
もうすぐ楽しい夏休み。家族で行楽地に出かけるのも素敵ですが、市内でも様々なイベントが開催されます。
地元のイベントにも参加して、この夏を思いっきり楽しんでみませんか！

「草加ふささら」草加駅前よさこい
サンバフェスティバル２０１６ 草加駅西口周辺 やっぱり最高！ そうかの枝豆

草加市民納涼大花火大会 そうか公園

■開催日時
　★7/23㈯16時～20時30分　★7/24㈰13時～20時30分
■よさこい、サンバを合わせ43団体が熱い踊りを繰り広げます。
なお、両日ともに会場周辺で交通規制を実施します。

■開催日時
　★8/6㈯　※小雨決行
　　●18時30分オープニングセレモニー
　　●19時打ち上げ開始　　●20時45分フィナーレ
■スターマイン等約５０００発の花火が草加の空を彩ります。
目の前で上がる迫力のある花火をお楽しみください。

問フェスティバル専用ダイヤル ☎090-8118-1009

問みんなでまちづくり課 ☎922-0151（代）

草加産の枝豆は甘みが強いのが特徴で、
テレビ番組でも紹介されるほどの美味し
さです。朝採りの枝豆を庭先販売農家で
購入して、夏の風味を楽しんでください。

草加　庭先販売マップ 検 索

姉妹・友好都市に遊びに行こう！姉妹・友好都市に遊びに行こう！

福島県昭和村
水の流れ、風の香り、緑
の大地に包まれた昭和
村。夜には満点の星空を
楽しめます。
2014年にリニューアル
オープンした「昭和温泉
しらかば荘」に宿泊し、
心身ともにリフレッシュ
してみませんか。草加市
民は宿泊料の割引が適
用されます。

問昭和温泉しらかば荘 ☎0241-57-2585

特別和室

栃木県大田原市
那須町や那須塩原市に隣接する豊か
な自然が残る大田原市。市の中央を流
れる那珂川では、清流で身の引き締ま
ったアユ釣りを楽しむことができます。
また、8/5㈮～6㈯に行われる「与一ま
つり」は、市民総参加による一大イベ
ント。「与一」とは平家物語にも登場す
る、屋島の戦いで扇の的を射ぬいた
那須与一のことで、大田原市で誕生・
成長したと伝えられています。与一公
ゆかりの史跡が数多く点在する大田
原の夏を楽しんでみませんか。 問大田原市商工観光課 ☎0287-23-8709
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　大切な責任ある一票で国政を託す代表を選びましょう。入場整理
券は6月下旬に世帯全員分を同封し郵送しました。
■投票日　7月10日㈰午前7時～午後8時（市内48か所で実施）
■期日前投票　7月9日㈯まで。①市役所本庁舎1階ロビー…午前8
時30分～午後8時、②勤労福祉会館・谷塚文化センター・草加市文
化会館…午前9時30分～午後7時（7月3日㈰から）
■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。代理・点字投票は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。
■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。

　仕事が見つからないなど経済的に困窮している人に、一人ひとり
の状況に応じた相談や自立に向けた支援等を継続的に行う生活困窮
者自立支援相談窓口を設置しています。
■支援メニュー
　①就労支援員による就職相談支援
　②離職で住居を失う恐れのある人への住居確保給付金支給支援
　③生活困窮世帯の中学・高校生に対する無料の学習支援など
■相談受付時間　平日午前8時30分～正午、午後1時～4時
■相 談 場 所　福祉課（NTTビル1階）
■対 象 者　経済的に困窮している人
　　　　　　　　（③のみ生活保護受給世帯を含む）

　現在使用中の国民健康保険被保
険者証の有効期限は7月31日まで
です。
　8月1日から使用する被保険者証
は、7月中旬に特定記録郵便で郵
送します。
　届いた被保険者証の記載内容に
修正が必要な場合は、保険年金課
またはサービスセンターで手続き
をしてください。
　なお、70～74歳の国民健康保険

の加入者には、所得などに応じて自己負担割合を記載した「国民健
康保険被保険者証兼高齢受給者証」を郵送します。

　後期高齢者医療保険料は、埼玉県後期高齢者医療広域連合により
2年ごとに見直されており、平成28・29年度の保険料は下表のとお
りです。
　平成28年度の保険料については、7月中旬に納付通知書を発送し
ます。通知書に記載された納付期限までに市指定金融機関等で納め
てください。
　また、年金から天引きされている特別徴収の人には保険料額決定
通知書を発送します。
　なお、どちらの場合
も口座振替による納付
に変更することができ
ますので、希望する人
は後期高齢者・重心医
療室で手続きをしてく
ださい。

　手続きは、申請書を郵送または特設窓口へ持参してください。
■特設窓口　開設場所…市役所本庁舎１階

開設日時…7月29日㈮までの平日午前8時45分～午後4
時30分。なお、期限を過ぎた申請書の受け付けはで
きません。また、確認書類の不備等による再提出が必
要な場合も速やかな手続きをお願いします。

　草加市社会福祉協議会では、今年結婚50年を迎えるご夫婦を対象
に、金婚式を開催します。式典では、ケーキカットやアトラクショ
ン・記念写真の撮影などを行います。
■開催日　11月29日㈫ 
■会　場　アコスホール
■対象者　昭和41年に結婚されたご夫婦

　日本赤十字社埼玉県支部草加市地区
では、熊本地震への義援金を引き続き
受け付けています。集まった義援金は、
日本赤十字社を通じて全額が被災地支
援に使用されます。
■受付場所　福祉課（NTTビル1階）
■受付時間　月～金曜日（祝日を除く）
　　　　　　午前8時30分～午後5時

　東武バスと国際興業バスでは、
65歳以上の人を対象に、各社の
運行路線が全線乗り放題になるフ
リーパスを販売しています。なお、
朝日バスでは取り扱っていませ
ん。
□申運転免許証、健康保険証等を持
参し、東武バスは草加駅定期券発
売所または東武トップツアーズ松
原団地駅支店へ、国際興業バスは
国際興業バス川口駅案内所へ。
　なお、「ラブリーパス」はパリ
ポリくんバスでも利用することが
できます。

