
4月20日号から広報そうかがスマホで手軽に読めます! 今すぐ『 i（アイ）広報紙』を検索!

　市では、災害に強いまちをつくるための取り組みとして、災害
時における行政機能、災害対策本部機能の確保を目指して、第二
庁舎の建て替えを先行して進めてきました。
　工事完了に伴い、5月6日㈮から、本庁舎（本庁舎西棟）の窓口
の一部が新しい第二庁舎に移転するのでお知らせします。　
　なお、電話・ファクス番号は変わりません。

　市では、災害に強いまちをつくるための取り組みとして、災害
時における行政機能、災害対策本部機能の確保を目指して、第二
庁舎の建て替えを先行して進めてきました。
　工事完了に伴い、5月6日㈮から、本庁舎（本庁舎西棟）の窓口
の一部が新しい第二庁舎に移転するのでお知らせします。　
　なお、電話・ファクス番号は変わりません。

問庁舎案内に関すること　資産活用課☎922-1798
　庁舎移転に関すること　庁舎建設室☎922-1060

5月6日㈮以降の市役所窓口
新第二庁舎
５階 委員会室

1階 福祉課、ジョブスポット草加

4階 議場、議会事務局

3階 納税課、市民税課、資産税課

1階 市民課・パスポートコーナー、会計課、りそな銀行派出所（市金庫）、ATM

5階 危機管理課、情報推進課

3階 契約課、庶務課、監査委員事務局

1階
個人番号カード交付臨時窓口（5/13㊎から）、公共建築課（庁舎建設室）、
臨時福祉給付金受付窓口（5/2㊊から）、国際相談コーナー、情報コーナー、
プチみっけ（子育て情報スポット）

2階 保育課、子育て支援課、子ども育成課、保険年金課（後期高齢者・重心医療
室）、障がい福祉課、介護保険課、長寿支援課

4階 教育委員会（総務企画課、指導課、学務課、生涯学習課、子ども教育連携推
進室）、財政課

2階
スポーツ振興課、産業振興課、文化観光課、交通対策課、くらし安全課、
みんなでまちづくり課、広聴相談課、広報課、秘書課、総合政策課、
地域経営室、人権共生課

本庁舎（本庁舎・西棟・別館）

NTTビル（仮庁舎）

庁舎と駐車場の位置図

FTビル及び本紙に記載のない庁舎（上下
水道部等）の窓口に変更はありません

日曜・水曜夜間窓口は　新第二庁舎に移ります！　　　　ご注意ください！

日曜・水曜夜間窓口は　新第二庁舎に移ります！　　　　ご注意ください！
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災害対応能力を備え、誰もが使いやすい市役所へ

市民サービス窓口業務の一部は
新第二庁舎へ移ります
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■第四次総合振興計画の特徴
特徴①　市民と行政との協働によるまちづくりの指針
　「草加市みんなでまちづくり自治基本条例」の趣旨を踏まえたパ
ートナーシップによるまちづくりのための基本的な指針となります。
特徴②　都市計画マスタープランと連携して策定
　土地利用や道路・公園など、ハード面のまちづくりの中心となる
都市計画マスタープランと連携して策定しています。
特徴③　基本計画の計画期間を市長任期と同じ4年間に
　市長の意向を機動的にまちづくりに反映できるよう、基本計画の
計画期間を市長任期である4年間に合わせています。
特徴④　基本構想の計画期間を15年間から20年間に延長
　20年後に草加市の人口構造などが大きく変わると予測されること
から、基本構想をその準備のための計画と位置付け、計画期間を第
三次計画の15年間から20年間に延長しています。

■基本構想
まちづくりの基本姿勢　これまで進めてきたパートナーシップによ
るまちづくりをさらに推進し、市民主体によるまちづくりの領域の
拡大をめざします。また、コミュニティーの最も基本となる地域コ
ミュニティーの維持・発展を図るため、町会・自治会のまとまりで
あるコミュニティーブロックを基礎的な単位としてまちづくりを進
めます。
将来都市像　第二次・第三次の将来都市像「快適都市」を引き継ぎ
ながら、地域経営指針のキーワードである「地域の豊かさ」を加え、
「快適都市～地域の豊かさの創出～」を将来都市像としています。

　5月13日㈮から、身分証明書としても使用できるマイナンバ
ーカード（個人番号カード）の交付窓口の場所が変わります。
カード受け取りの予約日時と場所に注意してください。
　なお、マイナンバー全国サーバーのシステム稼働状況によっ
て予約日時にマイナンバーカードを交付できないことがあり、
後日の交付や郵送となる場合があります。

個人番号カード交付臨時窓
口の場所
■4月28日㈭まで
　…ＮＴＴビル1階
■5月13日㈮から
　…本庁舎1階南側

マイナンバーカード受け取りまでの流れ
①申請する(申請書郵送のほか、スマホ・パソコン等でも可）
②交付通知書・予約案内書が届く（申請から数か月かかります）
③カード受け取りの日時を予約（パソコンのほか、電話・スマ
ホでも可）
④予約日時に必要書類を持って交付窓口へ

　「快適都市」は、次の4つの基本的要素から成り立ちます。
①快適な環境～環境にやさしい水とみどりのまちをつくる
②安全と安心～人にやさしい安心して住み続けられるまちをつくる
③活気の創出～にぎわいのあるまちをつくる
④地域の共生～ともに力をあわせて自分たちのまちをつくる

■基本計画・実施計画
基本計画　基本構想を実現するための総合的な指針として、水環境
の保全、みどりの保全と創出など、39の施策の方向性を定めるとと
もに、その具体的取組を示しています。
実施計画　基本計画に定めた施策の目標を達成するために、どのよ
うな手法を採用し、それにどのくらいの費用を使うか、またその進
ちょくを測るための指標とその目標値を示すものです。平成28年度
予算に基づき、平成30年度までの3年間を計画期間とする実施計画
2016を策定しました。実施計画は、毎年度更新します。

　今年は参議院選挙が予定されており、同選挙から選挙権年齢が18
歳以上に引き下げられます。選挙管理委員会では、より身近に選挙
を感じてもらうため選挙啓発標語を募集したところ、139点の応募
がありました。審査の結果、次のとおり入賞者が決まりました。こ
れらの優秀作品は、選挙時啓発に活用します。
■特選　
「伝えたい　選挙権の　大切さ」（高砂2丁目　宮坂優子さん）
■入選
「私行く　あなたも行こう　投票へ」（高砂2丁目　本沢奈美子さん）
「18歳　新たな声で　拓く未来」（横浜市泉区　中島彰さん）
「十八歳　自分の主張　投票で」（松原1丁目　野口都未子さん）
「若い声　国の未来を　決めるカギ」（西町　酒巻弘さん）

　石井隆義氏が、4月1日付けで市の人権擁護委員
として、法務大臣から委嘱を受けました。任期は
平成31年3月31日まで。
　石井氏は、草加市青少年健全育成市民会議理事、
公益社団法人川口法人会理事、草加市特別職報酬
等審議会委員などを歴任し、今回で4期目。

