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まだ使える机やたんすなどを、リユース品として先着順で販売しています。
必要な物が見つかれば、格安で手に入れることができます。

　まだ食べることができるのに捨てられてしまう食べ物のことを「食
品ロス」と言います。日本では、1年間におよそ800万トンの食品ロ
スが出されており、このうち200～400万トンは家庭から出されてい
ます。

野菜や果物などの皮を
厚くむき過ぎたり、脂っ
こい部分などを調理せ
ずに取り除いたりする
「過剰除去」

リユース品展示販売

家庭から出る食品ロス  その原因と割合は？

１．料理をするときのちょっとした心がけ

第１位（55%）

食べ切れずに捨ててし
まう「食べ残し」

第２位（27%）

食卓に上がることなく
捨てられてしまう「直接
廃棄」

第３位（18%）

■日時：毎月第4土曜日9時～15時
■会場：リサイクルセンター（稲荷1-8-2　☎930-1156）

この数字はなんだと思いますか

800万㌧800万㌧
日本のお米の生産量
に匹敵する量だニャ

食品ロス削減に向けたポイントを紹介するニャ
食べ物がかわいそうだから、おいしく食べてあ
げるのニャ

食べられるのに捨
てられるなんて！
なんて、もったい
ないんだニャ

!

■家庭から可燃ごみとして出されたものの中身を調べ
てみたところ、手つかずで捨てられてしまった果物や野
菜、お惣菜などの食品がたくさん出てきました。

　調理では残っている食材から使うようにし、野菜や果物の皮は厚くむか
ないように気を付けましょう。また、家族の食欲に応じた適量を把握し、料
理の作り過ぎに注意しましょう。料理が残ってしまったら、残りものでリメイ
ク料理を作るなど、アイデア料理を実践しましょう。それでも残ってしまった
場合は、冷凍保存も活用しましょう。

２．冷蔵庫の使い方をひと工夫
　買い物から帰ってきて冷蔵庫を開けてびっくり、「買わなくても良かった
のに」なんて思ったことはありませんか？
　次の3つの方法を参考に、必要な食材だけを買うように心がけましょう。
①毎月冷蔵庫を棚卸しする日を決め、その日はあるものでお好み焼きを作
るなど、残った食材を使い切る日にしましょう。
②メモやスマートフォンで撮影するなど、買い物前に冷蔵庫の中身を記録
して、買い過ぎを防ぎましょう。
③足りない食材が一目でわかるよう、冷蔵庫に置く食材は決まった位置に
置きましょう。

３．宴会の最後には“食べきりタイム”を
　特に宴会では、通常のランチと比較すると、およそ1.5倍の料理が提供
され、約5倍の食べ残しが発生しています。
　宴会ではどうしても話しに夢中になり、料理を残してしまいがちです。
　宴会終了の15分から30分前には、席に戻って料理をゆっくり味わう“食
べきりタイム”をつくり、残っている料理を食べ切るように心がけましょう。

家庭の食事だけでも、1

年間で1人当たりおよそ

15キログラムの食品ロス

がでています。

ご飯1食250グラムと仮定

すると、60回分の食事に

該当します。
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日時：5月20日㈮～22日㈰午前9時～午後5時
会場：市役所西棟3階契約課会議室
　　　※代理持参可。郵送不可。
日時：6月26日㈰　会場：獨協大学

　平成28年度職員採用試験を実施
します（試験区分Ｆ・Ｈは10月1
日、その他は平成29年4月1日採用
予定）。なお、事務・土木・建築
は9月にも採用試験を実施予定。
　職種及び受験資格等は右表のと
おり。詳細は、市役所総合案内、

職員課（仮庁舎高梨ビル2階）、各サービスセンター等で
配布している募集要項及び申込書で確認を（市ホームペー
ジでも入手可）。
■申し込み

■第1次試験

平成28年度
市役所職員を
募集します
問職員課☎922-0983
　　　  5922-3098

試験区分職種 受験資格等 採用予定人数

若干名

若干名

若干名

5人程度

5～10人
程度

3人程度

平成２年４月２日以降生まれ、大学以上を卒業または平成２９年３月まで
に卒業見込みの人。

平成２年４月２日以降生まれ、大学以上（主に土木工学または都市工学
等の課程を専攻）を卒業または平成２９年３月までに卒業見込みの人。

昭和５７年４月２日から平成７年４月１日に生まれ、高等学校以上を卒業し土木分
野における専門的知識・経験を有する人。（※試験区分Ｂにも該当する場合は、試
験区分Ｃでの受験は不可。）

平成２年４月２日以降生まれ、学校教育法による大学以上（主に建築課
程を専攻）を卒業または平成２９年３月までに卒業見込みの人。

昭和５７年４月２日以降生まれ、試験申込時に一級建築士の免許を有する人。

昭和５１年４月２日以降生まれ、試験申込時に保健師免許を有する人。

昭和５１年４月２日以降生まれ、試験申込時に看護師免許を有する人。
※配属先は保育園を予定。ただし、入所後は他施設への人事異動もあり。

次のすべての要件を満たす人。①昭和５７年４月２日以降生まれ、高等学校以上
を卒業。②試験申込時に身体障害者手帳の交付を受けている。③自力での通勤
が可能で介護を必要とせず、事務職として職務遂行が可能。④活字印刷文による
出題に対応できる。

土木
（新卒者等対象）

建築
（新卒者等対象）

事務 Ａ

Ｂ

C

D

Ｅ

Ｆ

Ｇ

H

土木（社会人
経験者等対象）

建築（一級
建築士対象）

保健師

看護師

事務（身体
障がい者対象）

大学卒

大学卒

大学卒

駐車台数駐車場

第1駐車場（Ｐ１）
本庁舎・西棟・別館

第2駐車場（Ｐ２）
２階建て立体駐車場

第3駐車場（Ｐ３）
第二庁舎敷地内

第4駐車場（Ｐ４）
県道足立越谷線沿い

アコス地下駐車場

平置き　２３台

１Ｆ　３２台
２Ｆ　２９台

平置き　１１台

平置き　２１台

ＦＴビル来庁者のみ

問資産活用課☎922-17985924-3739

　1～2階の一部及び議場・議
員控室・議会事務局等が第二
庁舎へ移転した以外、本庁舎
・西棟の3階以上のサービス
窓口に変更はありません。
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本庁舎・西棟・別館

