
リノベーションまちづくりリノベーションまちづくり空き店舗空き店舗などをなどを しし再生再生

「にぎわい」
「にぎわい」をを創る創る に参加しませんかに参加しませんか

そうかリノベーションまちづくり構想検討委員会
みんなで考えよう！ みんなで探そう！

うちの近くで楽しく
食事や買い物したいね

スキルを生かして
家庭と両立できる
仕事を創りたいわ

気軽におしゃべり
できる場が欲しいな

　子どもが安心して
遊べる場所を作りたいな

　そうかリノベーションまちづくり構想は、リノベーションま
ちづくりを進めるために、その目標や進め方を考え、まとめる
ものです。
　これまで4回にわたり、同委員会を開催し、検討を進めてい
ます。今年度も引き続き開催を予定していますので、ここから
始まるまちづくりにぜひご参加ください。
■日時：5月20日㈮ 午後6時～
■会場：市役所西棟5階 第1・2会議室
　参加を希望される人は産業振興課へ電話またはEメールでお
申し込みください。

　普段まちの人たちが気づいて
いない建物・人・産業・文化・
歴史などのまちに存在する「お
宝」を、外からやってきた4人の
トレジャーハンターと一緒に探
し、使い方を考え、提案します。
　「お宝」を見つけて、このま
ちの未来と豊かな暮らしを考え
たい方のご参加を心よりをお待
ちしております！
　報告会・トークライブのみの
参加も大歓迎です。

リノベーションスクール＠そうか
日　　　程 ： 平成28年6月25日（土）～26日（日）
会　　　場 ： 草加小学校体育館
プログラム ： ①トレジャーハンティング
　　　　　　②トレジャーハンティング報告会・トークライブ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（一般公開）
参 加 方 法 ： 「まちのトレジャーハンティング＠そうか」
　　　　専用ホームページをご確認の上、お申し込みください。

5月10日頃から、公共施設でチラシを配布します。

まちのトレジャーハンティング＠そうか

みんなで創ろう！

不動産を募集しています！

問い合わせ先 ： 産業振興課リノベーションまちづくり推進係　　　　公式フェイスブック　　リノベーションまちづくり草加
　　　　　☎922-0839　　　 　922-3406　 　　　　sangyosinko@city.soka.saitama.jp

　リノベーションスクールは遊休不動産の活用を通じて、まちづ
くりを実践的に学ぶスクールです。市内外から集まる受講生が実
際の遊休不動産を題材に、地域経営課題の解決につながる活用方法（事業計画）を
検討し、不動産オーナーに提案します。スクール後は、提案内容をさらに磨き上げ、
事業化に向けて取り組みます。

　対象エリアとして取り組みを進めている草加駅東口周辺の中心市街地（いわゆる
旧町。草加小や市役所周辺などのエリアのこと。）で、リノベーションスクールの
題材となる対象物件を募集しています。お持ちの物件を提供して、まちづくりに貢
献したい！新しいビジネス創出に協力したい！という方、まずはご連絡ください！

2016年秋開催予定

参加者募集！

まちのトレジャーハンティング＠そうか

検 索

折り込んである「国民健康保険特集号」「そうか市議会報」は、抜いて読んでください。

リノベーションまちづくりとは・・・リノベーションまちづくりとは・・・
空き店舗や空き家といった遊休不動産を改修（リノベーション）して、カフェやモノづくり工房、創業支援施設など、
新しいビジネスや交流の場を創造し、雇用の創出を図る民間主導・公民連携のまちづくりのことです。
空き店舗や空き家といった遊休不動産を改修（リノベーション）して、カフェやモノづくり工房、創業支援施設など、
新しいビジネスや交流の場を創造し、雇用の創出を図る民間主導・公民連携のまちづくりのことです。
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■肺がん・結核検診のみを実施

■大腸がん検診のみを実施

 肺がん・結核検診
　肺がん・結核検診の保健センターへの申し込みが不要になりまし
た。直接、指定医療機関で受診してください。
■対　　象　40歳以上（65歳以上は、結核検診を含む）
■検診期間　7月1日㈮～9月30日㈮（休診日を除く）
■費　　用　胸部レントゲン撮影800円
　　　　　　かく痰検査900円（医師が必要と認めたもの）

　市立病院の平成28・29年度新規
採用の看護師･助産師･薬剤師を募
集します。
■試 験 日  6月18日㈯
■採用人数　若干名
受験資格等は下表のとおり。
□申薬剤師は6月3日㈮まで、看護師
・助産師は6月14日㈫までに市職員課、各サービスセンター、中
央図書館、市立病院（市立病院ホームページ）で配布する試験申
込書に記入し、〒340-8560市立病院経営管理課へ。

 大腸がん検診
　大腸がん検診の個別検診が始まります。集団検診か個別検診のど
ちらかを選び、個別検診を希望する場合は直接、指定医療機関で受
診してください。集団検診を希望する場合は、保健センターへの申
し込みが必要です。
■対　　象　30歳以上
■検診期間　6月1日㈬～12月16日㈮（休診日を除く）
■費　　用　便潜血反応検査500円
　いずれも、個別検診を希望する場合は、健康保険証を持参し、指
定医療機関で受診してください（受診券はありません）。後期高齢
者医療被保険者、生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付制度適
用者、非課税世帯の人は無料。また、肺がん検診・大腸がん検診は
ともに期間内1回で2回目以降の同一検診は全額自己負担になります。

　予約制の場合もありますので、検診日等は医療機関に問い合わ
せてください。医療機関の所在地及び電話番号は、3月5日に配布

した健康カレンダー等で確認を。また、医療機関の一覧表は、保
健センター・市役所総合窓口・サービスセンター・公民館・コミ
セン等で配布するほか、市ホームページからも入手できます。

　地域経済の活性化
を図るため、リフォ
ームや設備投資の補
助を希望する事業所
を募集します。
市内リフォーム補助
事業
　認定事業者がリフ
ォームの発注者に対
して請負額の割引を
行った場合に補助し
ます。応募多数の場
合は抽選。

■補助の限度額　請負額の15㌫（上限10万円）
■条　　　　件　交付決定後に施工を開始し、平成29年1月末まで
　　　　　　　　に完了していること
　なお、認定事業者の認定は、同実行委員会への申請が必要です。
市内事業所等設備投資支援事業
　市内の事業所等が、設備の新設や更新を行う場合に補助をします。
■補助の限度額　設置設備等の取得価額の20㌫（上限100万円）
■対　　　　象　新たな商品やサービスの開発、環境への配慮や事
　　　　　　　 業の拡大を目的とした設備投資で平成28年12月末
　　　　　　　　までに設置が終了している設備
　詳しくは各事業の実施要項で確認してください。実施要項は、同
実行委員会事務局で配布するほか、同実行委員会ホームページから
も入手できます。

看護師・助産師

区分

薬剤師
（経験者対象）

薬剤師
（新卒者等対象）

受験資格 試験内容

論文・面接

第1次…一般教養・論文
第2次…面接

■肺がん・結核検診と大腸がん検診
あさこ小児科内科医院（高砂）
石井外科医院（氷川町）
臼田診療所（松原）
内山内科小児科医院（高砂）
大里内科医院（氷川町）
大城クリニック（松原）
かたい内科クリニック（松江）
かとうファミリークリニック（青柳）
金子医院（稲荷）
神谷医院（吉町）
埼友草加病院（松原）
さいわい内科クリニック（旭町）
しんえいクリニック（新栄）
草加永大クリニック（吉町）
草加グリーンクリニック（旭町）
草加西部クリニック（両新田西町）
草加中央診療所（中央）
草加内科呼吸ケアクリニック（草加）
たいよう内科クリニック（八幡町・休診中）