　計画の詳細をまとめた
総合振興計画（基本構想
・基本計画）の冊子・概
要版を市役所・公共施設
で配布しています。また、
実施計画は総合政策課で
のみ配布しています。な
お、市ホームページで全
ての計画を入手できます。

　平成28年4月から、平成47年を目標年とする第四次草加市総合振興計画の計画期間
が始まりました。総合振興計画は、草加市のまちづくりを進める上での基本となる計
画で、市の将来像と、その実現のための考え方や具体的な取り組みを示しています。
　同計画は、まちづくりの基本方針である「基本構想」と、その実現のための「基本
計画」、「実施計画」で構成されています。

冊子・概要版を配布しています
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■3月の放射線量等　○大気中放射線量（単位：マイクロシーベルト／時）最大値0.09／最小値0.09（市役所前）

快適都市 草加 ～地域の豊かさの創出～

マイナンバーカード
（個人番号カード）の
交付窓口が変わります

だれもが安心して暮らせるまちをめざして
問総合政策課☎922-07495922-3406

問市民課☎922-02745920-1501
カード受け取りは予約制

選挙啓発標語の
　　　　　優秀作品が決定
問選挙管理委員会☎922-24905927-7693

石井 隆義氏

人権擁護委員を石井隆義氏に委嘱
問人権共生課☎922-08255927-4955

② 2016年4月20日号 草加人のための情報紙　広報「そうか」市政情報



　ひとり親家庭の母親・父親を対象としたキャリアアップのための
資格取得費用の補助や講座受講料の補助、子どもの就学資金の貸し
付けなどの助成制度があります。

高等職業訓練促進給付金
　ひとり親家庭の母親・父親が看護師・准看護師、理学・作業療法
士などの資格を取得する際、学費・生活費等の一部を支給します。
受給するには、事前審査があります。1年以上の課程を修了し、そ
の資格取得が見込まれることが条件。なお、平成28年度から通信制
や調理師、製菓衛生師等も対象になります。すでに修学していて受
給していない人は、早めに相談してください。
■対象者　児童扶養手当を受給している人、または同等の所得水準
にある人
■支給額　月額…①非課税世帯10万円、②課税世帯7万500円　
　　　　　修了時に①は5万円、②は2万5000円
■支給期間　3年を限度に修業する全期間

自立支援教育訓練給付金
　医療事務、介護職員初任者研修など、雇用保険制度の指定教育訓
練講座を受講した人に、経費の一部を助成します。助成を受けるに
は、対象講座への申し込み前に申請が必要です。対象講座は厚生労
働省のホームページを閲覧するか、市に問い合わせてください。
■対象者　次のすべてを満たす人
①児童扶養手当を受給している、または同等の所得水準にある　
②雇用保険法による教育訓練給付の受給資格がない　
③訓練を受けることが就職やキャリアアップに必要と認められる　
④過去に教育訓練給付金の交付を受けたことがない
■助成額　受講費用の60％（1万2000円から上限20万円まで）※受
講費用が2万円を超えない場合は対象となりません。

母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付制度
　県ではひとり親家庭の経済的自立、子どもの福祉増進に必要な資
金を貸し付けています。
■対象者　①母子家庭や父子家庭の人か、かつて母子家庭だった母
（20歳以上の子どもを持つ母）　②父母がいない20歳未満の子
■貸し付けの種類　修学・就学支度、技能習得、就職支度、医療介
護、生活、転宅、事業開始・継続ほか

　現在の児童扶養手当・特別児童扶養手当の手当額は、毎年の消費
者物価指数の変動に応じて手当額を改定する物価スライド措置が取
られています。平成28
年度は、児童扶養手当・
特別児童扶養手当の金額
が0.8㌫引き上げられま
した。手当額は右表のと
おり。8月の支給から新
手当額になります。

　支給対象者は平成27年度の市民税（均等割）が課税されていない
人のうち、平成28年度中に65歳以上（昭和27年4月1日以前に生ま
れ）となる人。ただし、自身を扶養している人に平成27年度の市民
税が課税されている場合や、自身が生活保護の受給者等である場合
は、対象外となる可能性があります。支給額は1人につき3万円。
■申請方法　4月末以降、対象者と思われる人に申請書を郵送します。
申請書に必要事項を記入のうえ、添付書類とともに7月31日㈰（消
印有効）までに返信用封筒で返送または特設窓口へ持参を。なお、
今年度は申請期間が短くなっているため注意してください。
■特設窓口　5月2日㈪～7月29日㈮（平日午前8時45分～午後4時30
分）に、申請を直接受け付ける窓口を市役所本庁舎1階に開設します。

■中小企業の新製品・新技術開発費用　開発に必要な経費の一部を
補助。上限は150万円。募集件数は3件。審査会でのプレゼンテー
ション等、審査のうえ決定。
■展示会出展費用　新・既製品の販路拡大のために各種展示会など
へ出展する時に必要な経費の一部を補助。上限50万円、募集は4件。
■ISO・エコアクション21認証取得費用　ISO9001や14001、エコ
アクション21の認証取得に必要な審査・登録機関に支払う経費の一
部を補助。ISOは上限30万円、エコアクション21は上限10万円。募
集は各1件。外部コンサルタント料は除く。
■産業財産権申請費用　産業財産権（特許・実用新案・意匠・商
標）の申請に必要な経費の一部を補助（弁理士費用や海外申請の際
の現地代理人費用含む）。上限30万円。募集は4件。

■平成28年度の児童扶養手当額・
特別児童扶養手当額（月額）

全部支給

一部支給

1級
2級

児童
扶養手当

※変更後、最初の定期支払月は8月です。

特別児童
扶養手当

平成28年4月以降
4万2330円

4万2320円
～9990円

5万1500円
3万4300円

（参考）平成27年度
4万2000円

4万1990円
～9910円

5万1100円
3万4030円

　いずれも市内在住の20歳以上（社会教育
委員は6月1日、地域福祉連絡協議会委員は
5月20日現在）で他の審議会等の委員にな
っていない人対象。募集は男女各１人。任
期は、委嘱の日から2年間。報酬は会議1回
につき7000円。
　締切日までに市役所情報コーナー、サー
ビスセンター、公民館、担当課等で配布す
る応募用紙（市販のA4用紙でも可）に、
委員会の名称・氏名（ふりがな）・住所・
性別・生年月日・年齢・電話番号・公開抽
選日の出欠・現在の職業・主な職歴・地域

活動等の経験・小論文（600～800字）を記
入し担当課へ。

社会教育委員
　草加市生涯学習基本計画の策定について協
議する委員を募集します。小論文は「私の生
涯学習について」。公開抽選は5月12日㈭午
前10時から市役所西棟4階教育委員会会議室で。
□申5月6日㈮までに〒340-8550生涯学習課へ。
☎922-28195922-3498shogaigaku@city.so
ka.saitama.jp

草加市立小中学校通学区域審議会委員
　小中学校の通学区域の在り方に関する事項
を審議する審議委員を募集します。小論文は
「草加市の通学区域について」。公開抽選は

6月6日㈪午前10時から市役所西棟4階教育
委員会会議室で。
□申 5月30日㈪までに〒340-8550学務課へ。
☎922-26745928-1178gakumu@city.so
ka.saitama.jp