第二庁舎

仮庁舎
（NTTビル）

仮庁舎
（NTTビル）

仮庁舎（FTビル）

地下
駐車場 本庁舎

西棟・別館
第二庁舎
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P4

P2

P3

本庁舎周辺拡大図

5.仮庁舎（ドームヨシタケI）4.仮庁舎（青木ビル）
6.仮庁舎（高梨ビル） 7.仮庁舎（浜野鉄工ビル）

■4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）

市役所第二庁舎の
窓口業務が開始

1階
1階

2階2階

3階

4階

5階

本庁舎
西棟
別館

高砂1-1-1

　5月6日㈮から、市役所第二庁舎の業務を開始
しました。市民課・納税課・保険年金課・子育
て支援課で開設している日曜・水曜夜間窓口も
第二庁舎へ移転しましたので、ご注意ください。
　なお、本紙でフロア案内のないFTビルや上下
水道部等の庁舎の窓口に変更はありません。
　第二庁舎へ自転車や自動二輪、車等で来庁
する際は、同敷地内の第3駐車場（P3：駐
輪ラック35台・駐車11台）、または県道
足立越谷線西側の第4駐車場（P4：駐輪
ラック126台・バイク約10台・駐車21
台）を利用してください。
　また、仮庁舎（ＮＴＴビル）に
は、以下の窓口を設置しています。

■仮庁舎（ＮＴＴビル）
・福祉課
・ジョブスポット草加
・シルバー人材センター
　出張窓口

プチ
みっけ

市民
相談室

個人番号カード交付臨時窓口

閉鎖箇所

中央1-1-8

第二庁舎

② 2016年5月20日号 草加人のための情報紙　広報「そうか」市政情報



　市では、地震による被害を最小限にするため、下表のとおり住宅
の耐震診断と耐震改修費用の一部を補助しています。
　昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて工事に着手した建築物
（マンションは若干数）で、市内に建物を所有し自ら1年以上居住
している個人（マンションの場合は、管理組合等）が対象となり、
所有者が複数いる場合は、他の所有者の同意を得ている必要があり
ます。また、耐震改修の場合は、市税を滞納していないことや、改
修業者が建設業法に規定する業者か、草加市小規模契約希望者登録
をしている事業者であることなどの条件があります。

補助金の申請について
　耐震診断または耐震改修の補助金を受ける場合は、事前に申請が
必要で、交付が決定するまで契約・着工は不可。既に完了したもの
は補助対象外。申請から決定まで約2～3週間の期間を要します。耐
震診断または耐震改修工事の完了後、実績報告を平成29年2月28日
㈫までに提出する必要があります。

簡易な診断は無料で
　補助制度の他にも、簡易な診断を無料で行っています。図面をも
とにした簡易診断のため、現地調査は行いません。平面図または見
取り図を用意し、電話で事前連絡の上、建築指導課へ申し込みを。

　支給対象者と思われる人に申請書の郵送を開始しました。市
内全域への郵送完了は5月中旬を予定しています。申請期限は7
月31日㈰（消印有効）です。申請方法は郵送または特設窓口へ
持参を。期限を過ぎた申請書の受け付けはできませんので、早
めに手続きをしてください。
■特設窓口　場所：市役所本庁舎1階　7月29日㈮まで
　　　　　　時間：平日午前8時45分～午後4時30分

　新田駅西口にある「わいわいロー
ド」の歩道を、一部宝くじ助成金を利
用し整備しました。これまで滑りやす
く段差があった歩道を解消するととも
に、これからの時期、熱い舗装からの
照り返しを防ぐため、今までの舗装に
比べ10度程度下げられる遮熱性舗装を
施しています。快適な歩道を通って買
い物を楽しめるわいわいロード商店街
へ出かけてみてはいかがですか。

　特別支援学校へ就学、転学、進学を希望する人や保護者等を対象
に、見学・学校説明会、学校公開を実施します。日程は表のとおり。

草加かがやき特別支援学校
（松原4-6-1）

小学部…6月30日㈭、9月13日㈫
中学部…7月1日㈮、9月12日㈪
高等部…7月8日㈮、10月25日㈫

全学部…11月1日㈫・2日㈬・4日㈮

見学・学校説明会

学校公開

学校公開

午前9時45分～
11時40分まで

午前10時～
午後0時10分

午前10時～
正午

学校名 日程 時間

越谷特別支援学校
（越谷市大字船渡字福島500）

　交際費の執行状況を公開しています。今
回は1～3月分までの市長交際費、議長交際
費などすべての交際費9種類。公開内容は、
支出年月日・支出目的・相手方（病気見舞
いは除く）・金額の4項目。公開は3か月ご
とに行い、市のホームページと市役所情報
コーナーで閲覧できます。
■交際費支出件数・金額　市長…77件・39
万8700円　議長…29件・16万6620円　教
育委員会…6件・2万4000円　
　なお、選挙管理委員会、監査委員、農業
委員会、市立病院事業管理者、上下水道部、
公平委員会の支出はありませんでした。

　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。

■ふるさとまちづくり応援基金助成事業公開
審査会＜市民活動センター☎920-35805925-
1872＞…6月4日㈯午前10時～　高砂コミセン
集会室で　定員10人（当日先着順）
■公民館運営審議会＜中央公民館☎922-5344
5925-0152＞…6月10日㈮午後2時～　中央公
民館3階第1･2講座室で　定員5人（当日先着
順）

　第三者からの請求で本籍入りの住民票等
を交付した場合に、住民票等に記載されて
いる本人に交付事実を通知する「本人通知
制度」を実施しています。
　草加市の住民基本台帳、草加市が編製し
た戸籍、戸籍の附票に記載されている人が
対象です。登録を希望する人は市民課また
は各サービスセンターに本人確認できる書
類（運転免許証・保険証等）を持参し申し
込んでください。なお、本人以外による申
し込みは同世帯の家族でも委任状が必要と
なります。

