
折り込んである「エコ・そうか」は、抜いて読んでください。

問健康づくり課
　☎922-0200
　5922-1516

6月は
食育月間
です！

草
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う
！

枝野まめ
愛称：まめちゃん
ＳｏｋａＣｉｔｙ

草加市の農地は小松菜や枝豆の作付面積が大きく、小松菜はハウス栽培
で安定して生産されているので、一年中買い求めることができます。
地元で採れた新鮮な野菜は、小中学校の給食にも使われています。
皆さんのご家庭でも、地元で採れたおいしい野菜を食べてみてください！

小中学校給食で使用している草加産野菜ランキング

位えだまめ3位だいこん2位小松菜
こ　　　　まつ　　　　な

1
断トツ1位は「小松菜」。
市内全域で一年中栽培されています。

年間使用量は

18,676㎏!!
給食活用例
・小松菜ビビンバ　
・小松菜カレー
・豚肉と小松菜のごはん
・小松菜のごまあえ
・小松菜ナムル
その他、汁物やうどん、ソテーなど、
いろいろな料理に使用しています。

給食活用例
・小松菜ビビンバ　
・小松菜カレー
・豚肉と小松菜のごはん
・小松菜のごまあえ
・小松菜ナムル
その他、汁物やうどん、ソテーなど、
いろいろな料理に使用しています。

料理にして5～6皿を目標に 料理にして5～6皿を目標に 
1日350ｇ1日350ｇ

３５０ｇの野菜の例３５０ｇの野菜の例

年間で2100本以上が
給食で使われています。

年間使用量は

2,140㎏!!
給食活用例
・みそ汁
・豚汁
・大根サラダ
・大阪漬け
・大根ナムル
・大根と豚肉のごはん
　　　　　　　　…など。

給食活用例
・みそ汁
・豚汁
・大根サラダ
・大阪漬け
・大根ナムル
・大根と豚肉のごはん
　　　　　　　　…など。

草加のえだまめは、甘みの強さが特
徴で、６～７月に給食に出されます。
収穫体験や、さやもぎ体験をしてい
る学校もあります。

年間使用量は1,957㎏!!

体の調子を整えたり、生活習慣病を防ぐ効
果のある野菜ですが、市民の皆さんには野
菜不足の傾向が見受けられます。草加産の
野菜を中心に、しっかりと食べるよう心がけ
てください。

子どもが大喜びの「学校給食」おすすめレシピ

野菜のプロ！ 農家さん考案の野菜たっぷりレシピ
氷川町　チャヴィペルト　中山かんなさん考案

● 小松菜の揚げしゅうまい（８個分）

小松菜（６０ｇ）は１㎝幅に、長ねぎ（２０ｇ）はみじんに切る。
小松菜はさっとゆでて水気を切る。
小松菜・長ねぎ・豚ひき肉（１２０ｇ）・しょうが
のみじん切り（少々）・酒（小さじ１/２）・しょう
ゆ（小さじ１）・片栗粉（小さじ２）を混ぜてよく
こねる。
８個に分けて、しゅうまいの皮で包み、
１８０℃の油で揚げる。
（２個分　１９６ｋｃａｌ・食塩０．２ｇ）

● 小松菜と夏野菜のこうじ炒め（４人分）

豚ロース肉のうす切り（２４０ｇ）をみそ（大さじ1.5）、
甘酒(大さじ4）につけておく。
小松菜（４０ｇ）は長さ３㎝に、たまねぎ
（１．５個）とカラーピーマン（１個）は
１ｃｍ幅に、なす（１本）は斜めに薄く切る。
フライパンに油（大さじ１）・スライスした
にんにく（1片）を入れて熱し、豚肉・野菜
を炒める。（１人分　２18ｋｃａｌ・食塩0.9ｇ）
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■5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）

次のいずれかに該当し、認定後も継続できる事業所。
①周囲の環境に十分に配慮し、工場外観の美化や植栽など
に努めている。②工場等施設の一部を市民に開放し、地域
の交流の場を提供するなど、社会貢献に努めている。③工
場見学や作業体験など積極的に受け入れ、モノづくりに対
する親しみや理解、興味の喚起などを行っている。④技術
や生産品が本市を代表するもので、本市のイメージアップ
に貢献している。

■無料受診期間　12月16日㈮まで
■対象者　市内に住所がある①60歳になる
人（昭和31年4月2日～同32年4月1日生ま
れ）②65歳以上の人（昭和27年4月1日以
前生まれ）
　今年度より、受診対象者の年齢が60歳
の人及び65歳以上の人に拡がりました。
脳の健康度チェックを行い、認知症の早期
発見にぜひ役立ててください。
　認知症は、誰にでも起こりうる脳の病気
の一つです。年齢を重ねるほど発症する可
能性が高まり、65歳以上の約8人に1人が
認知症の人またはその予備軍であると言わ
れています。症状が軽いうちに気づき、適
切な治療が受けられれば、薬で進行を遅ら
せたり、場合によっては症状を改善するこ
ともできます。
　検診を希望する場合は、健康保険証、お
薬手帳を持参し、実施医療機関で脳の健康

度チェック票を記入し、医師の診察を受け
てください。検診費用は無料です。

　現在、改定を進めている「草加市都
市計画マスタープラン」の地区ごとの
まちづくり方針について話し合うため、
地区別に懇談会を開催します。
　地域の資源や強みを生かしながら、
課題解決のために、この先どのような
まちづくりが必要かなどの意見を聞か
せてください。なお、参加の申し込み
は不要です。

　各案の概要と意見用紙はくらし安全課・市役所情報コーナー・サ
ービスセンター・公民館等の公共施設のほか、市ホームページから
も入手できます。この条例についての意見は、住所・氏名・電話番
号を記入の上、7月19日㈫までに〒340-8550くらし安全課へ。ファ
クス・Eメールでも可。☎922-36075922-3041kurashianzen@city.
soka.saitama.jp 
草加市安全安心まちづくり推進条例
　安全で安心なまちづくりの基本理念と、公共の場所における迷
惑行為の適正化に必要な事項を定め、市民の安全で安心なくらし
の実現を目的とする「（仮称）草加市安全安心まちづくり推進条
例」を制定します。
草加市家屋及び土地の適正管理に関する条例
　個人の所有する家屋及び土地の適正な管理に必要な事項を定め、
管理不全な状態となることを防止し、生活環境の保全及び安全で安
心なくらしの実現を目的とする「（仮称）草加市家屋及び土地の適
正管理に関する条例」を制定します。

　地域との融和・住工共生によるまちづくりを自助努力によって進
めている事業所を「草加市うるおい工房」として認定しており、平
成28年度の事業所を募集します。プレゼンテーション等の審査の上
認定し、認定者には、認定銘板を授与します。
■対象　市内に主たる事業所を有し、市内で1年以上の事業実績が
　　　　ある中小企業者
■条件　

