
折り込んである「そうか市議会報」は、抜いて読んでください。

が
ん
検
診
申
し
込
み
は
８
月
31
日
ま
で

　はがき、または保健センター窓口で申し込みができ
ます。市役所、各サービスセンター、公民館等に設置し
てある「申込はがき」または官製はがきをご利用くださ
い。必要事項を記入し、５２円切手を貼り郵便ポストに
投函するか、保健センター窓口にお持ちください。
電話での申し込みはできません。

※集団検診の乳がん検診は申込可能な日が残り少な
くなっていますので、ご希望にそえない場合があります。

（詳しくは、広報５ページ「みんなの健康」に掲載しています。その他、健康カ
レンダー、市ホームページ等をご覧ください。）

　上の表は「５年相対生存率」といわれるもの
で、「がん」と診断された人と日本人全体で５年
後に生存する率を比べたものです。検診でがん
を発見できた場合と、症状が出てから病院で発
見できた場合では、5年相対生存率に差が出て
います。がん治療の決め手は早期発見です。ぜ
ひ、検診を受けてください。

問健康づくり課
  ☎922-0200
  5922-1516
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がん治療の 1番の決め手は
がん発見から 5年後の生存率（5年相対生存率）
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■再検査（精密検査）って言われたら怖い！
だから、躊躇しているあなたへ

ちゅう ちょ 申し込み締切
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　「民生費」や「土木費」など、市民の皆
さんの暮らしに身近な業務を行うための会
計で、その執行状況は表1のとおりです。

■表1　一般会計予算の執行状況

■予算現額　736．5億円
■収入済額　735．8億円
■収 入 率　99．9％

■予算現額　736．5億円
■執行済額　681．9億円
■執 行 率　92．6％
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一般会計

　特定の事業を行うため一般会計と切り離
された会計で8会計あります。その執行状
況は表2のとおりです。

特別会計
　事業に必要な資金を収入で賄う独立採算
制の会計で、各会計の収支は表4のとおり
です。

■水道事業　安全な給水サー
ビスを長期にわたり安定して
提供するため、老朽化した配
水管の布設替えや施設の更新
工事などを進めました。平成
27年度給水人口24万6226人
（0.3％増）、給水戸数12万
1859戸（1.7％増）。

■病院事業　地域の中核病院と
して救急医療や高度医療を担い
安心・安全な市民生活に必要な
医療の確保とその水準の向上に
大きな役割を果たしています。
平成27年度入院延べ患者数11万
3063人（1.9％減）、外来延べ患
者数23万8904人（1.2％減）。

企業会計

　平成27年度末の市債残高は表3のとおり一般会
計、特別会計、企業会計、土地開発公社の合計で
1114億円で、市民1人当たりに換算すると、約45

万円の借り入れになります。将来に過大な負担を残さないように借
り入れの抑制に努めており、この10年間で296億円減少しています。
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■表2　特別会計予算の執行状況

特別会計名

公共下水道事業

交通災害共済事業

新田西部（※1）

駐車場事業

新田駅西口（※2）

国民健康保険

介護保険

後期高齢者医療

　　　合計

77億5462万

4216万

19億6298万

2億2939万

5億2020万

307億6358万

127億8294万

22億1043万

562億6630万

72億2939万

9097万

19億9989万

2億3592万

3億8416万

308億8766万

123億6410万

20億9314万

552億8523万
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102.8
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98.3

69億8740万

2849万

18億7605万

2億1220万

3億5804万

299億 462万

118億2184万

20億8119万

532億6985万

90.1

67.6

95.6

92.5

68.8

97.2
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94.7

予算現額
（円）

収入済額
（円）

執行済額
（円）

収入率
（%）

執行率
（％）

※１ 新田西部土地区画整理事業　※２ 新田駅西口土地区画整理事業

　市有財産の状況は表5のとおりで、
柿木児童遊園や中央公民館駐車場の
用地取得により土地面積は増加し、

第二庁舎の建て替えな
どにより建物面積も増
加しています。また、
特定の目的のために積
み立てている市の基金
残高は102億円で、前
年度比5%増となって
います。

市の財産・基金

行政財産…庁舎や公園等の行政目的達成のために使用するもの　
普通財産…それ以外のもの

■表5　市有財産の状況 （単位：平方㍍）

区　分

行政財産

普通財産

合計

前年度比増減

125万4312

5万3284

130万7596

＋3130

41万2145

3822

41万5967

＋3558

土　地 建　物

■表4　企業会計の収支状況

区分
水道事業

収益的収支 資本的収支 収益的収支 資本的収支

病院事業

収入

支出

収支

45億8286万

40億2904万

5億5382万

1億7104万

9億4276万

-7億7172万

123億4441万

124億  152万

-5711万

6億 682万

10億5687万

-4億5005万

収益的収支…事業活動における収支　　　資本的収支…設備投資のための収支

（単位：円）

平成27年度の財政状況
　市民の皆さんに納めていただいた税金等がどのように使われて
いるかをお知らせするために、平成27年度の財政状況を公表し
ます。数値は決算見込み額で、実際の決算額とは異なる場合があ

