
折り込んである「そうか教育だより」は、抜いて読んでください。

　松原団地駅は、当時“東洋最大規模のマンモス団地”と言わ
れた松原団地の最寄駅として、1962年12月1日に開業しま
した。1964年には獨協大学が開学し、各種文化施設も整備
され、文化都市として発展してきました。
　
　今、時代の流れとともに地域の様相は昔と大きく変わり
つつあります。独立行政法人都市再生機構（UR）による松原
団地の建て替えや市街地の整備が進んでいます。また、
2014年3月には旧日光街道の「草加松原」が国指定の名勝
地“おくのほそ道の風景地”となりました。このような変化を
背景に、草加商工会議所を中心とする「松原団地駅名変更
協議会」が設立され、今年2月に市及び同協議会の連名で東
武鉄道㈱に対し、「松原団地」の駅名を「獨協大学前＜草
加松原＞」に変更して欲しい旨の要望書を提出しました。

　東武鉄道㈱としても、開学以降、地域と歴史を重ねてき
た獨協大学を駅名とすることで、「大学のあるまち」を想
起させ、地域のイメージアップが図れるとともに、副駅名
として国指定の名勝地「草加松原」を採用することで、観
光地としてのＰＲにもつながることから、来年春に駅名が
改称されることになりました。

松原団地駅建設中（1962年） 松原団地建設中（1962年） 松原団地祭（年代不明）

松原団地祭（1964年） さかえ保育園（1973年） 松原団地大公園（1970年）

２０１７年春、「松原団地駅」は２０１７年春、「松原団地駅」は

〈 草加松原 〉
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■6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）

1階

3階

閉鎖箇所

■本庁舎1・3階フロア案内図

　空調改修工事に伴い、西棟5階の情報推進課、危機管理課を除き、
市役所西棟を平成29年1月中旬までの間、閉鎖します。これに伴い、
市役所本庁舎1・3階の窓口（課）の場所が変更となります。ご不便
をおかけしますが、皆様のご協力をお願いします。なお、本庁舎2
階の窓口（課）に変更はありません。

　「快適都市－草加－」の実現に向け、様々な課題に自ら進んで
取り組む意欲ある人材を募集します。
　職種、受験資格、採用予定人数は下表のとおり。
■採用予定日
　平成29年4月1日付け採用　
■第1次試験
　日時　9月18日㈰午前9時30分～（G・Mは午後1時～）
　会場　獨協大学
　内容　一般教養（G・Mを除く全職種）、専門試験（A・D・G・
　　　　H・L・Mのみ）、論文（C・F・Jは作文）
■申し込み受付期間・会場
　日時　8月13日㈯～15日㈪　午前9時～午後5時
　会場　市役所本庁舎3階旧第2委員会室
　　　　※代理持参可・郵送不可　
■募集要項等の配布
　募集要項と採用試験申込書は、市役所総合案内、職員課、各サ
ービスセンター、中央図書館、市立病院で配布しています。また、
市ホームページからも入手できます。募集要項の郵送を希望する
場合は問い合わせを。ただし、郵送による受験申し込みはできま
せん。

本庁舎（本庁舎・別館）

西棟

第二庁舎

日曜・水曜夜間窓口：市民課・納税課・保険年金課・子育て支援課

NTTビル（仮庁舎）

FTビル
仮庁舎

5階
4階
3階
2階
1階

都市計画課、みどり公園課
開発指導課、建築指導課
河川課、道路課
建設管理課、維持補修課
仮庁舎入口

臨時福祉給付金室（青木ビル2階）
資産活用課（ドームヨシタケⅠ2階）
環境課（ドームヨシタケⅠ3階)
職員課（高梨ビル2階）
工事検査課（浜野鉄工ビル2階）
選挙管理委員会（浜野鉄工ビル3階）

監査委員事務局、市民相談室、旧第1～4委員会室、教育委員会会議室、入札室

危機管理課、情報推進課

第1～3委員会室  
議場、議会事務局  
市民税課、資産税課、納税課  
長寿支援課、介護保険課、障がい福祉課、保険年金課（後期高齢者・重心医
療室）、子育て支援課、子ども育成課、保育課、プチみっけ
市民課・パスポートコーナー、会計課、埼玉りそな銀行草加支店派出所（市
金庫）、ATM

5階
4階
3階

2階

1階

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

3階

2階

1階

1階

5階

秘書課、広報課、広聴相談課、総合政策課、地域経営室、人権共生課、みん
なでまちづくり課、産業振興課、文化観光課、スポーツ振興課、交通対策課、
くらし安全課
財政課、公共建築課（庁舎建設室）、庶務課（マイナンバー推進室）、契約
課、教育委員会（総務企画課、学務課、指導課、子ども教育連携推進室、生
涯学習課）、個人番号カード交付臨時窓口、臨時福祉給付金受付窓口、国際
相談コーナー、情報コーナー
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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）

日曜・水曜夜間窓口は、
第二庁舎で開設しています。

職種 受験資格等

事務

土木技師
（新卒者等
対象）

土木技師
（社会人経験
者等対象）

建築技師
（新卒者等
対象）

建築技師（一級
建築士対象）
保育士（新卒
者等対象）

保育士
（保育業務等
経験者対象）

保健師

看護師

栄養士

現業

調理士

事務（身体
障がい者
対象）

試験
区分

採用予定
人数

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

大学卒

短大卒

高校卒

大学卒

短大卒

高校卒

大学卒

短大卒

高校卒

30人
程度

10人
程度

5人
程度

若干名

若干名

若干名

若干名

若干名

若干名

若干名

平成2年4月2日以降生まれ。学校教育法による大学
以上を卒業または平成29年3月までに卒業見込み。
平成5年4月2日以降生まれ。学校教育法による短期
大学を卒業または平成29年3月までに卒業見込み。
平成7年4月2日以降生まれ。学校教育法による高等
学校を卒業または平成29年3月までに卒業見込み。
平成2年4月2日以降生まれ。学校教育法による大学
以上を卒業または平成29年3月までに卒業見込み。
平成5年4月2日以降生まれ。学校教育法による短期
大学を卒業または平成29年3月までに卒業見込み。
平成7年4月2日以降生まれ。学校教育法による高等
学校を卒業または平成29年3月までに卒業見込み。