　募集要項と申請書は産業振興課で配布するほか、草加市産業振興
支援情報サイト「あっ、そうか．ｎｅｔ」から入手できます。

■認知症検診実施医療機関

地　区

草加東部

草加安行

谷塚西部

草加西部

    場　　所

高砂コミセン

原町コミセン

柳島コミセン

氷川コミセン

　　　　日　　　時

7月2日㈯午後2時～4時

7月9日㈯午前10時～正午

7月9日㈯午後2時～4時

7月11日㈪午後7時～9時

かとうファミリークリニック、正務医院、
虎溪医院

草加グリーンクリニック

瀧澤医院、
草加きたやクリニック（7月1日から）

草加脳神経外科クリニック、高木クリニック、
松野クリニック 

平田クリニック、二宮病院、しんえいクリニック

レン・ファミリークリニック

内藤クリニック 

草加内科呼吸ケアクリニック、何川医院

内山内科小児科医院

青柳

旭町

北谷

栄町

新栄

新善町

住吉

草加

高砂

皆さんの意見を
募集します

・草加市安全安心まちづくり
　推進条例
・草加市家屋及び土地の適正
　管理に関する条例

都市計画
マスタープラン

第3回
地区別懇談会を
開催します

中央

苗塚町

西町

新里町

氷川町

松江

松原

谷塚

谷塚上町

柳島町

八幡町

吉町

両新田西町

八潮市

中田医院、山崎クリニック

いしどりクリニック 

たなか内科・循環器科クリニック、
さかの医院

みなみ草加クリニック

大里内科医院、石井外科医院、
山崎胃腸科内科クリニック、児玉医院、
メディクス草加クリニック

かたい内科クリニック、
草加松原整形外科医院

埼友草加病院、臼田診療所、松本医院、
大城クリニック

鳳永病院、肥田医院

さくら整形外科

柳島クリニック

たいよう内科クリニック

草加永大クリニック、神谷医院、
たかぎ医院

草加西部クリニック

19医療機関
※詳しくは問い合わせを

草加宿場まつりパレード
参加団体・参加者募集

問草加宿場まつり
　実行委員会事務局
　（みんなでまちづくり課内）
　☎922-07965922-3406

認知症検診を受けましょう
60歳と65歳以上の人に対象年齢を拡大
問長寿支援課☎922-28625922-3279

問都市計画課
　☎922-17905922-3145

さ
ん

「草加市うるおい工房」
事業所を募集

□申7月20日㈬までに産業振興課へ。☎922-34775922-3406□申

企業の力をアピール　  企業としてのイメージアップ

　10月2日㈰に草加駅東口周辺や旧日光街道（神明宮～草加市役所）
を中心に開催する草加宿場まつりパレードの参加者を募集します。
●子どもパレード　子どもの鼓笛隊、ダンスサークルなどの団体対
象。定員15団体。
●秋田（久保田）藩の大名行列　殿様やお姫様、芭蕉などの衣装を
まとい会場をパレード。小学4年生以上対象。定員60人。参加費高校
生以上1万円（小・中学生と秋田県出身か在住の人は無料。ただし、
出身、在住を確認できるものを提示してください）。
□申いずれも7月29日㈮までにみんなでまちづくり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、草加宿場まつり実行委
員会事務局（みんなでまちづくり課内）へ。応募多数の場合は抽選。

無
料

② 2016年6月20日号 草加人のための情報紙　広報「そうか」市政情報



　○PM2.5（単位：マイクログラム／㎥）最大値36.4／最小値4.0（花栗中学校内）　○給食の放射性物質の検出なし

　大切な責任ある一票で国政を託す代表を選びましょう。
■投票日　7月10日㈰午前7時～午後8時　
■投票所　市内48か所
■期日前投票　投票日に投票所へ行けない人は期日前投票ができま
す。入場整理券の裏面の宣誓書兼請求書に必要事項を記入し、持参
してください。
○市役所本庁舎１階ロビー
　…6月23日㈭～7月9日㈯午前8時30分～午後8時
○勤労福祉会館・谷塚文化センター・草加市文化会館
　…7月3日㈰～9日㈯午前9時30分～午後7時
■投票できる人　平成10年7月11日までに生まれ、市に3か月以上
住所を有し、6月21日現在引き続き住民基本台帳に記録され、投票
日まで選挙人名簿に登録されている人（転入者は平成28年3月21日
までに転入届を提出した人）。なお、3月22日以降に転入された人
は前住所地の選挙管理委員会へ問い合わせてください。

葛西用水の桜並木
　葛西用水沿いの桜並木は、植樹から約40年が経過し、草加さくら
祭りが開かれるなど、桜の名所として市民の貴重な財産となってい
ます。しかし、平成25年から外来種のカミキリムシが発生し、樹勢
を衰えさせたり枯らすなどの被害を及ぼしています。また、桜の中
でもソメイヨシノは寿命が短く、街路樹としては50～60年程度と
も言われています。
　今後、傷ついた
桜の樹勢回復や活
力と美観を維持す
る管理、さらには
将来訪れる世代交
代への備えなどを
考えなければなら
ない時期に来てい
ます。

■入場整理券　6月23日頃までに、世帯全員分を同封し郵送します。
選挙人氏名を確認し、各自が投票所に持参してください。券の紛失
・未着の場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できますの
で投票所の受付に申し出てください。
■投票方法　入場整理券を提出し、①埼玉県選出議員選挙（候補者
名を記載）、②比例代表選出議員選挙（候補者名または政党名を記
載）の順に投票
■郵便投票　身体障害者手帳等の所有者、または要介護5の認定を
受けている人で、郵便等投票証明書の交付を受けている人が対象で
す。希望者は7月6日㈬午後5時までに、選挙管理委員会へ投票用紙
を請求してください。
■代理・点字投票　病気やけがで字が書けない人や目の不自由な人
は、直接本人が出向き代理・点字投票ができます。いずれも投票所
で係員に申し出てください。投票の秘密は守られます。
■不在者投票　選挙期間中、仕事先、旅行先などの滞在地や指定病
院、指定老人ホームなどの施設で不在者投票ができますが、事前に
手続きが必要となりますので、早めに問い合わせを。
■在外選挙人名簿登録者の国内投票　市の在外選挙人名簿に登録さ
れている人が国内滞在中の場合は、6月23日㈭～7月10日㈰に在外
選挙人証を持参することで、市役所で投票できます。
■選挙公報　投票日前日までに戸別配布するほか、6月27日㈪頃か
ら市ホームページに掲載予定です。
■開票　7月10日㈰午後9時10分～。会場は記念体育館
■投票・開票速報　市ホームページ・携帯サイトで公開します。

桜並木を将来に引き継いでいくために
　これらの課題を解決し、桜並木の名所としての価値を高め、将来
に引き継いでいくため、これまで葛西用水の桜並木を見守ってきた
地域の皆さんを始め、多くの人からの意見や提案を参考にしながら、
本年度から3か年で総合的な保全管理計画を策定します。
平成28年度：基礎調査、樹木初期診断（健康状態を把握）
平成29年度：土壌調査、樹木外観診断（外側を総合的に調査）
　　　　　　樹木精密診断（内部を機器により調査）
平成30年度：将来計画、維持管理計画の策定

　市の審議会等を傍聴できます。いずれも
定員5人で当日先着順。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。
■健康づくり審議会＜健康づくり課☎922-
02005922-1516＞…7月7日㈭午後2時～　
保健センター2階予防健診室で　
■地域公共交通会議＜交通対策課☎922-16
415922-3041＞…7月8日㈮午前10時～　市
役所本庁舎3階旧第1・2委員会室で
■公民館運営審議会＜中央公民館☎922-53
445925-0152＞…7月8日㈮午後2時～　中
央公民館第1・2講座室で