審議会等の
開催日程

問庶務課☎922-09545922-3091

補助対象 補助金額

■耐震診断補助

木造（在来工法）２階建て以下の一戸建ての住宅、
併用住宅または長屋住宅の耐震診断

診断費用の２分の１の額か住戸の戸数に５万円を乗じ
た額のいずれか少ない額

次の(ア)(イ)(ウ)の合計した額で上限55万円
（ア）改修に要した費用の23㌫で上限30万円
（イ）今年度に改修した場合は、改修に要した費用の2.5
㌫で上限5万円
（ウ）補助対象者が65歳以上の場合、上限20万円

（ア）耐震シェルターを設置する費用の23㌫で上限20
万円
（イ）屋根の葺き替えを行い、屋根を軽量化する費用の
23㌫で上限20万円
（ウ）安全な空間の確保が見込める寝室等の補強に要す
る費用の23㌫で上限10万円
（ア）～（ウ）の改修を同時に２つ以上行う場合は上限20
万円

※改修工事の施工者は、木造住宅の場合は、建設業法に規定する建設業登録業者及び草加市小規模契約希望者登録をしている
業者が該当し、マンションの場合は、耐震改修設計を行った設計者が工事監理を行い、建設業法に規定する建設業登録業者が該当。
※平成31年6月30日までに一般耐震改修を行った場合、改修費用の10㌫に相当する額（最高25万円）を所得税から控除できます。

全学部…6月15日㈬、7月13日㈬、9月6日㈫、10月
12日㈬、11月11日㈮、12月13日㈫、平成29年1月
19日㈭、2月14日㈫、3月7日㈫

改修に要した費用の23㌫で上限200万円

診断費用の２分の１の額か住戸の個数に５万円を乗じ
た額のいずれか少ない額で、上限100万円

診断費用の２分の１の額で、上限10万円
分譲マンション（区分所有されてい
る共同住宅）

簡易診断

耐震診断

補助対象 補助金額

■耐震改修補助

［木造一般耐震改修］
▽対象物件：木造（在来工法）２階建以下の一戸建て
の住宅、併用住宅または長屋住宅で、耐震診断の結
果、総合評点が1.0未満と判定された建築物
▽対象工事：基礎・壁（筋交い）の補強、屋根の軽量
化等の改修により総合評点が1.0以上となる改修

［木造簡易耐震改修］
▽対象物件：木造（在来工法）２階建以下の一戸建て
の住宅、併用住宅または長屋住宅で、耐震診断の結
果、総合評点が1.0未満と判定された建築物
▽対象工事：総合評定が1.0を満たさなくても、安全
性の向上が見込める右記の改修

［マンション耐震改修］
▽対象物件：マンションの建替え等の円滑化に関す
る法律第２条第１号に規定する延床面積１，０００㎡、
３階建て以上の耐火または準耐火建築物のマンショ
ンで、耐震診断の結果、構造耐震指標Ｉｓ値が0.6未
満と判定された建築物
▽対象工事：改修によりＩｓ値が0.6以上となり、改修
設計の安全性を公的機関等が適正と認めた改修

不正取得による権利侵害防ぐ
住民票等の本人通知登録を
問市民課☎922-15265920-1501
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　○PM2.5（単位：マイクログラム／㎥）最大値19.5／最小値5.5（花栗中学校内）　○給食の放射性物質の検出なし

建築物の耐震診断・耐震改修
費用の一部を補助します
問建築指導課☎922-19585922-3148

年金生活者等支援臨時福祉給付金
（高齢者向け）申請書の郵送を開始しました
年金生活者等支援臨時福祉給付金
（高齢者向け）申請書の郵送を開始しました
問草加市給付金コールセンター☎0570-071-133

商店街の歩道
整備工事を実施

快適な歩道で買い物を

問道路課☎922-2194
　　　　5922-3249

見学・学校説明会、
学校公開を開催

□申参加希望日の5日前までに各学校へ。
草加かがやき特別支援学校☎946-21315946-5670
越谷特別支援学校☎975-21115973-1182

□申

特 別 支 援 学 校

交際費の執行状況を公開
１～３月

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③2016年5月20日号市政情報



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。

幼稚園・認定こども園探しの参考にしてね♪

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

　始めるにはまず、子どもの体の準備が整っていることが条件です。全て当
てはまっていれば準備はOK ！
①ひとりで立って歩ける
②おしっこが出そう（出た）を言葉やしぐさ
で伝えることができる
③おしっこの間隔が2～3時間あく
　トイレにキャラクターのポスターを貼った
り、上手にできたらシールを貼るなどトイレに興味を持たせることが大事。
失敗しても焦らず、行き詰まった時には思い切って少しお休みするぐらいの
気持ちで進めましょう。

　行政の情報だけでなく、子育てを応援している人
たちが開いている遊び場、教室、サークル等も紹介。
子育てのことならなんでも聞きに来て下さい。お
しゃべりにくるだけでもOK ！

　毎年6月に発行する、子育て支援コーディネーターが作成した市内幼稚園の案内です。これを参考
に、実際に園の見学会や開放日に出かけて自分の目で見て選びましょう。プレ幼稚園や預かり保育、
園を選ぶポイントの情報などもあります。［配布場所：子育て情報コーナーみっけ（子育て支援セン
ター）/子育て情報スポットプチみっけ（市役所第二庁舎）/保育課/地域子育て支援センター/児童
館・児童センター/つどいの広場/保健センター/コミュニティセンター］

　市内の幼稚園・認定こども園を
ぼっくるん隊が取材し紹介していま
す。在園児の保護者へのアンケート
や園内の様子がわかる写真もたくさ
ん載っているので、幼稚園ガイドと
は一味違う情報が満載です。とって
も参考になるので、見ないなんて
もったいないですよ～♪