年金生活者等支援臨時福祉給付金
（高齢者向け）

給付金の申請期限は７月３１日（消印有効）

65歳以上の人を対象に
お得なフリーパスを販売しています

□申9月15日㈭までに
　社会福祉協議会へ。
　☎932-67705932-6779

□申

後期高齢者医療保険料が
改定されました

問後期高齢者・重心医療室☎922-13675922-3178

均等割額

所得割額

4万2070円

8.34%

57万円

4万2440円

8.29%

57万円

増減

－370円

＋0.05%

±0万円

平成
28・29
年度

平成
26・27
年度

賦課限度額
（上限額）

生活困窮者の相談窓口
問自立相談支援窓口☎922-01855928-6635

問草加市給付金コールセンター☎0570-071-133

８月から使用する
国民健康保険
被保険者証を
７月中旬に郵送

８月から使用する
国民健康保険
被保険者証を
７月中旬に郵送
問保険年金課
　☎922-15925922-3178

問福祉課☎922-12345922-1066 問交通対策課☎922-16415922-3041

11月29日㈫に開催
　～参加されるご夫婦を募集します～

金婚式

熊本地震への義援金を
引き続き受け付けます

有効期間

7月～12月

4月～9月

金額（税込）

3万円

1万6000円

1万9990円

販売期間種類

1年パス

半年パス

半年パス

名称

東武バス
「ラブリーパス」

国際興業バス
「彩京のびのびパス」

7月～
翌年6月

10月～
翌年3月

7月31日
まで

毎年3月
中旬から

毎年9月
中旬から

問選挙管理委員会☎922-24905927-7693

1 8 歳から投票できます！ 草加市
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　正しい予防方法を知って、普段から熱中症対策を心がけましょう。
■熱中症にならないように
　のどが渇く前に1時間当たりコップ半分程度の水分を補給し、汗
をかいたらスポーツドリンクなど塩分を含んだ飲料を飲みましょう。
また、寝る前にもコップ1杯程度の水を飲んでください。室内でも
熱中症になる恐れがあるので、エアコンや扇風機を活用しましょう。
■おかしいと思ったら
　めまい・頭痛・吐き気・倦怠感などの症状があらわれたら熱中症
かもしれません。
もしも熱中症の症状があらわれたら…
①涼しい場所に避難②衣服を緩めて体を冷やす③水分や塩分を補給
　なお、意識がない場合やけいれんを起こしている場合など、重い
症状があらわれたら119番通報してください。
■クールオアシスそうか
　暑さをしのぎ涼むことができる場所として、市の公共施設のほか、
市薬剤師会加盟薬局が一時休憩所として利用できます。かわいらし
いシロクマとペンギンが描かれた「クールオアシスそうか」のポス
ターが目印です。

　パスポートの申請窓口は、夏休み
の旅行等の影響により、7～8月にか
けて大変込み合います。
　夏休みに海外旅行を計画している
人は、まずパスポートの所在、有効
期間等を必ず確認しましょう。

　パスポートの申請から交付までは1週間程度かかりますので、早
めに申請してください。
　なお、パスポートの有効期間が1年未満になると、新しいパスポ
ートに切り替えできます。

　市の景観行政について意見を述べ、審議する市民委員を募集しま
す。
■募集人員　1人
■対　　象　市内在住の20歳以上（9月1日現在）で、本市の他の審
　　　　　　議会委員になっていない人
■任　　期　委嘱の日から平成30年8月31日まで
■報　　酬　会議1回につき7000円
□申 7月29日㈮までに市役所情報コーナー・サービスセンター等で配
布する応募用紙（市販のA4用紙でも可）に審議会の名称・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「草
加市の景観を踏まえたまちづくりについて」（600～800字）を記
入し、〒340-8550都市計画課へ。ファクス・Eメールでも可。

　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、市の保養施設。西ノ湖や戦場ヶ原など、人気のハイキングスポ
ットを巡る拠点として便利なほか、避暑地としても最適です。今年
の夏休みは自然の家に遊びに行ってみませんか。
■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

　「政治倫理
の確立のため
の草加市長の
資産等の公開
に関する条

例」に基づき、平成27年12月31日現
在の市長の資産等並びに平成28年4月
1日現在で報酬を得て職に就いている
会社等を、次のとおり公開します。
▼自動車（100万円を超えるもの）　
普通自家用車1台　軽自動車貨物1台　
▼ゴルフ場の利用に関する権利　鹿沼
カントリー倶楽部　▼平成27年分総所
得額　1268万7426円　▼会社等　埼
玉県都市競艇組合（議員）　東埼玉資
源環境組合（理事）

　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。

■社会教育委員会議＜生涯学習課☎922-28195922-3498＞…7月25
日㈪午後6時30分～　市役所本庁舎3階旧第1委員会室で
■廃棄物減量等推進審議会＜廃棄物資源課☎931-39725931-9993＞
…7月26日㈫午前10時～　リサイクルセンタープラザ棟2階会議室で
■環境審議会＜環境課☎922-15195922-1030＞…7月28日㈭午前10
時～　市役所本庁舎3階旧第1委員会室で
■男女共同参画審議会＜人権共生課☎922-08255927-4955＞…8月2
日㈫午前10時～　高砂コミセン第2会議室で
■小中学校通学区域審議会＜学務課☎922-26745928-1178＞…8月2
日㈫午前10時～　市役所本庁舎3階教育委員会会議室で　

審議会等の
開催日程

市長の資産等
を公開

　住宅の新築・増改築等や土地、住宅を購入する際に必要な資金を
融資します。
■対象物件　建築基準法等の法令に適合する市内の住宅。なお、過
去に増改築等を行い、建設時の建築確認と現状が異なっている場合、
建築基準法に適合していないことがあります。
■対 象 者　次の条件をすべて満たす人①市内に居住しているか居
住しようとしている②20歳以上65歳以下③同一勤務先に2年以上勤
務している。自営の場合は同一事業で引き続き3年以上の収入があ
る④市税等を滞納していない⑤申込者名義で所有権登記できる
　この他に、中央労働金庫が定める融資基準があります。
■融資条件　下表のとおり。融資申し込み額が融資可能額を超えた
場合、受け付けを中止することがあります。
□申市役所情報コーナー、都市計画課、サービスセンター等で配布す
る申込書（ホームページから入手可）に記入し、都市計画課へ。

～市の休息所「クールオアシスそうか」
のご利用を～

熱中症に気をつけて 住宅資金融資制度の利用を 随時受け付け中

　市役所西棟空調設備の改
修工事に伴い、西棟3階の
契約課、庶務課、監査委員
事務局、4階の財政課、教
育委員会の各窓口が市役所
本庁舎1階等へ移設されま
す。
　なお、第二庁舎等の変更
はありません。
■変更期間　7月中旬～平
成29年1月中旬

　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
のまちづくりの方針について話し合
うため懇談会を開催します。参加希
望者は直接会場へ。
谷塚中央地区
■日時　7月6日㈬午後7時～9時
■会場　谷塚文化センター

パスポートの申請は
お早めに

夏休みに向けて

けんたい

□申パスポートコーナーへ。
　☎922-29445922-3298
□申

問健康づくり課☎922-02005922-1516

問庶務課☎922-0954
　　　 5922-3091

問都市計画課☎922-18965922-3145

融資期間融資金額 融資利率 返済方法 担保

有担保

300万円を超え
2000万円以内
200万円を超え
300万円以内
200万円以内

500万円以内無担保
（リフォーム等）

変動金利
2.965%

変動金利
2.115%
(上限5%)