　統合失調症など心の病を持つ人を支える家
族の悩みや負担を軽減してもらうための、疾
病や本人との関わり方を理解する教室です。
■日程

■時間

■会場
■定員
■対象

審議会等の開催日程

　親や学校のことでの悩みを聞かせてくだ
さい。通常の受付時間を延長し、電話相談
を受け付けます。通話料は無料、秘密は厳
守します。1人でも多くの子どもからの相
談を待っています。
■期間　6月27日㈪～7月3日㈰
■時間　午前8時30分～午後7時
　　　（土日は午前10時～午後5時）
■専用電話番号　☎0120-007-110
　　　（IP電話からは接続できません）

　申請期限は、7月31日㈰（消印有効）となっていますので、
早めの申請をお願いします。
■申請方法

■ 対 象 者

申請書を郵送または市役所本庁舎給付金特設窓口
（平日午前8時45分～午後4時30分）へ
65歳以上（昭和27年4月1日以前生まれ）で平成
27年度市民税が非課税かつ課税者に扶養されてい
ない人

7月13日㈬、19日㈫、20日㈬、27日
㈬
午後2時～4時
19日のみ午後1時30分～4時
草加市文化会館
30人
統合失調症の人を家族に持つ人

子どもにも人権があります
6月27日～7月3日全国一斉

「子どもの人権110番」
強化週間

家族のための
心の病を知る講習会
□申7月2日㈯までに地域活動支援センター
　「ふらっと草加」へ。
　☎929-80815929-8082

□申

参議院議員通常選挙
投票日時：7月10日㈰午前7時～午後8時
期日前投票を市役所など4か所で実施
問選挙管理委員会☎922-24905927-7693

18歳から
投票

できます

将来を見据えた桜並木の保全管理計画策定へ
－葛西用水の桜並木を将来に引き継ぐために－

問みどり公園課☎922-19735922-3145

年金生活者等支援臨時福祉給付金（高齢者向け）の
申請受付中（7月31日まで）

問草加市給付金コールセンター☎0570-071-133

問さいたま地方法務局人権擁護課
　☎048-859-3507

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③2016年6月20日号市政情報



④ 2016年6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。

護者同伴）～高年者対象
▼マンカラ・オセロ大会　7/2㊏14時
～　トーナメント戦　小学生対象
▼パパも一緒のティータイム　7/9㊏
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」　7/11㊊11時～　読み聞かせほか
　乳幼児と保護者対象
▼水遊びを楽しもう　7/15㊎・19㊋10
時30分～11時10分　1歳～未就園児
（保護者同伴）対象　定員各50組
▼サマーフェスティバル実行委員会　
7/16㊏・23㊏14時～　小学4年生以上
対象　定員10人

▼どんぐりの時間　6/23㊍10時30分～
12時　乳幼児と保護者対象
▼季節の折り紙教室　6/23㊍16時～　
小学生対象
▼ABCで遊ぼう　6/27㊊15時30分～16
時30分　楽しく英語を覚えよう　乳幼
児（保護者同伴）～小学生対象
▼オセロ大会　7/1㊎　マンカラ大会
　7/8㊎　いずれも16時～　小学生対
象
▼ふれあい収穫体験「枝豆」　7/2㊏
10時30分野口農園（草加1丁目）集合
（雨天時9㊏に順延）　幼児（保護者
同伴）～高年者対象　参加費350円（1

日先着順）

▼ぬり絵コンテスト　6/21㊋～24㊎15
時30分～　小学生対象
▼おもちゃの病院　6/23㊍10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼ふれあい囲碁・将棋教室　6/25㊏、
7/9㊏14時～15時　幼児（保護者同
伴）～高年者対象
▼影絵公演　6/28㊋10時30分～、16時
～　「うらしま太郎」ほか　幼児（保
護者同伴）～高年者対象
▼作って遊ぼ　6/30㊍15時30分～17時
30分　竹とんぼ　小学生対象
▼作って飾ろう　7/1㊎～7㊍（3日㊐
を除く）15時30分～　七夕飾り　幼児
（保護者同伴）以上対象
▼オセロ大会　7/7㊍16時～　小学生
対象

▼おもちゃの病院　6/23㊍、7/14㊍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　6/24㊎15時30分～　
牛乳パックでひっくりかえる　幼児と
保護者対象
▼リズム遊び　6/30㊍10時30分～　歩
行可能な乳幼児と保護者対象
▼ふれあい七夕会　7/2㊏11時～　パ
ネルシアター・七夕飾り　乳幼児（保

▼わくわく広場文化部　6/17㊎～7/4
㊊の㊊・㊎15時～17時30分　会場はコ
ンフォール松原19号棟集会所　就園児
（保護者同伴）～小学生対象
▼夏の工作　7/7㊍まで（㊊・㊎　コ
ンフォール松原19号棟集会所　㊋・㊍
　コンフォール松原17号棟集会所）い
ずれも15時～17時　涼しげなモビール
　小学生以上対象
▼初めてのお誕生日会　6/29㊌10時10
分～　会場は栄児童クラブ　一升餅を
担いでお祝い・記念製作　平成27年6
月生まれ対象　定員5人　□申 6/21㊋13
時から電話で同館へ
▼読み聞かせ「たんぽぽ」　6/30～
7/21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
▼ゲーム大会　7/8㊎・11㊊16時中央
図書館集合　小学生以上対象
▼おもちゃ病院　7/15㊎13時30分～15
時　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
▼夏休み工作　7/19㊋・21㊍（コンフ
ォール松原17号棟集会所　22㊎・25㊊
（中央図書館）いずれも15時30分～　
和紙の貼り絵付うちわ　各日5人（当

人10本）　定員20組
▼読み聞かせ「バンビ」　7/4㊊11時
～　乳幼児と保護者対象
▼七夕飾りを作ろう　7/4㊊・5㊋16時
～　小学生対象
▼こぶたのしっぽ　7/6㊌11時～　パ
ネルシアター　乳幼児と保護者対象
▼遊びの時間　7/11㊊・12㊋16時～　
シャボン玉遊び　小学生対象
▼プールで水遊び　7/15㊎11時～11時
50分　オムツが外れている幼児（保護
者同伴）対象
▼おもちゃ病院　7/16㊏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

▼手芸　6/26㊐13時30分～16時　ミサ
ンガ作り　幼児（保護者同伴）以上対象
▼パパサロン・リズム＆ストレッチ　
7/3㊐11時～12時　0～3歳児と保護者
対象　定員15組
▼造形ワークショップ「針金ステンド
グラス」　7/3㊐13時30分～16時　幼
児（保護者同伴）以上対象
▼おもちゃ病院　7/7㊍13時～15時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
▼なかよしランチ　7/13㊌11時30分～
13時　パフェ作り　幼児と保護者対象
　定員15組
▼ひ革工房　7/16㊏13時30分～16時　
幼児（保護者同伴）以上

住吉児童館 ☎928-5736

わくわくタウン松原 ☎941-2905

定員のあるものは6/21㊋
10時から各館へ申し込みを

新栄児童センター ☎942-9876

氷川児童センター ☎928-2341

谷塚児童センター ☎925-1856

▼タコ焼きカフェ　7/17㊐17時～18時
　中・高校生対象
▼ママのためのリラックスヨガ　7/21
㊍16時～16時40分　0～3歳の乳幼児と
保護者対象　定員15組
▼草加市・新座市児童センター交流キ
ャンプ　8/3㊌10時草加駅集合　4㊍16
時解散（7/18㊗10時30分～12時説明会
あり）　新座市児童センターに宿泊　
小学3年生～中学生対象　定員20人　
参加費2500円（交通費・食費込み）
　□申6/25㊏10時から同館窓口へ