地域福祉連絡協議会委員募集
　草加市地域福祉計画の策定・進ちょく管
理、評価や見直しについて協議する協議会
の市民委員を募集します。小論文は「地域
福祉推進の意義について」。公開抽選は5
月12日㈭午後5時から市役所西棟3階契約課
会議室で。
□申 5月10日㈫までに〒340-8550福祉政策室
へ。☎922-01945922-1066fukushiseisa
kushitsu@city.soka.saitama.jp

審議会委員等を
募集します

　○PM2.5（単位：マイクログラム／㎥）最大値23.6／最小値2.7（花栗中学校内）　○給食の放射性物質の検出なし

問子育て支援課☎922-14765922-3274

年金生活者等支援臨時福祉給付金
（高齢者向け）を支給します

意欲ある中小企業を支援します

市内事業者向け補助金制度

児童扶養手当・特別児童扶養手当の

手当額が変わります　問子育て支援課

問草加市給付金コールセンター☎0570-071-133

□申5月20日㈮までに産業振興課へ。☎922-34775922-3406□申

ひとり親家庭のお母さん、
お父さんを応援します
○高等職業訓練促進給付金　
○自立支援教育訓練給付金
○母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付制度

児童扶養手当に関すること☎922-14765922-3274
特別児童扶養手当に関すること☎922-14835922-3274

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③2016年4月20日号市政情報
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ミニ情報、保健センター、となりまちは5日号、相談案内、公民館、図書館、児童館情報は20日号に掲載します。

㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎ ㊏ ㊐ ㊗

▼赤ちゃんスキンケア　4/21㊍11時～
13時、14時～16時（各回15分間）定員
全48組（各回3組）0～3歳乳幼児と保
護者対象　4/21㊍10時から同館で整理
券配布
▼手芸　4/24㊐13時30分～16時　カー
ネーションのコサージュ　幼児（保護
者同伴）以上対象
▼子ども歳時記　5/1㊐・5/3㊗～5㊗
13時30分～16時　溶かしたロウと絵の
具で鯉のぼり作り　幼児（保護者同
伴）以上対象
▼木工房　5/7㊏13時30分～16時　自
由に工作　幼児（保護者同伴）以上
▼パパサロン・リズム＆ストレッチ　
5/8㊐11時～12時　0～3歳児と保護者
対象　定員15組　母の日に贈るカード
作りあり
▼栽培クラブ　5/8㊐14時～　ゴーヤ
の種まき・バケツ稲の準備　幼児（保
護者同伴）以上対象
▼なかよしランチ　5/11㊌11時30分～
13時　お菓子で家作り　幼児と保護者
対象　定員15組　参加費200円
▼みなクル工房　5/14㊏13時30分～16
時　磁石の原理で羽ばたく蝶々作り　
幼児（保護者同伴）以上対象
▼ママのためのリラックスヨガ　5/19

住吉児童館 ☎928-5736

わくわくタウン松原 ☎941-2905

氷川児童センター ☎928-2341

☎925-1856谷塚児童センター

新栄児童センター ☎942-9876

5922-3274

定員のあるものは4/21㊍
8時30分から各館へ申し込みを

㊍16時～16時40分　0～3歳の乳幼児と
保護者対象　定員15組

▼マンカラ大会　4/21㊍、5/19㊍16時
～　小学生対象
▼ふれあい囲碁・将棋教室　4/23㊏、
5/14㊏14時～15時　幼児（保護者同
伴）～高年者対象
▼母の日のプレゼント作り　4/27㊌・
28㊍、5/6㊎15時30分～　プラバン　
小学生対象
▼おもちゃの病院　4/28㊍10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼作ってあそぼ　5/5㊗10時30分～12
時　スライム　幼児（保護者同伴）～
高年者対象・5/12㊍15時30分～　ブン
ブンゴマ　小学生対象

▼リズム遊び　4/25㊊10時30分～　歩
行可能な乳幼児と保護者対象
▼こどもの日のつどい　5/5㊗14時～
　小学生以上対象　参加賞あり
▼親子で作ろう　5/6㊎15時30分～　
折り紙でカーネーション　幼児（保護
者同伴）対象
▼マンカラ・オセロ大会　5/7㊏14時
～　小学生対象　参加賞あり

▼製作　5/14㊏10時～・15㊐10時～、
14時～　手品のしかけを作ろう　小学
生対象　定員20人
▼パパも一緒のティータイム　5/14㊏
10時30分～　情報交換と手形カード作
り　3か月～1歳の乳幼児と保護者対象
　定員10組　□申参加費100円を添えて
同館へ
▼ともだち文庫の「おはなしポケッ
ト」　5/16㊊11時～　読み聞かせほか
　乳幼児と保護者対象
▼将棋教室　5/21㊏14時～15時　小学
生対象

▼読み聞かせ「たんぽぽ」　4/21～
5/19の㊍（4/28、5/5を除く）11時～
11時30分　会場は子育て支援センター
　乳幼児と保護者対象
▼ブーメランを作って飛ばそう　4/21
～5/12の㊋・㊍15時～　会場はコンフ
ォール松原17号棟集会所　幼児（保護
者同伴）～小学生対象
▼母にはナイショのプレゼント作り　
4/22～5/13の㊊・㊎15時～　会場は中
央図書館　小学生対象
▼おもちゃ病院　5/20㊎13時30分～15
時　おもちゃの無料修理　会場は子育

て支援センター　部品代実費　1人2点
まで

▼読み聞かせ「バンビ」　4/25㊊、
5/16㊊11時～　乳幼児と保護者対象
▼ABCで遊ぼう　4/25㊊15時30分～16
時30分　乳幼児（保護者同伴）～小学
生対象
▼母の日製作　4/27㊌・28㊍16時～　
牛乳パックでポケットティッシュ入れ
　小学生以上対象　定員各日5人
▼どんぐりの時間　4/28㊍10時30分～
12時　ボールプールほか　乳幼児と保
護者対象
▼こどもの日工作　5/5㊗10時30分～、
13時30分～　プラバン　小学生対象
▼オセロ教室　5/6㊎　マンカラ大会　
5/13㊎　いずれも16時～　小学生対象
▼こぶたのしっぽ　5/11㊌11時～　パ
ネルシアター　乳幼児と保護者対象
▼ふれあいグラウンド・ゴルフ　5/14
㊏10時30分同館集合（雨天中止）　会
場は中央防災広場で　小学生～高年者
対象
▼おもちゃの病院　5/21㊏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

みっけ通信・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・
「みっけ」とは…子育て支援センター内にある情報コーナーです。
子ども・子育てに関する様々な情報を提供しています。

広い園庭で遊べる「なかよしひろば」へ行こう！
　市内の公立保育園18園では、年7回、園を開放しています。

　どろんこ遊びや水遊び、季節のイベントなど地域の友だちづくりの場として利用できます！
　また、保育園の先生に子育て中の疑問・悩みを相談できる子育て相談も行っています。