平成2年4月2日以降生まれ。学校教育法による大学
以上を卒業または平成29年3月までに卒業見込み。
平成5年4月2日以降生まれ。学校教育法による短期
大学を卒業または平成29年3月までに卒業見込み。
平成7年4月2日以降生まれ。学校教育法による高等
学校を卒業または平成29年3月までに卒業見込み。

昭和57年4月2日～平成7年4月1日生まれ。学校教育法によ
る高等学校以上を卒業した者。（※試験区分ＤまたはＥに該
当するときは、試験区分Ｇでの受験はできません。）

昭和57年4月2日以降生まれ。試験申込時において、一級建
築士免許を所有。

昭和46年4月2日以降生まれ。試験申込時において保健師免
許を所有または平成29年3月までに取得見込み。

昭和46年4月2日以降生まれ。試験申込時において、看護師
免許を所有。※配属先は保育園を予定。ただし、入所後に
他施設への人事異動もあり。

昭和46年4月2日以降生まれ。試験申込時において、栄養士
免許を所有。※配属先は保育園を予定。ただし、入所後に他
施設への人事異動もあり。

昭和46年4月2日～平成10年4月1日生まれ。学校教育法に
よる高等学校以上を卒業し、試験申込時において、普通自動
車運転免許を所有。（ただし、オートマチック車限定は不
可）

昭和46年4月2日以降生まれ。試験申込時において、調理師
免許を所有かつ免許取得後調理師としての職務経験を平成28
年8月1日現在で3年以上有する人。

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。
②学校教育法による高等学校以上を卒業または平成29年3月
までに卒業見込み。
③身体障害者手帳の交付を受けている。
④自力により通勤が可能で、かつ介護を必要とせず、事務職
として職務遂行が可能。
⑤活字印刷文による出題に対応できる。

平成2年4月2日以降生まれ。試験申込時において保育士資格
を所有または平成29年3月までに取得見込み。
昭和46年4月2日～平成2年4月1日生まれ。試験申込時にお
いて、保育士の資格を所有かつ資格取得後保育士または幼稚
園教諭（講師）としての職務経験を平成28年8月1日現在で5
年以上有する人。

G

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

P

Ｑ

Ｒ

Ｓ

Ｈ

Ｉ

Ｊ

1

1

2

3

84

5

7

6

※1～4階は空調改修工事のため閉鎖

西棟空調改修工事に伴い
市役所本庁舎の
窓口（課）が変更
問資産活用課☎922-17985924-3739

問職員課☎922-09835922-3098

フロア案内のない第
二庁舎やFTビル、上下
水道部等の庁舎の窓
口（課）に変更はありま
せん。

平成28年度
市役所新規採用職員を募集

② 2016年7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23.5／最小値0.7（花栗中学校内）　○給食の放射性物質の検出なし

　次の要件に該当し、手当を受けていない人は申請してください。
既に児童扶養手当・特別児童扶養手当を受給している人には7月下
旬に現況届の通知を送付しますので、受付期間内に手続きしてくだ
さい。手続きをしないと8月分以降の手当が受給できなくなります。

◆児童扶養手当
■対象者　平成27年中の所得が所得制限額未満（表1）で、次の6
つの要件のいずれかに該当する子ども（18歳になった年の年度末ま
での子どもと、20歳未満で一定の障がいのある子ども）を養育して
いる保護者。また、子どもが2人以上いるひとり親家庭の経済的支
援のため、平成28年8月分から、所得に応じて第2子と第3子以降の
加算額が変更されます（表2）。この変更は12月の定期支払月から
です。
①父母の離婚や死亡
（生死不明を含む）な
どにより父または母あ
るいは父母と生計を同
じくしていない
②父または母に一定の
障がいがある
③父または母から1年
以上遺棄されている
④父または母が法令
により1年以上拘禁
されている
⑤母が未婚で出生し
た
⑥父または母が配偶
者からの暴力（DV）
で裁判所から保護命
令を受けている
■児童扶養手当が
受けられない人
①申請者や子どもの住所が国内にない
②子どもが里親に委託されている
③子どもが児童福祉施設等に入所している
④子どもが少年院・少年鑑別所に収容されている
⑤婚姻の届出はしていないが、異性からの頻繁な訪問や、経済的援
助（生活費の補助など）を受けるなど、事実上の婚姻関係がある
⑥直近の支給要件該当日が平成10年3月31日以前である
■現況届の受付　8月1日㈪～5日㈮、10日㈬午前9時～午後6時
　　　　　　　　（8月3日㈬、10日㈬は午後8時まで）　
　　　　　　　　第2庁舎2階会議室へ。郵送不可。  

◆特別児童扶養手当 
■対象者　精神または身体
に一定の障がいのある20歳
未満の子どもを養育してい
る保護者で平成27年中の所
得が所得制限額未満の人
（表3）
■支給額（月額）　
　障がいの状態
　1級の子ども1人当たり5万1500円
　2級の子ども1人当たり3万4300円 
■現況届の受付　8月5日㈮～12日㈮午前8時30分～午後5時（土・
　　　　　　　　日・祝日除く）に子育て支援課へ。郵送可。

　7月10日、参議院議員通常選
挙（埼玉県選出議員・比例代表
選出議員）の投票が行われまし
た。
　18・19歳の新たな有権者4777
人が加わった市内の当日有権者
数は20万2402人で、投票率は
49.97%でした。投票率は平成25
年7月の参議院議員通常選挙と
比較し、0.29ポイント上回りま
した。草加市の比例代表選出議
員選挙の投票結果（候補者名の
投票を含む）は、表1のとおり
です。
　また、埼玉県選出議員選挙の
投票結果（敬称略・県得票順・
○印が当選者）は、表2のとお
りです。

　市の審議会等を傍聴できます。い
ずれも定員5人（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〉
…8月4日㈭午後2時～　保健センター2階予防健診室で
■国民健康保険運営協議会〈保険年金課☎922-15925922-3178〉
…8月10日㈬午後1時30分～　保健センター2階予防健診室で