5922-3274

・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

利根川水系8ダムの総貯水量が平年の45%に。（6/13現在）節水にご協力を。

▶市県民税（普通徴収）　第1期
▶国民健康保険税　第1期6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

6/30㊍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

▶介護保険料（普通徴収）　第1期
6/30㊍までに最寄りの市指定金融機関で納めてください（コンビニでは納付できません） 納税は便利な口座振替で

　市役所第2庁舎2階の子育て情報スポット「プチみっけ」は
子育て支援センター内「みっけ」の分室。プレママや新米ママ
に嬉しい、小児科やあそび場など、子育ての情報がいっぱい。
子育てコーディネーターが待っています。市役所に来るときは

ちょっと寄ってみて
ください。

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。

 つどいの広場へ遊びに行こう♪

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

就学前（主に0～3歳）の親子がいつでも気軽に立ち寄れる遊び
場です。常駐しているスタッフにママの不安な気持ちも話せま
すよ♪

市内9か所　サイト「ぼっくるん」で検索して
ね。みっけ、プチみっけでもチラシ配布して
ます。
主に10時～16時
週3日から毎日（各広場による）　

相談場所を探すときは…
HOME＞悩んだら＞相談場所検索システム

市役所にある「プチみっけ」で気軽に雑談しよう

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！

「あじさいゼリー」

オススメ室内遊び～新聞紙で遊ぼう～
　ちぎる動作は手先の発達にもつながります♪お子さんと試してみよう☆
・にぎにぎ丸めてボール投げ　・折り紙のように兜作り
・くるくる巻いてちゃんばらごっこ　・びりびりちぎって雪降らし
気をつけたいこと～服装・室内環境～
　子どもは汗っかき。室内でも熱中症に注意を。
・通気性のいい素材選び、汗をかいたらこまめに着替え
・1枚羽織りものを持つ　・赤ちゃんは大人より1枚少なめ
・室温26～28℃、湿度40～60％を目安に

梅雨時期の服装＆室内遊びの工夫

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

○開設場所

○開設時間
○開 設 日



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6月20日号

護者同伴）～高年者対象
▼マンカラ・オセロ大会　7/2㊏14時
～　トーナメント戦　小学生対象
▼パパも一緒のティータイム　7/9㊏
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」　7/11㊊11時～　読み聞かせほか
　乳幼児と保護者対象
▼水遊びを楽しもう　7/15㊎・19㊋10
時30分～11時10分　1歳～未就園児
（保護者同伴）対象　定員各50組
▼サマーフェスティバル実行委員会　
7/16㊏・23㊏14時～　小学4年生以上
対象　定員10人

▼どんぐりの時間　6/23㊍10時30分～
12時　乳幼児と保護者対象
▼季節の折り紙教室　6/23㊍16時～　
小学生対象
▼ABCで遊ぼう　6/27㊊15時30分～16
時30分　楽しく英語を覚えよう　乳幼
児（保護者同伴）～小学生対象
▼オセロ大会　7/1㊎　マンカラ大会
　7/8㊎　いずれも16時～　小学生対
象
▼ふれあい収穫体験「枝豆」　7/2㊏
10時30分野口農園（草加1丁目）集合
（雨天時9㊏に順延）　幼児（保護者
同伴）～高年者対象　参加費350円（1

日先着順）

▼ぬり絵コンテスト　6/21㊋～24㊎15
時30分～　小学生対象
▼おもちゃの病院　6/23㊍10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼ふれあい囲碁・将棋教室　6/25㊏、
7/9㊏14時～15時　幼児（保護者同
伴）～高年者対象
▼影絵公演　6/28㊋10時30分～、16時
～　「うらしま太郎」ほか　幼児（保
護者同伴）～高年者対象
▼作って遊ぼ　6/30㊍15時30分～17時
30分　竹とんぼ　小学生対象
▼作って飾ろう　7/1㊎～7㊍（3日㊐
を除く）15時30分～　七夕飾り　幼児
（保護者同伴）以上対象
▼オセロ大会　7/7㊍16時～　小学生
対象

▼おもちゃの病院　6/23㊍、7/14㊍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　6/24㊎15時30分～　
牛乳パックでひっくりかえる　幼児と
保護者対象
▼リズム遊び　6/30㊍10時30分～　歩
行可能な乳幼児と保護者対象
▼ふれあい七夕会　7/2㊏11時～　パ
ネルシアター・七夕飾り　乳幼児（保

▼わくわく広場文化部　6/17㊎～7/4
㊊の㊊・㊎15時～17時30分　会場はコ
ンフォール松原19号棟集会所　就園児
（保護者同伴）～小学生対象
▼夏の工作　7/7㊍まで（㊊・㊎　コ
ンフォール松原19号棟集会所　㊋・㊍
　コンフォール松原17号棟集会所）い
ずれも15時～17時　涼しげなモビール
　小学生以上対象
▼初めてのお誕生日会　6/29㊌10時10
分～　会場は栄児童クラブ　一升餅を
担いでお祝い・記念製作　平成27年6
月生まれ対象　定員5人　□申 6/21㊋13
時から電話で同館へ
▼読み聞かせ「たんぽぽ」　6/30～
7/21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
▼ゲーム大会　7/8㊎・11㊊16時中央
図書館集合　小学生以上対象
▼おもちゃ病院　7/15㊎13時30分～15
時　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
▼夏休み工作　7/19㊋・21㊍（コンフ
ォール松原17号棟集会所　22㊎・25㊊
（中央図書館）いずれも15時30分～　
和紙の貼り絵付うちわ　各日5人（当

人10本）　定員20組
▼読み聞かせ「バンビ」　7/4㊊11時
～　乳幼児と保護者対象
▼七夕飾りを作ろう　7/4㊊・5㊋16時
～　小学生対象
▼こぶたのしっぽ　7/6㊌11時～　パ
ネルシアター　乳幼児と保護者対象
▼遊びの時間　7/11㊊・12㊋16時～　
シャボン玉遊び　小学生対象
▼プールで水遊び　7/15㊎11時～11時
50分　オムツが外れている幼児（保護
者同伴）対象
▼おもちゃ病院　7/16㊏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

▼手芸　6/26㊐13時30分～16時　ミサ
ンガ作り　幼児（保護者同伴）以上対象
▼パパサロン・リズム＆ストレッチ　
7/3㊐11時～12時　0～3歳児と保護者
対象　定員15組
▼造形ワークショップ「針金ステンド
グラス」　7/3㊐13時30分～16時　幼
児（保護者同伴）以上対象
▼おもちゃ病院　7/7㊍13時～15時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
▼なかよしランチ　7/13㊌11時30分～
13時　パフェ作り　幼児と保護者対象
　定員15組
▼ひ革工房　7/16㊏13時30分～16時　
幼児（保護者同伴）以上