そうか子育て応援・情報サイト「ぼっくるん」　

★行政情報・民間事業の情報など子育ての情報が満載！
★子育てプラス（写真・おすすめレシピなど）、Hanaそうかへの投稿募集中！

イベント検索はこちら⇒
検索ぼっくるん

詳しいレシピは「ぼっくるん」内の
「子育てプラス」から
「おすすめレシピ」をチェック！

「こいのぼりのいなりずし」

　春は、入園・入学や進級で生活環境が変わる季節、また引越しの多
い時期です。
　新しい生活に子どもたちも緊張を感じているため、家に帰るとほっ
として、わがままを言う子もいるでしょう。
　そんなときは、温かく包み込んでくれるママの笑顔が緊張をほぐし
てくれます。ママの笑顔が子どもたちのエネルギーになります。
　5月頃になって、頭が痛い、元気がないなど疲れがたまってきたよ
うなときは、睡眠時間や食生活に気を付けるなどして、ゆっくり休ま
せてあげてくださいね。

ママの笑顔が“チカラ”です

おやこDEクッキング
ママ・パパ一緒に作ろう！
おやこDEクッキング
ママ・パパ一緒に作ろう！

今月はコレ！

子育て支援コーディネーターの

子育てちょこっとヒント
子育て支援コーディネーターの

子育てちょこっとヒント

★「ぼっくるん」に取材レポートをご紹介中！
HOME> ぼっくるん隊 > オススメ > 行ってみよう！！
園庭開放となかよしひろば（後編）

○実施日程　草加市ホームページで公開。保育課・子育て支援センターでも配布しています。　
○実施時間　原則、10時～11時まで
○事前に保育園へ申し込みが必要です。　※日程・内容が変更になる場合があります。

先生のお話にみんな夢中

・定員のある催しもの等で特に指定のないものは先着順　・催しもの等の参加時は飲み物と筆記用具持参で
マーク概要 問…問い合わせ先　□申…申し込み方法　☎…電話番号　5…ファクス番号　…Eメールアドレス

対象は原則市内在住・在勤・在学者。
問い合わせは各担当先へ。

情報コーナー

4/29㊗春の子どもフェスタ。左岸広場へ。パリポリくんバスも来るよ。

4月の
納税

日曜・夜間納税窓口 市役所本庁舎
5番窓口で

9時～12時30分
㊌（㊗・㊡を除く）21時まで

日曜
夜間 納税は便利な口座振替で
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おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで

▼柿木の野鳥を観察しよう　5/8㊐9時
～12時（小雨決行）　小学生以上対象
　定員30人
▼親子で元気ルーム　5/12㊍10時～12
時　読み聞かせ・親子手遊びほか　乳
幼児と保護者対象
▼柿木の竹でかごを作ろう　5/24㊋、
6/14㊋・28㊋、7/12㊋10時～　18歳以
上対象　定員12人　材料費2000円　エ
プロン・雑巾・花ばさみ持参
▼高年者の元気ルーム　5/26～平成29
年3/23の第4㊍（8月を除く）10時30分
～12時　全10回　軽運動・脳トレ　お
おむね60歳以上対象　定員20人　参加
費1回100円　バスタオル持参
▼野菜作りを体験しよう　5/14㊏9時
～12月　すいか・さつまいも・大根の
植え付け、雑草取り、収穫、料理まで
　小・中学生と保護者対象　定員20人
　参加費500円　長靴・手袋持参
▼美姿勢は骨盤から　5/27～平成29年
3/24の第4㊎（除外日あり）18時30分
～19時45分　ゴムバンドを使った骨盤
調整　成人対象　定員20人　参加費1
回200円　バスタオル持参

▼ママといっしょにおはなし会　4/25
㊊10時30分～11時　読み聞かせほか　
乳幼児と保護者対象
▼おもちゃ病院　5/2㊊10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
▼ホッとひと息「子育てサロン」　

▼ロビー　切手展…4/26㊋～5/8㊐　
ネオステンドアート展…5/12㊍～24㊋
▼利用者懇談会　4/27㊌10時～11時30
分、19時～20時30分　利用団体及び個
人対象
▼川柳教室　4/27からの第4㊌13時30
分～15時30分　
▼おはなしの広場　5/13㊎・27㊎11時
15分～11時45分　紙芝居ほか　乳幼児
と保護者対象
▼プールのヤゴ救出大作戦　5/14㊏9
時30分～11時　小学生（低学年は保護
者同伴）以上対象　濡れても良い服装
で　あれば小型水槽持参
▼ミニ・アクアリウム「水にすむ生き
もの」展　5/16㊊～6/11㊏
▼おもちゃ病院　5/20㊎10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
▼地域はつらつ元気体操教室　5/25～
7/27の㊌（除外日あり）13時30分～15
時　全8回　65歳以上対象　定員30人
　上履き持参

▼すくすくクラブ　5/12㊍10時～11時
30分　手遊びほか　乳幼児と保護者対
象
▼ハーモニカコンサート　5/18㊌13時
～13時45分　会場はふれあいの里　
「春の歌メドレー」「月の砂漠」ほか
　定員100人（当日先着順）
▼のびのび広場　5/20㊎10時～11時　
季節の遊びや歌ほか　乳幼児と保護者
対象
▼おもちゃ病院　5/27㊎10時～12時　

5922-3498

定員のあるものは4/21㊍
8時30分から各館へ申し込みを

☎946-3000 5944-3800

越谷卸売市場春の大感謝祭

音楽の森ミニコンサート
せんべい手焼き＆レザークラフト体験

端午の節句を楽しむ野だて

西町・川柳・  
高砂小 

■地域開放型図書室
㊐10時～16時
（年末年始・蔵書点検日を除く）

柿木公民館 ☎931-3117

新田西文化センター ☎942-0778

川柳文化センター ☎936-4088

新里文化センター ☎927-3362

　4/23㊏8時～13時。会場は越谷卸売
市場（越谷市流通団地3-2-1）。生マグ
ロの解体・即売会や福引大抽選会、協
賛団体による物品販売など。問越谷総

　4/27㊌12時20分～12時50分。会場は
市役所ロビー。本庁舎窓口移転直前の、
最後の本庁舎ロビーでのミニコンサー
トです。草加市と音楽の縁が深い、上
野学園大学短期大学部の学生による若
さあふれるコンサートです。「イッツ

　4/23㊏10時～16時。会場は伝統産業
展示室「ぱりっせ」。せんべい手焼き
体験1回500円（要予約）。レザークラ
フト体験（動物アクセサリー作り）1回
500円。□申ぱりっせへ。☎5931-1970

　5/5㊗10時～。会場は歴史民俗資料
館。定員100人（当日先着順）。「端
午の節句　草加宿つるし飾り展」を開
催中の同館で、おいしい抹茶・お菓子
とともに季節感あふれる日本の文化を
楽しみませんか。展示は5/15㊐まで。
問歴史民俗資料館☎5922-0402