トイレトレーニングがうまくいかない？

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

子育て情報コーナーみっけへ！

HOME＞ぼっくるん隊＞こそだて
サポート　から見てみてね

草加市幼稚園ガイド

ぼっくるん隊の取材レポート（WEB）

各幼稚園の良いとこ
ろや入園の決め手、
制服や通園かばんな
ども紹介

■利用時間　㊊～㊎（㊗・年末年始を除く）8時30分～17時
※市役所第二庁舎「プチみっけ」（9時～17時）も利用してね！

子育て支援センター

妊娠が分かったら… 子育てのことで
困ったら…

赤ちゃんとお出かけ
できるようになったら…

④ 2016年5月20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。

▼男の料理教室　7/16㊏10時～13時　
四季の料理　定員10人　参加費1000円

▼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9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
▼すくすくクラブ　5/24㊋10時～12時
　乳幼児と保護者対象
▼綾瀬川コーラス教室　6/3㊎からの
第1㊎9時30分～11時・第2㊎13時～15
時　20歳以上対象　定員30人　
▼谷塚元気ひろば　6/27㊊13時～16時
　革製品のキーホルダー作り　60歳以
上対象　定員30人　参加費500円

▼ママといっしょにおはなし会　5/23
㊊10時30分～11時　読み聞かせほか　
乳幼児と保護者対象
▼放課後クラブ　6/2㊍17時～18時…
卓球・6/13㊊16時～17時…将棋・6/21
㊋17時～18時…スポーツ吹矢　小学生
（保護者同伴）対象
▼新田西文化センターふれあいコンサ
ート　6/5㊐12時30分～　出演は利用
団体・草加西高校吹奏楽部　定員150
人　「赤い靴」「365日の紙飛行機」
ほか
▼おもちゃ病院　6/6㊊10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1

ン・硬筆下敷き持参
▼おもちゃ病院　6/24㊎10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで

▼ハープ・昼のコンサート　6/2㊍12
時～12時45分　出演はハープアンサン
ブル・リラ　「さくらさくら」「中国
地方の子守歌」ほか
▼こころを結ぶ光のひろば　6/7㊋10
時～12時　視覚障がいに関する相談コ
ーナー・初心者のための点字体験
▼中央公民館美術展　6/13㊊～20㊊9
時～20時（13日は13時から、20日は13
時まで）　同公民館利用団体による成
果発表
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
6/15㊌10時～　手遊びほか　乳幼児と
保護者対象
▼チャレンジ！シニア講座企画運営委
員募集　6/17㊎10時～12時　秋の講座
内容の企画・検討　60歳以上対象　定
員7人
▼にじいろタイム　6/17㊎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」
　6/17㊎13時30分～　胎教と友だちづ
くり　初妊婦対象

▼親子で元気ルーム　6/9㊍10時～12
時　親子手遊び・読み聞かせほか　乳
幼児と保護者対象

▼おはなしの広場　6/10㊎・24㊎11時
15分～11時45分　紙芝居ほか　乳幼児
と保護者対象
▼ロビー　木版画展…6/15㊌～6/27㊊
　サークル朴の木による作品
▼おもちゃ病院　6/17㊎10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで

▼そば打ち体験講座　5/28㊏9時～15
時　成人対象　定員10人　参加費2000
円　そばを入れる容器・350mlペット
ボトル・三角巾・エプロン持参
▼すくすくクラブ　6/9㊍10時～11時
30分　手遊びほか　乳幼児と保護者対
象
▼のびのび広場　6/17㊎10時～11時　
季節の遊び・工作ほか　乳幼児と保護
者対象
▼暮らしに役立つペン習字　6/17㊎10
時～11時30分　成人対象　定員15人　
参加費300円　ボールペンまたは筆ペ

5922-3498

定員のあるものは5/23㊊
8時30分から各館へ申し込みを

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

谷塚文化センター ☎928-6271

中央公民館 ☎922-5344

人2点まで
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
6/6㊊10時～12時　手遊びほか　乳幼
児と保護者対象

☎946-3000 5944-3800

■小学生のための読み聞かせ　5/22㊐
13時30分～14時
■木曜シアター　5/26㊍14時～15時30
分　にっぽん百名山⑹「鳥海山、磐梯
山、尾瀬・燧ケ岳」　大人対象　定員
90人（当日先着順）
■おはなし会　5/28㊏11時30分～12時
　「雌牛のブーコラ」ほか　4歳（幼
児保護者同伴）以上対象
■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）

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）

■サービスコーナー（5/21～6/20）

5/25㊌・
6/8㊌
5/26㊍・
6/9㊍
5/27㊎・
6/10㊎

6/1㊌・15㊌

6/2㊍・16㊍

6/3㊎・17㊎

瀬崎・青柳小

新栄小

新里・高砂小

稲荷・八幡北小

両新田小

氷川・西町小

日程

長栄・草加小

花栗南・八幡小

栄・川柳小

清門・松原小

谷塚小

小山・新田小

14時～16時9時30分～11時30分

・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

こまめな水分・塩分補給で熱中症対策を！！

▶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



そうかの農家さんでじゃがいも掘り
野口農園（草加1丁目）・三浦農園（谷塚町1652）

氷川児童センター　6/6㊊10時30分三浦農園集合（雨天時6/13㊊）　幼児
と保護者対象　定員20組　参加費1家族400円（3株）　☎928-2341
谷塚児童センター　6/12㊐10時30分三浦農園集合（雨天時6/19㊐）　幼
児（保護者同伴）～高年者対象　定員30組　参加費360円（3株）　☎925-
1856
住吉児童館　6/18㊏10時30分野口農園集合（雨天時6/25㊏）　幼児（保
護者同伴）～高年者対象　定員20人　参加費300円（2株）　☎928-5736
□申いずれも5/23㊊10時から各館へ（谷塚は参加費持参で窓口へ）

保育ステーション　6/11㊏10時草加北ミニコミセン集合11時30分解散　会
場は野口農園　1歳～未就学児と保護者対象　定員40組　参加費1家族350
円（2株）　□申5/23㊊9時から電話で保育ステーションへ。☎920-1120