元利均等
月賦償還
(ボーナス
併用可)

不要

（平成28年4月1日現在）■融資条件等

30年以内

15年以内

10年以内

15年以内

抵当権第1位
ただし、独立行政法人
住宅金融支援機構等の
公的機関の抵当がある
場合は協議する。

夏休みは奥日光自然の家に遊びに行こう
□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
□申

景観審議会委員
を募集します

問都市計画課☎922-17905922-3145
　toshikeikaku@city.soka.saitama.jp

本庁舎及び西棟の
窓口（課）の場所が変更
問資産活用課
　☎922-17985924-3739

都市計画
マスタープラン

第3回
地区別懇談会の開催
問都市計画課
　☎922-17905922-3145
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　利根川水系ダム貯水率が低下してい
るため、6/28現在県では10㌫の取水制
限を実施しています。歯を磨く際はコ
ップを使う、食器は水をためて洗う、
風呂の残り湯を洗濯に再利用するなど、
日常生活のちょっとしたことでも節水
することができます。節水に協力をお
願いします。問水道総務課☎925-3132
5925-5046

　市内在住・在勤・在学者、市内文学
団体に所属している人または、友好交
流をしている大田原市・昭和村の人対
象。作品は未発表のものに限ります。
応募は、1人1部門。
●一般の部　小説400字詰原稿用紙5～
30枚、児童文学5～10枚、評論5～15枚、
随筆3～5枚、詩は自由詩で1篇30行以
内、短歌･俳句･川柳は5句以内。挿絵
は、はがき版からA5版までで点数制
限なし。（掲載は白黒になります。）
●小・中学生の部　小説、随筆（中学
生のみ）、詩、短歌、俳句。要件は一
般の部と同じ。
□申9/9㊎までに封筒に「ふれあい文芸
草加」と朱書きし、作品には応募部門、
題名、氏名、住所、年齢、性別、職業、
電話番号、所属グループ名を記入し、
〒340-8550文化観光課へ。メールの場
合はタイトルを「ふれあい文芸草加」
とし、ワード形式でファイルを添付し
てください。問文化観光課☎922-2968
5922-3406bunkakanko@city.soka.s
aitama.jp

　5年以上の無事故・無違反の交通安
全協会員を、9/24㊏に八潮メセナで開
かれる八潮市・草加市交通安全大会で
表彰するため、該当者の申請を受け付
けます。□申7/31㊐までに草加地区交通
安全協会（草加警察署内）で配布する
申込用紙に記入し、運転免許証、交通
安全協会会員証、無事故・無違反証明
書（有料）を添えて、同協会事務局へ。
無事故・無違反証明書は、自動車安全
運転センターに申請（郵送振り込み）
してから届くまで1～2週間程度かかり
ます。☎944-62415951-3468

　防衛省では、①自衛官候補生②一般
曹候補生③航空学生を募集します。応
募資格は、①②は18歳以上27歳未満、
③は高卒（見込み含む）以上21歳未満。
受付期間は7/1㊎～9/8㊍。問自衛隊朝
霞地域事務所☎048-466-4435

　7/6㊌～29㊎に販売するサマージャ
ンボ宝くじは、1等・前後賞合わせて7
億円。サマージャンボミニ7000万円も
同時発売。販売場所は全国の宝くじ売
場。収益金は市町村の明るく住みよい
まちづくりに使われます。問財政課☎
922-07615928-1178

　戦争の悲惨さ、平和の尊さを次世代
に伝えます。平和ネットワーク草加と
の共催。
●平和パネル展「原爆と人間」　7/13
㊌～8/15㊊。会場は中央図書館。8/1
㊊まで市民と作った折り鶴オブジェ
「平和への羽ばたき」も展示します。
●平和DVD「The Great Days of the 
Century－激動の記録－」上映会　
7/23㊏11時30分～。会場は中央図書館。
激動の20世紀に奮闘したガンディー、
ケネディの活動記録を視聴し、平和の
あり方を考えます。定員50人（当日先
着順）。
問人権共生課☎922-08255927-4955

　7/23㊏13時～15時。会場は獨協大学
天野貞祐記念館。講師は福永文夫獨協
大学法学部教授。戦後70年が過ぎ、改
めて戦後とは何か、戦後体制とは何か、
そして国際社会の中での日本のあり方
が問われています。戦後を自分たちの
ものとして考え、日本政治の現在と未
来を考えてみましょう。定員500人（当
日先着順）。問獨協大学エクステンショ
ンセンター☎946-1678

　市民活動センターで実施している市
民活動相談が休館日（毎月第3㊌）以
外の8時30分～21時30分に変わります。
団体規約・会則の作成補助や人材情報
の提供、活動資金の集め方のアドバイ
スなどをセンター職員と市内で活動す
るNPO・市民活動団体の人が相談に
応じます。希望する人は、同センター
へ事前に連絡を。問市民活動センター
☎920-35805925-1872

　大人の救急電話相談♯7000は、休日
・夜間の急な病気やけがに関して、毎
日18時30分～22時30分に相談できます。
7月からは、日曜・祝日・年末年始は9
時～22時30分に拡大しました。ダイヤ
ル回線、IP電話、PHSを利用の場合は
☎048-824-4199へ。問埼玉県保健医療
部医療整備課☎048-830-3559

　日本遺族会では、先の大戦で父等を
亡くした戦没者の遺児を対象に、旧戦
域を訪れ、慰霊追悼を行うとともに、
同地域の住民と友好親善を行う事業の
参加者を募集します。参加費10万円。
日程等の詳細は日本遺族会事務局☎
03-3261-5521で確認を。□申埼玉県遺族
連合会へ。☎048-829-2025

　子ども・子育て関連の情報収集、取
材、執筆、サイト更新等を行う「そう
か子育て応援・情報サイト『ぼっくる
ん』」の運営委員を募集します。募集は
6人。期間は8月～平成29年3月末（継
続可）。□申子育て支援センター・市役所

第2庁舎プチみっけ・児童館・児童セ
ンターで配布（サイトからも入手可）す
る応募用紙を7/19㊋までに〒340-0041
松原1-3-1子育て支援センターへ。ファ
クスでも可。☎941-67915941-6828

　埼玉県都市競艇組合は草加市を含む

15市で構成されています。ボートレー
ス事業の収益金は、平成28年度の草加
市分が5000万円（見込み）で、市内の
道路整備に充てられています。なお、
競艇の開催期間は7/22㊎～25㊊・28㊍
～31㊐、8/2㊋～8㊊、9/1㊍～6㊋・10
㊏～13㊋・20㊋～25㊐・29㊍・30㊎。
会場はボートレース戸田。問財政課☎
922-07615928-1178