　おかあさんに日頃の感謝の
気持ちを込めてハンカチを染
めてプレゼントしてみません
か。

　第一線で活躍するソリストを迎え、
オーケストラと公募による市民合唱団
が共演するオペラ公演。今回は喜歌劇
「伯爵家令嬢マリツァ」を上演。

■日時　5/７㊏10時～12時
■会場　伝統産業展示室　
「ぱりっせ」
■定員　50人（当日先着順）
汚れてもよい服装で
問地場産業振興協議会（産業
振興課内）☎922-34775922-
3406

■小学生のための読み聞かせ　4/24㊐
13時30分～14時
■木曜シアター　4/28㊍14時～15時30
分　にっぽん百名山⑹「トムラウシ山、
十勝岳、岩木山」　大人対象　定員90
人（当日先着順）
■ビデオ上映会　5/8㊐14時～16時　
「エルコスの祈り」　大人対象　定員
90人（当日先着順）
■絵本の読み聞かせと紙芝居　㊌15時
～15時30分（3歳以下対象）・15時30
分～16時（3歳以上対象）、㊎11時～
11時30分と㊏・㊐14時30分～15時（幼
児以上対象）

5/2㊊10時～12時　手遊びほか　乳幼
児と保護者対象
▼放課後クラブ　5/9㊊16時～17時…
将棋・5/17㊋17時～18時…スポーツ吹
矢　小学生（保護者同伴）対象

▼こころを結ぶ光のひろば　5/10㊋10
時～12時　視覚障がいに関する相談コ
ーナーほか
▼利用者懇談会　5/13㊎19時～・14㊏
10時～　主催事業・利用方法等の説明
ほか　利用サークル・団体対象
▼ブリリアントコンサート　5/15㊐14
時～　出演はねずみの森混声合唱団　
「大地讃頌」ほか　定員400人（当日
先着順）
▼地域はつらつ健康体操教室　5/16～
7/11の㊊（6/6を除く）15時～16時30
分　全8回　おおむね65歳以上対象　
定員30人　上履き持参
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
5/18㊌10時～　手遊びほか　乳幼児と
保護者対象
▼にじいろタイム　5/20㊎11時～12時
　読み聞かせほか　0歳～未就園児と
保護者対象　定員20人
▼マタニティー「だっこままぎゅっ」
　5/20㊎13時30分～　胎教と友だちづ
くり　初妊婦対象

▼すくすくクラブ　4/26㊋10時～12時
　乳幼児と保護者対象
▼少年少女発明教室　5/21～平成29年
3/18の第3㊏（除外日あり）9時30分～
11時30分　全8回　小学4年～中学生対
象　定員20人　材料費1800円　定規・
はさみ持参
▼谷塚元気ひろば　5/23㊊13時～15時
　人権映画鑑賞　60歳以上対象　定員

谷塚文化センター ☎928-6271

中央公民館 ☎922-5344

30人　参加費100円
▼囲碁講座　6/1～7/27の㊌10時～11
時30分　全9回　初心者初級者対象　
定員15人
▼高年者学級コスモス受講者募集　
6/15～平成29年3月の第3㊌10時～12時
　全10回　講義・課外活動など　1年
間受講可能な60歳（申込現在）以上対
象　定員70人（応募多数の場合は抽選
　結果は5月中旬に通知）　□申 4/28㊍
までに往復はがきに住所・氏名・生年
月日・電話番号を記入し、〒340-0025
谷塚仲町440同センターへ

合食品地方卸売市場☎987-3100 ・ア・スモールワールド」ほか5曲。
問文化観光課☎922-2968

■日時　6/26㊐14時開演
■会場　草加市文化会館
■出演　マリツァ役に田中宏子（ソプ
ラノ）、タシロ役に田代誠（テノー
ル）ほか、料金はＳ席4500円、Ａ席35
00円、Ｂ席3000円、Ｃ席2000円（全席
指定）。□申草加市文化会館ほかプレイ
ガイドへ。☎931-93255936-4690

■サービスコーナー（4/21～5/20）

4/21㊍・
5/19㊍
4/22㊎・
5/6㊎・20㊎
4/27㊌・
5/11㊌
4/28㊍・
5/12㊍

5/13㊎

5/18㊌

両新田小

氷川・西町小

瀬崎・青柳小

新栄小

新里・高砂小

稲荷・八幡北小

日程

谷塚小

小山・新田小

長栄・草加小

花栗南・八幡小

栄・川柳小

清門・松原小

14時～16時9時30分～11時30分

母の日ハンカチ染め体験教室 ソウカパイン
オペラコンサート

完成

伝統工芸士
昼間時良さん
指導で
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草加市商工会議所会頭杯
バレーボール大会

文化遺産活用実行委員会
伝統文化こども教室

ゴールデンウィーク中の
緊急時の手話通訳者依頼方法

子どもの予防接種
各種予防接種の通知を郵送しました

高年者肺炎球菌予防接種
通知を郵送しました

ふれあいの里の催し

■「おはよう！健康ラジオ体操」　8
時45分から10分程度。
■大人のドリル　㊎9時～。漢字の書
き取りと計算等。60歳以上対象。定員
150人。
■のんびりストレッチ　㊐11時から20
分程度。みんなの体操とストレッチ。
高年者対象。
　いずれも休館日を除く。問ふれあい
の里☎920-62225920-6251

トランポリンジュニア指導者講習会

草加市体育協会体操教室

　5/15㊐13時～16時。会場は市民体育
館。指導者を目指す人を対象に実技の
指導方法などを講習します。定員20人。
参加費500円。靴下、室内用運動靴持
参。□申市民体育館へ。☎936-6239

スポーツ指導者テクニック講座

　5/20～7/29第3・4㊎19時～21時（除
外日あり）。会場は高砂コミセン。ス
ポーツ指導者をめざす人を対象に体操
などの軽運動を通し現場の指導に役立
つノウハウを教えます。定員20人。□申
スポーツ振興課☎922-2861

草加落語会

　5/30㊊18時30分開演。会場は中央公
民館。出演は新作落語から師匠譲りの
古典落語まで巧みに演じる柳家喬太郎、
丁寧な古典落語が持ち味の柳家三三、
ほか。料金は前売り2600円、当日3100
円。チケットは草加市文化会館ほかプ
レイガイドへ。問草加市文化会館☎
931-9325

　5/6～7/29の㊎13時30分～14時30分、
14時30分～15時30分。会場は草加市文
化会館。認知症予防のための読み書き
・計算ほか。65歳以上対象。定員各16
人。月額1800円。問松原・草加東部
（包）☎932-67755932-6779

　市では地球温暖化防止と省エネの取
り組みとして5/1㊐～10/31㊊までをク
ールビズ期間とし、職員はネクタイと
上着を着用しない軽装で職務に当たり
ます。ご理解、ご協力をお願いします。
問環境課☎922-15195922-1030

　3月末に日本脳炎2期、麻しん風しん
混合（MR）2期、二種混合の予防接種
の通知を郵送しました。接種対象者や
接種期間は下表のとおり。接種回数は
1回。通知に同封の指定医療機関で接
種してください。転入などで通知が届
かなかった人は連絡を。問保健センタ
ー☎922-02005922-1516