6/4土13時～
　姉妹都市奥会津昭和村
の採れた新鮮な野菜の試
食と即売。昭和村田舎の
野菜便と同時開催。
■日時　6/4㊏13時～16時
■会場　カーソンプラザ
（草加駅東口駅前広場）
■内容　村の新鮮な食材
を味わいながら昭和村村
民との語らい、銘水の試
飲、山菜・キノコなどの
加工品、田舎豆腐、新鮮
野菜を即売
問文化観光課☎922-2968

　　■年間スケジュール■
7/3㊐…草加松原遊歩道7時30分
～12時
7/30㊏、8/21㊐、9/11㊐、11/
12㊏…草加市物産・観光情報セン
ター10時30分～16時
10/15㊏…カーソンプラザ10時30
分～16時（売り切れ次第終了）

福島県昭和村の
田舎の野菜便

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20日号

▼手芸　5/22㊐13時30分～16時　アイ
ロンビーズでアクセサリー　幼児（保
護者同伴）以上対象
▼パパサロン・リズム＆ストレッチ　
6/4㊏11時～12時　0～3歳児と保護者
対象　定員15組　
▼木工房　6/4㊏13時30分～16時　自
由に工作　幼児（保護者同伴）以上
▼造形ワークショップ「石膏コイン」
　6/5㊐13時30分～16時　幼児（保護
者同伴）以上対象
▼なかよしランチ　6/8㊌11時30分～
13時　ミニパンケーキ作り　幼児と保
護者対象　定員15組
▼栽培クラブ　6/12㊐14時～　オクラ
の種まき・玉ねぎの収穫　幼児（保護
者同伴）以上対象
▼ママのためのリラックスヨガ　6/16
㊍16時～16時40分　0～3歳の乳幼児と
保護者対象　定員15組
▼ひ革工房　6/18㊏13時30分～16時　
幼児（保護者同伴）以上
▼野外クッキング　6/19㊐13時30分～
15時30分　燻製作り　幼児・小学生と
保護者対象　定員15組　材料費100円
▼とり+かえっこ屋　6/20㊊～24㊎15
時30分～17時　使わなくなったおもち
ゃの交換・ゲーム

▼脳トレweek　5/23㊊～6/17㊎15時
～17時30分　会場は中央図書館（㊊・
㊎）、コンフォール松原17号棟集会所
（㊋・㊍）　ペンシルパズルで頭の体
操　小学生以上

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5/23㊊
10時から各館へ申し込みを

▼スライム作り　5/24～6/9の㊋・㊍
（6/7㊋を除く）15時～　会場はコン
フォール松原17号棟集会所　小学生以
上対象　定員各日5人（当日先着順）
▼読み聞かせ「たんぽぽ」　6/2～16
の㊍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
▼パパにはナイショのプレゼント作り
　6/3～17の㊊・㊎15時～　会場は中
央図書館　小学生以上対象
▼おもちゃ病院　6/17㊎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

▼おもちゃの病院　5/26㊍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
▼親子で作ろう　5/27㊎…折り紙であ
やめ　6/3～17の㊎…牛乳パックで工
作　15時30分～　幼児と保護者対象
▼リズム遊び　5/31㊋10時30分～　歩
行可能な乳幼児と保護者対象
▼ぬりえコンテスト　6/2㊍～24㊎10
時～17時　小学生対象　6/25㊏・26㊐
は投票
▼父の日プレゼント製作　6/4㊏・5㊐
10時～、14時～　小物入れ　小学生以
上対象　定員20人　牛乳パック2個・
18㌢×31㌢の布2枚・リボン120㌢1本
持参
▼リトミック教室　6/6㊊・27㊊10時
30分～　1歳児と保護者対象、11時20
分～　2歳児と保護者対象　定員各20
組
▼将棋教室　6/18㊏14時～15時　小学

生以上対象
▼ともだち文庫の「おはなしポケッ
ト」　6/20㊊11時～　読み聞かせほか
　乳幼児と保護者対象

▼どんぐりの時間　5/26㊍10時30分～
12時　ボールプールほか　乳幼児と保
護者対象
▼住吉MOVIE　DAY　5/30㊊13時30
分～　小学生対象
▼こぶたのしっぽ　6/1㊌11時～　パ
ネルシアター　乳幼児と保護者対象
▼オセロ大会　6/3㊎　マンカラ大会
　6/10㊎　いずれも16時～　小学生対
象
▼父の日製作　6/6㊊・7㊋16時～　プ
ラバンで靴べら　小学生対象　定員各
5人
▼親子コンサート　6/15㊌11時～　出
演はぽこあぽこ　乳幼児と保護者対象
▼おもちゃ病院　6/18㊏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
▼読み聞かせ「バンビ」　6/6㊊・20
㊊11時～　乳幼児と保護者対象

▼おもちゃの病院　5/26㊍10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼けん玉ギネスに挑戦　5/26㊍・27㊎
15時30分～　小学生対象
▼ふれあい囲碁・将棋教室　5/28㊏、
6/11㊏14時～15時　幼児（保護者同
伴）～高年者対象
▼オセロ大会　6/2㊍　マンカラ大会
　6/16㊍　いずれも16時～　小学生対
象
▼ドッジビー大会　6/9㊍16時～　小
学生対象
▼父の日のプレゼント作り　6/15㊌・
17㊎15時30分～　メモスタンド　小学
生対象
▼ぬり絵コンテスト　6/20㊊～24㊎15
時30分～　小学生対象　

ラジオ体操地域訪問講習会

氷川コミセンまつり

しっかり食べて貯筋
ロコモもメタボも予防しよう

　●新里文化センター　5/21㊏9時30
分～11時。●柿木公民館　6/4㊏11時
～12時30分。●ふれあいの里　6/11㊏
9時30分～11時。
　いずれも当日直接会場へ。上履き・
タオル・保険代50円持参。問スポーツ
振興課☎922-2861