○
○
○

問子育て支援課　
　児童扶養手当☎922-14765922-3274
　特別児童扶養手当☎922-14835922-3274

■表1　児童扶養手当の所得制限額

■表2　児童扶養手当の支給額

■表3　特別児童扶養手当の所得制限額

全部支給
19万円
57万円
95万円
133万円
171万円

一部支給
192万円
230万円
268万円
306万円
344万円

236万円
274万円
312万円
350万円
388万円

0人
1人
2人
3人
4人

1人

2人

3人
以上

扶養
人数

児童
人数

平成28年8月分から

全部支給

4万2330円 4万2330円4万2320円
～9990円

4万2320円
～9990円

9990円～
5000円を
加算

5000円を加算

1人につき3000円を加算

1人につき
5990円～
3000円を
加算

1万円を加算

1人につき
6000円を
加算

一部支給 全部支給 一部支給

平成28年7月分まで

父、母または養育者 配偶者・扶養義務者
・孤児等の養育者

※5人目以降は、扶養1人につき38万円を加算

扶養人数

0人

1人

2人

3人

請求者（本人）

459万6000円

497万6000円

535万6000円

573万6000円

配偶者・扶養義務者

628万7000円

653万6000円

674万9000円

696万2000円

■表1　比例代表選出議員選挙の
　　　   投票結果（草加市）

■表2　埼玉県選出議員選挙の投票結果 (　 )内は草加市

政党名

自由民主党

民進党

公明党

日本共産党

おおさか維新の会

社会民主党

新党改革

支持政党なし

国民怒りの声

幸福実現党

3万  605.356票

1万7845.143票

1万7633.014票

1万4530.265票

7822.685票

2415票

2088票

1506.461票

1269.368票

1206票

934.695票

536票

  候補者名

関口  まさかず

大野　もとひろ

西田　まこと

伊藤　岳

沢田　良

佐々木　知子

小島　一郎

　　　　　政党名

自由民主党

民進党

公明党

日本共産党

おおさか維新の会

日本のこころを大切にする党

幸福実現党

投票数　　　　　

89万8827票（2万8464票）

67万6828票（1万9080票）

64万2597票（2万1800票）

48万6778票（1万6505票）

22万8472票（     8264票）

11万8030票（     3914票）

2万7283票（       854票）

投票数

問選挙管理委員会☎922-24905927-7693

草加市の投票率は49.97％でした。

参議院議員
通常選挙結果

生活の党と山本太郎と
なかまたち

日本のこころを大切に
する党

審議会等の
開催日程

児童扶養手当、
特別児童扶養手当を支給

　学校の夏休みの時期は、自転
車での駅周辺の利用が多くなり
ます。電車で出かけたり、駅周
辺で買い物をしたりする場合は、
必ず駐輪場を利用しましょう。
また、駅に近い駐輪場は満車に
なりやすく、長時間駐輪すると
料金が高くなる場合もあります
ので注意してください。なお、
駅から概ね500m以内は自転車の放置禁止区域となっており、1時間
以上の路上等公共の場所への駐輪は放置自転車として撤去の対象と
なります。各駅周辺の駐輪場は市ホームページで確認できます。

夏休み中も自転車は駐輪場へ
路上駐輪は撤去の対象となります
問交通対策課
　☎922-16855922-3041

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③2016年7月20日号市政情報



④ 2016年7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。

17㊌9時～12時　全2回　ハイジの白パ
ンほか　高校生以上対象　定員12人　
エプロン・三角布・台布きん2枚・45
㍑ビニール袋1枚持参　□申参加費1000
円を添えて前日までに同館へ
▼放課後クラブ　8/4㊍17時～18時…
卓球・8/8㊊16時～17時…将棋・8/16
㊋17時～18時…スポーツ吹矢・8/18㊍
・25㊍16時30分～17時…HIPHOP　小
学生（保護者同伴）対象　上履き持参
▼夏休み紙芝居劇場　8/29㊊10時30分
～11時15分　「こぎつねこんきちとカ
ッパようかい」ほか、13時～13時45分
　「きたかぜのくれたテーブルかけ」
ほか　就園児～小学生（保護者同伴）
対象
▼花嫁・花婿修行教室　9/7～21の㊌
15時～17時　魚をさばいて美味しい天
ぷらを揚げようほか　成人対象　定員
20人　参加費1回1000円　エプロン・
三角布・布きん・持ち帰り用容器持参

▼すくすくクラブ　7/26㊋10時～12時
　手遊び・読み聞かせ　乳幼児と保護
者対象
▼朗読公演「戦争と平和を語りつぐ」
　8/6㊏13時30分開演　「すみれ島」
「おむつ」「ヒロシマの歌」ほか
▼谷塚元気ひろば　8/22㊊10時～13時
　調理実習（夏カレーほか）　60歳以
上対象　定員30人　参加費500円　エ
プロン・三角布・布きん持参

▼美味しい野菜とハーブのお料理教室
　8/31㊌10時～13時　成人対象　定員
16人　参加費1000円　王様トマトカレ
ー・ごぼうのかりんとう　エプロン・
三角布・布きん持参
▼英語でアクティビティ講座　9/9・
23、10/7・28、11/11・25の㊎10時30
分～11時30分　全6回　2歳～未就園児
と保護者対象　定員18組　参加費1組
1000円

▼ロビー　天体写真展…7/30㊏～8/14
㊐　書道展…8/17㊌～29㊊
▼おもちゃ病院　8/19㊎10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
▼英語でベビーサイン　9/2・16・
30、10/21、11/4・18の㊎10時30分～
11時30分　全6回　0～2歳児と保護者、
妊婦対象　定員20組　参加費500円

▼ママといっしょにおはなし会　7/25
㊊10時30分～11時　読み聞かせほか　
乳幼児と保護者対象
▼おもちゃ病院　8/1㊊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」　
8/1㊊10時～12時　手遊び・リズム体
操ほか　乳幼児と保護者対象
▼はじめてのパン作り教室　8/3㊌・

▼こころを結ぶ光のひろば　8/2㊋10
時～12時　視覚障がいに関する相談コ
ーナーほか
▼パーカッションコンサート　8/5㊎
12時～12時50分　出演はパーカッショ
ニストの竹花真弓さん・赤羽一則さん
・パーカッション講座受講生ほか
▼にじいろタイム　8/19㊎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」
　8/19㊎13時30分～　胎教と友だちづ
くり　初妊婦対象
▼SKTスポーツ吹矢体験講座　9/7～
21の㊌13時～17時　全3回　定員25人
　参加費500円
▼文学講座（西行・芭蕉・良寛の世
界）　9/9～12/9の㊎14時～16時　全7
回　講師は作家の松本孝さん　成人対
象　定員40人