たかぎ医院（吉町）
高木クリニック（栄町）
たなか内科・循環器科クリニック（西町）
土谷メディカルクリニック（谷塚町）
豊田クリニック（柿木町）
虎溪医院（青柳）
内藤クリニック（住吉）
中田医院（中央）
二宮病院（新栄）
ハーモネスタワークリニック（松原）
平田クリニック（新栄）
ふかさく内科クリニック（氷川町）
鳳永病院（谷塚）
正務医院（青柳）
松野クリニック（栄町）
松本医院（松原）
水野クリニック（栄町）
みなみ草加クリニック（新里町）
メディカルトピア草加病院（谷塚）
メディカルハブクリニック（金明町）

メディクス草加クリニック（氷川町）
柳島クリニック（柳島町）
山内医院（手代町）
山崎胃腸科内科クリニック（氷川町）
山崎クリニック（中央）
レン・ファミリ－クリニック（新善町）

佐藤医院（谷塚町）
草加循環器クリニック（氷川町）

いまじょうクリニック（旭町）
かがわ医院（草加）
児玉医院（氷川町）
さくら整形外科（谷塚上町）
草加菅原レディースクリニック（氷川町）
瀧澤医院（北谷）
中町クリニック（谷塚）
肥田医院（谷塚町）
水野医院（栄町）

昭和61年4月2日以降生まれで、各職種の免
許を有する人。または、平成29年4月1日ま
でに免許取得見込みの人

昭和54年4月2日以降生まれで、薬剤師の免
許を有し、かつ免許取得後病院で薬剤師とし
て5年以上の職務を経験している人

平成3年4月2日以降生まれで、薬剤師の免
許を有する人。または平成29年4月1日まで
に免許取得見込みの人

指定医療機関（50音順）

肺がん・結核検診、
大腸がん検診のお知らせ
問保健センター☎922-02005922-1516

市立病院新規職員を募集
問市立病院経営管理課☎946-2200○内 3003

平成28年度実施

補助事業者を募集

市内リフォーム補助事業・
設備投資支援事業

リフォーム補助事業
申請は6月1日㈬～

問草加地域経済活性化事業実行委員会
事務局（草加商工会議所内）
☎928-81115928-8125

② 2016年5月5日号 草加人のための情報紙　広報「そうか」市政情報



青少年の主張大会作文募集

　一定以上の障がいがある人のために使用する軽自動車の軽自動車
税を減免します。
■対象　

　軽自動車税以外の自動車税の減免については県越谷県税事務所
（☎962-2191）へ問い合わせてください。減免は、普通自動車など
を含め、障がい者1人につき1台に限ります。
□申①5月上旬に郵送する納税通知書と運転免許証②自動車検査証③
身体障害者手帳（療育手帳・精神障害者保健福祉手帳）④納税義務
者のマイナンバーが分かるものを持参し、市民税課へ。
　なお、車の所有者または運転者が障がい者と別住所の場合は、扶
養関係が分かる健康保険証や源泉徴収票など、運転者が常時介護す
る人の場合は常時介護の誓約書などが必要です。減免の対象となる
障害等級や必要書類の詳細については同課に問い合わせてください。

1.障がい者本人または障がい者と生計を一にする人が軽自
動車を所有し運転する場合
2.障がい者のみで生活する人が所有する軽自動車を常時介
護する人が運転する場合

　朝夕のウオーキングや愛犬の散歩などに合わせ、「そうかま
ち見守り隊」隊員として、まちの安全を見守ってみませんか。
ウオーキング時の「徒歩パトロール」や愛犬の散歩時の「わん
わんパトロール」の隊員を募集します。新規隊員にはパトロー
ル用資機材を2点貸与します。対象は18歳以上の市内在住、在
勤、在学者で、週1回以上パトロールを行える人。

 パトロール講習会
　パトロールのポイントなどを学ぶ講習会を開催します。見守
り隊に参加を希望する人は、いずれかの日程で受講してくださ
い。
■日時　6月3日㈮・4日㈯午前10時～11時
■会場　市役所西棟5階第3会議室

　6月11日㈯に中央公民館で開催される青少年の主張大会で発表す
る作文を募集します。
■テーマ　

■対　象　市内在住・在学の小学4年～高校生及び同年代の青少年
□申 5月16日㈪（必着）までに、市内在学者は学校を通じて（直接申
込も可）、市外在学者・同年代の人は草加市青少年健全育成市民会
議事務局（勤労青少年ホーム内）へ。応募は1人1点。応募作品は返
却しません。

①「未来に向けて考えること」
（希望・提案・将来の夢）、②
「日常生活や学校生活の中でチ
ャレンジしていることや感じて
いること」、③「大人に訴えた
いこと」など。小学生・中学生
の部は400字詰め原稿用紙4枚
以内で5分間程度、高校生等の
部は6枚以内で7分間程度の意
見発表ができる内容。

　行政相談委員は、民間の有識者の中から総務大臣が委嘱している
もので、公平・中立な第三者の立場で国の仕事に対する苦情等の解
決を図り、相談を通じて皆さんの声を行政運営に役立てています。
　定例相談会は第2金曜日午後1時30分～4時に市役所市民相談室で
開催中。行政相談委員は、醍醐洋子さん（氷川町☎925-1930）、津
田元五さん（住吉2丁目☎928-5590）、黒澤隆司さん（西町☎
925-0445）、中村久夫さん（中根3丁目☎936-0054）、山川邦子さ
ん（栄町2丁目☎931-8689）の5人で、各委員宅でも相談に応じます。

　市の審議会等を傍聴できます。なお、市
内在住の聴覚障がい者で手話通訳者の派遣
を希望する場合は、会議開催1週間前まで
に各担当事務局へ連絡を。
■病院運営審議会＜市立病院経営管理課☎

946-22005946-2211＞…5月12日㈭午前11時
～　市立病院本館3階講堂で　定員5人（当日
先着順）
■放課後子ども教室推進事業運営委員会＜子
ども育成課☎922-10645922-3274＞…5月19
日㈭午前10時～　市役所西棟5階第2会議室
で　定員5人（当日先着順）
■廃棄物減量等推進審議会＜廃棄物資源課☎
931-39725931-9993＞…5月20日㈮午前10時
～　リサイクルセンタープラザ棟2階会議室

で　定員5人（当日先着順）
■都市計画審議会＜都市計画課☎922-1790
5922-3145＞…5月24日㈫午前10時～　市
役所本庁舎3階第１･2委員会室で　定員10
人（傍聴の受付は開会30分前から15分前
まで。定員を上回った場合は抽選）
■振興計画審議会＜総合政策課☎922-0749
5922-3406＞…6月2日㈭午後6時～　市役
所本庁舎3階第1･2委員会室で　定員5人
（当日先着順）

　草加市クリーンふるさと推進協議会では、5月29日㈰に市内全域
で春の美化運動を実施します。実施時間は町会・自治会ごとに異な
りますので、確認の上、公共的に使用されている場所の清掃活動を
お願いします。
　集めたごみは、可燃ごみ、不燃ごみ、資源物の3種類に分別し、
町会・自治会などが配布する「美化運動専用ごみ袋」に入れ、「美
化運動専用の集積所」に出してください。ただし、家庭内や事業所
内から出されたごみ、テレビや自転車、
石、コンクリートなどは収集しませんの
で出さないでください。
　なお、Ｕ字溝等の清掃を行う町会・自
治会は、事前に同協議会にヘドロ収集を
依頼してください。また、収集作業中の
ごみ収集車は危険ですので近づかないで
ください。
　美化運動は、まちの美化やごみ問題に
対する意識の啓発を目的として、毎年春
・秋の2回実施し、今回が71回目です。多
くの皆さんの参加と協力をお願いします。