　4/29㊗及び5/3㊗～5㊗のゴールデン
ウィーク期間に緊急で手話通訳者が必
要となった場合、住所・氏名・ファク
ス番号・依頼内容・時間・行き先・通
訳との待ち合わせ時間と場所を記入し、
5997-4119（夜間、土・日曜、祝日の
緊急時の依頼方法と同様）へファクス
してください。消防署が受け付けを代
行し、手話通訳者を派遣します。なお、
救急車や消防車が必要な場合は、5
119（消防署）へ。事前に分かってい
る場合は、4/28㊍までに草加市社会福
祉協議会に依頼してください。問同協
議会へ。☎932-67705932-6781

　3月末に平成28年度高年者肺炎球菌
予防接種の通知を対象者に郵送しまし
た。通知に同封の指定医療機関で接種
してください。転入などで通知が届か
なかった人は連絡を。
■対象者　①市内在住の4/2㊏～平成
29年4/1㊏に65歳、70歳、75歳、80歳、
85歳、90歳、95歳、100歳になる人。
②市内在住の60歳以上65歳未満で心臓
・腎臓・呼吸器の機能またはヒト免疫

　文化庁から助成を受けた体験教室に
参加する小・中学生を募集します。
■いけばな教室松原地区　5/14～平成
29年1月の月1回㊏14時30分～16時。会
場は草加市文化会館。参加費1回800円
（花材費込み）。定員各回15人。□申黒
崎へ。☎090-1460-2705
■いけばな教室新田西地区　5/28～平
成29年1月の月1回㊏14時～16時。会場
は新田西文化センター。参加費1回800
円（花材費込み）。定員各回20人。□申
北岡へ。☎090-1880-3271
■日本舞踊教室　4/30～12月の月2回
㊏14時～15時。会場は谷塚文化センタ
ー。定員各回15人。□申中村へ。☎090-
9965-3278
■和装礼法教室　4/24～12月の月1回
㊐11時～15時。会場は高砂コミセン。

　5/15㊐9時～19時。会場は記念体育
館。9人制と家庭婦人の2部門。対象は
一般男女、家庭婦人。参加費1チーム
4000円。□申4/30㊏までに草加市体育協
会へ。☎928-6361

■器械体操教室　5/16～7/4の㊊16時
～17時　全6回　対象は平成22年4/2～
同24年4/1生まれ　定員30人
■ママ＆ベビー体操教室（ハイハイコ
ース）　5/20～6/24の㊎9時30分～10
時30分　全6回　対象は産後ママとま
だ歩けない乳児　定員20組
■ママ＆ベビー体操教室（ヨチヨチコ
ース）　5/20～6/24の㊎10時30分～11
時30分　全6回　対象は産後ママと歩
ける3歳までの幼児　定員20組
いずれも参加費3000円。会場は記念体
育館。
□申5/5㊗までに往復はがきに教室名
（コース名）・住所・氏名（ふりが
な）・生年月日・電話番号を記入し、
〒340-0022瀬崎6-31-1草加市体育協会
まで。同協会のホームページからも応
募できます。応募多数の場合は抽選。
☎928-6361

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
■楽しくストレッチ　5/11㊌・18㊌10
時～11時30分。全2回。会場は勤労福
祉会館。定員10人。バスタオル持参。
■着付け入門講座　5/17～31の㊋10時
～12時。全3回。会場は新里文化セン
ター。定員10人。着物一式持参。
■フラダンスでアンチエイジング　
5/19～6/2の㊍10時～11時30分。全3回。
会場は中央公民館。定員30人。
■ガラス工芸サンドブラスト　6/10㊎
14時～16時。会場は草加市文化会館。
定員10人。材料費1000円。持ち帰り用
のタオルと袋持参。

コミセンまつり

　利用団体サークルによる舞台発表や
作品展示、模擬店など。
●稲荷コミセンまつり
4/29㊗9時30分～15時。会場は同コミ
セン。問稲荷コミセン☎5931-5333
●原町コミセンまつり
5/8㊐10時～16時。会場は同コミセン。
問原町コミセン☎5941-5353

ロバロバフェス　in　SOKA

そうか公園まつり

　6/12㊐。草加市文化会館で親子で楽
しめるコンサートやワークショップを
行うフェスティバルを開催します。
■0・1・2・3才親子のためのコンサ
ート「チリンとドロン」　11時開始。
出演は松本野々歩（歌・フィドルほ
か）、田中馨（コントラバスほか）。
対象は0～3歳の子どもと保護者。定員
30組。料金は親子1組2000円（当日500
円増し）。なお、大人1人追加につき
1000円、子ども1人追加につき500円増。
□■ロバのオンガッカイ　15時30分開演。
ロバの音楽座とゆかいな仲間たちによ
る中世・ルネサンスの古楽器や空想楽
器を使ったコンサートを開催。料金は
大人2500円、子ども（3～18歳）1500
円（当日各500円増し）全席自由（0～
2歳の膝上鑑賞無料）。
□申いずれも草加市文化会館ほかプレイ

　4/29㊗9時～16時（雨天中止）。会
場はそうか公園。輪投げ、電動ミニ
SL運転、模擬店、観葉植物・花苗等
販売ほか。問みどり公園課☎922-1973

ガイドへ。☎931-93255936-4690

地域包括支援センター（包）
脳力アップ学習教室

高年者向け

子ども・親子向け

定員各回20人。□申中山へ。☎090-4604 
-4286
問文化観光課☎922-29685922-3406

5月からクールビズを実施

　ふるさと納税制度は、応援したい自
治体に寄付の形で税を納められる制度
です。市でも平成27年6月より全国か
ら寄せられたふるさと納税のお礼とし
て返礼品を贈呈し、市や製品のＰＲを
しています。新たに、返礼品の提供を
希望する事業者を募集します。参加条
件は、①市内に事業所を有しているこ
と。②事業所等で製造・加工した商品
または、市内産の原材料を使用してい
る商品。問産業振興課☎922-0839592
2-3406

ふるさと納税返礼品協力事業者を募集

　勤務は6月からの月15日以内で10時
～16時。場所は人権共生課。配偶者等
からの暴力被害相談ほか。60歳以下で
社会福祉士・臨床心理士・精神保健福
祉士いずれかの有資格者または相談員
経験者対象。募集は1人。日額9500円
（交通費込み）。面接を5/6㊎に実施
予定。□申5/2㊊まで（必着）に履歴書
・資格証の写しを職員課へ。☎922-09 
83

非常勤嘱託員（女性相談員）募集

不全ウイルスによる免疫機能に関する
障害1級の身体障害者手帳を持ってい
る人。①②とも既に肺炎球菌ワクチン
の接種を受けた人は対象外。
■接種期間　平成29年3/31㊎まで
■接種場所　市内指定医療機関
■費用　3000円。75歳以上の人および
①②の人で生活保護・中国残留邦人支
援給付制度に該当する人は無料。
■その他　②に該当する接種希望者は
保健センターに申し込みを。県内のか
かりつけ医での接種希望者は問い合わ
せを。県外で接種する場合は、助成は
ありません。
問保健センター☎922-02005922-1516