　6/9㊍10時～13時。会場は氷川コミ
セン。タンドリーチキン・チンゲン菜
とえびのスープほか。65歳以上対象。
定員15人。参加費500円。エプロン・
三角巾・布巾2枚持参。□申5/23㊊から
電話で保健センターへ。☎922-0200

名作実験公演「－新美南吉の世界・
ふたたび－花のき村と盗人たち」

　6/11㊏13時30分～・18時30分～、
6/12㊐10時30分～・14時30分～。会場

　6/5㊐10時～。会場は氷川コミセン。利
用団体やサークルによる演芸発表、書
道や生け花などの作品展示、模擬店の
出店ほか。問同コミセン☎5927-5692

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
■プリザーブドフラワーで季節のミニ
アレンジメント　6/13㊊10時～12時。
会場は新里文化センター。定員10人。
材料費1000円。はさみ、木工用ボンド、
カッター、持ち帰り用の袋持参。
■机と学用品の学期末整理法　6/16㊍
10時～12時。会場は中央公民館。定員
20人。
■いつでもどこでもできる健康体操　
6/21㊋・6/28㊋10時～12時。全2回。
会場は草加市文化会館。定員20人。ヨ
ガマットまたはバスタオル持参。

せんべい手焼き＆レザークラフト体験

　5/28㊏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1回500円。□申ぱりっせへ。☎
5931-1970

■民舞踊で楽しく身体を動かす　6/22
㊌・29㊌11時～12時30分。全2回。会
場は高砂コミセン。定員20人。扇持参。

は草加市文化会館。様々な文芸作品を
題材として、実験的に公演を創り上げ
るシリーズ。童話作家の新美南吉によ
る名作を基にしたオリジナル作品を上
演。料金一般2000円、高校生以下1500
円（全席自由　3歳までの膝上鑑賞無
料）。□申草加市文化会館ほかプレイガ
イドへ。☎931-9325
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⑥ 2016年5月20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。

草加パリポリレクリエーションの集い

経済センサス－活動調査に協力を

　6/5㊐10時～15時。会場は記念体育
館。午前は風船バレーやカローリング
などの障がい者スポーツ、午後は卓球
バレー大会を開催。問市民体育館☎5
936-6239

笑いと音楽のハーモニー

　6/3㊎13時15分～14時45分。会場は
勤労福祉会館。笑って歌って元気な体
作り。65歳以上対象。定員50人。□申
5/23㊊から新田地域（包）へ。☎946-05 
205946-0523

　6/18㊏10時～13時。会場は保健セン
ター。パエリア、野菜のコーンスープ、
デザート。小学生と保護者対象。定員
15組。参加費大人500円・小学生400円。
□申5/23㊊から電話で保健センターへ。
☎922-02005922-1516

親子体操教室

親子で作ろう　お手軽パエリア

　6/16～7/21の㊍11時～12時。全6回。
会場は記念体育館。平成24年4/2～同
26年4/1生まれの子どもと保護者対象。
定員20組。参加費3000円。□申6/5㊐ま

　6/18㊏・6/25㊏10時～12時。全2日。
会場は獨協大学。「ダメ」「早く」で
はなく、「してほしいことをわかりや
すい言葉で伝える」のが、どならない
子育て。ロールプレイをしながら、伝
え方を練習してみませんか。定員20人。
獨協大学地域と子どもリーガルサービ
スセンターと共催。□申5/31㊋（必着）
までに、はがきに住所・氏名・電話番
号・保育の有無（子どもの年齢）を記
入し、〒340-0041松原1-3-1子育て支援
センターへ。☎941-6791

　6/28㊋・29㊌、7/1㊎・2㊏の講義と、
7/6㊌・7㊍・12㊋・13㊌のうち1日の
実習。会場は草加かがやき特別支援学
校。修了後は同校ボランティアに登録
可。□申 6/10㊎までに申込用紙を同校へ。
☎946-21315946-5670

子育て支援講座パパも一緒に
「どならない子育て練習法」

　お口の健康は、からだ全身へ影響し
ます。成人歯科健診を受けましょう。
転入等で受診通知票が届かない人は保
健センターへ連絡を。対象者は今年度
40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、
70歳になる人。受診期間は平成29年
1/31㊋まで。問保健センター☎922-02 
005922-1516 

健康はお口から
成人歯科健診受診通知票を郵送

　市では県と協力し、様々な年齢の人
の就職を支援するため、就職相談やセ
ミナーを実施しています。仕事の悩み
相談・仕事探しのアドバイス・求人情
報の提供などが受けられます。セミナ
ーは毎月第3㊊（女性対象）・第4㊌
（全年齢対象、一部高年者向け）14時
～16時。会場は勤労福祉会館。就職相
談は広報そうか毎月20日号の相談案内
に掲載しています。□申セカンドキャリ
アセンター事務局へ。☎048-711-4547

　6/1を基準日として、全国すべての
事業所と企業を対象に「経済センサス
－活動調査」が実施されます。調査は、
すべての産業分野における事業所と企
業の経済活動の状況を、全国的・地域
別に明らかにすることを目的とした国
が行う調査です。調査票は、都道府県
知事が任命した調査員が「調査員証」
と「従事者用腕章」を身に付け直接配
布するか、国が郵送します。問庶務課
☎922-09545922-3091

■合氣研究所（合気道）　㊏・㊐15時
～17時　草加中で　中学生以上対象　
基礎からじっくり　月額4000円　問小
形☎090-2200-1140
■西町バドミントンクラブ　㊍19時～
21時　西町小で　月額1000円　問張替
☎941-7141
■横山会蟷螂館（空手）　㊋・㊍19時
～21時　㊏17時～19時　草加中で　5
～70歳対象　習いたい事だけ教えます
　入会金1000円　月額2000円　問川岸
☎090-4716-0008
■川柳囲碁クラブ　㊌13時～17時　川
柳文化センターで　女性歓迎　月額30 
0円　問宮澤☎935-2428