審議会等の開催日程

～まちをきれいに～
5月29日㈰は
春の美化運動

安全安心ボランティア
「そうかまち見守り隊」隊員募集

あなたの散歩がまちの安全を守る障がい者の
軽自動車税を減免
5月31日㈫までに

問市民税課☎922-10495920-1502

問草加市青少年健全育成市民会議事務局（勤労青少年ホーム内）
　☎928-64215928-9632

問草加市クリーンふるさと
推進協議会（廃棄物資源課内）
☎931-39725931-9993

国の仕事に関する相談は行政相談委員へ
問広聴相談課☎922-05665922-3173

□申5月6日㈮～27日㈮にくらし安全課へ。
☎922-36075922-3041kurashianzen@city.soka.saitama.jp

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③2016年5月5日号市政情報



　5/6㊎から、市民課・保育課・市民
税課などが新第2庁舎に移り、福祉課
がNTTビルに移るなど、窓口の場所
が変わります。また、日曜窓口・水曜
夜間窓口も新第2庁舎で開設します。
問資産活用課☎922-17985924-3739

　5/9㊊～平成29年3/31㊎は国道4号線
橋りょう（草加高架橋）補修工事のた
め谷塚南ミニコミセンの高架下駐車場
が利用できなくなります。なお、施設
の利用は可能です。問みんなでまちづ
くり課☎922-07965922-3406

　平成28年熊本地
震災害義援金を受
け付けています。
募金箱は福祉課・
市民課・建設管理
課・各サービスセ
ンター・公民館・
文化センター・中
央図書館に設置しています。集まった
義援金は、日本赤十字社を通じ全額が
被災地支援に使用されます。皆さんの
協力をお願いします。問福祉課☎922-
12345922-1066　

　自動車税・軽自動車税は、5/31㊋ま
でに指定の金融機関・郵便局・コンビ
ニエンスストアで納めてください。自
動車税はインターネット「Yahoo!公金
支払い」からクレジットカードでも納
付できます。問自動車税コールセンタ
ー☎050-3786-1222、軽自動車は市民税
課☎922-10495920-1502

　お休み処「草加宿神明庵」では、運
営ボランティアの説明会を行います。
5/17㊋13時～。会場は草加宿神明庵
（神明1-6-14）。湯茶の接待やお土産
の販売などを通じて神明庵を訪れた人
をもてなしてみませんか。日曜を含む
月3回程度参加できる人対象。□申文化
観光課へ。☎922-24035922-3406

　5/28㊏9時30分～14時25分（雨天時
は5/31㊋）。11時50分からの草加音頭
には観覧者も参加できます。会場は同
校グラウンド（松原4-6-1）。問同校☎
946-21315946-5670

　子育てを応援する会員組織のファミ
リー・サポート・センターでは、保育
施設等への送迎や会員宅での預りのほ
か、病児・病後児預りも行っています。
同センターの利用希望者と子育てを支
援する会員を募集します。入会説明会
（要予約）は、6/4㊏10時～12時。会
場は中央公民館。□申ファミリー・サポ
ート・センターへ。☎920-11005920-1
101

　7月は河川愛護月間です。これにち
なみ、市内の川・橋・水辺を題材にし
た写真を募集します。入賞作品は、
7/19㊋～28㊍にであいの森で、8/10㊌
～17㊌に中央公民館で展示します。市
内在住・在勤・在学のアマチュア写真
家対象。市内で撮影した未発表作品で、
四切または六切のカラー写真、1人5点
まで。□申6/24㊎までに河川課で配布す
る応募用紙を作品に添付し同課へ。☎
922-21725922-2124

　東日本大震災被災地で生産された品
々を販売します。5/12㊍10時30分～16
時。会場は物産・観光情報センター。
問つながりの会（草加市社会福祉協議
会内）☎932-67705932-6779

　県内（栗橋）をはじめ全国各地に伝
承を残す静御前について、記録と伝承
をもとに解き明かします。5/20㊎14時
～16時。会場は歴史民俗資料館。定員
60人。□申5/6㊎から電話で同館へ。☎
922-0402

　6/3㊎9時30分～12時。会場は市民温
水プール。安全にプールや水辺のレジ
ャーを楽しめるように事故の予防や予
見、救命救急処置について学びます。
18歳以上対象。定員20人。筆記用具、
水着、帽子、ゴーグル持参。□申5/6㊎
から電話で温水プールへ。☎936-6824

　6/3～24の㊎13時30分～15時。全4回。
会場は柳島コミセン。定員12人。□申
5/6㊎9時から柳島コミセンへ。☎928-
2321

　5/22㊐11時～17時。会場は草加駅東
口周辺。この春、進学や就職などで草
加に引っ越してきた皆さんに魅力を伝
えようと、草加駅東口にある8商店会
とマルイ・ヴァリエ・イトーヨーカド
ーが合同で開催します。草加Welcome 
Festival実行委員会主催。問産業振興
課☎922-08395922-3406

　5/21㊏13時30分～16時30分。会場は
消防署北分署。乳幼児に対する心肺蘇
生法・AEDの取り扱い・異物除去法
・止血法。市内または八潮市在住・在
勤・在学の中学生以上対象。定員20人。
修了証を交付します。□申5/6㊎から北
分署へ。☎944-7301

　5/14・21の㊏10時～13時。全2回。
定員12人。材料費200円。エプロン・
三角巾・タオル持参。□申5/6㊎9時から
柳島コミセンへ。☎5928-2321

　市役所窓口や災害時に、外国籍市民
に応対する通訳・翻訳ボランティアを
募集します。18歳以上の市内在住・在
学・在勤者対象。後日応募者への説明
会を開催します。問人権共生課☎922-
08255927-4955

　赤十字社員とは、年額500円以上を
出資し日本赤十字社の活動を支援する
人です。社資（活動資金）は、災害救
護活動、国際救援活動、各種講習会、
医療事業など様々な活動のために使わ
れます。町会・自治会並びに民生委員
・児童委員の協力で社員増強運動を実
施します。協力をお願いします。問日
本赤十字社埼玉県支部草加市地区（福
祉課内）☎922-12345922-1066

　10/16㊐に草加市文化会館で行われ
る草加ふささらダンスフェスティバル
でパフォーマンスを披露するダンサー
やダンスの団体を募集します。対象は
教室やサークルなどでダンスをしてい
る団体。参加費1団体1万円、出演者1
人につき1000円（別途ステージ料等あ

り）。なお、参加希望団体は5/26㊍19
時30分に草加市文化会館で行われる説
明会に参加。□申5/20㊎までに代表者の
住所、氏名、年齢、電話番号、参加部
門を明記し〒340-0013松江1-1-5草加市
文化会館「ダンスフェスティバル団体
募集」係へ。はがき、ファクス、Eメ
ールでも可。☎931-93255936-4690i
nfo@soka-bunka.jp

■卓球教室　㊋17時～19時（月3回）。
会場は社会福祉活動センター。定員10
人。上履き持参。
■英会話教室　①ゆっくり楽しく英会
話（中級）…5/16からの㊊13時～15時。
②ゆっくりはじめる英会話（入門）…
5/16からの㊊15時30分～17時。③ゆっ
くりのんびり英会話（初級）…5/19か

らの㊍13時～15時。④はじめての英会
話（初心者）…5/19からの㊍15時30分
～17時。会場は勤労青少年ホーム。定
員各6人。
　いずれも月3回、月額1600円（英会
話は別途教材費あり）。□申シルバー人
材センターへ。☎928-92115928-9209

　健康づくりの初めの一歩を踏み出す
ための体操教室。初日は30分間の健康
講話があります。
■からだが硬い人のためのヨガ　6/2
～6/30の㊍。会場は勤労福祉会館。18
歳以上対象。定員40人。
■しあわせ出産のためのマタニティス
トレッチ　6/6～7/11の㊊（6/27を除
く）。会場は高砂コミセン。妊娠16週
～32週の妊婦対象。定員20人。
■リンパを流すストレッチ＆健康体操