7/25㊊・26㊋は施設点検のため休館し
ます
▼国際交流講座　7/2㊏11時～16時　
調理・習字ほか　多国籍市民・外国人
留学生対象　定員20人　参加費500円
▼ファミリーコンサート　7/3㊐14時
～　出演は草加ジュニアオーケストラ
・草加児童合唱団　定員400人（当日
先着順）
▼こころを結ぶ光のひろば　7/5㊋10
時～12時　視覚障がいに関する相談コ
ーナーほか
▼アルペジオコンサート　7/5㊋12時
～12時50分　出演はハープアンサンブ

5922-3498
定員のあるものは6/21㊋
8時30分から各館へ申し込みを
（谷塚文化センター窓口優先）

新里文化センター ☎927-3362

新田西文化センター ☎942-0778

川柳文化センター ☎936-4088

谷塚文化センター ☎928-6271

中央公民館 ☎922-5344

▼タコ焼きカフェ　7/17㊐17時～18時
　中・高校生対象
▼ママのためのリラックスヨガ　7/21
㊍16時～16時40分　0～3歳の乳幼児と
保護者対象　定員15組
▼草加市・新座市児童センター交流キ
ャンプ　8/3㊌10時草加駅集合　4㊍16
時解散（7/18㊗10時30分～12時説明会
あり）　新座市児童センターに宿泊　
小学3年生～中学生対象　定員20人　
参加費2500円（交通費・食費込み）
　□申6/25㊏10時から同館窓口へ

ル・アルペジオ　「美しく青きドナ
ウ」「アメージング・グレイス」ほか
▼にじいろタイム　7/15㊎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」
　7/15㊎13時30分～　胎教と仲間づく
り　初妊婦対象
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
7/20㊌10時～　手遊びほか　乳幼児と
保護者対象
▼だっこままおんぶぱぱ　7/24㊐13時
30分～　子育て中の夫婦のコミュニケ
ーション講座　定員10組
▼初心者楽器体験講座　8/13㊏・20㊏
　トロンボーン　8/20㊏・27㊏　フル
ート・クラリネット・トランペット・
サキソフォン　全2回　各定員あり　
参加費3000円（貸出楽器料込み）

▼すくすくクラブ　7/14㊍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　7/15㊎10時～11時　
読み聞かせ・フラダンス体験ほか　乳
幼児と保護者対象
▼草加天文愛好会写真展　7/19㊋～28
㊍8時30分～21時30分（19㊋は11時か
ら、28㊍は12時まで）
▼おもちゃ病院　7/22㊎10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
▼夏休み子ども開放デー　8/1㊊10時
～12時、14時～16時30分　2㊋～5㊎

（4㊍を除く）14時～16時30分　同館
ホールで遊ぼう！　小学生対象

▼畑仕事体験教室「ジャガイモ堀り」
　6/25㊏9時30分～10時30分　定員10
人　参加費200円
▼スポーツ吹矢体験室　7/6～20の㊌
15時30分～17時　全3回　定員15人　
参加費500円
▼おはなしの広場　7/8㊎・22㊎11時
15分～11時45分　手遊び・紙芝居ほか
　乳幼児と保護者対象
▼ロビー　紙バンドクラフト展…7/15
㊎～27㊌
▼おもちゃ病院　7/15㊎10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
▼スズムシの飼育と観察　7/16㊏9時
30分～11時　小学生対象　定員10人
▼粋生き教室　平成28年7月から同29
年2月の月1回10時～12時　全8回　体
操・料理ほか　概ね60歳以上対象　定
員30人　年会費3000円

▼ママといっしょにおはなし会　6/27
㊊10時30分～11時　読み聞かせほか　
乳幼児と保護者対象
▼うた声広場　7/2㊏13時～14時30分
　出演はハーモニードレミ　定員100人
▼おもちゃ病院　7/4㊊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」　

7/4㊊10時～12時　手遊び・リズム体
操ほか　乳幼児と保護者対象
▼放課後クラブ　7/7㊍17時～18時…
卓球・7/11㊊16時～17時…将棋・7/19
㊋17時～18時…スポーツ吹矢　小学生
（保護者同伴）対象
▼伝統文化講座（茶道初級）　7/9㊏
10時～12時、8/13㊏～毎月第2㊏（10
月を除く）10時～12時（裏千家）・13
時～15時（表千家）　参加費1回1500
円（茶菓子代含む）　定員各5人
▼みんなで作ろうバルーン教室　8/10
㊌10時～12時　小学3年生以上対象　
定員20人　参加費100円

▼すくすくクラブ　6/28㊋10時～12時
　手遊び・読み聞かせ　乳幼児と保護
者対象
▼朗読寄席　7/4㊊13時30分～　「約
束のジュエリー」ほか　定員90人
▼歌声喫茶銀河～七夕の集い～　7/10
㊐13時30分～　演奏（ピアノ・ハーモ
ニカ・オカリナほか）・歌唱・抽選会
　参加費500円（飲み物付）
▼高年者ひろば　7/12㊋8時30分集合
17時解散　市のバスで野田市（関宿城
ほか）　参加費2000円（昼食代込）・
9/13㊋、10/11㊋13時30分～17時30分
　社会体験教室ほか・11/7㊊10時～13
時　調理実習　参加費500円　全4回　
高年者対象　定員25人
▼谷塚元気ひろば　7/25㊊13時～15時
　救命名札づくり　60歳以上対象　定
員30人　参加費200円

▼親子で元気ルーム　7/14㊍10時～12
時　水遊びほか　乳幼児と保護者対象

□申6/21㊋8時30分から同館へ。
●茶道教室　7/21㊍・28㊍10時～12時（全2回）　
小学生対象（保護者も参加可）　定員20人　参加費
600円　
●パーカッション（打楽器）講座「君もスーパーキッ
ズだ」　7/27㊌・29㊎、8/1㊊・3㊌・5㊎10時30分
～12時　小学3～6年生対象　定員16人　講座のOBの
アシスタント募集　定員4人　講師はパーカッショニス
ト竹花真弓さん・赤羽一則さん

□申6/22㊌8時30分から同センターへ。
●工作教室　楽しい楽器作り　7/25㊊　小学1～3年生
対象　定員16人　参加費150円　粘土でミニチュアス
イーツ　7/28㊍　小学生対象（1・2年生は保護者同
伴）　定員10人　参加費300円　いずれも10時～12
時　
●クッキング（パンクッキーほか）教室　7/29㊎10時～
13時　小学4～6年生対象　定員12人　参加費400円
●茶道教室　7/29㊎、8/5㊎13時～15時（全2回）　
小・中学生対象　定員20人　参加費600円

●卓球教室　8/2㊋～4㊍10時～12時（全3回）　小
学4～6年生対象　定員12人
●ユニカール教室　8/5㊎9時30分～12時　小学3～
6年生対象　定員18人
●環境学習教室（市のバスで桶川市綾瀬川へ）　
8/9㊋8時30分同館集合17時解散　小学4～6年生対
象　定員15人
●星空教室　8/10㊌18時30分～20時30分　小学生
と保護者対象　定員30組
●折り紙（にょろにょろへび作り）教室　8/23㊋10
時～12時　小学1～3年生対象　定員20人　参加費
100円