　7/15㊎18時～20時。会場は中央公民
館。「そうかリノベーションまちづく
り構想」の素案について検討します。

問産業振興課☎922-08395922-3406

　収容人員300人以上の建物の甲種防
火管理者講習修了者は再講習を受講し
てください。8/25㊍13時～16時5分。
会場は草加市文化会館。定員60人。受
講料5500円。□申申込書に顔写真（縦
2.5㌢×横2.0㌢）1枚と「郵便振替払込
請求書兼受領書」を添付し、7/21㊍～
26㊋にファクスで日本防火・防災協会
へ。申込書は消防局予防課で配布する
ほか同協会のホームページからも入手
できます。問消防局予防課☎924-2113

　第1・第3㊎13時～15時。会場は草加
市文化会館他。初心者対象。定員10人。
一眼レフデジタルカメラ・取扱説明書
持参。参加費1100円。□申7/6㊌からシ
ルバー人材センターへ。☎928-9211

　産業廃棄物処理工場である石坂産業
（三芳町）を見学します。7/16㊏8時
30分中草加郵便局前集合。市のバスを
使用。定員15人。参加費2000円（昼食
代込み）。野菜や果物の収穫体験あり
（希望者は別途500円）。□申7/8㊎（当
日消印）までに往復はがき（1枚につ
き2人まで）に住所・氏名・電話番号
・収穫体験希望の有無を記入し、〒34
0-8550 環境課へ（応募多数の場合は抽
選）。☎922-15195922-1030

　7/17㊐13時30分～17時。会場は市民
体育館。木刀を使って剣道の基本技を
学びます。小学生以上対象。定員30人。
剣道着またはジャージで。木刀持参。
□申7/15㊎までに記念体育館へ。☎922-
11515922-1513

　7/30㊏14時～16時。会場はであいの
森。四季を通じて楽しめる観葉植物の
寄せ植え（持ち帰り可）。定員15人。参
加費2000円。□申7/6㊌からみどり公園
課へ。☎922-19735922-3145

　7/14㊍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）☎932-67
705932-6779

・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

7/15～24は「夏の交通事故防止運動」期間。夏休み中も交通事故に気をつけて！

7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

納税は便利な口座振替で

「そうかリノベーションまちづくり構想」
検討委員会を開催します。

手作りの緑を楽しみませんか
みどりの教室

獨協大学オープンカレッジ特別講座
「占領と戦後日本
　　　　　  -日本の政治を考える-」

ダムの貯水率が低下
節水に協力を

大人の救急電話相談（♯7000）
相談時間を拡大しました

「戦没者遺児による
慰霊友好親善事業」の参加者募集

食べて応援！東北復興支援販売会

市民活動相談が変わります

ふれあい文芸草加作品募集

自衛官を募集

ボートレースの収益金で道路整備

サマージャンボ宝くじを発売

平和パネル展・平和DVD上映会

写真教室

環境に配慮した工場の見学会

剣道形講習会

優良運転者を表彰します

「ぼっくるん隊」募集

甲種防火管理再講習会

④ 2016年7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）6月20日現在　人身事故472件（－97）　死者2人（－3）

固定資産税・都市計画税　第2期
国民健康保険税　第2期

介護保険料（普通徴収）　第2期
下水道事業受益者負担金　第1期
後期高齢者医療保険料（普通徴収）  第1期

8月1日㊊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）

8月1日㊊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



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） 7/20㊌

7/27㊌

7/28㊍

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

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）

8/2㊋

8/22㊊

平成27年1/1～15生まれ

平成27年1/16～31生まれ

対象者に7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

マタニティ歯科健診 8/24㊌ 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

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 7月下旬～8月中旬 平成28年6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6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
7/12㊋

7/26㊋

平成25年4/1～15生まれ

平成25年4/16～30生まれ

10時～11時30分

マタニティクラス（両親学級） 8/7㊐・10㊌ 10/1～12/31出産予定の初妊婦と家族
定員30組 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
（新栄児童センター） 乳幼児と保護者7/13㊌

乳幼児相談 8/17㊌ 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 7/20㊌ 申込受付中　バスタオル・タオル持参

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。

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
 （大腸がん検診のみの場合は9時
30分～10時30分）

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

18歳以上で今年度測定していない人
定員80人　7/6㊌より電話受付開始

所要時間約2～3時間
問診・胃部バリウムＸ線検査・便潜血検査　
費用　胃がん900円　大腸がん500円

超音波による骨密度測定（簡易検査）
費用100円

胃がん・大腸がん検診（集団）
10/1㊏・3 ㊊・31㊊、11/8㊋・9
㊌・12㊏・14㊊・30㊌、12/1㊍・
6㊋

骨密度測定 7/25㊊・8/17㊌

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） 10/31㊊まで（休診日を除く）

12/16㊎まで（休診日を除く）

12/16㊎まで（休診日を除く）

Ｂ・Ｃ型肝炎検査　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）
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）

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　500円 30歳以上大腸がん個別検診
（指定医療機関）

40歳以上肺がん検診
（指定医療機関） 9/30㊎まで（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
1300円乳がん検診 11/2㊌・11㊎、12/8㊍・15㊍・

16㊎、平成29年1/18㊌・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、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。
○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月31日㊌締切）。
○指定医療機関での受診日は各医療機関の休診日を除き
ます。
《決定通知（受診券）送付時期》
胃・大腸・乳がん検診は決定した検診日の約1か月前、口腔
がん・子宮がん・肝炎検診は随時送付
《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

平成29年1/31㊋まで
（休診日を除く）

■草加市長杯弓道大会
　7/17㊐9時30分開会。会場は記念体
育館。高校生以上対象。定員50人。参
加費一般500円、高校生300円。□申7/6
㊌から草加市体育協会へ。☎928-6361
5922-1513
■バドミントン大会
　7/31㊐9時30分開会。会場は記念体
育館。小学生以上対象。参加費一般
1500円、高校生800円、小・中学生500
円。問草加市体育協会☎928-6361592
2-1513
■剣道大会
　9/18㊐は団体戦、19㊗は個人戦。い
ずれも9時45分開会。会場は記念体育
館。種目は、小学生から一般まで学年
・性別に応じた種目あり。個人戦は市
内在住・在勤・在学のみ。参加費1000
円。□申7/20㊌までに申し込み用紙を記
入し記念体育館へ。☎922-11515922-
1513

　7/23㊏～12月の㊏・㊐のいずれかの
月1～2回。13時～15時。会場はであい
の森。全10回。講師はマリンバ奏者の
竹花真弓さん。18歳以上の身体障がい
者対象。定員20人。また、受講生をサ
ポートするボランティアも募集。□申で
あいの森へ。住所・氏名・年齢・電話
番号・障がい名を記入し、ファクスで
も可。☎936-27915936-2792