6/13～7/11の㊊。会場は新里文化セン
ター。40歳以上対象。定員30人。
　いずれも9時30分～10時45分。全5回。
□申5/6㊎から電話で草加市体育協会へ。
☎928-6361

ⓒ2010熊本県くまモン♯熊本支援

・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

もう一度見直そう。家族の防災袋・避難手順等の点検を。

▶固定資産税・都市計画税　第1期
▶軽自動車税　全期

5月の
納税
・
納付

日曜・夜間納税窓口
市役所第2庁舎納税課で

日曜
夜間

9時～12時30分
㊌（㊗・㊡を除く）21時まで5/31㊋までに最寄りの市指定金融機関・

コンビニで納めてください 納税は便利な口座振替で

新第2庁舎での業務開始
来庁時には確認をお願いします

草加宿神明庵
運営ボランティア募集説明会

県立草加かがやき特別支援学校
運動会

ファミリー・サポート・センター
会員募集

7月は河川愛護月間
川などを題材にした写真募集

SKT24推進事業
そうか健康づくり応援隊

谷塚南ミニコミセンの高架下駐車場
利用休止

草加ふささらダンスフェスティバル
参加団体募集

熊本地震義援金を受け付けています

5月は自動車税の納期です

食べて応援！東北復興支援販売会　

歴民講座「吾妻鏡と静御前」

水の安全講習会

日本民謡を歌いませんか

草加Welcome Festival

普通救命講習Ⅲ

手作りパン講習会

シルバーカルチャー教室

通訳・翻訳ボランティアを募集

赤十字社員増強運動に協力を

④ 2016年5月5日号 草加人のための情報紙　広報「そうか」情報コーナー「すとりーと」

平成28年の市内交通事故状況（前年比）4月20日現在　人身事故320件（－73）　死者2人（－2）



みんなの健康 問保健センター 〒340ｰ0016  中央1ｰ5ｰ22 ※会場の記載がないものは保健センター
※費用の掲載のないものは無料
※成人保健の年齢は平成29年3/31現在☎922‒0200   5922‒1516

名称・会場 対象と定員 備　考内容と費用実施日 受付時間

母
子
保
健

成
人
保
健

ぽかぽか広場（中央図書館） 5/25㊌

5/30㊊

5/25㊌

初参加の4～7か月児（開催日当日）と
保護者　定員30組 申込受付中　母子健康手帳、バスタオル持参

申込受付中　母子健康手帳、おむつ持参
初期講習参加者はおんぶひもかだっこひも持参

健康手帳、拭き取り用のタオルまたは
ティッシュペーパー持参
要予約。上記申込開始日より電話受付

絵本の読み聞かせと
親子ふれあいあそび

離乳食の進め方の講習と試食

1歳7か月児健康診査

離乳食講習

（初期）

（中期）

（後期）

6/7㊋

6/21㊋

平成26年11/1～15生まれ

平成26年11/16～30生まれ

対象者に5月末に通知を送付　　　　　　　　　　
通知が届かなくても2歳になる前日までは母子健康手帳と
バスタオルを持参し来場すれば受診可

13時～13時45分

9時45分～10時

おやこでブラッシング
（谷塚児童センター） 6/13㊊ 未就学児と保護者　定員36組 母子健康手帳、タオル、普段使用している歯ブラシ持参歯科衛生士によるブラッシング指導と

だ液のＰＨテスト

①10時～10時15分
②10時30分～10時45分
③１１時～11時15分
④11時30分～11時45分

マタニティ歯科健診 6/22㊌ 妊娠32週までの妊婦　40人 申込受付中　母子健康手帳、タオル持参、歯ブラシ、手鏡歯科健診、ブラッシング指導、
歯科講話ほか12時45分～13時

12時45分～13時15分 5～6か月児　定員30組

7～8か月児　定員25組

9～11か月児　定員20組
9時30分～10時

身体測定、内科・歯科健診ほか

1期（3回）の接種終了後、9歳を過ぎて1回 平成18年4/2～平成19年4/1生まれ日本脳炎予防接種2期
（指定医療機関）

平成28年3月末に通知を送付済み。平成8年4/2～同19
年4/1生まれの人は、20歳に達する前日まで接種可

3歳3か月児健康診査 

母子健康手帳、おむつ持参

こんにちは赤ちゃん訪問 5月下旬～6月中旬 平成28年4月生まれ
「こんにちは赤ちゃん訪問員」が直接家庭を訪問（事前に連絡はしません）。
乳児（4・10か月児）健診通知、予防接種（ヒブ・小児用肺炎球菌・BCG・四
種混合・麻しん・風しん混合・水痘・日本脳炎）予診票つづりを配布。

既に助産師等による家庭訪問を受けた人には訪問は行わ
ず通知を送付します。転入等で届かない人は連絡を

対象者に4月末に通知を送付済み。届かない人は連絡を13時～13時45分 身体測定、内科・歯科健診ほか
5/17㊋

5/31㊋

平成25年2/1～15生まれ

平成25年2/16～28生まれ

10時～11時30分

マタニティクラス（両親学級） 6/12㊐・15日㊌　全2回 平成28年8/1～10/31出産予定の初
妊婦と家族　定員35人 申込受付中　母子健康手帳、タオル持参沐浴実習、妊産婦の栄養、分娩の経過