□申6/21㊋8時30分から同館へ。
●①パン（ピザ）作り教室　7/22㊎10時～13時　
小学生対象　定員20人　参加費500円
●②料理（簡単ハヤシライスほか）教室　7/26㊋10
時～13時　小学4～6年生対象　定員16人　参加費
500円
●③お菓子（フロランタン）作り教室　7/28㊍9時
30分～12時、13時～15時30分　小学生対象　定員
各回20人　参加費500円
●④低学年のバランスを考えた料理（ミートローフ
ほか）教室　8/10㊌10時～13時　小学1～3年生対
象　定員20人　参加費500円
①～④は往復はがきに住所・氏名・講座名を記入
し、6/27㊊（必着）までに同館へ。（各講座1人1
枚）。当選者には7/8㊎までに返信します。

●茶道教室　8/3㊌・4㊍10時～12時（全2回）　小・
中学生対象　定員20人　参加費600円
●星空観察教室　8/5㊎18時30分～20時30分　小・
中学生と保護者対象　定員30人
●柿木の竹で水鉄砲を作ろう　8/23㊋10時～12
時　定員20人　参加費300円

□申6/21㊋8時30分から同館（窓口優先）へ。
●相撲教室　8/1㊊・2㊋14時～16時　小・中学
生対象　定員100人　講師は元小結稲川親方ほか
●サイエンス教室　星空入門「MY天球儀を作ろ
う」　8/3㊌　小学生対象　定員30人　参加費
500円　「プラズマの不思議」　8/3㊌　高校生
対象　定員20人　参加費500円　「雷とは何だろ
うか？」　8/4㊍　中・高生対象　定員30人　参
加費500円　「光の万華鏡作り」　8/4㊍　小・
中学生対象　定員40人　参加費600円　いずれも
10時～12時
●バルーン教室　8/5㊎10時～12時　小学3年生
以上対象　定員15人　参加費200円
●茶道教室　8/8㊊・9㊋10時～12時（全2回）
　小学生対象　定員10人　参加費600円
●星空教室　8/8㊊18時30分～20時30分
　小学生対象　定員20人

中央公民館 谷塚文化センター

柿木公民館

新里文化センター

夏休み
子ども向け

イベント
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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（6/21～7/20）

6/22㊌・
7/6㊌
6/23㊍・
7/7㊍
6/24㊎・
7/8㊎
6/29㊌・
7/13㊌
6/30㊍・
7/14㊍

7/1㊎・15㊎

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

7/25㊊・26㊋は施設点検のため休館し
ます
▼国際交流講座　7/2㊏11時～16時　
調理・習字ほか　多国籍市民・外国人
留学生対象　定員20人　参加費500円
▼ファミリーコンサート　7/3㊐14時
～　出演は草加ジュニアオーケストラ
・草加児童合唱団　定員400人（当日
先着順）
▼こころを結ぶ光のひろば　7/5㊋10
時～12時　視覚障がいに関する相談コ
ーナーほか
▼アルペジオコンサート　7/5㊋12時
～12時50分　出演はハープアンサンブ

　7/23㊏･24㊐は草加駅前よさこいサ
ンバフェスティバル開催のため、草加
駅西口会場付近で交通規制が実施され
ます。問みんなでまちづくり課☎922-
07965922-3406

　7/5㊋・20㊌、8/24㊌、9/21㊌9時～
11時。あおば学園見学・体験。平成29
年4月1日現在で、3歳以上の未就学児
とその保護者対象。□申開催日の一週間

■小学生のための読み聞かせ　6/26㊐
13時30分～14時
■ビデオ上映会　7/10㊐14時～15時30
分　「終着駅」～トルストイ最後の旅
～　大人対象　定員90人（当日先着
順）
■図書館生涯学習講座　絵本ですっき
り！子どもの片づけ講座　7/14㊍10時
～12時。定員45人。目指せ宅建士講座
　7/16㊏10時～12時。定員30人。テキ
スト代300円。　□申いずれも7/10㊐ま
でに同館へ
■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）

　草加地区保護司会と草加地区更生保
護女性会では、犯罪や非行の防止など
の活動をしています。「家庭や地域の
理解と協力で犯罪者や非行少年の更生
を支えましょう」をテーマに、運動強
調月間のオープニングセレモニーとし
て、7/2㊏14時から、カーソンプラザ
で新栄中吹奏楽部の演奏と啓発運動を
行います。問福祉課☎922-1234

　鉄道高架柱の耐震補強工事のため
10/1㊏から平成29年2/28㊋まで臨時休
館になります。平成29年3/1以降の施
設利用の抽選申し込みは12/1㊍から受
け付けます。問みんなでまちづくり課
☎922-07965922-3406

　6/25㊏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（革の動物アクセサリーづく
り）1回500円。□申ぱりっせへ。☎59 
31-1970

　6/25㊏～7/8㊎。歴史民俗資料館の
笹に飾る短冊に願い事を書きに来ませ
んか。問歴史民俗資料館☎5922-0402

■プラチナ健康体操　7/1㊎13時15分
～14時45分。会場は勤労福祉会館。65
歳以上対象。定員50人。
■認知症サポーター養成講座　7/16㊏
10時～11時30分。会場は勤労福祉会館。
定員30人。
いずれも□申6/21㊋から新田（包）へ。
☎946-05205946-0523

　8/19㊎11時～、14時～。会場は草加
市文化会館。前売り券は1人500円（2
歳未満無料）。当日券は1人700円。前
売り券は6/27㊊から草加市社会福祉協
議会と草加市文化会館で。問同協議会
☎932-6770

　9/4㊐。会場は中央公民館。市内で
活動する和太鼓団体対象。1団体演奏
15分程度。定員10団体（応募多数の場
合抽選）。□申7/8㊎までに申込用紙に
団体名、代表者氏名、申込責任者氏名、
住所、電話番号、参加人数を記入し文
化観光課へ。☎922-29685922-3406

　7/25㊊9時30分～12時、13時30分～
16時。会場は中川水循環センター（三
郷市）。水質実験の体験・下水道施設
の見学ほか。小学4～6年生と保護者対
象。定員各40人。□申7/1㊎～15㊎に県
下水道公社へ。☎048-952-3351

　7/3㊐14時～16時。会場は歴史民俗
資料館。土の中から取り出した記憶を
もとに歴史を検討する方法、原始・古
代の草加の姿を紹介します。定員60人。
□申6/21㊋から電話で同館へ。☎922-04 
02

　7/7㊍13時～18時（入場は17時ま
で）。会場はさいたまスーパーアリー
ナ。市町村の特色や仕事の内容、職員

■草加南空手道教室　㊋17時～19時　
㊐9時～11時　氷川小ほかで　基礎体
力作り　健全な青少年の育成　入会金
3000円　月額2000円　問栁田☎080-5 
419-2027
■ゆたかペン　月2回㊊10時～12時　
稲荷コミセンで　手書きにより脳の活
性化を促すペン習字　文字に興味のあ
る人が学んでいます　入会金1000円　
月額2000円　問高橋☎935-4188
■コスモス健康体操の会　㊍13時～15
時　新里文化センターで　楽しく筋ト
レ・リズム・ストレッチ体操しません
か　見学・体験可　入会金1000円　月
額2000円　問舘野☎928-2167
■草加平成塾生け花サークル（池坊）
　第2・4㊋10時～12時　草加小で　お
花に興味のある人　月額1000円　花代
1回1080円　問笹川☎925-7260
■家庭婦人バレーボール草加クラブ　
㊋13時～15時　㊎9時～11時　市民体
育館で　バレーボールで体力と仲間作
り活動　女性対象　6か月5000円　問
太田☎921-0556
■実用書道サークル　いずれも10時～
12時　草加小平成塾で　月額1300円　
第1・3㊌（第一サークル）　問一條☎
925-7338　第2・4㊌（第二サークル）
　問鴻巣☎929-2496
■西風（詩の会）　第3㊊13時～15時
　中央公民館ほかで　詩作の発表と合
評会　詩に興味がある人はどなたでも
　月額200円　問都丸☎931-3206