　7/27㊌13時～16時。会場は市民活動
センター。高校生以上対象。ボランテ
ィアや地域活動を始めるための基礎知
識を学び活動団体につなげます。講師
は二宮雅也文教大学准教授。定員25人。
□申7/6㊌から同センターへ。☎920-358
05925-1872

　7月の河川愛護月間にちなみ、皆さ
んから寄せられた市内の川・橋・水辺
の写真や絵画を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。問河川課☎922-2172592
2-2124

　7/31㊐13時～16時。会場は川口市立
中央ふれあい館。（公社）日本オスト
ミー協会埼玉県支部による「ガン早期
発見のための検査技術と治療法の進
歩」、「病院から在宅へ、つながるス
トーマケア」の講演とストーマ装具の
展示。問障がい福祉課☎922-1436592
2-1153

　8/11㊗18時～。会場は草加市文化会
館。平成28年4/1現在18歳以上で音楽
大学生または同等以上の能力を持ち、
市内のコンサート等に参加できる人対
象。定員15人。ピアノ・声楽・管・弦
・打楽器の部門別。いずれも独奏。曲
は自由曲、出入りを含め10分以内。参
加費1万円。□申7/28㊍（消印有効）ま
でに草加市文化会館ほかで配布する申
込用紙に必要事項を記入して、同館

「オーディション係」へ。☎931-9325

　7/27㊌19時～。会場は中央公民館。
議題は「首都直下型地震時の高年者世
帯の避難補助体制の構築」。まちづく
り登録員対象。これからまちづくりを
始めたい人も登録すれば参加できます。
問みんなでまちづくり課☎922-07965
922-3406

　7/31㊐13時30分～16時。会場はぽぽ
ら春日部（春日部駅西口徒歩5分）。
親の病気、家出、離婚、虐待など、親
が子どもを育てられない場合に一時的
または継続的に子どもを預かり育てる
里親制度の説明と現役里親による体験
談ほか。定員45人。□申越谷児童相談所
☎975-41525977-3200

　9/11㊐8時30分受付開始。会場は市
民温水プール。出場種目は下表のとお
り。小学生～高校生は一般の部への出
場はできません。

　定員は全種目500人、参加費1人500
円。□申8/28㊐までに市民温水プール、
記念体育館、市民体育館、スポーツ振
興課で配布する申込書に記入し、参加
費、印鑑を添えて各施設へ。☎936-68
245935-8981

　チーム対抗リレーは4人の年齢の合
計。男女混合の場合は男子扱い。

市民水泳大会

出場区分（男女別）

1・2年生

3・4年生

5・6年生

全学年

29歳以下

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

年齢制限なし

－

50ｍ

50ｍ

－

50ｍ

25ｍ

－

25ｍ

25ｍ

50ｍ

50ｍ

50ｍ

小学生

一般

中学・高校生

自由形・
平泳ぎ

背泳ぎ・
バタフライ 板キック

■個人の部（1人2種目まで）

出場区分（男女別） 距離

小学生の部

中学・高校生の部

120歳以下の部

150歳以下の部

180歳以下の部

181歳以上の部

■リレーの部（1人1種目まで）

25ｍ×4人

であいの森トーンチャイム教室

河川環境展の作品展示

ハートフルコンサート出演者
クラシック音楽オーディション

オストメイト（人工肛門・膀胱を
持つ人）の医療講習会

草加発　ボランティア・地域活動を
はじめてみよう〈まちづくり講座〉

スポーツを楽しもう！
市民体育祭

みんなでまちづくり会議開催

里親入門講座

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7月5日号

7月の「なくそう暴力」標語　なくそうよ　言葉の暴力　力の暴力



⑥ 2016年7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

健康長寿サポーター研修＆体操

男女共同参画活動の展示団体募集

夏休み★子どもラジオ体操

歴史民俗資料館　夏の体験教室

　7/30㊏14時～15時。会場は中央図書
館。「南の島のハメハメハ大王」「は
らぺこあおむし」ほか。幼児・小学生
と保護者対象。定員100人。□申 7/10㊐
から児童室で整理券配布。☎946-3000 
5944-3800

親子で作ろう　カフェごはん♪

　7/26㊋9時30分～11時30分。会場は
東埼玉資源環境組合第一工場（越谷
市）。定員120人。小学生と保護者対
象。2歳～未就学児の保育・バス送迎
あり（要予約）。□申7/15㊎から電話で
同組合計画課へ。☎966-0121

コミセン・ミニコミセンの臨時休館

公立保育園夏期アルバイトを募集

　7/20㊌～8/31㊌8時30分～17時。場
所は市内公立保育園18か所。保育士を
目指す学生も可。勤務日は応相談。時
給960円（有資格者1060円）。□申 7/13
㊌までに履歴書と資格証の写しを保育
課へ。☎922-1491

　8/15㊊～17㊌。館内消毒のため全館
臨時休館となります。問みんなでまち
づくり課☎922-07965922-3406

■いきいき体操教室　7/11㊊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。運動靴持参。
□申7/6㊌から谷塚西部（包）へ。☎929-
00145929-5222
■介護者のつどい　7/12㊋13時15分～
14時45分。会場は草加市文化会館。介
護の情報交換と交流。介護をしている
人、していた人、する予定の人対象。
問松原・草加東部（包）☎932-677559
32-6779
■初心者のための気功教室　7/15㊎9
時15分～10時45分。高砂コミセン。65
歳以上対象。定員30人。上履き持参。
□申7/6㊌から草加中央・稲荷（包）へ。
☎959-91335922-3801
■介護者のつどい　7/20㊌13時15分～
14時30分。会場は勤労福祉会館。介護
の情報交換と交流。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）☎946-05205946-0523
■はつらつチャレンジ教室　7/22㊎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。上履き
持参。□申 7/8㊎から川柳・新田東部
（包）へ。☎932-70075931-0993
■男性介護者のつどい　7/25㊊10時30
分～12時。会場はふれあいの里。介護
の情報交換と交流。介護をしている男
性、していた男性、関心のある男性対
象。問谷塚・瀬崎（包）☎929-361359

29-3612

　11/26㊏の男女共同参画フォーラム
にあわせ、男女共同参画推進に関係す

　10/10㊗に綾瀬川左岸広場ほかで開
催されるスポーツフェスティバルでス
テージ発表やスポーツ・レクリエーシ
ョン体験コーナーの運営に協力してく
れる団体を募集します。□申7/21㊍まで
に記念体育館、市民体育館、スポーツ
振興課にある参加申込書に記入し各施
設へ。☎928-63615922-1513