▼おもちゃ病院　8/26㊎10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで

5922-3498
定員のあるものは7/21㊍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）。
8面に夏休みイベントを掲載

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
　蚊を介するデング熱等の感染症を防
ぐための注意・協力をお願いします。
●蚊を増やさない　蚊は、植木鉢の受
け皿や容器に溜まった雨水などの小さ
な水たまりから発生します。日ごろか
ら住まいの周囲の清掃を心がけましょ
う。
●蚊に刺されない　屋外で活動する際
は、長袖シャツ・長ズボンを着用し、
虫よけ剤などを使用しましょう。屋内
では扉の開閉を減らし、殺虫剤で駆除
しましょう。ジカウイルス感染症は、
胎児の小頭症との関連が指摘されてい
ます。妊娠している人で流行地域へ渡
航の場合はより一層の注意の徹底を。
問保健センター☎922-02005922-1516

蚊を介する感染症の予防対策
～蚊を増やさない・蚊に刺されない～

　8/18㊍までに取り替えます。瀬崎、
谷塚、谷塚町、谷塚上町、谷塚仲町、
両新田西町、両新田東町、柳島町、遊
馬町、新里町対象。上下水道部から通
知配布後、身分証明書を携帯した指定
の工事業者が取り替えに伺います。給
水装置に異常が見つかった場合の修理
費用は個人負担です。問水道営業課☎
927-22205927-1561

水道メーターの取り替え

・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

8/6㊏ 18時30分からそうか公園で草加市民納涼大花火大会

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

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

みっけ通信・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・
市内の育児情報を紹介しています。みっけ（子育て支援センター）、
プチみっけ（市役所第2庁舎）にも気軽にお立ち寄りください

児童館・児童センターで遊ぼう♪

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

　新栄児童センター・住吉児童館・氷川
児童センター・谷塚児童センターの4館
と、わくわくタウン松原(※)には乳幼児～
小・中学生、ママパパ向けなどたくさん
のプログラムがあり、広報そうか20日号

HOME＞行きたい＞交流・遊び場＞草加市、公共施設などの事業
HOME＞ぼっくるん隊＞こそだてサポート＞児童センター・児童館へ遊びに行こう !(^^)!

「ぼっくるん」トップページ８月からリニューアル

夏のおでかけ　５つの注意ポイント

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
子育て支援コーディネーターの

子育てちょこっとヒント

ママと一緒♥　幼児のひろば

真剣！プラバン靴べら
小学生の父の日製作

でお知らせしています。気になるプログラムを見
つけたらおでかけしませんか。自分が住む地域以
外でも18歳まで利用できますよ。
【利用時間】10時～18時（小学生は夕焼けチャ
イムまで）
※旧松原児童館のプログラムの企画等をする事務
局。プログラムは近隣施設で開催します。

暑さ　熱中症等に注意！日よけをしっかり。地面近く
に座るベビーカーや抱っこ紐では通気のよい
メッシュ素材や保冷剤を適度に使うと気持ちよ
く過ごせます。

UV　赤ちゃんの肌は大人よりも紫外線の影響を強く受けます。帽
子は必ず。ベビー用のＵＶクリームも。

水分補給　普段以上に体の水分が失われる夏場に怖いのは脱水症。
喉が渇く前に水分補給を心掛けましょう。

冷房　バス・電車や外出先では想像以上に冷房が効いていること
があります。スカーフや薄手のバスタオルを持ち歩くと日
よけ代わりに使える事もあるので一石二鳥♪

虫さされ　虫さされのかゆさをがまんできずにかき
むしり、とびひになったりすることもあ
ります。刺されやすい子は虫除けと虫さ
されの薬を携帯しておくといいですね。

より見やすく、分かりやすくなります♪
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　7/23㊏・24㊐の開催時間中、「草加
駅西口」バス停は、利用できません。
なお、草加駅（西口）入口交差点付近
に臨時バス停を設置します。問交通対
策課☎922-16415922-3041

　10/21㊎～29㊏までアコスホールで
開催される草加市美術展の作品を募集
します。16歳以上の在住・在勤・在学
者対象。募集部門は日本画、洋画、彫
刻、工芸、書、写真の6部門。搬入は
10/8㊏、9㊐の10時30分～17時。出品
審査料は1部門1000円。応募要項は文
化観光課・公民館等で配布します。□申
作品に出品票と出品審査料を添えて搬
入日にアコス会議室へ。問文化観光課
☎922-29685922-3406

　長期優良住宅認定制度は、認定を受
ける際に作成された維持保全計画に従
って点検・修繕を行い、その状況に関
する記録を作成・保存することが法律
で義務付けられています。そこで、平
成22年度に認定した長期優良住宅から
無作為に抽出した住宅を対象に、維持
保全状況に関する調査を実施します。
調査対象住宅の建築主宛てに報告依頼
文を8月上旬に郵送します。詳細は、

以外の○丁目と表示されている区域）
で建物等を新築・改築した場合は、条
例の規定により住居表示のための届け
出が必要です。届け出後、住居表示の
付定通知書と住居番号表示板を交付し
ます。また、住居表示区域内で近隣宅
と同じ住居番号（同じ住所）での、誤
配等の不便が生じている場合は、住居
番号変更申請をして、枝番号を使用す
ることができます。なお、変更に伴う
登記等の諸費用は個人負担となります。
問建築指導課☎922-19495922-3148

　住居表示区域内（長栄・新栄・清門

よさこいサンバフェスティバルに伴い
バス停の一部を休止します

住居表示区域内の新築・建て替え時
住居表示の届け出を

認定長期優良住宅の維持保全状況等
に関する調査を実施

身体障がい者を対象とした
県職員採用選考

夏のボランティアスクール「川で
自転車さらっちゃおう！大作戦」

草加市美術展作品募集

　県交通安全対策協議会では、18歳以
下で、保護者が交通事故で死亡または
重い障がいを負った交通遺児等を対象
に援護一時金を給付しています。平成
27年4/1以降に交通遺児等になった人
対象。給付額は子ども1人につき10万
円で1回のみ。支給は11月または5月。
□申交通対策課や学校で配布する申請書
類に記入し、みずほ信託銀行浦和支店
へ。問県防犯・交通安全課☎048-830- 
2958