ります。※各図表中の数字は四捨五入しているため、合計額など
と一致しないことがあります。
　　　　　　　　　　　　　　問財政課☎922-07615922-1547

お知らせ
します
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第1期

第2期

第3期

8月1日㈪～8月19日㈮

9月12日㈪～9月30日㈮

10月17日㈪～11月18日㈮

　特別障害者手当と障害児福祉手
当の受給資格認定を受けている人
に現況届を送付します。必要事項
を記入し、9月12日㈪までに各担
当課へ提出してください。
　各手当は、障がい者本人または
その配偶者もしくは扶養義務者に
一定額以上の所得がある場合は、
その年の8月から翌年の7月まで支
給停止になります。

　対象者には、8月中旬頃
に通知を送付しますので、
同封の口座振替依頼書に必
要事項を記入の上、返信用
封筒にて返送するか、長寿
支援課へ提出を。返信のな
い人へは、再度市から連絡
します。
■支給対象者　本年5月1日
現在、草加市内に住民登録

があり、8月1日現在、引き続き市内に居住している次の年齢の人。
　77歳･･･昭和13年8月2日～同14年8月1日生まれの人
　88歳･･･昭和2年8月2日～同3年8月1日生まれの人
　99歳･･･大正5年8月2日～同6年8月1日生まれの人
■支給額　※指定の口座に振り込みます。
　77歳･･･2万円　88歳･･･3万円　99歳･･･5万円

　地区社会福祉協議会では、75歳以上の高年者を対象に右
表のとおり敬老会を開催します。
　地区によって町会・自治会で開催する場合や、お祝いの
品物を配布する地区もあります。　
　対象者には、町会・自治会の回覧や、掲示板でお知らせ
しますが、予定が変更になる場合もあります。

　市では、生活習慣病を予防するため、特定健診を実施し
ています。自身のため、大切な家族のためにも、毎年受診
し、いつまでも健康でいましょう。
■特定健診受診対象者
　
■実施期間　

■受診の勧奨
　
■電話による勧奨

特別障害者手当
■対 象 者　

■手当月額　
■支給要件

障害児福祉手当
■対 象 者　

■手当月額　
■支給要件

審議会等の開催日程

20歳以上で障がいにより日常生活において
常時特別の介護を必要とする人
2万6830円
①施設に入所していないこと②継続して3か
月を超えて病院等に入院していないこと③所
得制限基準額を超えていないこと

20歳未満で障がいにより日常生活において
常時の介護を必要とする人
1万4600円
①施設に入所していないこと②障がいを支給
事由とする年金を受給していないこと③所得
制限基準額を超えていないこと

　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。
■社会教育委員会議＜生涯学習課☎922-2819592
2-3498＞…8月22日㈪午後6時30分～　市役所本庁
舎3階旧第1委員会室で
■振興計画審議会＜総合政策課☎922-07495922-
3406＞…8月26日㈮午後6時～　市役所本庁舎3階
旧第1・2委員会室で
■男女共同参画審議会＜人権共生課☎922-08255
927-4955＞…8月29日㈪午後2時～　市役所本庁舎
3階旧第1委員会で　

※1…所得とは、諸控除後の額。※2…扶養義務者とは、障が
い者本人と生計を同じくする障がい者本人の直系血族、兄弟姉
妹。※3…特別障害者手当の本人にかかる所得は、非課税の年
金等も所得に含む。

地域で長寿をお祝い

敬老会を開催

草加市国民健康保険に加入し
ている40～75歳未満の人

今まで特定健診を受診していない人を対象に、電話
やはがきにより受診を勧めます。

　草加市暴力排除推進協議会では、暴
力のない明るく平穏な生活ができる草
加のまちづくりを目指し、その活動を
盛り上げるような標語を募集します。

■標語テーマ　
「暴力もしくは暴力団の排除」
形式は5・7・5が基本で字あまり、字足らずでも可
■応募部門・資格　
①中学・高校生の部…市内在住または在学の中学・高校生対象　
②一般の部…18歳以上（高校生を除く）の市内在住・在学または在勤者
■賞・賞品　
【最優秀賞】①1点・図書カード5000円、②1点・商品券1万円　
【優 秀 賞】①8点・図書カード3000円、②2点・商品券5000円　
【入 選】①数点・図書カード2000円、②数点・商品券2000円
□申 9月2日㈮までにはがきに作品、住所、氏名、年齢、職業または学校名・学年、
連絡先を明記し、〒340-8550くらし安全課内草加市暴力排除推進協議会「なくそう
暴力」標語コンクール係へ。ファクス・Ｅメールも可。応募は1人1点に限ります。