親子でエコクッキング

　ガスの科学館「がすてな～に」（江
東区）で料理教室と見学。7/28㊍9時
中草加郵便局前集合。小学生と保護者
対象。定員12組（親1人、子1人で1
組）。参加費500円。□申 7/14㊍までに
環境課へ。住所・氏名・電話番号を明
記しファクス・Ｅメールでも可。☎92 
2-15195922-1030kankyoka@city.so
ka.saitama.jp

■自由研究相談とビデオライブラリー
　7/23㊏～8/31㊌9時～16時30分。小
学生以上（低学年は保護者同伴）対象。
■火打ち石・火起こし・せんべい焼き
　7/23㊏10時～12時。小学生と保護者
対象。定員5組。参加費300円。
■竹工作体験　7/30㊏10時～12時。①
竹とんぼ②竹水鉄砲（①か②のいずれ
か）。小学生と保護者対象。定員各5組。
■草木染　8/20㊏10時～12時。小学生
と保護者対象。定員10組。参加費300
円。
□申いずれも7/6㊌から電話で歴史民俗
資料館へ。☎922-0402

観桜茶会　秋の茶会

　10/9㊐10時～15時。会場は草加市文
化会館。席種は和室席・立礼席・樽席
の三種。料金一般2500円（点心付き）
高校生以下1000円（点心なし）。問草
加市文化会館☎931-93255936-4690

外国籍の児童・生徒のための
サマースクール

ごみと環境問題を学ぶ
夏休み親子スクール（工場見学）

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

草加スポーツフェスティバル
参加団体募集

　8/2㊋10時～12時。会場はリサイク
ルセンター。ごみを減らす3つのRの
Reduce（発生抑制）・Reuse（再使用）
・Recycle（再資源化）についての講
座と施設見学、牛乳パックを使用した
工作など。小学3～6年生対象（保護者
同伴、保護者1人で子ども2人まで）。
定員40人。□申7/27㊌までに廃棄物資源
課へ。☎931-39725931-9993

　8/27㊏10時～13時。会場は草加市文
化会館。小学生と保護者対象。定員15
組（抽選）。材料費1人300円。8/24以
降のキャンセル不可。□申 8/1㊊までに
往復はがきに参加者全員の氏名、子ど
もの学年、住所、電話番号を記入し〒
340-0013松江1-1-5草加市文化会館男女
共同参画さわやかサロンへ。☎931-93 
25（○内 50）5936-4690

夏休み親子で自由研究
3Ｒでごみを減らそう

夏休み親子料理教室　
パパといっしょにランチを作ろう

夏休み中央図書館人形劇

　7/24㊐10時～13時。会場は谷塚文化
センター。ミートドリア・ゼリーほか。
小学生と保護者対象。定員15組。参加
費大人500円、子ども400円。□申 7/6㊌
から保健センターへ。☎922-0200

そうか公園自然観察会

　7/23㊏18時30分～20時（雨天中止）。
会場はそうか公園。公園散策、セミの
羽化の観察。小学生（保護者同伴）対
象。定員15組。□申 7/6㊌からみどり公
園課へ。☎922-19735922-3145

　7/29㊎10時～12時45分。会場はシル
バー人材センター。60歳以上の人対象。
定員25人。□申 7/6㊌からシルバー人材
センターへ。☎928-9211

　7/21㊍～8/31㊌8時45分～8時55分。
会場はふれあいの里。ラジオ体操第一
・草加市歌・草加音頭を踊ります。問
ふれあいの里☎920-6222

□申 7/20㊌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草加市体育協会へ。
同協会のホームページからでも応募できます。応
募多数の場合は抽選。☎928-63615922-1513

　日本語をもっと勉強したい人、宿題

に困っている人のために、あなたの国

の言葉を話せる人や、日本語を教える

仕事をしている人が待っています。

　7/21、28、8/4、11、18、25の㊍13

時～16時。会場は中央図書館。好きな

日にち、好きな時間に来てください。

問㊊・㊌・㊎に国際相談コーナーへ。

☎922-2970 soka-kokusai@juno.oc 

n.ne.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

そうか
公園
温水
プール

そうか
公園

事業名（コース名）

器械体操特訓

トランポリン&ボール
（幼児コース）
トランポリン&ボール
（小学生コース）

夏休みトランポリン＆
ゲーム（幼児コース）
夏休みトランポリン＆
ゲーム（小学生コース）

朝練！かけっこ＆プール
（7月コース）

朝練！かけっこ＆プール
（8月コース）

初めての飛び込み＆ターン
練習会（7月コース）

初めての飛び込み＆ターン
練習会（8月コース）

障がい者のための水泳
教室(水泳導入コース）

障がい者のための水泳
教室(25ｍ完泳コース）

親子フォトラリー

夏休みデイキャンプ

9時30分～10時30分

11時～12時

9時30分～10時45分

11時～12時

9時30分～10時45分

6時30分～8時30分

6時30分～8時30分

17時～18時

17時～18時

11時～12時15分

12時30分～14時

9時30分～12時

10時～15時

実施日 時間 回数 対象 定員 参加費 会場

1500円

2000円

500円

2000円

30人

60人

60人

60人

60人

30人

30人

30人

30人

20人

20人

50組

25組

3

4

1

小学1～3年生

年中・年長

小学1～3年生

年中・年長

小学1～3年生

小学生

小学生以上の
知的障がい者
小学生以下の
子どもと親

小学生と親

8/3㊌～
8/5㊎

8/8㊊～
8/10㊌

8/15㊊～
8/17㊌

7/27㊌～
7/29㊎
8/24㊌～
8/26㊎
7/27㊌～
7/29㊎
8/24㊌～
8/26㊎

8/7･14･
21･28の
㊐

7/30㊏

8/20㊏

る活動内容を展示する団体を募集しま
す。展示は模造紙1枚。11/20㊐に展示
し、26㊏に撤去。会場は中央公民館。
□申7/29㊎までに人権共生課へ。☎922- 
08255927-4955

小学生以上の知的
障がい者（付き添
いの入水可）

　8/13㊏9時～12時。会場は八潮消防
署。心肺蘇生法・AEDの取り扱い・
異物除去法ほか。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7/28
㊍までに八潮消防署へ。☎998-0119

　いざ自分が亡くなったら財産はどう
なるのだろうか。相続税はかかるのだ
ろうか。そんなあなたに弁護士と税理
士が基礎知識を伝授します。8/8㊊・
22㊊9時30分～11時30分。2日間の講座。
会場は高砂コミセン。定員50人。□申
7/6㊌から広聴相談課へ。☎922-0566

そろそろ終活…と思ったら
市民・法律税務講座参加者募集

普通救命講習

じ じ かいじょう す

もく

ちゅうおうとしょかん

に  ほん ご べんきょう ひと しゅくだい

ひと ましごと

に  ほん ご おしことば はな

こま ひと くに

こくさい そうだんげつ すい きん

ひ す きじかん
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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

