みを
新田東部
25.1%
進めていきます。
草加安行
［108.4］
65歳以上のブロック別
将来人口推計図（Ｈ37）
上段：ブロック別の推計高齢化率
※色が濃いほど高齢化率が高い
下段：平成28年1月1日時点の高年
者人口を「100」とした場合の推計値。
※数値が大きいほど、上昇率が高い

5922-3274
定員のあるものは8/21㊊
10時から各館へ申し込みを

住吉児童館

☎928-5736

▼オセロ大会 9/1㊎ マンカラ大会
9/8㊎ いずれも16時〜 小学生対
象 参加賞・優勝賞品あり
▼読み聞かせ「バンビ」 9/4㊊11時
〜 乳幼児と保護者対象
▼こぶたのしっぽ 9/6㊌11時〜 パ
ネルシアター 乳幼児と保護者対象
▼敬老の日制作 9/11㊊・12㊋16時〜
牛乳パックで箸置き 小学生対象
定員各日5人
▼おもちゃ病院 9/16㊏13時30分〜15
時 おもちゃの無料修理 部品代実費
1人2点まで

氷川児童センター

☎928-2341

▼造形ワークショップ「写真立て」
9/3㊐13時30分〜16時 幼児（保護者
同伴）以上対象
▼おもちゃ病院 9/7㊍13時〜15時
おもちゃの無料修理 部品代実費1人2
点まで
▼みなくる工房 9/9㊏13時30分〜16
時 クランクの仕組みでからくりおも
ちゃ作り 幼児（保護者同伴）以上対象
▼パパサロン・リズム&ストレッチ
9/10㊐11時〜12時 0〜2歳児と保護者
対象 定員15組
▼なかよしランチ 9/13㊌11時30分〜
13時 フルーツゼリー作り 幼児と保
護者対象 定員15組
▼ひ革工房 9/16㊏13時30分〜16時
革でメガネケース作り 幼児（保護者
同伴）以上対象
▼野外クッキング 9/17㊐13時30分〜
15時 ホットケーキミックスでバウム
クーヘン 幼児と小学生の家族 定員

26%
［109.3］

草加稲荷
25.9%
［99.1］

草加西部
22.3%
草加東部
［101.4］ 20.3%
［100.4］
谷塚西部
谷塚中央
24.8%
谷塚東部
［102.6］25.6%
［103.7］ 24.6%
［109.3］

8家族 材料費100円
▼敬老の日SP 9/18㊗13時30分〜16
時 フラワーボックス作り 幼児（保
護者同伴）以上対象
▼ママのためのリラックスヨガ 9/21
㊍16時〜16時40分 0〜2歳児と保護者
対象 定員15組

谷塚児童センター

☎925-1856

▼おもちゃ病院 8/24㊍13時30分〜15
時 おもちゃの無料修理 部品代実費
1人2点まで
▼スライム時計を作ろう 8/25㊎14時
〜 小学生対象 定員10人
▼ふれあいぶどう狩り 9/2㊏10時30
分田口農園（谷塚仲町209）集合 幼
児（保護者同伴）〜高年者対象 定員
30組 一房500円〜
▼オセロで遊ぼう 9/2㊏14時〜 小
学生対象 参加賞あり
▼親子で作ろう 9/8㊎・15㊎14時〜
15時30分 発砲スチロールカップを使
ったコロコロ動物 幼児と保護者対象
▼ママのためのリフレッシュヨガ
9/9㊏10時15分〜 定員15人 ヨガマ
ット持参
▼パパも一緒のティータイム 9/9㊏
10時30分〜 手形のカード作りほか
3か月〜1歳の乳幼児と保護者対象 定
申参加費100円を添えて同館へ
員6組 □
▼将棋教室 9/9㊏13時30分〜 将棋
大会 9/18㊗13時30分〜16時 いずれ
も初級以上の小学生対象 定員10人
▼ともだち文庫の「おはなしポケッ
ト」 9/11㊊11時〜 わらべ唄ほか
乳幼児と保護者対象
▼敬老の日のプレゼント作り 9/16㊏
14時〜 牛乳パックを使ったようじ立
て 小学生対象 定員10人
▼ふれあいお月見会 9/23㊗11時〜
ぽこあぽこによる歌とピアノのコンサ
ート 幼児（保護者同伴）〜高年者対
象 定員50組