ほか9時～9時15分

保健師・栄養士による育児栄養相談すくすく赤ちゃん相談
（谷塚児童センター） 乳幼児と保護者5/19㊍

乳幼児相談 6/8㊌ 乳幼児と保護者　定員各30組 申込受付中　母子健康手帳、おむつ持参保健師・栄養士による育児栄養相談9時30分～10時30分

㊊～㊎（申し込み時に調整）栄養相談（保健センターまたはコミセン）

看護師による成人・高年者の健康や
介護予防の相談・血圧・体脂肪測定9時～12時地域健康相談

㊊・㊎…原町コミセン、
㊊・㊍…稲荷コミセン、
㊋・㊎…氷川コミセン、
㊌・㊎…瀬崎・八幡・柳島コミセン
いずれも祝日・休館日を除く

健康について気になる成人 開催日当日、直接会場へ

要予約。持っている人は健診結果持参食生活を改善したい人栄養士による食生活の相談

マッサージ 5/25㊌ 申込受付中　バスタオル・タオル持参13時～14時 肢体不自由の身体障害者手帳を持つ人
　定員10人

草加はり灸マッサージ師会による
マッサージ

8時15分～10時　
（所要時間　約2～3時間）
大腸がん検診のみの場合は
9時30分～10時30分

30歳以上
胃の手術経験のある人や胃痛など何ら
かの自覚症状がある人は医療機関へ　
定員各日140人

問診・胃部バリウムＸ線検査・便潜血
検査
胃がん900円　大腸がん500円

胃がん・大腸がん検診（集団）
7/10㊐・13㊌・22㊎、9/2㊎・
24㊏・26㊊、10/1㊏・3㊊・31
㊊、11/8㊋・9㊌・12㊏・30㊌

①9時30分～10時
②10時30分～11時
③13時～13時30分
④14時～14時30分

18歳以上で今年度測定していない人 
定員80人

超音波による骨密度測定（簡易検査）
費用100円骨密度測定 5/27㊎・6/13㊊

頸部検診1700円　
頸部・体部検診（医師が必要と認め、本人が同意したとき）2500円

20歳以上の女性で、前年度市の子宮
がん検診を受けていない人

子宮がん検診
（指定医療機関）

6/1㊌～10/31㊊
（休診日を除く）

Ｂ・Ｃ型肝炎検査　費用1000円　

胸部レントゲン直接撮影・かく痰検査（医師が必要と認めたとき）
費用　レントゲン800円　かく痰検査900円

40歳になる人または41歳以上で、これ
までに検査を受けたことがない人

肝炎ウイルス検診
（指定医療機関）

6/1㊌～12/16㊎
（休診日を除く）

700円　
検診内容：問診・視診・触診 50歳以上口腔がん検診

（指定医療機関）

便潜血検査　費用500円 30歳以上大腸がん個別検診
（指定医療機関）

6/1㊌～12/16㊎
（休診日を除く）

40歳以上肺がん検診
（指定医療機関）

7/1㊎～9/30㊎
（休診日を除く）

12時15分～13時15分
（所要時間　約2時間～2時
間30分）

40歳以上の女性で、前年度市の乳が
ん検診を受けていない人　妊娠中・授
乳中・断乳後6か月以内・豊胸術後・ペ
ースメーカー使用者は不可
定員各日90人

視触診・マンモグラフィ検査
費用　1300円乳がん検診

7/21㊍、8/3㊌・18㊍・26㊎
9/1㊍・21㊌・30㊎、10/6㊍
・13㊍・19㊌・20㊍

□申希望する検診名・住所・氏名・生年月日・電話番号、胃・大
腸・乳がん検診は検診日の第3希望までを明記し、保健セン
ターへ持参または郵送（健康カレンダーを参照）
○肺がん検診・大腸がんの個別検診は保健センターへの申
し込みは不要。直接指定医療機関で受診を。指定医療機関
は5月中旬以降、保健センター・市ホームページで確認でき
るほか、市役所・各サービスセンター・公民館等で一覧表を
配布
○12月までの検診（日程は「健康カレンダー」掲載）は、す
べて申込みできます。胃・大腸・乳がんの集団検診は、秋以
降は大変込み合いますので、早めの申し込みを（8/31㊌締
切）
《決定通知（受診券）送付時期》
①胃・大腸・乳がん検診は決定した検診日の約1か月前、②
子宮がん・肝炎検診は5月下旬、③口腔がん検診は5月上
旬から送付
《がん検診の無料対象者》
生活保護受給者・中国残留邦人等支援給付制度適用の人
、世帯全員が非課税（非課税世帯）の人、65歳以上75歳未
満で後期高齢者医療被保険者、75歳以上の人
※子宮がん・乳がん検診の対象者のうち、一部の対象者に
は無料クーポン券を送付予定

5/16㊊～平成29年1/31㊋
（休診日を除く）

　市にゆかりのある各分野の専門家が
講師となって、楽しく学べるよう工夫
した講義を行います。
■まちの匠～作る・皮革講座～　皮革
小物ブックカバーを製作します。6/18
㊏14時～15時30分、7/2㊏・9㊏13時15
分～16時30分。全3回。会場は草加市
文化会館。定員15人。受講料5000円、
材料費3000円
■ＮＨＫ交響楽団団員による音楽リレ
ー講座　トークと演奏で音楽の魅力を
学びます。6/25㊏、7/9㊏・23㊏、8/6
㊏14時30分～16時10分。全4回。会場
は谷塚文化センター、草加市文化会館。
定員100人。受講料1回1200円（一括払
いは4000円）。
■大相撲を楽しむ　現役の行司・床山
が相撲について楽しく講義します。
6/4㊏・11㊏・18㊏14時～15時30分。
全3回。会場は草加市文化会館。定員
25人。受講料3000円。
□申5/6㊎から生涯学習課へ。☎922-281
95922-3498

　収容人員が30人以上の店舗等と、収
容人員が50人以上の共同住宅・工場等
では、この資格取得者を置くことが消
防法で定められています。6/23㊍・24
㊎9時20分～16時50分。会場は草加市
文化会館。全2日。定員70人。受講料
6500円。□申消防局予防課で配布する申
込書に顔写真（縦2.5㌢×横2㌢）1枚
と「郵便振替払込請求書兼受領書」を
添付し、5/27㊎～6/1㊌9時～16時にフ
ァクスで日本防火・防災協会へ。申込
書は同協会ホームページからも入手可。
問消防局予防課☎924-21135924-0964

　ウオーキングについての正しい知識
と歩き方を実践しながら学びます。①
6/2㊍草加松原遊歩道コース②6/10㊎
そうか公園コース③6/15㊌外かんコー
ス④6/21㊋綾瀬川コース各日10時～12
時。18歳以上対象。定員各日30人。参
加費1回100円。□申5/6㊎から電話で草加
市体育協会へ。☎928-63615922-1513

　6～11月の㊍10時30分～12時。月2回
程度で全7回。会場はそうか公園。18
歳以上の身体障がい者対象。手話通訳
あり。定員15人。□申5/6㊎からであい
の森へ。ファクスでも可。☎936-2791
5936-2792

　6/20㊊18時30分開映。会場は草加市
文化会館。佐々木味津三原作の同名小
説を市川右太衛門主演で映画化した
『旗本退屈男』シリーズの第23作、右
太衛門の映画出演300本記念映画とし
て製作され、オールスターキャストで
話題を呼んだ作品を上演。□申5/6㊎9時
から草加市文化会館で整理券を配布。
☎931-9325

　6/5㊐10時～11時45分。会場は草加
市文化会館。子どもの発達に合わせて
家庭で身に付けたい生活習慣や子ども
との関わり方などを学びます。悩み相
談や情報交換ができるグループトーク
もあります。未就学児の保護者及びこ
れから親になる人対象。講師は和洋女
子大学教授の鈴木みゆきさん。定員80
人。保育あり（1歳以上の未就学児、
定員10人）、手話通訳あり（いずれも
要予約）。□申5/6㊎～27㊎に子ども教育
連携推進室へ。☎922-34945928-1178
kodomorenkei@city.soka.saitama.jp

　5/16㊊10時～11時30分。会場は勤労
福祉会館。「実はよくわからないドラ
イクリーニングってなんだろう？」と
題し、普段なにげなく利用しているプ
ロのクリーニングについて、家庭での
洗濯にも役立つ洗濯の基本やドライク
リーニングの仕組み、シミと汚れの違
い等を簡単な実験を交えて講義します。
草加市くらしの会と共催。定員50人。
□申5/6㊎から消費労政係へ。☎941-611
15941-6157

そうか市民大学前期講座 甲種防火管理者資格取得講習会

エンジョイ草加ウオーキング
草文キネマ劇場「旗本退屈男」

子育て講演会「子どもの発達と
生活リズム～賢く元気に機嫌よく～」

消費生活講座「家庭洗濯にも役立つ
クリーニング屋さんの話」

障がい者のためのリフレッシュ
健康教室「グラウンドゴルフ」

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ⑤情報コーナー「すとりーと」 2016年5月5日号

5月の「なくそう暴力」標語　「やめようよ」　その一言が　第一歩



⑥ 2016年5月5日号 草加人のための情報紙　広報「そうか」情報コーナー「すとりーと」

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。

高年者向け

子ども・親子向け

SKT24推進事業　手軽にできる
ストレッチ＆筋力アップ体操

地域包括支援センター（包）
介護者の集い・介護予防教室など

元気とどけ隊があなたに
健康をお届けします

子どもの発達を支援する
非常勤嘱託員を募集

ジュニアテニス教室参加者募集

　5/28～9/24の㊏。①そうか公園コー
ス8時～10時。定員12人。②吉町テニ
スコートコース13時～15時。定員6人。
いずれも全13回。小学生対象。参加費
1万円。□申5/20㊎（必着）までに往復
はがきに氏名・性別・生年月日・住所
・電話番号・小学校名・学年及び希望
するコース名を記入し、〒340-0022瀬
崎6-31-1草加市体育協会へ。（応募多
数の場合は抽選）。☎928-6361