　募集は2名。60歳以下の正看護師対
象。勤務は、平日19時30分～22時30分。
㊏・㊐・㊗、年末年始18時30分～22時
30分で月3回程度。時給は経験年数等
を考慮。小児看護未経験者歓迎。研修
充実。□申草加八潮医師会へ。☎928-87 
60

■越谷花火大会　7/30㊏19時～（小雨
決行）　会場は葛西用水中土手（中央
市民会館東側）　問（一社）同市観光
協会☎971-9002

■misato style 2016～真夏のjazz＆グ
ルメフェスタ～　8/6㊏12時～21時
（小雨決行）　会場はにおどり公園　
問同市観光協会事務局☎930-7721

■宝くじ文化公演　ミュージカル「眠
れる森の美女」　8/20㊏14時開演　会
場は田園ホール・エローラ　出演：折
井あゆみ、渡辺和貴ほか　大人1000円、
3歳～中学生500円（全席指定）　問同
ホール☎992-1001

■八潮の夏だ！夜市だ！盆踊り大会
だ！2016　7/29㊎・30㊏17時～20時
30分（小雨決行）　会場はやしお駅前
公園ほか　問同市観光協会☎951-0323

■吉川八坂祭り　7/16㊏13時～17時　
17㊐9時～21時　会場はいちょう通り、
芳川神社周辺　問同市観光協会☎982-
9697

子ども急病夜間クリニック
正看護師（臨時職員）を募集 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

■スポーツ吹矢体験会　7/5㊋・13㊌
中央公民館で　7/11㊊・26㊋瀬崎コミ
センで　いずれも9時～11時　初心者
向けの健康目的体験会　問下田☎080- 
5477-3719
■卓球と吹矢の体験会　7/6㊌13時～
15時　7/13㊌・21㊍・27㊌15時～17時
　市民体育館で　1回200円　□申石崎☎
935-7231
■ピアサポート「ママのわ」　7/8㊎
・15㊎10時～12時　中央公民館第1講
座室で　育児の悩みや不安を話し合い
たい保護者対象　参加費300円　問横
田☎090-4245-8217
■司法書士による法律相談会　7/8㊎
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　7/9㊏11時～
13時　柿木公民館で　初心者大歓迎　
用具は不要です　問山下☎931-7681
■スポーツ吹矢体験　7/9～30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
■抱っこでエクササイズ～ベビーダン
ス　7/12㊋11時15分～12時30分　市民
体育館軽体育室で　首の座った3か月
～2歳と保護者対象　定員10組　参加
費1000円　問亀山☎090-3326-9399
■不登校相談会　7/12㊋15時30分～16
時50分　草加市文化会館第2研修室で
　不登校に困っている生徒、保護者対
象　問国際高等学院☎932-5139
■初心者合気道体験会　7/13㊌17時～
19時　中央公民館で　運動のできる服
装で　水・タオル持参　参加費無料　ど
なたでも参加可能　問宇野☎924-9565

■子育てセミナー「子供を勉強好きに
するには～どう身につけさせる？子供
の集中力～」　7/14㊍10時～11時30分
　氷川コミセンで　参加費200円　問
家庭倫理の会櫻井☎090-6197-5842
■介護者サロン「らくだ」　7/15㊎　
わーくわっく草加で　「こもれび」　
7/28㊍　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
■60、70年代フォークソングミニコ
ンサート＆歌声喫茶　7/16㊏14時～16
時30分　新田西文化センターで　定員
30人　問アコースティックサウンドの
会吉田☎090-5394-2571
■ワンコインダンスパーティー　7/17
㊐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
■合気道体験会　7/17㊐15時～16時　
草加中柔道場で　小学生以上対象　駐
車場あり　問合気研究所小形☎090-22
00-1140
■夏休みカヌー教室　7/23㊏・24㊐7
時～9時　綾瀬川左岸第2ラグーンで　
カヌーの無料体験会　小学4年生以上
対象　定員5人　□申草加パドラーズ事
務局中島☎931-3844
■草彫会　7/23㊏～29㊎10時～18時
（23㊏は13時から、29㊎は16時まで）
　アコスギャラリーで　彫刻20点を展
示　問林部☎929-1255
■遺言書の書き方と終活を学ぼう　
7/23㊏10時～12時　草加市文化会館で
　定員15人　参加費無料　□申遺言相続
後見ネット☎946-5152
■遊馬町会夏まつり　7/23㊏14時～18
時（雨天時24㊐）　あずま幼稚園第2
グラウンドで　まちづくりワークショ
ップ・エレクトーン演奏・スイカ割り

・模擬店ほか　問蓮沼☎927-0651
■フリーダンスパーティー　7/24㊐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
■歴史学講座「再成塾」1930～40年
代王道楽土の理想に生きた満蒙開拓青
少年義勇軍の若者たち　7/24㊐13時30
分～16時30分　草加市文化会館で　問
小嶋☎090-1261-7366
■Jazzコンサート～サテンドール～　
7/24㊐13時開場13時30分開演　中央公
民館で　入場無料　ぜひ来てください
　問MNF Jazz Orchestra木村☎090-9
291-7773 
■草加中央吹奏楽団「第31回定期演奏
会」　7/30㊏17時開演　中央公民館ホ
ールで　曲目A・リード「第二組曲・
パンチネロ序曲」、大東京音頭、ブラ
ジルほか　問浜田☎090-3373-4232
■料理教室　中国東北地方－家庭料理
　7/31㊐10時～14時　中央公民館調理
室で　講師は高橋京子　参加費1500円
（材料費込み）　□申中国大好きサーク
ル森田☎972-5738
■富士登山　7/31㊐～8/1㊊　中学生
以上対象　参加費1万5000円（高校生
以下1万円）　希望者は参加費持参で
7/9㊏17時30分から草加市文化会館で
の説明会へ　問谷古宇☎090-4055-3002
■講演会「日韓合意と日本軍『慰安
婦』問題」　8/7㊐14時～16時30分　
草加市文化会館で　講師：大森典子さ
ん（弁護士）　問山内☎080-6517-2396
■サマーダンスパーティー　7/31㊐　
開場11時30分開演12時　谷塚文化セン
ター3階で　参加費2000円　問サーク
ルダンスニューロマンス斉藤☎924-36 
82