　瀬崎浅間神社祭礼に伴う交通規制に
より、7/2㊏・3㊐の終日、パリポリく
んバス南西ルートの「吉町グランド」
「瀬崎中央」「谷塚駅西口」バス停に
は停まりません。また、上下線ともに
「谷塚駅」バス停に臨時停車します。
なお、谷塚駅発の路線バスも迂回運行
を行う時間帯があります。問交通対策
課☎922-16415922-3041

子ども・親子向け

前までに児童発達支援センターあおば
学園へ。☎936-4972

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。

☎946-3000 5944-3800

柿木公民館 ☎931-3117

ル・アルペジオ　「美しく青きドナ
ウ」「アメージング・グレイス」ほか
▼にじいろタイム　7/15㊎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」
　7/15㊎13時30分～　胎教と仲間づく
り　初妊婦対象
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
7/20㊌10時～　手遊びほか　乳幼児と
保護者対象
▼だっこままおんぶぱぱ　7/24㊐13時
30分～　子育て中の夫婦のコミュニケ
ーション講座　定員10組
▼初心者楽器体験講座　8/13㊏・20㊏
　トロンボーン　8/20㊏・27㊏　フル
ート・クラリネット・トランペット・
サキソフォン　全2回　各定員あり　
参加費3000円（貸出楽器料込み）

▼すくすくクラブ　7/14㊍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　7/15㊎10時～11時　
読み聞かせ・フラダンス体験ほか　乳
幼児と保護者対象
▼草加天文愛好会写真展　7/19㊋～28
㊍8時30分～21時30分（19㊋は11時か
ら、28㊍は12時まで）
▼おもちゃ病院　7/22㊎10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
▼夏休み子ども開放デー　8/1㊊10時
～12時、14時～16時30分　2㊋～5㊎

（4㊍を除く）14時～16時30分　同館
ホールで遊ぼう！　小学生対象

▼畑仕事体験教室「ジャガイモ堀り」
　6/25㊏9時30分～10時30分　定員10
人　参加費200円
▼スポーツ吹矢体験室　7/6～20の㊌
15時30分～17時　全3回　定員15人　
参加費500円
▼おはなしの広場　7/8㊎・22㊎11時
15分～11時45分　手遊び・紙芝居ほか
　乳幼児と保護者対象
▼ロビー　紙バンドクラフト展…7/15
㊎～27㊌
▼おもちゃ病院　7/15㊎10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
▼スズムシの飼育と観察　7/16㊏9時
30分～11時　小学生対象　定員10人
▼粋生き教室　平成28年7月から同29
年2月の月1回10時～12時　全8回　体
操・料理ほか　概ね60歳以上対象　定
員30人　年会費3000円

▼ママといっしょにおはなし会　6/27
㊊10時30分～11時　読み聞かせほか　
乳幼児と保護者対象
▼うた声広場　7/2㊏13時～14時30分
　出演はハーモニードレミ　定員100人
▼おもちゃ病院　7/4㊊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」　

7/4㊊10時～12時　手遊び・リズム体
操ほか　乳幼児と保護者対象
▼放課後クラブ　7/7㊍17時～18時…
卓球・7/11㊊16時～17時…将棋・7/19
㊋17時～18時…スポーツ吹矢　小学生
（保護者同伴）対象
▼伝統文化講座（茶道初級）　7/9㊏
10時～12時、8/13㊏～毎月第2㊏（10
月を除く）10時～12時（裏千家）・13
時～15時（表千家）　参加費1回1500
円（茶菓子代含む）　定員各5人
▼みんなで作ろうバルーン教室　8/10
㊌10時～12時　小学3年生以上対象　
定員20人　参加費100円

▼すくすくクラブ　6/28㊋10時～12時
　手遊び・読み聞かせ　乳幼児と保護
者対象
▼朗読寄席　7/4㊊13時30分～　「約
束のジュエリー」ほか　定員90人
▼歌声喫茶銀河～七夕の集い～　7/10
㊐13時30分～　演奏（ピアノ・ハーモ
ニカ・オカリナほか）・歌唱・抽選会
　参加費500円（飲み物付）
▼高年者ひろば　7/12㊋8時30分集合
17時解散　市のバスで野田市（関宿城
ほか）　参加費2000円（昼食代込）・
9/13㊋、10/11㊋13時30分～17時30分
　社会体験教室ほか・11/7㊊10時～13
時　調理実習　参加費500円　全4回　
高年者対象　定員25人
▼谷塚元気ひろば　7/25㊊13時～15時
　救命名札づくり　60歳以上対象　定
員30人　参加費200円

▼親子で元気ルーム　7/14㊍10時～12
時　水遊びほか　乳幼児と保護者対象

地域包括支援センター（包）
介護予防教室など

県内市町村職員採用合同説明会

ミニ企画「七夕かざり」

瀬崎浅間神社祭礼に伴う
バス停の一部を休止します

せんべい手焼き＆レザークラフト体験

新田ミニコミセン臨時休館

□申各開講日の3日前までに生涯学習課
へ。☎922-28195922-3498
■はじめての朗読～日本文学を声に出
して読む～　7/12㊋・26㊋10時～12時。
全2回。会場は草加市文化会館。定員
10人。割り箸持参。
■子ども社交ダンス講座「ジルバ」　
7/22㊎9時15分～10時45分（高砂コミ
セン）・7/29㊎10時～11時30分（谷塚
文化センター）。小学生対象（1、2年
生は保護者同伴）。定員各30人。厚手
の靴下持参。
■小学生のための書道入門　8/3㊌・
10㊌10時～12時。全2回。会場は新田
西文化センター。小学3～6年生対象。
定員10人。材料費300円。書道用具一
式持参。

　7/26㊋9時～。会場はそうか公園テ
ニスコート。小・中学生対象（小学生
はサービス、ストロークが出来るこ
と）。部門は小学生の部・中学生の部
それぞれ男子シングルス・女子シング
ルス。定員50人。参加費1000円。□申
7/9㊏（必着）までに往復はがきに氏
名、住所、性別、生年月日、電話番号、
学校名、学年、保護者氏名、所属クラ
ブ・サークルを記入し〒340-0022瀬崎
6-31-1草加市体育協会へ。☎928-6361 
5922-1513

　勤務は8月から月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
士のいずれかの有資格者またはDV等
の相談員経験者対象。募集は1人。日
額9500円（交通費込み）。書類選考後、
面接（7/5㊋を予定）を実施。□申7/1㊎
（必着）までに履歴書・資格証の写し
を職員課へ。☎922-0983

　7/31㊐13時～17時。会場は、草加市
文化会館。スポーツ活動での事故によ
る傷病者への救命・救急法の知識と技
術を学びます。なお、日本体育協会公
認スポーツ指導者の資格更新研修も兼
ねます。16歳以上対象。定員30人。参
加費2000円。□申7/10㊐（消印有効）ま
でに往復はがきに講習会名、氏名（ふ
りがな）、生年月日、住所、電話番号
（公認スポーツ指導者は登録番号・保
有資格名）を記入し、〒340-0022瀬崎
6-31-1草加市体育協会へ。インターネ
ット可。応募多数の場合は抽選。☎
928-63615922-1513