暴力のない明るい生活を
「なくそう暴力」標語を募集

12月16日㈮まで※受診券は対象者に郵送済み
（途中加入者は加入手続きの翌月末に郵送）

本人所得

360万4000円

398万4000円

436万4000円

474万4000円

512万4000円

0人

1人

2人

3人

4人

扶養義務者所得

628万7000円

653万6000円

674万9000円

696万2000円

717万5000円

支給停止になる所得額扶養親族
等の人数

■所得制限限度額の一例（平成28年度）

■敬老会開催予定日
地区社協名
川柳
草加中央

新田東部

川柳
稲荷
瀬崎
谷塚

新田

松原
安行

谷塚西部

草加西部
草加東部

該当地域
柿木町
高砂・住吉・神明・中央・吉町・手代町
八幡町
弁天・中根
青柳 ・青柳町
稲荷・松江（松江第二町会区域）
瀬崎
谷塚・谷塚町
旭町・金明町
清門・新善町・長栄・新栄
松原
花栗・苗塚町・小山・北谷・北谷町・原町
谷塚仲町・谷塚上町・両新田東町・
両新田西町・遊馬町・新里町・柳島町
氷川町・西町・草加
栄町・松江（松江第二町会区域を除く）

予定会場
柿木公民館
中央公民館

八幡コミセン

川柳文化センター
稲荷コミセン
瀬崎コミセン
谷塚小

新田小

栄中

町会会館等

　　　　開催日時
9月11日㈰午前11時～
9月16日㈮午前10時～
9月16日㈮午前10時～
9月16日㈮午後1時30分～
9月17日㈯午前10時～
9月19日㈷午前9時30分～
9月19日㈷午前10時30分～
9月22日㈷午前10時～
10月2日㈰午前10時～
10月2日㈰午後2時～
10月8日㈯午前10時～

町会・自治会単位で実施

ブロック単位で実施

現況届の提出は9月12日㈪まで
特別障害者手当・障害児福祉手当

問特別障害者手当　障がい福祉課☎922-14425922-1153
　障害児福祉手当　子育て支援課☎922-14835922-3274

喜寿（77歳）・
米寿（88歳）・白寿（99歳）
を迎えた人に敬老祝金を

お贈りします。
問長寿支援課
　☎922-13425922-3279

特定健診の受診勧奨を行っています特定健診の受診勧奨を行っています
問保険年金課☎922-15935922-3178

問草加市社会福祉協議会☎932-67705932-6779

※電話案内は委託先の㈱ＫＤＤＩエボ
ルバコールアドバンスからフリーダイ
ヤル0120-678-149で発信されます。

問くらし安全課☎922-36075922-3041
　kurashianzen@city.soka.saitama.jp
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市立病院新規採用職員募集
問市立病院経営管理課☎946-2200○内 3003

平成29年度

　市立病院の平成29年度新規採用の臨床工学技士・社会福祉士を募集します。
■試験日　9/17㊏　■採用人数　若干名　■採用予定日　平成29年4/1㊏
受験資格等は下表のとおり。
□申9/13㊋までに市職員課、各サービスセンター、市立病院（市立病院ホーム
ページからも入手可）で配布する試験申込書に記入し、〒340-8560市立病院
経営管理課へ（㊏・㊐・㊗除く、郵送可）。

臨床工学技士

職種 受験資格 試験内容

第1次…一般教養・論文
第2次…面接

社会福祉士

昭和61年4/2以降生まれで、臨床工学技士の
免許を有する人。または平成29年4/1までに
免許取得見込みの人。

昭和56年4/2以降生まれで、社会福祉士の免
許を有する人。または平成29年4/1までに免
許取得見込みの人。

■日時　10/8㊏8時20分～17時
■集合・解散場所　新越谷駅
■定員　各42人（多数の場合は抽選）
　草加・越谷・八潮・三郷・吉川・松伏の5市1町在住者対象。
□申8/31㊌（必着）までに往復はがきに応募者全員（1通で4人まで可）の住
所・氏名・年齢・性別・代表者の電話番号・希望コース（第4希望まで記入
可）・このツアーを知ったきっかけを記入し、〒343-8501東南部都市連絡
調整会議事務局（越谷市役所政策課内）へ。Eメールでも可。☎963-9112
000S1029＠city.koshigaya.saitama.jp

まんまるバスツアー 参加者募集
～行ってみたいなとなりまち～

1

2

3

4

田園ホール・エローラ→だるま絵付け→昼食「地場野菜イタリアン（パ
スタ）」→木工房シン工場→草加せんべい手焼き体験

田園ホール・エローラ→花田苑・能楽堂→昼食「なまず天丼」→フラワ
ーアレンジメント→おもしろ消しゴム工場

田園ホール・エローラ→キャンベルタウン→昼食「小松菜チヂミとハン
バーグのプレート」→おもしろ消しゴム工場→消防防災センター

田園ホール・エローラ→リユース（ごみ処理施設）→昼食「かも汁そば」→
野菜収穫→解説付き松並木散策→レザークラフト、せんべい等の歴史見学

3000円

3000円

1500円

2500円

コース 行　　先 参加費

　利根川水系ダムの貯水率が低下して
おり、今後も水不足を解消するほどの
まとまった雨はしばらく期待できない
と予想されています。まとめ洗いや水
の再利用など、日常生活での節水を心
がけてください。皆さんのご協力をお
願いします。問水道総務課☎925-3132
5925-5046