㈲寺島管工設備
三栄工業㈱
㈱今泉水道
㈲駒崎設備
㈲石田水道

柳島町193-5
苗塚町55-4
谷塚上町483-3
氷川町818-3
吉町1-5-12

☎925-4566
☎925-7384
☎927-1010
☎924-4136
☎922-2736

7/  9㊏
   10㊐
   16㊏
   17㊐
   18㊗

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

7/10㊐

7/17㊐

7/18㊗

内科

外科

内科

外科

内科

外科

歯科

ハーモネスタワークリニック

金子医院

草加循環器クリニック

草加松原整形外科

神谷医院

正務医院

片井歯科医院

松原1-1-6 3Ｆ

稲荷3-13-23

氷川町2131-6

松江2-3-50

吉町3-1-3

青柳5-12-13

氷川町2134-2

☎942-7111

☎936-3636

☎927-4811

☎935-4838

☎922-2616

☎936-7422

☎928-1170

　月　日　 診療科 当番医名 住　所 電話番号

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
㊐、㊗、年末年始9時～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。休日当番医

QRコード



問交通対策課☎922-16415922-3041

6月かどまちごとでき

　市内に拠点をもつコナミスポーツクラブ体操競技部の選手が出
場する男子体操種目の決勝をリアルタイムで応援しましょう。
■開催日　団体　8月9日㈫　個人総合　8月11日㈷
■会　場　草加市文化会館

　草加市にゆかりのあるオリンピック出場
選手、神白（旧姓飯田）高子さん（バレー
ボール金メダリスト）の関連グッズ、記念
品などの展示や、競技用車いすの展示を始
めとしたパラリンピックの紹介をします。
■日時　8月31日㈬まで
■会場　記念体育館

　スタンプを集めて応援メッセージを提出す
ると、パリポリくんバスグッズがもらえます。
■参加方法　
①スタンプ設置場所で台紙を入手　②スタン
プ設置場所で5個とバス運転士からのスタン
プを1個集める　③選手への応援メッセージ
を台紙に書く　④物産・観光情報センターま
たは中央図書館2階事務室へメッセージを提
出しグッズをもらう。

　12日、獨協大学で「国際交流フェスティバル　草加国際村一番
地」が草加市国際交流協会の主催で開催されました。
　今年の来場者は約6000人。会場には約31か国の人々と交流できる
様々なコーナーがあり、世界各国のグルメや民芸品などを楽しみに、
学生や多くの親子連れが訪れていました。
　また、学生食堂に設置されたステージでは各国の音楽や民族舞踊
が披露され、観客も加わって楽しく踊るプログラムや、草加高校書
道部による書道パフォーマンスも大変好評でした。

パリポリくんバスでめぐるスタンプラリー

「身近なオリンピック・
 　　　  パラリンピック」

　リオデジャネイロの会場へ送られる国旗に応援メッセージを書
き込むことができます。
■日時　7月23日㈯午後4時から（スペースがなくなり次第終了）
■会場　よさこいサンバフェスティバルの会場（草加駅西口）

リオまで届く国旗応援メッセージ

　1階の市民活動センター、2階の谷塚児童センター、3階の青少年
交流センターが合同で世代間の交流を
深める第10回交流サマーフェスティバ
ルを開催します。
■日時　7月30日㈯午前10時～午後3時
■会場　市民交流活動センター
■内容　ものづくり体験、すいか割り、
　　　　幼児・小学生あそびと工作、
　　　　プラネタリウム、バザー・模
　　　　擬店ほか

世代間
交流の

輪を広げ
よう世代間

交流の

輪を広げ
よう 交流サマーフェスティバル交流サマーフェスティバル

持ち物講　座　名 時  間開催日

7/29㈮

7/30㈯

8/4㈭

8/6㈯

8/20㈯

8/21㈰

8/27㈯

9/3㈯

9/11㈰

定員 金額

勤労青少年ホーム夏期講座

7/21木～8/31水7/21木～8/31水

自彊術体操

たのしいおこと

HIP HOP DANCE（※）

親子で書道をたのしもう！（※）

紙バンドで作る眼鏡立て

体験してみよう！スポーツ吹き矢（※）

歌友ハーモニー（ボイストレーニング）

紫外線に負けない美肌づくりレッスン

メディカル・アロマ（虫よけスプレー講座）

バスタオル

琴爪（持っている人だけ）

動きやすい服、飲み物、
運動靴、タオル

書道用具（墨液、半紙、
書初め手本、新聞紙、雑巾）

筆記用具 

 

 

フェイスタオル

 

9時30分～11時

15時30分～17時30分

15時30分～17時30分

15時30分～17時

13時～15時

10時～12時

14時～16時

10時～11時30分

10時～11時30分

5人

8人

20人

25人

8人

15人

15人

10人

10人

100円

500円

200円

300円

400円

100円

100円

500円

500円

施設名 最寄りバス停

物産・観光
情報センター 草加駅西口南

西
ル
ー
ト

1

瀬崎コミセン 瀬崎中央2
市民活動センター 谷塚小入口3
ふれあいの里 ふれあいの里4
新里文化センター 新里文化センター5

施設名 最寄りバス停

中央図書館（3階） 松原団地駅東口または松原西口公園北
東
ル
ー
ト

1

草加市文化会館 草加市文化会館前2
川柳文化センター 川柳文化センター3
そうか公園 そうか公園4
市民温水プール 市民温水プール入口5

特別展示特別展示

パブリックビューイング（男子団体決勝）（男子個人総合決勝）

中学生以上対象。（※）は親同伴で小学生も可。

□7/6㈬から勤労青少年ホームへ。☎928-5550申問市民活動センター☎920-35805925-1872

　演奏活動45周年を迎える太鼓奏者の林英哲や、ソーラン節で一世
を風

ふ
　

　う

靡
び

した民謡歌手の伊藤多喜雄、国内のみならず国外でも評価の
高い津軽三味線奏者の木乃下真市など6組が出演します。
　司会には、ロックから邦楽まで、幅
広い音楽の知識で世界的に活躍するピ
ーター・バラカンと、日本唯一の専門
誌「邦楽ジャーナル」の編集長である
田中隆文を迎え、邦楽についてより楽
しく鑑賞することができます。
■日時　9月10日㈯午後2時開演
■会場　草加市文化会館
■料金　Ｓ席5000円、Ａ席4000円、Ｂ
　　　　席3000円（全席指定、未就学
　　　　児不可）
　チケットは、草加市文化会館ほかプ
レイガイドで。

日本の響 草加の陣日本の響 草加の陣

問草加市文化会館☎931-93255936-4690
～邦楽のパイオニア達の共演～

■スタンプ設置場所　

問スポーツ振興課☎922-28615922-3172

異文化を楽しく体験！

市内に拠点をもつコナミスポーツクラブ
体操競技部の4選手への応援に参加して、
草加市からオリンピックムードを盛り上げよう！

市内に拠点をもつコナミスポーツクラブ
体操競技部の4選手への応援に参加して、
草加市からオリンピックムードを盛り上げよう！

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7月5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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