　受験資格は、県内在住の昭和61年
4/2～平成11年4/1生まれのもので、身
体障害者手帳（1～6級）を有する人。
募集は一般事務12人。□申9/9㊎までに
県人事委員会事務局（さいたま市）、
県内各地域振興センターなどで配布す
る受験案内の申込書に必要事項を記載

交通遺児等に援護金を支給

　市の地場産業、せんべい・皮革の体
験会を7/23㊏10時～16時。会場は伝統
産業展示室「ぱりっせ」。せんべい手
焼き体験1回500円（要予約）。レザー
クラフト体験（革の動物アクセサリー
づくり）1回500円。□申ぱりっせへ。☎
5931-1970

　8/4㊍12時30分新栄小集合（小雨決
行）。新栄町団地付近の綾瀬川約2㌔
を歩きながら、河川敷の清掃、川に投
棄された自転車や粗大ごみを引き上げ
るなどの清掃作業を行います。FSCサ
ルベージ協会、獨協大学Decoと市の
共催。高校生以上対象。□申8/2㊋まで
に環境課へ。☎922-15195922-1030

せんべい手焼き＆レザークラフト体験

市のホームページで確認できます。問
建築指導課☎922-19495922-3148

し、同事務局任用審査課へ。☎048-82 
2-8181

●わくわくリビング　7/21㊍～8/10㊌（8/2㊋を除
く）、8/18㊍～26㊎の平日10時～13時30分　会場は
コンフォール松原12号棟集会所または19号棟集会所　
宿題したり、遊んだり、まったりしたり自由　就園児
（保護者同伴）～高年者対象　昼食持参可
●読み聞かせ「たんぽぽ」　7/21、8/4・18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
●わくわく広場　7/21㊍～8/9㊋、8/18㊍～26㊎（㊌、
8/2㊋を除く）の平日15時～17時30分　会場は㊊㊎中
央図書館・㊋㊍コンフォール松原19号棟　子どもの遊
び場　就園児（保護者同伴）～小学生対象
●夏祭りお手伝い隊募集　7/21㊍～8/10㊌（2㊋を除
く）、8/18㊍・19㊎の平日10時～12時　会場はコン
フォール松原12号棟　夏祭りの準備　小学生以上対象
　夏祭り（当日）スタッフ募集　8/20㊏11時集合16時
30分解散　小学生以上対象　
□申8/10㊌までにわくわくリビングかわくわく広場窓口
へ　
●わくわくタウン夏祭り　8/20㊏11時30分～15時30
分　会場はコンフォール松原12号棟　ゲーム・模擬店
・工作ほか
●おもちゃ病院　8/19㊎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

●手芸　7/24㊐13時30分～16時　ビーズ・アクセサ
リー　幼児（保護者同伴）以上対象
●わくわく理科実験「水と遊ぼう」　7/31㊐13時30分
～15時　年長（保護者同伴）以上対象　定員15人
●おもちゃ病院　8/4㊍13時～15時　おもちゃの無料
修理　部品代実費　1人2点まで

●パパサロン・リズム＆ストレッチ　8/6㊏11時～
12時　0～3歳の乳幼児と保護者対象　定員15組
●ウォーター・アドベンチャー　8/8㊊13時30分～、
14時30分～　水鉄砲でアドベンチャーゲーム　幼児
（保護者同伴）～小学生対象
●お化け屋敷工房（お化け屋敷の準備）　8/15㊊～
19㊎13時30分～15時30分　小学生以上対象　お化
け屋敷　8/20㊏13時30分～16時30分　幼児(保護者
同伴）以上
●ママのためのリラックスヨガ　8/18㊍16時～16時
40分　0～3歳の乳幼児と保護者対象　定員15組
●野外クッキング　8/28㊐11時～13時　流しそうめ
ん　幼児・小学生と家族対象　定員10家族　参加費
1人200円
●なかまほいく　9/5㊊～11/21㊊（㊗を除く）10
時15分～12時15分　全10回　親子・子ども同士・
ママだけの時間を楽しみましょう　6か月～3歳未満
の乳幼児と保護者対象　定員12組　参加費1000円
（保険代・教材費込み）

●マンカラ・オセロ大会　8/1㊊14時～　トーナメ
ント戦　小学生対象
●親子で作ろう　8/5㊎・26㊎10時30分～　ヤクル
トの容器で笛　幼児と保護者対象
●ガガ大会とおやつ会　8/6㊏14時～　小学生～中
学生対象
●ふれあいブルーベリー摘み　8/7㊐10時30分わい
わいふぁーむ集合（氷川町296）　幼児（保護者同
伴）～高年者対象　定員30人　参加費500円
●ともだち文庫の「おはなしポケット」　8/8㊊11
時～　読み聞かせほか　乳幼児と保護者対象
●スライムで遊ぼう　8/18㊍10時～、14時～　小学
生対象　定員各10人
●貯金箱を作ろう　ぱっくん貯金箱　8/19㊎　太鼓

貯金箱　8/22㊊　ＵＦＯ貯金箱　8/23㊋　小学生対象
　定員各日15人　いずれも10時～、14時～

●作って遊ぼう！すみよしランド　8/6㊏10時～12時
　ゲーム・工作コーナー　参加費10～50円　幼児（保
護者同伴）～高年者対象
●オセロ大会　8/8㊊　マンカラ大会　8/9㊋　いずれ
も13時30分～　小学生対象
●ふれあいパンづくり　8/20㊏10時～12時　小学生～
高年者対象　定員15人　参加費300円
●おもちゃ病院　8/20㊏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
●夏休み工作　8/22㊊・23㊋10時30分～、13時30分
～　がい骨貯金箱　小学生対象　定員各5人