　8/19㊎～9/20㊋。稲荷、松江、弁天、
中根、栄町、花栗、青柳、八幡町、草
加、北谷。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有償
です。身分を偽った者による金銭請
求などの詐欺に注意してください。
問水道営業課☎927-22205927-1561

　10/8㊏･9㊐にアコスホールで開催す
る草加市華道展の作品を募集します。
対象は市内在住、在勤、在学の人。作
品は90㌢×90㌢以内で展示できるもの。
生けこみは10/7㊎15時～21時までアコ
スホールで。出展料は2000円（高校生
以下は無料）。花材費は自己負担。定
員20人（応募多数の場合は抽選）。□申
9/2㊎までに住所・氏名・電話番号・
所属団体を記載し、〒340-8550文化観
光課へ。ファクスも可。☎922-29685
922-3406

　子育てを応援する会員組織のファミ
リー・サポート・センターでは、保育
施設等への送迎や会員宅での預かりの
ほか、病児・病後児預かりも行ってい
ます。同センターの利用希望者と子育
てを支援する会員を募集します。入会
説明会は9/10㊏10時～12時。会場は高
砂コミセン。□申ファミリー・サポート
・センターへ。☎920-1100

　市では、①平成28年度臨時福祉給付
金と②年金生活者等支援臨時福祉給付
金（障害・遺族年金受給者向け）の対
象者と思われる人に、申請書を9月中
旬以降に郵送します。支給額は①は1
人につき3000円、②は1人につき3万円。
問草加市給付金コールセンター☎0570
-071-133

■都市計画案の主な内容　県が決定す
る三市（草加市・八潮市・三郷市）の
都市計画区域の整備・開発及び保全の
方針の変更、都市計画区域区分の変更。
■案の閲覧期間・場所　8/19㊎～9/2
㊎（㊏・㊐・㊗を除く）。場所は都市
計画課。市ホームページ、県都市計画
課ホームページでも閲覧できます。
■公聴会　9/27㊋10時30分～。会場は

三郷市役所。
□申公聴会で意見を述べたい人は、9/2
㊎（必着）までに閲覧場所にある申出
書に記入し、〒340-8550都市計画課へ
持参または郵送。なお、申し出がない
場合は、公聴会は中止します。傍聴希
望者は問い合わせてください。問都市
計画課☎922-17905922-3145

　8/6㊏は広島原爆の日、9㊋は長崎原
爆の日です。両日は原爆死没者の慰霊
と平和祈念式典が行われます。また、
終戦記念日の15㊊には、全国各地で戦
没者を悼む式典が行われます。式典に
合わせ、それぞれ家庭や職場などで黙
とうを捧げましょう。問人権共生課☎
922-08255927-4955

　平成29年4月に開所予定の障害者生
活介護事業所の施設名称を公募します。
この施設は障がい者が、日中、創作的
活動や生産活動等を行う場所です。素
敵な名前をお願いします。□申8/20㊏ま

でに施設名称・住所・氏名・年齢・電
話番号を明記し、はがきまたはEメー
ルで〒340-0011栄町2-1-32草加市社会
福祉事業団へ。応募は1通1件。☎930-
0311masayuki.baba@sswo.or.jp

　日本脳炎の予防接種は、1期3回・2
期1回の計4回の接種が必要で、平成17
～21年度にかけての勧奨差し控えによ
り接種機会を逃した人を対象に接種機
会が設けられています。平成7年4/2～
同19年4/1生まれの人は、20歳になる
前日までに1･2期を公費で接種できま
す。平成19年4/2～同21年10/1生まれ
の人は、9～13歳の誕生日前日までに2
期と1期の不足分を公費で接種できま
す。なお、9～13歳未満の期間外での
接種は自費となります。母子健康手帳
を確認し、接種が不十分な人は早めの
接種を。問保健センター☎922-02005
922-1516

　10/1㊏より小児Ｂ型肝炎ワクチンが
定期接種になります。対象は平成28年
4/1以降生まれ、1歳の誕生日の前日ま
での乳児。初回の接種から27日以上の
間隔をあけて2回目、139日以上の間隔
をあけて3回目を接種。対象者には個
別通知します。問保健センター☎922-
02005922-1516
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谷古宇橋

　これまで草加駅、松原団地駅、谷塚
駅の周辺に
あった駐車
監視員の活
動対象エリ
アに、9/1㊍
から松江1・
2丁目の綾瀬
川左岸広場
周辺が加わ
ります。問
草加警察署
☎943-0110

松原団地
駅入口

・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～21時。市民納涼大花火大会。そうか公園で。

▶市県民税（普通徴収）　第2期
▶国民健康保険税　第3期8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

8/31㊌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

▶介護保険料（普通徴収）　第3期
▶後期高齢者医療保険料（普通徴収）　第2期
8/31㊌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