予防接種名 接種対象者（接種期間）

日本脳炎
２期（注）

麻しん風しん
混合（MR）
２期

平成18年4/2～同19年4/1生まれ
（9～13歳の誕生日の前日まで）

平成22年4/2～同23年4/1生まれ
（平成29年3/31まで）

二種混合
平成16年4/2～同17年4/1生まれ
（11～13歳の誕生日の前日まで）

（注）平成8年4/2～同19年4/1生まれの人は、
20歳の誕生日の前日まで、日本脳炎予防接種の定
期接種（無料）が受けられます。母子健康手帳を確
認し、接種が不十分な人は早めに接種してください。
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【法律・行政】
◇会場の指定がない場合は市民相談室◇予約は広聴相談課（☎922-0566592
2-3173）
■弁護士による法律相談（裁判・離婚・相続・多重債務など）□予　㊋、㊌、
第1・4・5㊎13時20分～16時20分
■女性の法律相談（裁判・離婚など）□予　第2㊍13時20分～16時20分
■司法書士による法律相談（相続・登記など）□予　5/12㊍・20㊎9時～12時
■行政書士による法律相談（相続・外国人残留帰化・金銭貸借等の書類作成
など）□予　第4㊍9時～12時
■くらしの法律総合相談（税・労働・土地・住宅・特許に関することなど）
□予　第3㊍13時30分～15時30分…高砂コミセン
■行政相談（国の仕事に関する意見・要望）　第2㊎13時30分～16時
【女性の生き方】
■女性の生き方なんでも相談□予　㊍・第1㊏11時～16時…草加市文化会館☎
931-9325○内50（さわやかサロン）
【福祉・介護】
■ボランティア相談（電話・来所）　㊊～㊎8時30分～17時15分…草加市社会
福祉協議会ボランティアセンター☎932-67725932-6779
■ふれあい福祉相談　一般相談（電話・来所）　㊎10時～15時　法律相談（3
日前までに□予・来所）　5/27㊎13時30分～15時30分…草加市社会福祉協議会
☎932-67895932-6779
■身体障がい者援護相談（電話・来庁）　第3㊌10時～12時…障がい福祉課☎
922-14365922-1153
■地域包括支援センター（高年者のこと全般）　㊊～㊏9時～17時…谷塚・瀬
崎☎929-36135929-3612▽谷塚西部☎929-00145929-5222▽草加中央・稲荷
☎959-91335922-3801▽草加西部☎946-70305942-7582▽松原・草加東部☎9
32-67755932-6779▽安行☎921-21215928-8989▽川柳・新田東部☎932-7007
5931-0993▽新田☎946-05205946-0523
【子育て】
■総合相談センター（電話・来所）　家庭児童相談員などが担当　㊊～㊎8時
30分～17時…子育て支援センター☎944-0621
■すこやか相談会（子育て相談・情報提供）　子育て支援コーディネーター
が担当　10時～12時　4/25㊊、5/16㊊…住吉児童館☎928-5736▽4/28㊍、5/
12㊍…谷塚児童センター☎925-1856▽4/21㊍、5/19㊍…新栄児童センター☎

942-9876▽5/18㊌…氷川児童センター☎928-2341
■育児電話相談（0歳～就学前の子どもの育児全般）　保健師・管理栄養士が
担当　㊊～㊎8時30分～17時…保健センター☎927-1929または☎922-0200
※㊋9時30分～12時は各保育園でも育児電話相談を開設
■地域子育て支援センター育児相談（電話・来所）　㊊～㊎9時～16時30分…
きたうら保育園☎946-6663・あずま保育園☎922-9012
■保育ステーション育児相談（電話・来所）　㊊～㊏9時～16時30分…保育ス
テーション☎920-1120
【働く】
■内職相談　㊊…市民相談室　第1・3㊍…勤労福祉会館　第2・4㊍…谷塚文
化センター　いずれも10時～12時、13時～15時　☎941-6111（消費労政係）
■就職相談□予　㊊・㊌・㊎10時～16時…勤労福祉会館☎048-711-4547（セカ
ンドキャリアセンター）
■39歳までの就職相談□予　第1㊐10時～16時…勤労福祉会館☎941-6111（消
費労政係）
【その他】
■消費生活相談（電話）　㊊～㊎9時30分～16時…消費生活センター（勤労福
祉会館内）☎941-6111（消費労政係）
■青少年のカウンセリング（仕事・恋愛・人間関係等）□予　第2㊌19時～21時
…勤労青少年ホーム☎928-5550
■配偶者等からの暴力相談□予　専門相談員が担当　㊊・㊌・㊎10時～16時…
配偶者暴力相談支援センター☎922-35625927-4955（人権共生課）
■人権相談　4/27㊌13時～16時…八幡コミセン☎922-0825（人権共生課）　
㊊9時～16時…さいたま地方法務局越谷支局☎966-1321
■創業・金融よろず相談（中小企業者向け・3日前までに□予 ）　5/10㊋9時30
分～11時30分…市民相談室☎922-3477（産業振興課）
■市民活動相談（地域参加・地域活性化）第3㊎9時30分～11時30分…市民活
動センター☎920-3580
■市民税務・経営相談（前日正午までに□予・来所）　第2㊍13時30分～16時30
分…草加市社会福祉協議会☎048-263-07815048-261-2626（関東信越税理士会
川口支部）

■外国籍市民相談（市役所での手続き・入学手続き・生活全般）（電話・

来庁）　  ㊊・㊌・㊎9時～17時…国際相談コーナー☎922-2970　㊋・㊍9時～

17時（来庁は予約制）…人権共生課☎922-0825　

　  がいこくせきしみんそうだん　 しやくしょ　　　てつづ 　　にゅうがくてつづ　 せいかつぜんぱん　 でんわ　

らいちょう　  げつ　すい   きん  じ　　　  じ　こくさいそうだん　　　　　　　　　　　　　　   か　 もく　じ

 　 じ　らいちょう  よやくせい　　 じんけんきょうせいか

　月　日　診療科 当番医名 住　所 電話番号 　月　日　診療科 当番医名 住　所 電話番号

内科

外科

内科

外科

歯科

内科

外科

4/24
㊐

5/4
㊗

5/5
㊗

4/29
㊗

5/1
㊐

草加西部クリニック

メディクス草加クリニック

中田医院

鳳永病院

さいとう歯科医院

柳島クリニック

いまじょうクリニック

両新田西町456

氷川町2149-3

中央2-16-43

谷塚2-12-15

谷塚町657-9

柳島町650

旭町6-1-17

☎928-3301

☎920-6161

☎922-2111

☎924-2631

☎924-3110

☎927-7911

☎941-2140

内科

外科

歯科

内科

外科

歯科

内科

外科

歯科

歯科

みなみ草加クリニック

金子医院

クリハラ歯科

大城クリニック

草加松原整形外科

島歯科医院

ふかさく内科クリニック

正務医院

こすげ歯科医院

樽谷歯科医院

新里町107-1

稲荷3-13-23

八幡町153 1Ｆ

松原5-1-5

松江2-3-50

北谷1-21-6

氷川町2171-8

青柳5-12-13

氷川町237-2-101

金明町1-1-103

☎924-0600

☎936-3636

☎935-6491

☎942-3039

☎935-4838

☎941-9791

☎922-8007

☎936-7422

☎922-0055

☎935-1541

4/21㊍～5/20㊎（祝・休日を除く）　相談は無料 　　は要予約
電話のかけ間違いに注意してください。相　談　案　内 □予

休 日 当 番 医
日曜・祝日等の救急患者や負傷者の診療を行います（一次救急）。
来院前に必ず電話で確認を（保険証持参）。
※市立病院（☎946-2200）では一次救急での診療が困難な場合
や入院治療が必要な患者を受け入れます（二次救急）。