●マンカラ大会　7/21㊍　オセロ大会　8/4㊍　いず
れも14時～　小学生対象
●流しそうめん会　7/22㊎12時～　幼児（保護者同
伴）・高年者対象、12時30分～　小学生～高校生対象
　箸・お椀持参
●ふれあい囲碁・
将棋教室　7/23㊏
14時～15時　幼児
（保護者同伴）～
高年者対象
●水鉄砲で遊ぼう
　7/27㊌14時～　
幼児（保護者同伴）～小学生対象　水鉄砲・着替え持参
●ふれあい切り絵教室　8/5㊎10時30分～11時30分　
はさみを使える幼児（保護者同伴）～高年者対象　定
員20人　
●ミサンガ作り　8/9㊋14時～　小学生対象
●マンカラ大会　8/18㊍14時～　小学生対象

わくわくタウン松原☎941-2905

氷川児童センター ☎928-2341

谷塚児童センター ☎925-1856

住吉児童館 ☎928-5736

新栄児童センター ☎942-9876

定員のあるものは7/21㊍10時から各館へ申し込みを
児童館で夏休み



⑥ 2016年7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。

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）

　子どもたちの健やかな成長を願う
「つるし飾り」を布ちりめんで作りま
す。作品は歴史民俗資料館で展示しま
す。10/5㊌・19㊌（ひな人形）、11/2
㊌・16㊌（五月人形）。いずれも13時
～16時。全2回。会場は歴史民俗資料
館。作品展示中に同館で案内を行うボ
ランティアができる人対象。定員各25
人（応募多数の場合は抽選）。はさみ
・カッター・布用ボンド・目打ち・綿
・針・道具箱持参。□申7/21㊍～27㊌に
結果通知用のはがきを持参し歴史民俗
資料館窓口へ。☎5922-0402

　8/21㊐13時～16時30分まで。会場は
草加市文化会館。スポーツ指導に携わ
る人や興味のある人対象。講演テーマ
は「2020東京大会に向けたオリンピッ
ク・パラリンピック教育について」。
講師は筑波大学教授真田久氏。講演
後、「スポーツ指導者の反倫理的行為
根絶に向けて」をテーマにしたワーク
ショップを開催。参加費1000円。□申
8/5㊎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・
電話番号を記入し、〒340-0022瀬崎
6-31-1草加市体育協会へ。ホームペー
ジでも可。（応募多数の場合は抽
選）。☎928-63615922-1513

□申各開講日の3日前までに生涯学習課
へ。☎922-28195922-3498
■淡水パールと天然石のネックレス作
り　8/22㊊・29㊊10時30分～12時。会
場は谷塚文化センター。定員各15人。
材料費1回1400円。ハンドタオル・あ
ればアクセサリー工具持参。
■マジック　8/25㊍、9/1㊍14時～16
時。全2回。会場は勤労福祉会館。定
員15人。材料費500円。

　10/8㊏8時45分開会。会場はそうか
公園多目的運動広場。1人2種目（リレ
ーを除く）まで。種目は下表のとおり。
参加費1人300円（小学生200円）、リ
レー1チーム400円。□申9/10㊏までに申
込用紙に記入し記念体育館へ。☎922- 
11515922-1513

　8/24㊌10時～13時。会場は保健セン
ター。草加塩焼そば・こまつなしゅう
まいほか。小学4～6年生対象。定員25
人。材料費500円。□申保健センターへ。
☎922-0200

　勤務は9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（8月5日を予定）を実施。□申
8/3㊌（必着）までに履歴書・資格証
の写しを職員課へ。☎922-0983

　古典芸能の落語に親しんでもらうた
めの体験イベント。三遊亭春馬による
落語の鑑賞や小噺を教えてもらうコー
ナーもあります。8/20㊏・21㊐14時～
16時。幼児～小学生と保護者対象。定
員各日100人（要整理券）。□申整理券
は7/24㊐9時から中央図書館2階事務室
へ。☎946-3000

　勤務は9月から。月20日以内の8時30
分～17時。場所は介護保険課。介護認
定申請者の調査、窓口受付ほか。60歳
以下で保健・医療業務経験者対象。募
集は2人。日額9500円（交通費込み）。
面接は8/8㊊に実施。□申8/3㊌（必着）
までに履歴書を職員課へ。☎922-0983

　勤務は10月から。月16～20日程度で
8時30分～17時。場所は子育て支援セ
ンター。医師の診断のもと発達検査の
実施、心理相談ほか。63歳以下で臨床
心理士または臨床発達心理士の有資格
者対象。募集は1人。日額1万1700～1
万6900円（交通費込み）。面接は8月
下旬を予定。□申8/12㊎（必着）までに
履歴書・資格証の写しを子育て支援セ

　草加落語会ならではの迫力のある高
座が楽しめます。今回は平成25年に学
術やスポーツ・芸術分野で優れた業績
等に対して贈られる紫綬褒章を受章し
た柳家権太楼、師匠譲りの江戸前の技
を継承する春風亭一朝などをはじめ実
力派噺家が出演します。9/13㊋18時30
分開演。会場は中央公民館。チケット
は草加市文化会館ほかで。料金は前売
り券2600円、当日券3100円（全席自
由）。問草加市文化会館☎931-9325

■草加太極拳楽園の会　㊐9時～11時
　勤労福祉会館ほかで　健康のため太
極拳を始めませんか　月額1500円　問
梁瀬☎090-6703-2990
■白ゆり会（着付け）　月3回㊍10時
30分～12時　高砂コミセンで　自分で
着れてまた着せてあげて楽しみません
か　月額3000円　問長谷川☎090-347 
5-8567
■草加太極拳同好会　㊎10時～12時30
分　中央公民館で　ゆったりした動き
で足・腰丈夫に　健康維持に　見学・
体験無料　入会金2000円　月額3000円
　問加藤☎943-4691
■彩りの会（絵手紙）　第3㊍10時～
12時　新田小平成塾で　創始者の西川
先生指導で個性豊かな絵手紙を一緒に
習いましょう　入会金1000円　月額
700円　問白須☎931-3728
■ドレミビクス（フィットネス・エク
ササイズ）　㊊9時45分～10時45分　
柿木公民館で　運動不足・ストレス解
消に　無料体験可　女性対象　月額20
00円　問浅井☎090-2531-0260
■CORO高砂（合唱）　第1・3㊋13時
～15時　高砂コミセンで　思いっきり
大きな声で歌っています　体験歓迎　
男性も歓迎　入会金1000円　月額2000
円　問和泉☎928-6788
■アンニョンハセヨ（韓国語）　㊊18
時50分～19時50分　谷塚文化センター
で　ゼロからはじめるハングル　月額
4000円　問李☎090-8612-5956