就職支援の相談、
セミナーを利用してください

草加かがやき特別支援学校
ボランティア養成講座

　能楽の歴史を学び、狂言の楽しみ方
を学びます。また、声の出し方や舞を
実際に体験し、最終日はこしがや能楽
堂で発表します。7/23㊏・30㊏、8/6
㊏・20㊏14時～15時30分。全4回。会
場は高砂コミセン（8/20はこしがや能
楽堂）。定員15人。受講料4000円。□申
5/23㊊から生涯学習課へ。☎922-2819 
5922-3498

そうか市民大学前期講座
「狂言にふれてみよう」

高年者向け

子ども・親子向け

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
らも応募可。応募多数の場合は抽選。
☎928-6361

■高砂ダンスクラブ（社交ダンス）　
㊊19時～21時　高砂コミセンで　入会
金1000円　月額2500円　問鈴木☎090-
9366-4228
■太極拳サークル　㊎13時～15時　中
央公民館ほかで　初心者歓迎　見学可
　入会金1000円　月額1000円　問伊勢
☎928-1276
■メカマハロ（フラダンス）　第1・3
㊌10時～12時　新里文化センターで　
初心者歓迎　無料体験有　入会金2000
円　1回1000円　問山口☎080-5680-8398
■ピアノサークルさくら　第1・3㊊10
時～12時　新里文化センターで　入会
金1000円　月額4000円　問工藤☎924-
7298
■大雁気功の会　㊊9時～12時　中央
公民館で　入会金2000円　月額2500円
　問岡部☎929-1925
■こうま座（和太鼓）　㊏9時～11時
　記念体育館ほかで　お祭りなどの出
演あり　体験可　3歳～小学生対象　
入会金3000円　月額3000円　問高橋☎
090-1250-7994
■松原ノルディックサークル　第2・4
㊊9時～10時　松原左岸広場ほか　ス
トックで無理ない大股歩行で膝や腰に
負担が少ない全身運動　月額500円　
問前川☎936-7886
■彩の会（油絵）　第1・3㊎10時～15
時　勤労福祉会館で　入会金1000円　
月額3500円　問多賀☎925-3107
■草加ウオーキング会　㊐または㊏8
時30分～14時30分　市内の公園ほかで
　楽しく4㌔位歩ける人対象　9月～10
月上旬会員募集　6か月1000円　問山
口☎943-9490
■ビギン（大正琴）　第2・4㊎13時～
17時　新田西文化センターで　楽しく
練習しています　大正琴無料貸し出し
あり　月額2000円　問中山☎090-4605- 
0582
■瀬崎中卓球クラブ　㊎19時～21時　
瀬崎中で　年額4000円　問須賀☎080-

2332-4459
■アロマヨガサークル　㊊9時15分～
10時30分　高砂コミセンで　アロマを
使った癒しのヨガです　体験無料　5
回4500円・10回8000円　問砂畑☎08 
0-9468-9997
■フォトクラブ東武会　第2㊎19時～
21時　草加市文化会館で　年2回撮影
会あり　入会金1000円　年額5000円　
問水落☎080-3691-0641
■笑楽連（阿波踊り）　㊐13時～17時
　栄小で　笑って楽しく阿波踊りで皆
さん盛り上がりましょう　初心者大歓
迎　年額1万円　問佐藤☎080-1342-94
60
■草加合気道会　4歳～小学生…㊎17
時30分～　1時間、大人…㊎19時15分
～・㊐17時～　1時間30分　中央公民
館で　入会金3500円　月額3500円　問
増田☎090-6565-5365
■小山パイレーツ（グラウンド・ゴル
フ）　㊐小山小で　㊋・㊍9時～12時
　花栗南グラウンドで　初心者歓迎　
大人対象　年額3000円　問遠藤☎942-
8136
■kahiwa（ウクレレ）月2回㊋10時～
11時　新田西文化センターで　講師に
よる丁寧な指導　体験可　入会金500
円　月額2000円　問根岸☎942-3379
■ソシアルダンスローズ　㊋11時～13
時　高砂コミセンで　入会金1000円　
月額4000円　問佐藤☎090-8036-8059
■グループすみれ会（水墨画）　第2
・4㊋13時～15時　新田西文化センタ
ーで　見学大歓迎　入会金500円　月
額1500円　問斉藤☎931-3157
■絵手紙もみじ　第1・3㊏10時～12時
　新里文化センターで　はがきにあな
たの思いを表現　入会金700円　月額
700円　問髙林☎927-7762
■大正琴を楽しむ会　第2・4㊎10時～
12時　谷塚文化センターで　大正琴無
料貸し出しあり　月額2000円　問浅見
☎090-3227-2140　

公立保育園の臨時職員を募集します

○勤務時間　㊊～㊎　8時30分～17時
　（シフトにより㊏勤務があります）
○給与　保育士・看護師　時給1060円（准看護師は960円）
　　　　調理士　時給955円
○通勤手当　上限8000円

○勤務時間　㊊～㊏　8時30分～13時
○給与　時給1220円
○通勤手当　上限8000円

保育士（有資格者）
看護師（有資格者）
調理士

時間外保育
従事者

給食補助

勤務時間等職　種

資格を生かして一緒に働きませんか。
　勤務場所は市内公立保育園18園1分園を予定。いずれも募集は65歳未満対象。
その他、有給休暇・忌引休暇等特別休暇・被服貸与あり。問保育課☎922-1491

公共施設での市民の自主的なサークル活動
を紹介しています。交渉は当事者間で。市
は関与しません。掲載依頼は指定の用紙で。

○勤務時間
（延長保育のない園）
　㊊～㊎　7時20分～8時50分及び16時30分～18時30分
　㊏　7時20分～8時50分及び12時～15時30分
（延長保育のない園）
　㊊～㊎　7時～9時及び16時30分～19時
　㊏　7時～19時のうち6時間
○給与　時給1320円（保育士有資格者は1420円）
○通勤手当　上限8000円