生涯学習体験講座

ジュニアテニスゲームレッスン大会

市民救命員養成講習会

非常勤嘱託員（女性相談員）募集

草加和太鼓祭り参加団体募集

夏休み親子下水道教室
児童発達支援センター
あおば学園交流会

草加駅前よさこいサンバ
フェスティバルによる交通規制

７月は社会を明るくする運動
強調月間

企画展講座「土のなかの草加Ⅰ
－原始・古代の草加－」

夏休み親子のつどい
ぬいぐるみ人形劇「ピノキオ」

の募集内容、勤務条件などを、各市町
村の人事担当者等から聞くことができ
ます。問彩の国さいたま人づくり広域
連合☎048-664-6681



【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　7/4㊊…住吉児童館☎928-5736▽6/23㊍、7/14㊍…谷
塚児童センター☎925-1856▽7/6㊌…新栄児童センター☎942-9876▽7/20㊌…
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☎048-780-2034（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　6/29㊌13時～16時…新田西文化センター☎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（団体の会則作成補助・助成金の活用等）㊐～㊏（第3㊌を
除く）8時30分～21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

6/26
㊐

7/3
㊐

あさこ小児科内科医院

高山整形外科

大里内科医院

木原整形外科医院

高砂2-2-31

新善町413-2

氷川町178-2

住吉1-5-6

☎922-2517

☎943-6200

☎925-3118

☎922-5103

6/21㊋～7/20㊌（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7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。

㈲イワセポンプ店
㈲平和電気商会
㈲井戸浅水道工事店

手代町1027-8
住吉1-12-5
八幡町802

☎922-2429
☎924-3071
☎931-3330

6/26㊐
7/  2㊏
7/  3㊐

休日等上水道工事店

土・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6月20日号



問文化観光課☎922-29685922-3406

6月かどまちごとでき

　朝顔は、あかつきシリーズ（パステルカラー）と曜白シリーズ
（星咲き）の2種類を組み合わせ、ピンクや紫、青など2～4色の花
を楽しめます。当日は、浴衣姿の「草加さわやかさん」も売り子と
して参加し、朝顔選びのお手伝いをします。
　朝顔購入で、そう☆か～Doポイントカードを進呈します。
■日　時　7月3日㈰午前7時30分～正午（売切れ次第終了）
■場　所　草加松原遊歩道（百代橋南側）、駐車場なし
■販売数　800鉢
■価　格　1鉢1500円（税込）
　また、草加せんべいや皮革等の地
場産業製品、枝豆を始めとする新鮮
野菜、姉妹都市の奥会津昭和村の新
鮮野菜の即売会も実施します。
□問草加市観光協会事務局（文化観光
課内）☎922-24035922-3406

　ライトアップされた草加松原を歩いて
みませんか。
■日時　午後5時30分～9時30分（ライト 
　　　　アップは6時30分から）
■場所　草加松原遊歩道等、駐車場なし
■内容　草加松原のライトアップやグル 
　　　　メを出店
□問草加青年会議所☎928-81245927-6338

　活動拠点の体育館が市内にあるコナミスポーツクラブ体操競
技部の内村航平選手、加藤凌平選手、田中佑典選手、山室光史
選手がリオデジャネイロオリンピック体操種目の代表に決定し
ました。国旗に応援メッセージを書き込んで、活躍が期待され
る選手にエールを送りませんか。
　国旗への書き込みは、下記イベント会場で行います。なお、
各会場での書き込みスペースがなくなり次第、終了となります。

　7月23日㈯・24日㈰に催される、姉妹都市・福島県昭和村のから
むし織の里フェアでは、日帰りバスツアー参加者を募集しています。
自然いっぱいの姉妹都市・昭和村を訪れてみませんか。
■日　時　7月23日㈯午前7時草加市役所本庁舎集合。午後7時解散
■場　所　福島県昭和村からむし織の里ほか
■内　容　バスで昭和村の催事「からむし織の里フェア」に参加し、
からむし織の工程である、からむし引き（苧引き）の実演見学や、
旧喰丸小学校の見学なども行えます
■対　象　市内在住、在勤、在学の人
■定　員　40人（最少催行人数25人）
■参加費　1人4000円（会場内で使える
食券500円分付き）、別途任意保険料500円
□申 7月4日㈪（消印有効）までに往復はが
きに参加希望者全員の住所、氏名（ふり
がな）、性別、年齢、電話番号、保険加
入の有無、在勤・在学の人は学校名・勤
務先を記入し〒340-8550文化観光課へ。
はがき1枚につき4人まで。応募多数の場
合は抽選。

は午後1時まで）。書道、手芸、
生け花等の作品展示
■ホールの部　6月30日㈭午前
10時～午後3時20分。カラオケ、
詩吟、舞踊等の発表
■呈茶　6月30日㈭午前10時～
午後3時　お茶券300円

■展示の部　6月28日㈫～7月1日㈮午前9時～午後9時30分（7月1日

　平成塾は、高年者の生きがいづ
くりや子どもたちとの世代間交流
を推進するために市内14校の小学
校に設置されています。この14か
所の平成塾で活動しているサーク
ルによる、合同発表会を開催しま
す。ぜひ家族や友人と遊びに来て
ください。

　5日、草加の農業に触れ、都市農業の役割や魅力を知ってもらお
うと、中央防災広場で「草加都市農業フェア」が開催され、家族連
れなど約2000人が訪れました。市内で採れた新鮮野菜の直売コーナ
ーには開始前から長い列ができ、特に200食限定で試食会も行われ
た枝豆は、自宅でも楽しもうと多くの人が購入していました。その
ほか、野菜を使った炊き込みご飯やメンチカツなどの販売、野菜に
関するクイズ、スタンプラリーなども行われ、会場は一日賑わいま
した。

「からむし織の里フェア」「からむし織の里フェア」
夏の草加はここから始まる！

問スポーツ振興課☎922-28615922-3172

問生涯学習課
　☎922-28195922-3498

平成塾
活動合同発表会
6月28日火から中央公民館で

昭和村昭和村

日帰り
　バスツアー
日帰り
　バスツアー

　　　４選手にむけて

応援旗にメッセージを！！

草加朝顔市・
　　　　夢祭り
草加朝顔市・
　　　　夢祭り
草加朝顔市・
　　　　夢祭り
草加朝顔市・
　　　　夢祭り

草加朝顔市

草加松原夢祭り

祝

7月3日（日）

日 程 イベント名 時  間 場 所

7月23日（土）

草加松原遊歩道

草加駅西口よさこいサンバフェスティバル

第2回草加松原夢祭り

午後4時～

午後5時30分～

草加都市農業フェアが開催されました

場所：草加松原遊歩道
7月3日㊐

7月23日土7月23日土

第34回草加朝顔市 午前7時30分～

みんなで
こらんしょ！！

元 気 ハ ツ ラ ツ ！！

笑 顔 イ キ イ キ ！！

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6月20日号

市の人口　平成28年6月1日現在　24万6618人（男12万5295人・女12万1323人）／前月比88人増／世帯数11万2154世帯
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