県の都市計画変更案の
閲覧と公聴会

ファミリー・サポート・センター
会員募集

水不足！流し放しは厳禁
節水対策をお願いします

素敵な名前を付けてください
新施設の名称を募集

原爆死没者・戦没者の慰霊
並びに平和祈念の黙とうを

駐車監視員の活動エリアを追加

日本脳炎の予防接種を受けましょう

臨時福祉給付金のお知らせ

水道メーターの取り替え

草加市華道展作品募集

小児Ｂ型肝炎ワクチン
10月から定期予防接種へ

④ 2016年8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）7月20日現在　人身事故554件（－99）　死者2人（－4）



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） 8/24㊌

8/29㊊

8/30㊋

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
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）

9/6㊋

9/20㊋

平成27年2/1～15生まれ

平成27年2/16～28生まれ

対象者に8月末に通知を送付　　　　　　　　　　
通知が届かなくても2歳になる前日までは母子健康手帳
とバスタオルを持参し来場すれば受診可

13時～13時45分

9時45分～10時

おやこでブラッシング
（住吉児童館） 9/26㊊ 未就学児と保護者　定員36組 申込受付中

母子健康手帳、タオル、普段使用している歯ブラシ持参
歯科衛生士によるブラッシング指導
とだ液のＰＨテスト

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

マタニティクッキング 9/7㊌ 妊娠16～32週の妊婦　定員２５人 申込受付中　母子健康手帳、エプロン、三角巾、ふきん持参
そぼろ丼、かぼちゃのサラダ、みそ汁、豆乳プリン

妊娠期の食事の調理実習
500円9時45分～１0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 

こんにちは赤ちゃん訪問 8月下旬～9月中旬 平成28年7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7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
8/9㊋

8/23㊋

平成25年5/1～15生まれ

平成25年5/16～31生まれ

マタニティクラス（両親学級） 9/11㊐・14㊌ 11/1～平成29年1/31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

乳幼児相談 9/12㊊ 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・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 8/24㊌ 申込受付中　バスタオル・タオル持参13時～14時 肢体不自由の身体障害者手帳を持つ
人　定員10人

草加はり灸マッサージ師会による
マッサージ

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

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

問診・胃部バリウムＸ線検査・便潜血
検査
胃がん900円　大腸がん500円

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

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

12/16㊎まで

12/16㊎まで

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

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（集団） 1/18㊌・20㊎・2/1㊌

□申希望する検診名・住所・氏名・生年月日・電話番号、胃・
大腸は検診日の第3希望まで、乳がん検診はいずれかの日
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。
○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。
※検診申し込みは8/31㊌締切。
《決定通知（受診券）送付時期》
①胃・大腸・乳がん検診は決定した検診日の約1か月前
②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

　県の委託により「ものつくり大学」
が実施。訓練期間は10/3㊊～平成29年
3/24㊎の平日9時20分～16時30分まで。
求職者対象。定員15人。テキスト代な
どは自己負担。募集期間は8/31㊌まで。
詳細はものつくり大学ホームページを。
問同大学ものつくり研究情報センター
☎048-564-3880

　8/4㊍～15㊊谷塚文化センター。
8/19㊎～24㊌高砂コミセン。戦争の悲
惨さ、平和の尊さを次世代に伝えるた
めのパネルを、平和を祈る気持ちを込
めて市民と作った折り鶴オブジェ「平
和への羽ばたき」とともに展示します。
平和ネットワーク草加との共催。問人
権共生課☎922-08255927-4955

　8/13㊏14時～16時。会場は草加キン
グス・ガーデン。認知症の不安や心配
を抱えている人やその家族などが誰で

も気軽に交流し、介護負担の軽減や認
知症理解を深める憩いの場。今月のテ
ーマは介護保険利用の仕方。参加費
100円。問長寿支援課☎922-12815922
-3279

■男性介護者のつどい　8/15㊊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
■介護者のつどい　8/17㊌11時～12時
30分。会場はであいの森。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。問川柳・
新田東部（包）☎932-70075931-0993
■認知症サポーター養成講座　8/20㊏
10時30分～12時。会場は川柳文化セン
ター。認知症の理解や認知症の人との
接し方。認知症に興味・関心のある人
対象。定員20人。□申8/17㊌までに川柳
・新田東部（包）へ。☎932-70075931
-0993
■認知症サポーター養成講座　8/20㊏
14時～15時30分。会場は新里文化セン

ター。認知症を正しく理解して応援者
になろう。認知症に興味・関心のある
人対象。定員30人。□申8/8㊊から谷塚
西部（包）へ。☎929-00145929-5222
■介護者のつどい　8/26㊎13時30分～
15時。会場は草加キングス・ガーデン。
介護の情報交換と交流。効果的なオム
ツ交換の講義。介護をしている人、し
ていた人、する予定の人対象。□申8/8
㊊から谷塚西部（包）へ。☎929-0014
5929-5222

　8/27㊏、28㊐各日10時～16時。会場
は伝統産業展示室「ぱりっせ」。
●らくがきジャンボせんべい（要予
約）…直径20㌢を超えるせんべい生地
に醤油で好きな絵や名前などを書いて