　対象は①高等学校の土木工学科また
はこれに相当する課程を修了して卒業
した人、②高等学校を卒業した人で、
排水設備工事等の設計または施工に関
し、1年以上の実務経験を有する人、
③排水設備等の設計または施工に関し、
2年以上の実務経験を有する人、④①
～③に準ずる人。試験日は11/27㊐。
会場は埼玉工業大学（深谷市）。受験
料1万円。受験案内書は8/22㊊から下
水道課で配布します。問同課☎922-23 
145922-3244

子ども・親子向け

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

草加落語会

　7/29㊎～8/4㊍10時30分～18時（8/3
㊌を除く。最終日は15時まで）。会場
は草加市文化会館。埼玉県美術展覧会
の入賞者・入選者などで市内在住の人
の作品を展示します。問文化観光課☎
922-29685922-3406

県展作品展

　8/1㊊～9/23㊎9時～20時（㊐・㊗、
8/11～17を除く）。獨協大学では高校
生・予備校生を対象に図書館を開放し
ます。図書館入口で生徒証等を提示し
てください。問獨協大学図書館☎94 
6-1806

　NHKテレビ・ラジオ体操指導者と
して活躍した長野信一さんを迎え松並
木ラジオ体操の集い「二千人大集合」
を開催します。8/7㊐6時～。会場は草
加松原遊歩道（雨天時は市民体育館で
開催。室内履き持参）。当日直接会場
へ。問スポーツ振興課☎922-28615 
922-3172

■介護者のつどい　8/9㊋13時15分～
14時45分。会場は草加市文化会館音楽
室。介護の情報交換と交流。介護をし
ている人、していた人、これからする
人対象。問松原・草加東部（包）☎
932-67755932-6779

獨協大学図書館を高校生に開放

陸上競技選手権大会

排水設備工事責任技術者共通試験

つるし飾り制作講習会

スポーツ指導者倫理講習会

生涯学習体験講座

　世界的に活躍するバイオリニストの
神尾真由子と超絶技巧を用いるピアニ
ストのミロスラフ・クルティシェフに
よるデュオ・リサイタル。公私ともに
パートナーである2人が奏でる多彩な
プログラム。10/28㊎19時開演。会場
は草加市文化会館。料金はS席4500
円、A席3500円、B席2500円（全席指
定、未就学児入場不可）。チケットは7/ 
23㊏から草加市文化会館ほかプレイガ
イドで。問草加市文化会館☎931-9325

■おはなし会　7/23㊏11時30分～12時
　「こぶじいさま」ほか　4歳（幼児
保護者同伴）以上対象
■小学生のための読み聞かせ　7/24㊐
13時30分～14時
■木曜シアター　7/28㊍14時～15時30
分　にっぽん百名山⑺「尾瀬・至仏
山、草津白根山、浅間山」　大人対象
　定員90人（当日先着順）
■図書館体験隊　7/29㊎、8/5㊎・19
㊎9時～12時　カウンター業務・書架
の整理整頓、ブックカバー掛け　小学
3～6年生対象　定員各日12人　□申7/24
㊐から児童室へ。（家族分のみ）
■ビデオ上映会　8/14㊐14時～15時40
分　「いわさきちひろ～27歳の旅立ち
～」　大人対象　定員90人（当日先着
順）
■絵本の読み聞かせと紙芝居　㊌15時
～15時30分（3歳以下対象）・15時30
分～16時（3歳以上対象）、㊎11時～
11時30分と㊏・㊐14時30分～15時（幼
児以上対象）

非常勤嘱託員（女性相談員）募集

非常勤嘱託員（介護認定調査員）募集

非常勤嘱託員（臨床心理士）募集

親子で笑おう！夏の図書館寄席

松並木ラジオ体操の集い「二千人大
集合」夏の暑さに負けない朝の習慣を

神尾真由子＆ミロスラフ・
クルティシェフ　デュオ・リサイタル

地域包括支援センター（包）

子ども料理教室　学校給食の
人気メニューを作ろう！

ンターへ。☎941-6791

小学3・4年

小学5・6年

中学男子

中学女子

高校・一般

・壮年男子

壮年女子

60才以上男

60才以上女

中学生以上共通男女

50㍍

100㍍、1000㍍、4×100㍍リレー

100㍍、400㍍、1500㍍、110㍍

ハードル、4×100㍍リレー、走幅跳、

走高跳、砲丸投げ

100㍍、200㍍、800㍍、100㍍

ハードル、4×100㍍リレー、走幅跳、

走高跳、砲丸投げ

100㍍、5000㍍、走幅跳、

走高跳、砲丸投げ

50㍍、5000㍍、走幅跳、

走高跳、砲丸投げ

100㍍、5000㍍、砲丸投げ

50㍍、5000㍍、砲丸投げ

ジャベリックスロー

対象 種目



【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　8/18㊍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
■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　7/28㊍…谷塚児童センター☎925-1856▽7/21㊍、8/3
㊌・18㊍…新栄児童センター☎942-9876▽8/17㊌…氷川児童センター☎928-2
341
■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　7/28㊍…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　7/27㊌13時～16時…勤労福祉会館☎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12時までに□予・来所）　8/18㊍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

7/24
㊐

7/31
㊐

大城クリニック

メディカルトピア草加病院

ふかさく内科クリニック

さくら整形外科

松原5-1-5

谷塚1-11-18

氷川町2171-8

谷塚上町235-1

☎942-3039

☎928-3111

☎922-8007

☎921-7155

7/21㊍～8/20㊏（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8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

☎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。

㈲正木設備
㈲東洋開発
㈲イワセポンプ店
竹内セントラル㈱

栄町3-9-30
両新田西町246
手代町1027-8
苗塚町438-16

☎931-3933
☎928-5520
☎922-2429
☎928-5525

7/23㊏
7/24㊐
7/30㊏
7/31㊐

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

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

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7月20日号



いつもと違
う雰囲気の
草加松原▶▼

◀勢揃いした第13代草加さわやかさん
▼さわやかさんも笑顔でお手伝い

◀迷路のような屋台にワクワク

▲大神輿は最高潮に！

7月かどまちごとでき
　3日、草加松原遊歩道で夏恒例の草加朝
顔市が開催され、色とりどりの朝顔が並
んだ遊歩道は早朝から多くの人で賑わ
いました。4人の草加さわやかさんも
浴衣姿で朝顔選びのお手伝い。草加
の枝豆や福島県昭和村の新鮮野菜、
手焼きせんべいの即売会、皮革
や浴衣染め製品の販売なども
行われました。