60歳からのオールドカレッジ
5/31㊋開講

交通指導員を募集

　スポーツや文化活動を通じて、高年
者が気軽に健康づくりに取り組める講
座を開講します。期間は5/31㊋～平成
29年4/6㊍の9時～11時（変更あり）。
会場は市民体育館、中央公民館ほか。
内容はリズム体操・けいらくビクス・
音楽会ほか。60歳以上対象。上履き・
飲み物持参。受講希望者は5/31㊋10時
に草加市文化会館で行う開講式に出席
してください。なお、参加するには保
険への加入が必要です（65歳以上1200
円、65歳未満1850円）。開講式で保険
加入用紙を配布します。保険料の支払

いは第2回目の6/14㊋です。問スポー
ツ振興課☎922-28615922-3172

　通学路での児童の安全通行指導（7
時30分～8時30分）や交通安全教室
（年4日程度、各日3時間）での指導を
行います。勤務は採用後すぐに開始。
制服・装備品を貸与します。場所は①
清門小学校区または両新田小学校区、
②新里小学校区。募集は①②各1人。
対象は市内在住の20歳以上で心身とも
に健康で交通安全対策に関心のある人。
報酬は安全通行指導が日額1500円、交
通安全教室が時給1000円。□申交通対策
課へ。☎922-16415922-3041

臨時職員募集（市民課）

　勤務は6月からの㊊～㊎8時30分～17
時及び㊐9時～12時30分のうち週5日
（シフト制）。場所は市民課ほか。マ
イナンバーに関する受付業務等。パソ
コン操作可能な人対象。募集は5人程
度。時給960円。面接のうえ任用を決
定します。面接は5/20㊎を予定。□申
5/17㊋（必着）までに履歴書を職員課
へ。☎922-0983

保健師（非常勤嘱託員）募集

　勤務は7月からの㊊～㊎9時～16時の
うち週4日程度。場所は市役所本庁舎
西棟健康相談室（市内施設等へ出張あ
り）。職員の心身の健康相談、健康指
導等。60歳以下対象。募集は1人。日
額9500円（交通費込み）。書類選考後、
面接を実施（6/10㊎を予定）。□申5/31
㊋（必着）までに履歴書を職員課へ。
☎922-0985

　小中学校で使用する教科書の見本本
展示会の会場管理ほか。場所は中央図
書館（火曜日休館）。勤務は6/17㊎～
7/2㊏11時30分～19時30分（㊏・㊐9時
～17時）のうち1日5時間程度。22歳以
上対象（学生不可）。時給860円（交
通費込み）。 面接は5月下旬に予定。
□申5/13㊎までに指導課で配布する応募
用紙（市ホームページでも入手可）に
記入し同課へ。☎922-27485928-1178

■はつらつチャレンジ教室　5/27㊎13
時30分～14時30分。会場は八幡コミセ
ン。65歳以上対象。定員30人。□申5/9
㊊から川柳・新田東部（包）へ。☎932-
70075931-0993
■いきいき体操教室　5/16㊊14時～15
時30分。会場は新里文化センター。65
歳以上対象。定員35人。□申 5/9㊊から
谷塚西部（包）へ。☎929-00145929-5 
222
■介護者のつどい　5/18㊌13時15分～
14時30分。会場は勤労福祉会館。介護
をしている人・していた人・する予定
の人対象。問新田（包）☎946-0520594 
6-0523
■介護者のつどい　5/10㊋13時15分～
14時45分。会場は草加市文化会館。自
宅で介護している人・していた人・す

　5/27㊎10時～12時45分。会場は柿木
公民館。自分の身体を健やかに保つた
めの健康長寿サポーター養成研修と、
手軽にできるストレッチ＆筋力アップ
体操を行います。60歳以上対象。定員
25人。体操しやすい服装で。上履き持
参。□申5/6㊎からシルバー人材センタ
ーへ。☎928-92115928-9209

子どもの発達を支援する
臨時職員を募集

教科書展示会　会場管理の
臨時職員を募集

■保育職　場所はあおば学園（青柳）。
内容は知的障がいのある就学前児童の
日常生活訓練。時給は保育士1060円
（幼稚園教諭、児童指導員960円）。
賞与あり。
■障がい児相談支援員　場所は児童発
達支援センター支所（子育て支援セン
ター内）。内容は障がい児に関する相
談、家庭訪問、サービス等利用計画作
成ほか。時給は障がい者相談支援専門
員の有資格者1150円、その他保育士等
有資格者1060円、無資格者960円。
　いずれも、勤務は祝日を除く㊊～㊎
8時30分～17時、交通費支給・健康保
険・厚生年金・雇用保険・有給休暇・
特別休暇あり。
□申履歴書と資格証の写しを、〒340-00 
41松原1-3-1子育て支援センターへ持参
または郵送。☎941-67915941-6828 
kosodate-center@city.soka.saitama.jp

□申各締め切り日までに往復はがきに教室名・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草加市体育協会へ。同協
会のホームページからでも応募可。応募多数の場
合は抽選。日程は除外日あり。☎928-6361

　65歳以上の人を対象に「健康づくり
応援プロジェクト」を開始します。市
体育協会スタッフが“元気とどけ隊”
となって、あなたの地域に伺い運動指
導をします。健康づくりの第一歩は、
自分の体の現状を知ること。自分の体
組成（筋肉量・脂肪量など）を知り、
自分の体の特徴にあった体づくりを始
めませんか。体力や認知機能の維持・
向上に役立つ運動やストレッチの紹介、
健康づくりのアドバイスも行います。
■新里文化センター（全3回）　6/2・
16、7/28の㊍　参加費100円
■新里文化センター（全8回）　6/7～
7/26の㊋　参加費200円
■柿木公民館（全8回）　6/3～7/22の
㊎　参加費200円
　いずれも9時30分～11時。定員30人。
□申 5/6㊎から電話で各会場へ。新里文
化センター☎927-3362、柿木公民館☎
931-3117

る予定の人対象。問松原・草加東部
（包）☎932-67755932-6779
■男性介護者のつどい　5/16㊊10時30
分～12時。会場はふれあいの里。介護
をしている男性・していた男性・する
予定の男性対象。問谷塚・瀬崎（包）
☎929-36135929-3612
■介護者のつどい　5/27㊎13時30分～
15時。会場は草加キングス・ガーデン。
在宅での身体介助の方法の講義。自宅
で介護をしている人・する予定の人対
象。定員20人。□申5/9㊊から谷塚西部
（包）へ。☎929-00145929-5222
■元気吹き矢教室　5/27㊎14時～15時
30分。会場は原町コミセン。65歳以上
対象。定員30人。□申 5/6㊎から安行
（包）へ。☎921-21215928-8989
■初心者のための気功教室　5/13㊎9
時15分～10時45分。会場は高砂コミセ
ン。65歳以上対象。定員30人。□申 5/6
㊎から草加中央・稲荷（包）へ。☎959-
91335922-3801

■臨床心理士　児童発達支援センター
支所で、発達に心配のある児童に対し、
保育園等を訪問し支援を行う保育所等
訪問支援業務。募集は1人。応募資格
は、臨床心理士または臨床発達心理士
の有資格者で、子どもの発達支援に意
欲のある人。
■作業療法士　児童デイサービスセン
ターで、小学3年生以下の子どもを対
象にコミュニケーション能力の向上を
目的とした集団療育、特別支援計画の
作成、保護者の支援ほか。募集は1人。
応募資格は、作業療法士の有資格者で、
子どもの発達支援に意欲のある人。
■言語聴覚士　発達支援センター診療