焼き上げます。●レザークラフト体験
…革の動物アクセサリーを作ります。
　料金はいずれも1回500円。□申伝統産
業展示室「ぱりっせ」へ。☎5931-19
70

　8/20㊏10時～12時。会場はふれあい
の里。段ボールと布を使って作る写真
立て。小学3年生以上対象（保護者同
伴で低学年も可）。定員20人。材料費
100円。はさみ・木工用ボンド・手拭
きタオル持参。□申8/6㊏からふれあい
の里へ。☎920-6222

　スポーツ活動でひざや手首、足首な
どのけが予防や再発防止に役立つテー
ピングの知識と技術を習得する講習会
を開催します。9/10㊏13時～16時。会
場は記念体育館。16歳以上対象。定員
30人。参加費2000円。半袖シャツ、短
パンで。上履き・はさみ持参。□申8/20
㊏までに往復はがきに講習会名、住所、
氏名、年齢、電話番号を記入し、〒34
0-0022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の応募も可。
（応募多数の場合は抽選）。☎928-63
615922-1513

県青少年の主張大会～児童・生徒
が将来の夢や目標を発表します～

　8/28㊐13時～16時30分。会場は埼玉
共済会館。県内の小学生から高校生15
人が将来の夢や目標などを発表します。
市内からは草加高の生徒が出場します。
問青少年育成埼玉県民会議事務局☎
048-830-29075048-830-4754

平和パネル展～原爆と人間～

オレンジカフェ（認知症カフェ）

夏休み★工作教室

テーピング講習会

「機械ＣＡＤ設計及び加工技術」
職業訓練生を募集

地域包括支援センター (包)
介護者のつどい・認知症サポーター
養成講座

伝統産業展示室「ぱりっせ」で
らくがきジャンボせんべい
手焼き体験・レザークラフト体験

　

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8月5日号

8月の「なくそう暴力」標語　暴力を　しないさせない　やらせない



⑥ 2016年8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

普通救命講習

新里平成塾　体験講座

60歳からの健康長寿体操

であいの森講座

　ゆったりとからだを伸ばすストレッ
チ中心の体操を実施。動きやすい服装
で。いずれも全10回。定員25人。65歳
以上対象（参加は年度内に1回限り）。
■氷川コミセンコース　9/5～11/21の
㊊（㊗を除く）13時15分～14時45分。
■ふれあいの里コース　9/1～11/17の
㊍（㊗を除く）13時30分～15時。□申

であいの森の臨時休館

　8/26㊎10時～12時45分。会場は新田
西文化センター。健康長寿サポーター
養成研修、ストレッチや筋力アップ体
操。60歳以上の人対象。定員25人。上
履き持参。□申8/8㊊からシルバー人材
センターへ。☎928-9211

■ペーパーナプキンを貼って飾る身近
な小物作り　9/7㊌・21㊌14時～15時
30分。定員10人。材料費500円。はさ
み、平筆10号、持ち帰り用の袋持参。
■気楽に書に親しむ和のインテリア飾
り　9/16㊎・30㊎10時～11時30分。定
員10人。材料費500円。書道用具持参。
　いずれも会場は新里小。成人対象。□申

　美味しい食事ができる居心地の良い
空間ということだけでなく、人と人、
人とまちが交流できるのがカフェです。
カフェからはじまるまちづくりをテー
マに、私たちが目指すカフェ経営の実
践者である嶋田玲子氏（あぶくり店主
豊島区）と岡崎友美氏（松庵文庫店主
杉並区）を講師に迎え、自分たちのほ
しい暮らしの作り方やヒントを学びま
す。モデレーターは㈱リノベリングの
嶋田洋平氏。8/27㊏15時～17時。会場
はカフェギャラリーコンバーション
（高砂1-10-3）。参加費1000円。定員
30人。□申8/25㊍までに電話・Ｅメール
・フェイスブックで産業振興課へ。☎
922-08395922-3406sangyosinko@ci
ty.soka.saitama.jp

　草加市体育協会では、65歳以上の人
を対象に「健康づくり応援プロジェク
ト」を実施しています。元気とどけ隊
が、あなたの地域に伺い運動指導いた
します。自分の体組成（筋肉量・脂肪
量など）を知り、自分の体の特徴にあ
った体づくりを始めませんか。 
■柿木公民館　9/6～10/25の㊋9時30
分～10時30分
■川柳文化センター　9/7～12/7の㊌
（除外日あり）13時30分～14時30分
■新里文化センター　9/13～11/1の㊋
11時～12時
各会場とも全8回。定員30人（1人1会
場）。参加費200円。□申8/8㊊から電話
で各施設へ。柿木公民館☎931-3117、
川柳文化センター☎936-4088、新里文
化センター☎927-3362