2・3日に行われた
富士浅間神社の祭礼
は12年に一度の申年大
祭。迫力満点のお神輿
や例年以上に増えた屋台
を楽しもうと大勢の子ども
たちや親子連れが訪れ、熱気
の冷めない2日間となりました。

　3日夕方、遊歩道の松並木をライ
トアップする草加松原夢祭りが行

われました。昨年から始まった祭
りですが、「楽しみにしていた」と浴衣
姿で訪れた人もいて、夏の夜の幻想的
な風景を家族や友人とそぞろ歩き
をしながら楽しんでいました。

■時間　午前10時～午後1時
■対象　草加の魅力を伝え、祭りを盛り上げるパレードを行う団体
　　　　（応募多数の場合は選考）

　祭り当日、「踊るん♪隊」で一緒に踊りましょう。
■講座日程　9月13日㈫・20日㈫・10月4日㈫・14日㈮・21日㈮・28
　　　　　　日㈮午後7時～9時

■定員　70人。全6回の練習すべてに参加できる人対象
■会場　火曜日は草加市文化会館、金曜日は市民体育館
■参加費　3000円

■出店時間　午前9時30分～午後4時
　　　　　　30分
■対象　市内の非営利団体
■費用　1区画1万円、机１台500円、
いす1脚100円。電源、ガス等は各団
体で用意。火気取扱団体は消火器必
須（応募多数の場合は抽選）。
　清掃ボランティアも別途募集中。詳細は草加ふささら祭り実行委
員会ホームページで。
□申いずれも、8月5日㈮までにみんなでまちづくり課で配布する募集
要領の内容を確認の上、応募用紙を同課へ。応募用紙は同実行委員
会ホームページからも入手可。

草加ふささら祭り草加ふささら祭り 11月3日（祝）
開催

11月3日（祝）
開催

▼短歌教室　7/27㊌10時～11時30分　小学生対象　
定員20人
▼鏡遊びと万華鏡作り　7/29㊎13時30分～15時30分
　小学1～4年生対象　定員20人　参加費200円
▼スポーツ吹矢を体験してみよう　8/3㊌13時～15時
　小学生対象　定員20人
▼親子工作教室　8/3㊌13時30分～15時　モビール　
小学生と保護者対象　定員30組　参加費1組300円
▼自然科学教室　8/10㊌10時～11時30分　キラキラ
万華鏡づくりほか　小学1～3年生対象　参加費60円　
13時30分～15時　偏光万華鏡づくりほか　小学4～6
年生対象　参加費210円　いずれも各15人
▼みんなで踊ろう♪フォークダンス　8/16㊋10時～
12時　小学生対象　定員30人
▼プリザーブドフラワーアレンジ体験　8/18㊍10時～
12時　アロマポットを使ったアレンジ　小学生対象　

定員20人　参加費800円
▼楽しい親子コンサート　8/21㊐14時開演（13時15
分から手づくり楽器コーナーあり）　出演は草加市民
吹奏楽団　「ブレーメンの音楽隊」ほか　定員400人
（当日先着順）
▼ミニアルバムづくり　8/23㊋10時～12時　小学生
対象　定員18人　参加費500円
▼小学生の職場訪問　8/25㊍13時同館集合　17時30
分解散　市のバスでJAL工場見学　小学4～6年生対象
　定員20人（15人未満は中止）　参加費320円
▼夏休みの思い出を絵に描こう　8/27㊏9時30分～13
時　小学生対象　定員12人

▼手作りグラノーラの料理教室　8/8㊊10時～11時30
分　小学4年生以上対象（小学生は保護者同伴）　定
員12組　参加費1000円

▼わくわく伝承遊び教室　7/24からの㊐10時～11時
30分　全4回　わらべ歌・百人一首　小・中学生対象
　定員30人
▼パン教室　8/18㊍・23㊋（1人1日のみ）10時～13
時　小学生対象　定員各16人　参加費300円

▼料理教室　8/19㊎・26㊎（1人1日のみ）10時～13
時　小学生対象　定員各12人　参加費600円
▼押し花教室　8/22㊊10時～12時　小学生対象　定
員20人　参加費600円
▼フラワーアレンジメント教室　8/24㊌10時～12時
　牛乳パックを使ったアレンジ　小学生対象　定員15
人　参加費600円
▼エコ教室「ソーラー工作体験」　8/24㊌10時～11
時30分　ペットボトルを使ったエコライト　小学3～
6年生対象　定員30人

▼親子星空教室　8/9㊋18時30分～20時30分　小学
生と保護者対象　定員15組

▼生き物調査会　8/19㊎9時～12時　柿木地域動植物
調査　小学生以上対象　定員30人
▼ネイチャーキッズin昭和村　8/20㊏7時20分同館集
合　21㊐17時解散　市のバスで福島（昭和村）へ　
小学4～6年生対象　定員14人　参加費9000円
▼柿木なんでも知って見隊　8/26㊎9時同館集合　12
時30分解散　消しゴム工場見学　市のバスで八潮市へ
　小学生対象　定員22人

問草加ふささら祭り実行委員会(みんなでまちづくり課内）
☎922-07965922-3406

－パレード・よさこい講座・模擬店参加者募集－－パレード・よさこい講座・模擬店参加者募集－

中央公民館 ☎922-5344

新里文化センター ☎927-3362

柿木公民館 ☎931-3117

新田西文化センター ☎942-0778

谷塚文化センター ☎928-6271

①草加ふささら市民パレード（松原団地駅東口通り）

③模擬店（草加松原遊歩道）

②草加よさこい講座「踊るん♪隊」

定員のあるものは7/21㊍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）

公民館で夏休み

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20日号

市の人口　平成28年7月1日現在　24万6679人（男12万5271人・女12万1408人）／前月比61人増／世帯数11万2275世帯
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