以降の当番医は5月5日号に掲載します。
歯科診療は、祝日・年末年始のみ歯科医院の当番制で実施します。

休日当番医
QRコード

■診療時間　内科・外科…9時～12時・14時～17時（変更の場合あり）歯科…9時～12時

急病への対処や受診の必要性を看護師が助言
■小児　☎＃8000
※ダイヤル回線・IP電話は☎048-833-7911
19時～翌日7時（㊐・㊗等は7時～）
■大人　☎♯7000
※ダイヤル回線・IP電話は☎048-824-4199
18時30分～22時30分

埼玉県救急電話相談

緊急診療できる医療機関を24時間案内
☎048-824-4199

埼玉県救急医療情報センター

☎954-6401
子ども急病夜間クリニック（小児科）

■診療時間
㊊～㊎ 19時30分～22時30分
㊏、㊐、㊗、年末年始　
　　　 18時30分～22時30分
■場所　草加2-21-1　
市立病院心臓・脳血管センター1階

※夜間に急変した0～15歳を応急診療
　します。

三栄工業㈱
㈱今泉水道
竹内セントラル㈱

苗塚町55-4
谷塚上町483-3
苗塚町438-16

☎925-7384
☎927-1010
☎928-5525

4/24㊐
4/29㊗
5/  1㊐

㈲駒崎設備
㈲東洋開発
㈲石田水道

氷川町818-3
両新田西町246
吉町1-5-12

☎924-4136
☎928-5520
☎922-2736

5/3㊗
5/4㊗
5/5㊗

休日等上水道工事店
日曜、祝日等の漏水・出水不良などの水道トラブルに対応します。 受付時間：9時～17時

防災テレフォンサービス ▶防災行政無線放送　☎922-9911　▶火災・防災情報　☎997-8511
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　市内外のイベント等で明るく元気に爽やかに草加市の魅力をPRし
ていただける「草加さわやかさん」を募集します。
　草加さわやかさんに選ばれた人には、賞金や記念品などが贈呈さ
れます。皆様のご応募をお待ちしています。

□申 5月18日㈬（必着）までに、文化観光課、物産・観光情報センタ
ーほかで配布する応募用紙（市ホームページから入手可）に記入し、
3×4㌢の顔写真2枚を添えて観光協会事務局（文化観光課内）へ。

■応募資格　1年間市のイベント等に参加できる18歳以上の市
　　　　　　内在住、在勤、在学の女性（既婚・未婚は問いま
　　　　　　せん）
■部　　門　①18歳以上39歳以下②40歳以上
■募集人数　各部門2人まで（ただし、審査の結果該当なしと
　　　　　　なる場合があります）
■書類審査　応募人数が各部門20人以上の場合のみ実施します
■面接審査　5月28日㈯
■面接会場　市役所本庁舎3階第1・2委員会室（変更の場合有）

住所・氏名・電話番号を記入し、〒340-0053旭町6-13-20勤労福祉会
館へ。

　3月27日～4月3日、「草加さく
ら祭り」が葛西用水（稲荷橋付
近）で開催され、船上金婚式や草
加さわやかさんをモデルにした桜
並木撮影会、ウオーキング大会、
稚魚の放流、昭和村の特産品の販
売などが行われ、大勢の人でにぎ
わいました。

　ごみの減量化、循環型社会の形成を目指し、「粗大ごみ」と
して出された机やたんすなどで、まだ使うことができる品物を
リユース品として販売します。貴重な資源を大切に使うため、
リユース品をぜひ利用してください。
■開催日時　4月23日㈯、以降毎月第4土曜日
　　　　　　午前9時～午後3時（売り切れ次第終了）
■場　　所　リサイクルセンター（稲荷1-8-2）
■販売品目　カラーボックス・棚・タンスなど
■対　　象　市内在住で、自身で搬出・運搬できる人
■支払方法　現金のみ

　4月2日、市内初のコミュニテ
ィバス「パリポリくんバス」の
開通式と草加駅西口駅前広場リ
ニューアルの合同式典が行われ
ました。バスのラッピングデザ
イン・愛称の表彰式では、バス停型のトロフィーが渡され、緊
張していた受賞者も思わず笑顔に。便利で笑顔いっぱいの「パ
リポリくんバス」を是非ご利用ください。

　5月29日㈰に中央公
民館で開催するそうか
環境とくらしフェアで
展示する作品等を募集
します。いずれも市内
在住・在勤・在学者対
象。
■草加ネイチャー写真
展
　市内の自然風景、動

植物、昆虫など草加の自然環境を撮影した写真を募集します。DPE
または自家プリント。カラー、モノクロ問わず。Ａ4または四切サ
イズ。1人2作品まで応募可。※応募多数の場合は、同一応募者によ
る複数展示ができない場合があります。
　作品は十分に乾燥させたあと、1作品ごとに応募用紙1枚とともに、
透明な袋に入れ、裏面に上下がわ
かるように表示してください。応
募用紙はくらし安全課、環境課、
勤労福祉会館で配布するほか、市
ホームページでも入手できます。
なお、応募作品は返却しません。
□申 5月13日㈮までに応募用紙と作
品を〒340-0053旭町6-13-20勤労福
祉会館へ。

■フリーマーケット
　15区画募集（応募多数の場合は
抽選）。出店料500円（当日払
い）。搬入時間指定。1区画につ
き1台まで駐車場の利用可。区画
内でのみハンガーラック等の使用
可。
□申 5月13日㈮までに往復はがきに

草加さわやかさん募集

展示作品等を募集５月29日日

問草加市観光協会事務局
（文化観光課内）☎922-2403

問くらし安全課 消費労政係
☎941-61115941-6157

「草加市が好
き！」

「草加市のＰＲをしたい！」

草加が好き

そうか
環境とくらしフェア

粗大ごみを再利用、エコでお得な
リユース品を使ってください

リユース品
展示販売がスタート

草加さくら祭り

さくらが咲き誇る中、
船上金婚式や撮影会

3月 4月かどまちごとでき 「パリポリくんバス」発車オーライ！

問廃棄物資源課☎931-39725931-9993
　リサイクルセンター（当日）
　☎930-11565930-1157

写真はイメージです

み
ん
な

一
緒
に

乗
ろ
う
ね
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市の人口　平成28年4月1日現在　24万6226人（男12万5176人・女12万1050人）／前月比324人増／世帯数11万1697世帯
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