ＳＫＴ24推進事業　参加者募集
「マッサージ・ストレッチ体操教室」

そうかリノベーションまちづくり
まちの学校vol.1

県立特別支援学校塙保己一学園
学校公開の開催

人権啓発フェスティバル
ヒューマンフェスタ2016 in 川越

　8/13㊏・14㊐は電気設備点検や館内
消毒のため臨時休館します。問であい
の森☎936-27915936-2792

勤労青少年ホームの臨時休館

　9/4㊐は、館内の消毒のため、13時
から臨時休館します。問勤労青少年ホ
ーム☎928-5550

元気とどけ隊があなたに
健康をお届けします。

高年者健康体操

親と子のスキンシップ運動

　いずれも全8回。65歳以上で全日程
参加できる人対象。定員45人（応募多
数の場合は初参加者優先の上、抽選）
■八幡コミセン　9/1～10/27の㊍（9/ 
22除く）9時15分～10時45分。
■新田西文化センター　9/7～10/26の
㊌9時15分～10時45分。
□申8/18㊍（必着）までに、はがきに住
所・氏名・年齢・電話番号・希望会場
名・これまでの参加の有無を記入し、
〒340-8550長寿支援課へ。☎922-2862 
5922-3279

■スローストレッチで筋力アップ！　
9/1㊍・15㊍・29㊍、10/6㊍・20㊍、
11/17㊍の10時～11時30分。全6回。定
員30人。タオル、上履き持参。
■はじめての水彩画教室　9/5㊊、
10/3㊊・17㊊・31㊊、11/7㊊・21㊊の
13時～15時30分。全6回。定員10人。
初回のみ材料費1000円。
■折り紙を楽しもう　9/14㊌10時～12
時。定員20人。材料費100円。のり・
はさみ持参。
■終活～最後まで自分らしく～　9/21
㊌10時～11時30分。定員15人。
いずれも60歳以上対象。
□申終活は8/6㊏、水彩・折り紙は8/8㊊、
ストレッチは8/9㊋10時から電話でで
あいの森へ。☎936-2791

　8/30㊋10時～15時30分。会場はウェス
タ川越。藤岡弘、さんの講演ほか。人権
尊重社会を目指す県民運動強調月間の
一環。問県人権推進課☎048-830-2255

　被災地で生産された品々を販売しま
す。8/18㊍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）☎93 
2-67705932-6779

　9/11㊐9時～12時。会場は消防署青
柳分署。乳幼児に対する心肺蘇生法・
AEDの取り扱い・異物除去法ほか。
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8/28㊐までに青柳分署
へ。☎931-3973

市民体育祭卓球大会

　9/11㊐9時～。会場は市民体育館。
種目は男女別シングルス戦、小・中学
生シングルス戦。リーグ戦を行い、決
勝トーナメントに進みます。参加費50 
0円（小・中学生300円）。□申8/12㊎ま
でに草加市体育協会へ。☎928-6361 
5922-1513

　視覚障がい教育を行う県立特別支援
学校塙保己一学園（川越市）が学校公
開を行います。9/14㊌9時10分～12時
30分。□申9/2㊎までに同学園へ。☎04 
9-231-2121

　8/28㊐10時～11時。会場はふれあい
の里。1歳半から未就学児と保護者対
象。定員20組。タオル持参、動きやす
い服装で。□申8/6㊏からふれあいの里
へ。☎920-6222

食べて応援！東北復興支援販売会

9月からの
スポーツ教室

　草加市体育協会では9月から下表のスポーツ教室を開催します。詳細は同協会ホームページで確認するか同協会に問い合わせを。
□申8/20㊏（消印有効）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も応募できます。応募多数の場合は抽選。☎928-6361

記念
体育館

会場

市民
体育館

教室名（コース名） 開始日 曜日 開始時間 回数 対象 定員 参加費

16時

19時30分

11時15分

11時30分

10時

17時

9時30分

10時30分

11時40分

16時

19時

11時

10時

11時

9時

10時

19時30分

月

火

火

水

木

木

金

水

火

水

月

金

水

木

30人

15人

20人

25人

３０組

20人

20組

２０組

25人

24人

30人

30組

30組

30組

30人

40人

80人

25人

3000円

4000円

2500円

4000円

3000円

4000円

3000円

2000円

3000円

2500円

3000円

4000円

7000円

4000円

 