所で、小学生以下を対象に医師の診断
のもと言語聴覚療法の個別療育及び保
護者支援。募集は2人。応募資格は、
言語聴覚士の有資格者で子どもの発達
支援に意欲のある人。
　勤務は㊊～㊎（8時30分～17時、作
業療法士は18時30分までの間の7時間
30分）のうち月16～20日。日額1万
1700円～1万6900円（資格職の経験年
数により決定）。交通費支給なし、社
会保険・厚生年金・雇用保険あり。勤
務時間により年次有給休暇・特別休暇
あり。□申履歴書と資格証の写しを、〒
340-0041松原1-3-1子育て支援センター
へ持参または「職員採用書類在中」と
明記し郵送。☎941-67915941-6828
kosodate-center@city.soka.saitam.jp

スポーツ教室
・

キッズクラブ

記念
体育館

市民
体育館

温水
プール

栄中

事業名（コース名）

初心者弓道教室

親子トランポリン

初中級水泳教室

ジュニア陸上競技教室

10時～12時

11時～12時

9時～10時30分

10時～11時30分

6/22～7/13

6/10～7/15

7/2

実施日 曜日 時間 回数 対象 定員 月額 会場

4000円

2000円

3000円

500円

15人

30組

30人

50人

8

4

6

1

土

水

金

土

18歳以上

18歳以上

小学1～6年

■スポーツ教室　□申5/20㊎まで　

記念
体育館

市民
体育館

事業名（コース名）
ホップ
すくすく
水曜（年少）
木曜（年少）

15時～16時

6/7～平成29年2/28
6/3～平成29年2/24
6/1～平成29年2/22
6/2～平成29年2/23

実施日 曜日 時間 回数 対象 定員 月額 会場

1500円

25人
35人
35人
35人

24

火
金
水
木

年少

■キッズ教室　□申5/27㊎まで

平成24年4/
2～同26年
4/1生まれ
の幼児と親

6/4～7/30
（6/25を除く）



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20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。

■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。

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
5/  3㊗　㈲駒崎設備　　氷川町818-3　　☎924-4136
5/  4㊗　㈲東洋開発　　両新田西町246  ☎928-5520
5/  5㊗　㈲石田水道　　吉町1-5-12　　 ☎922-2736

5/  8㊐　㈱井戸梅　　　住吉2-4-3  　　☎922-3413
5/15㊐　㈲栗原水道　　手代町412-6  　☎925-4484

5/3
㊗

　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

歯科

内科

外科

内科

外科

5/5
㊗

5/4
㊗

5/15
㊐

5/8
㊐

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

内藤クリニック

埼友草加病院

メディカルハブクリニック

二宮病院

氷川町2171-8

青柳5-12-13

氷川町237-2-101

金明町1-1-103

住吉1-2-28

松原1-7-22

金明町516-1-1

新栄2-22-23

☎922-8007

☎936-7422

☎922-0055

☎935-1541

☎922-6011

☎944-6111

☎943-8292

☎941-2223

内科

外科

歯科

内科

外科

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

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

☎924-0600

☎936-3636

☎935-6491

☎942-3039

☎935-4838

☎941-9791
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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

休日当番医
QRコード

■卓球体験（ラリー中心）　5/6㊎・
21㊏15時～、13㊎・27㊎13時～　市民
体育館で　50歳以上対象　問松が根ク
ラブ須藤☎922-4789
■スポーツ吹矢体験　5/7～28の㊏13
時～15時　八幡コミセンで　全4回　
参加費800円　□申山田☎944-8837
■フリーダンスパーティー　5/8㊐13
時15分～16時15分　谷塚文化センター
で　参加費500円　飲み物付き　問ニ
ューロマンス斉藤☎924-3682
■体験「日本最初の健康体操自彊術」
　5/10㊋・17㊋15時～16時30分　新里
文化センターで　定員10人　□申涌井☎
090-2441-8642

■越谷国際フェスティバル　6/5㊐10
時～16時　会場は葛西用水ウッドデッ
キ　問同市国際交流協会☎960-3350

■さつき展　5/28㊏13時～17時・29㊐
9時～16時　会場は瑞沼市民センター
　問農業振興課☎930-7722

■まつぶし緑の丘公園春の花まつり　
5/14㊏10時～14時（雨天時は15日㊐）
　会場は同公園　問同公園管理センタ
ー☎991-1211

■やしお枝豆ヌーヴォー祭（枝豆解
禁）　5/28㊏15時～18時　会場はフレス
ポ八潮　問同祭実行委員会☎996-1926

■さつき・花しょうぶ展　5/28㊏13時
～21時・29㊐9時～15時　会場はおあ
しす　問商工課☎982-9697

市民の自主的な非営利活動を紹介しています。交
渉は当事者間で。市は関与しません。掲載依頼は発
行日の1か月前までに指定の用紙で（掲載条件あり）

越谷市

三郷市

八潮市

吉川市

松伏町

■卓球と吹矢の体験会　5/11㊌・25㊌
13時～15時、18㊌15時～17時　市民体
育館で　1回200円　□申石崎☎935-7231
■ルピナス展（油彩・水彩）　5/13㊎
～18㊌9時～18時（13㊎は12時から、
18㊌は12時まで）　草加市文化会館で
　問大倉☎941-3927
■司法書士による法律相談会　5/13㊎
17時～19時　物産・観光情報センター
で　問竹村☎920-5415
■スポーツ吹矢体験会　5/14㊏・21㊏
9時～11時　柿木公民館で　問山下☎
931-7681
■合気道体験会　5/14㊏15時～16時　
草加中柔道場で　中学生以上対象　合
気道見学＆体験　駐車場無料　問合気
研究所小形☎090-2200-1140
■東京深川史跡探訪　5/15㊐8時30分
草加駅改札内集合　参加費600円　草
加川口の原町探訪　6/5㊐13時草加駅
西口集合　参加費100円　□申草加史談
会浅古☎924-3403
■フリーダンスパーティー　5/15㊐13
時20分～16時15分　谷塚文化センター
で　軽飲食付き　男女競技選手待機　
参加費700円　問氷川ダンス倶楽部太
田☎090-3520-7309
■中国家庭料理教室　5/15㊐13時20分
～15時30分　中央公民館で　3品を予
定　参加費1500円　エプロン・タオル
持参　□申赤田☎090-8497-3429
■家庭婦人バスケットボール教室　
5/17～31、6/14の㊋11時～13時　市民
体育館で　保険代1850円　□申草加市家
庭婦人バスケットボールクラブ工藤☎
080-1155-5896
■子育てセミナー「父親のありがた
さ」～それぞれの役割～　5/19㊍10時
～11時30分　氷川コミセンで　参加費
200円　問家庭倫理の会草加市櫻井☎
090-6197-5842
■介護者サロン「らくだ」　5/20㊎　
わーくわっく草加で　「こもれび」　