【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　第1㊍・第3㊎9時～12時
■行政書士による法律相談（相続・外国人在留帰化・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）　第3㊎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…市民相談室☎92
2-14365922-1153（障がい福祉課）
■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　5/30㊊、6/6㊊・20㊊…住吉児童館☎928-5736　5/26
㊍、6/9㊍…谷塚児童センター☎925-1856　6/1㊌・16㊍…新栄児童センター
☎942-9876　6/15㊌…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☎048-878-9331
（かすかべ若者サポートステーション）
【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　6/1㊌9時～12時…瀬崎コミセン・13時～16時…稲荷コミセン☎
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 ）　第1㊍13時～
16時…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

内科

外科

内科

外科

内科

外科

5/22
㊐

5/29
㊐

6/5
㊐

臼田診療所

横内整形外科クリニック

クマガイこどもクリニック

石井外科医院

たかぎ医院

豊田クリニック

松原2-4-21-101

松原4-5-8

氷川町2105-6

氷川町928

吉町3-2-47

柿木町1127-1

☎942-5300

☎941-0211

☎922-8683

☎925-4255

☎922-3731

☎930-3636

5/21㊏～6/20㊊（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6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。

■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。

㈱セントラル設備
㈲やまと水道
東京管工機材㈱草加支店

青柳8-29-2
氷川町429-4
住吉1-14-20

☎936-1000
☎927-8519
☎927-0041

5/22㊐
5/29㊐
6/  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

休日当番医
QRコード

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

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ⑦医療・水道・相談案内 2016年5月20日号



問草加市文化会館☎931-9325

□申利用希望日の2か月～4日前に宿泊料を添えて
　総務企画課へ。☎922-26435928-1178

4月かどまちごとでき

　まろの愛称で親しまれているNHK交響楽団第1コンサートマスタ
ーの篠崎史紀（バイオリン）を始めとするNHK交響楽団のメンバー
による弦楽五重奏のクラシックコンサートです。
　世界を魅了してやまない、篠崎史紀の本場ウィーンの響きがあな
たの心をわし掴みにします。是非ご鑑賞ください。
■日時　8月20日㈯午後4時開演
■会場　草加市文化会館
■演目　ウィーンわが夢の街、愛の喜びほか
■料金　A席3500円、B席2500円、C席1500
円（全席指定、未就学児入場不可）
□申5月22日㈰午前10時～（電話予約は5月23日
㈪午前10時～）草加市文化会館ほかプレイガ
イドへ。

　奥日光自然の家は中禅寺湖畔千手ヶ浜にほど近い国有林に囲まれ
た保養施設。例年6月中旬から下旬にかけて施設内周辺にクリンソウ
が咲き、美しい景色が広がります。西ノ湖や戦場ヶ原を巡るハイキ
ングの拠点としても便利です。奥日光の自然を満喫してみませんか。
　自然保護のため車での現地乗り入れはできません。赤沼車庫駐車
場から千手ヶ浜行き低公害バスを利用してください（約30分）。
■利用期間　11月上旬まで、火曜定休（祝日の場合は翌平日）
■宿泊料金　1人1泊1540円（4歳～中学生
770円）。施設の都合上、１人での宿泊は
できません。
■食事料金（税込・現地払い）　朝食810
円、昼食（おにぎり2個）324円　夕食Ⓐ
1512円・Ⓑ2700円・Ⓒ3240円

　毎年11月に開催されている「国際ハープフェスティバル」。
　このフェスティバルをより多くの人に知ってもらうための「音楽
のまち」草加にふさわしいポスターデザインを募集します。
■条件　①未発表のオリジナル作品（デジタルデータ、手描き作品
ともに可）②著作権等諸権利はすべて主催者に帰属③採用作品デザ
イン及び文字情報の配置やフォントサイズに手を加えることがあり
ます。また、ポスター以外の印刷物にも利用④出品に伴う諸経費は
応募者負担⑤出品作品の返却不可⑥作成者名を印刷物に明記⑦応募
は1人何点でも可。
■賞金　最優秀賞5万円　優秀賞3万円　佳作（2点）1万円
　なお、全応募作品は文化会館ギャラリー等で展示します。
□申 6月19日㈰（必着）までに草加市文化会館ほかで配布する応募要

項の申込書と、出品票を貼付した作品を「国際
ハープフェスティバル2016-草加市」ポスター
デザインコンクール係へ。応募要項は文化会館
ホームページからも入手可。

　都市農業は、新鮮で安全な野菜の提供のほかにも、学校給食、庭
先販売等いろいろな面で私たちの暮らしを豊かにしてくれていま
す。地産地消、食育推進、農業体験等を通じた農業との触れ合いに
加え、農業の魅力を知ってもらおうと、実行委員会が中心となり、
草加都市農業フェアを開催します。
■日時　6月5日㈰午前10時～午後2時
■会場　草加中央防災広場（中央2丁目）
■内容　市内農業者による旬の野菜の販売、枝豆の試食（限定200
食）、地場農産物を用いたグルメの販売、食育や市民農園など都市
農業のＰＲ

　29日、そうか公園で自然に親しんでもらおうと、そうか
公園まつりが開催されました。また、同日、綾瀬川左岸広

場では春の子どもフェスタ「みんなで笑顔」が開催されまし
た。思いやりがみんなの笑顔を作り、笑顔がみんなの幸せで
あると感じてもらえたでしょうか。どちらの会場も、多くの
子どもたちや家族連れが訪れ、たくさんの笑顔が見ることが
できました。

国際ハープフェスティバル2016－草加市
ポスターデザインコンクール作品募集

6月はクリンソウの見頃です

奥日光自然の家に
遊びに行こう

春のイベントは笑顔がいっぱい！！

（昨年の最優秀賞作品）

そうか

公園まつ
り

春の子ど
も

フェスタ

問草加市文化会館☎931-9325

ウィーン・ＭＡＲＯ・
アンサンブルコンサート
ウィーン・ＭＡＲＯ・
アンサンブルコンサート

問産業振興課☎922-08425922-3406

たくさんの応募
お待ちしています！！

草加都市農業
フェア開催

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20日号

市の人口　平成28年5月1日現在　24万6530人（男12万5298人・女12万1232人）／前月比304人増／世帯数11万2068世帯
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