5/26㊍　市民活動センターで　各13時
～15時　参加費100円　問介護者支援
草加酒井☎090-9245-2067
■介護者の集い「オアシス」　5/21㊏
10時～14時30分　中央公民館で　介護
家族の簡単料理（参加費300円）と介
護者の集い　料理は要予約　問山田☎
928-5332
■油絵サークル・キャンバス展　5/21
㊏～24㊋10時～18時（21日は12時から、
24日は17時まで）　油絵約30点展示　
アコスギャラリーで　問鈴木☎936-35 
89
■ワンコインダンスパーティー　5/21
㊏13時15分～16時15分　谷塚文化セン
ターで　参加費100円　問溝口☎936-3 
459
■ミニフェスティバル　5/22㊐10時～
14時　草加生活館で　お母さんの手作
りお菓子販売等・古着古布の回収・フ
リーマーケットほか　問堀☎080-54 
54-8668
■「いじめない・られない、いじめを
とめられる」こども英語で柔術体験教
室　5/22㊐10時～12時　栄小多目的ル
ームで　5歳～小学生対象　参加費無料
　問西村☎070-1548-1229
■不登校相談会　5/24㊋15時30分～16
時50分　草加市文化会館第2研修室で
　不登校に悩む生徒・保護者対象　問
国際高等学院☎932-5139
■松葉調査報告会　5/26㊍10時～12時
　草加生活館で　第二ごみ工場稼働前
の松葉調査結果について　資料代300
円　□申東埼玉5市1町大気調査隊富田☎
981-4684
■日報連しらこばと支部写真展　5/26
㊍～31㊋10時～17時（31日は16時ま
で）　アコスギャラリーで　会員の作
品展示　問田中☎090-2234-8396
■初心者のための大正琴講習会　5/26
㊍16時～　高砂コミセンで　定員10人
　参加費1000円　□申安藤☎090-2530-2 

485
■ウクレレ初心者体験教室　5/28㊏13
時～15時　草加北ミニコミセンで　ウ
クレレ・筆記用具持参　定員10人　参
加費1000円　□申佐々木☎080-3517-32 
88
■歴史学講座「再成塾」1910年代に
おける来日中国留学生の政治活動　
5/28㊏13時30分～16時30分　草加市文
化会館で　問小嶋☎090-1261-7366
■シンポジウム「辺野古と沖縄の未来
～国と地域社会の法紛争～」　5/28㊏
13時30分～16時30分　獨協大学東棟で
　予約不要　□申獨協大学地域総合研究
所☎946-2862
■ロマンフリーダンスパーティー　
5/29㊐13時10分～16時20分　勤労福祉
会館で　ミキシング・ミニトライアル
・リボン待機・厳選CD曲・軽飲料　
参加費800円　問倉持☎927-8574
■硬球卓球教室　5/31、6/14・21・28
の㊋13時～15時　市民体育館で　全4
回　定員10人　参加費1000円　□申5/23
㊊までに家庭婦人卓球クラブ関☎090-
5797-7663
■シンポジウム「草加の外国人児童生
徒のために、わたしにできること－支
援の環境を考える」　6/4㊏15時30分
～17時30分　獨協大学で　問同大学地
域研究プロジェクト☎946-2036
■ファミリーキャンプ　6/4㊏～5㊐　
水海道あすなろの里ロッジで　参加費
大人8000円、小・中学生5000円、幼児
2000円　交通費別　問草加市キャンプ
協会水野☎090-8430-4514
■混合ダブルスバドミントン大会　
6/5㊐9時～　市民体育館で　参加費一
般1500円　□申5/19㊍までに〒340-0012
神明2-2-45矢島☎5925-4981
■草加山の会バスハイク　6/19㊐　絶
景の入笠山へ　歩程4時間30分　定員
30人　参加費7800円　問井口☎090-61 
30-1702



問同フェア実行委員会事務局（環境課内）
☎922-15195922-1030*kankyoka@city.soka.saitama.jp

問保健センター☎922-0200

　エコドライブシミュレーター、段ボール迷路、クイ
ズラリー（景品あり・先着順）など盛りだくさん！

　市では「広報そうか」をより多くの皆さん
に提供できるよう、スマートフォン及びタブ
レット端末向け無料アプリ「ｉ（アイ）広報
紙」を導入しました。スクラップ機能を使っ
て記事をメールなどに添付できます。

　10日、草加市文化会館で草加市茶道協会主催の春の茶会が催され
ました。茶道の楽しさを知ってもらおうと用意された茶器や花、お
菓子などからは、こだわりや季節感を感じることができました。立
札、樽、和室のいずれの席でも性別や年齢、経験などにとらわれず、
それぞれの感性で茶会を楽しむ様子が見られ、和やかな空気の中、
改めて日本の文化の美しさを感じられる1日となりました。

　「未来の子どもたちのためにわたしたちができること」をテーマ
に環境とくらしについて考え、楽しく・おいしく・学べるイベント
です。様々な展示や講演のほか、映画上映、フリーマーケット、体
験・工作コーナー、草加のグルメや新鮮野菜の販売もあります。

　6月4日～10日は「歯と口の健康週間」です。
市内の歯科医師による歯の健診・相談が無料で受けられます。
歯を維持するための生活習慣について考えてみませんか。

①歯科健診・相談・指導
　受付午後1時30分まで。乳幼児～成人対象（当日直接会場へ）
②ブラッシング指導・フッ素塗布
　乳幼児～12歳対象。定員150人
　□申5月6日㈮から同センターへ。
③高年者よい歯のコンクール
　市内在住の70歳以上で自分の
　歯が20本以上残っている人対
　象（さし歯・インプラント・
　入れ歯等は該当しません）。　
　定員60人
　※当日車での来場不可
　□申5月27日㈮までに同センターへ。

　草加宿神明庵…平成23年7月に開館。お休み処として、市内の観光
案内や湯茶での接待など来館者へのおもてなしを通じて、多くの人に
親しまれている施設です。（午前11時～午後4時まで・月曜休館）

　5日、旧道の観光施設の拠点草加宿神明庵の来館者が5万人を突破
しました。5万人目の来館者である御宿（みしゅく）ご夫妻は、静
岡県在住。草加市在住の親戚を訪ねて、国指定名勝「おくのほそ道
の風景地　草加松原」を散策している時に、お休み処「草加宿神明
庵」の存在を知ったそうです。記念品として、草加せんべいの詰め
合わせが贈られ、突然のことに驚きながらも大変喜んでいました。

　午前10時～。親子
で楽しめるジャング
ルアドベンチャー。
□申整理券を環境課・
くらし安全課・勤労
福祉会館・中央公民
館・サービスセンタ

ーで配布。または住所、氏名、
電話番号、人数を明記しファ
クス・Ｅメールで申し込み可。

　午後1時
～。科学ジ
ャーナリス
トの植田武
智氏が日常
の消費生活

に潜むリスクや家庭用品
の有害物質、化学物質か
ら子どもを守る方法など
について講演します。

日時 5月29日日
　　 午前10時～午後4時
会場 中央公民館

映画「アマゾン大冒険」

歯の健康フェア＆高年者よい歯
のコンクール開催

日時 6月5日日
　　 午前10時～午後2時
会場 保健センター

そうか環境とくらしフェア

4月かどまちごとでき

映画

①リフォームファッション・エコバッグ展示
②草加ネイチャー写真展（市内の自然等を撮影した作品の展示）

その
他

講演会「消費者の日」講演

ダウンロードは
こちらから！

iOS版 Andoroid版

お
も
て
な
し
の

心
を
体
感

家族と友
だちと

　　あそ
びに行こ

う！！

草加宿
神明庵来

館者５万人を突破！

内容

■日時　5月16日㈪午前10時（おせん公園
・曾良像前に集合）
■会場　おせん公園（曾良像）、札場河岸
公園（芭蕉翁像）
　松尾芭蕉の『おくのほそ道』旅立ちを記
念して、おせん公園に建立されている河合
曾良像と札場河岸公園に建立されている松
尾芭蕉像のお身拭い（清掃）を行います
※当日車での来場不可

春
の
　
茶
会

(C) 2013 BILOBA 
Films-GULLANE-GEDEON 
Programmes-France 2 
Cinema-GLOBO 
Filmes-IMOVISION-LE 
PACTE

手軽にスマートフォンで
広報紙が見られます

問文化観光課☎922-24035922-3406
おくのほそ道旅立ちの日 芭蕉像・曽良像お身拭いおくのほそ道旅立ちの日 芭蕉像・曽良像お身拭い

草加人のための情報紙　広報「そうか」⑧ まちの話題・できごとまちかど2016年5月5日号

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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