18歳以上

18歳以上女性

18歳以上

小学生

18歳以上

年中・年長

小学生以上

年中・年長

18歳以上

6

8

5

8

6

8

6

4

6

5

6

8

14

8

年中・年長（H22.4.2～
H24.4.1生まれ）

H24.4.2～H26.4.1
生まれの幼児と保護者

まだ歩けない乳児と母親

ジュニア
初心者水泳教室

H22.4.2～H25.4.1
生まれの幼児と保護者

歩ける3歳未満の幼児と母親

H24.4.2～H26.4.1
生まれの幼児と保護者

9/12

9/6

9/13

9/7

9/1

9/1

9/2

9/7

9/6

9/7

9/12

9/2

9/21

9/7

9/8

ママ＆べビー体操教室（ハイハイコース）

ママ＆べビー体操教室（ヨチヨチコース）
シェイプアップトレーニング教室

（記念体育館コース）

親子体操教室（月曜コース）

親子体操教室（金曜コース）

幼児体操教室鉄棒編 Aコース
Bコース

15時
16時

8/8㊊から保健センターへ。☎922-0200
5922-1516

器械体操教室

筋力アップトレーニング教室

初心者フラダンス教室

ヨガ教室

親子トランポリン教室

バレエ教室

幼児トランポリン教室

卓球教室

親子リズム体操教室

おはようストレッチ教室

３Ｂ体操教室

バランス＆コアトレーニング教室

市民
温水
プール

会場

そうか
公園

草加中

中公

教室名（コース名） 開始日 曜日 開始時間 回数 対象 定員 参加費

13時

13時45分

13時

10時

1４時

1４時

15時
16時
9時

19時

9時

9時

11時

9時

11時

10時

水

木

金

木

土

土

金

火

土

月

水

金

25人

25人

１５人

15人

20組

30人
30人
30人
20人

25人

20人

 
各
12人

24人

4000円

2000円

3500円

4000円

2500円

4000円

1500円

6000円

18歳以上

40歳以上

18歳以上

小学1・2年生

小学3・4年生

18歳以上

年少以上

18歳以上

55歳以上

8

4

7

8

5

8

3

8

9/7

9/8

9/2

9/1

9/10

9/10

9/2

9/6

9/3

9/26

9/28

9/30

サーキットトレーニング教室

ステップ＆ストレッチ教室 

バウンドテニス初心者教室

機能改善アクア教室（9～10月コース）

親と子どもの水泳教室

ダイナミックバタフライ教室

シェイプアップトレーニング教室

空手道教室 

初級硬式テニス教室（月曜Aコース）

中級硬式テニス教室（月曜Aコース）

初級硬式テニス教室（月曜Bコース）

中級硬式テニス教室（月曜Bコース）

初級硬式テニス教室（水曜Aコース）

中級硬式テニス教室（水曜Aコース）

初級硬式テニス教室（水曜Bコース）

中級硬式テニス教室（水曜Bコース）

シニア硬式テニス教室 

市民
体育館

（1・2年Aコース）
（1・2年Bコース）
（3・4年コース）

　8/14㊐13時30分～16時30分。会場は
吉川市民交流センターおあしす。電話
予約の上、相続・遺言・債務整理・成
年後見などについて、司法書士に無料
で相談できます。□申埼玉司法書士会・
総合相談センターへ。☎048-838-7472

越谷総合相談センター出張法律相談会

生涯学習課へ。☎922-28195922-3498
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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

■南越谷阿波踊り　8/19㊎19時～21時、
20㊏・21㊐14時～21時（流し踊りは17
時10分～）　会場は新越谷・南越谷駅
周辺　問南越谷阿波踊り実行委員会事
務局☎986-2266

■2016みさとサマーフェスティバル
花火大会　8/20㊏19時～20時30分（雨
天時は26㊎）　会場は江戸川運動公園
　問同市商工会青年部☎952-1231

■秋野恵子　ふるさとの唄・踊り・民
話のうた語り　8/28㊐13時30分開演　
会場は田園ホール・エローラ　曲目：
東埼玉音頭・松伏音頭ほか　大人1500
円、高校生以下500円　問同ホール☎
992-1001

■企画展「八潮の歩き方」移りゆく景
観変わりゆく八潮　9/25㊐まで　会場
は八潮市立資料館　問同館☎997-6666

■ワンダーフェスティバル　8/28㊐10
時～17時　会場は児童館ワンダーラン
ド　ビーチフラッグやヨーヨーすくい
など　児童対象　問同館☎981-6811

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

■フリーダンスパーティー　8/7㊐・
9/4㊐13時15分～16時15分　谷塚文化
センター3階で　参加費500円　問ダン
スサークルニューロマンス斉藤☎924- 
3682
■卓球体験会　8/10㊌・17㊌15時～17
時　市民体育館で　参加費1回200円　
□申荒木☎931-7687
■八幡ダンスサークル　フリーダンス
　8/14㊐13時20分～16時20分　谷塚文
化センターで　参加費500円　トライ
アル有　飲み物付　問千代田☎090-35 
74-3430　
■不登校相談会　8/16㊋15時30分～16
時50分　草加市文化会館第2研修室で
　不登校にお困りの生徒・保護者対象
　問国際高等学院☎932-5139
■獨協大学地域と子どもリーガルサー
ビスセンター「弁護士と考えるトラブ
ル解決法」　8/18㊍・19㊎10時～15時
30分　小学5～6年生対象　定員15人　
□申同センター☎946-1781
■介護者の集い「オアシス」　8/20㊏
10時～12時　中央公民館で　9/6㊋13
時30分～15時30分　氷川平成塾で　介
護で困ったら参加してください　問山
田☎928-5332
■親子造形教室「ハロウィーンリース
を作ろう」　8/21㊐・28㊐10時～12時
または12時～14時　谷塚文化センター
で　参加費親子で1500円　要予約　□申
オサナイ☎080-1166-1121
■フリーダンスパーティー　8/21㊐13
時20分～16時15分　谷塚文化センター
で　男女競技選手待機　軽飲食付　参
加費700円　問氷川ダンス倶楽部太田
☎090-3520-7309
■合気道体験会　8/21㊐15時～16時　
草加中柔道場で　小学生以上対象　駐
車場有り　問合気研究所小形☎090-22 

00-1140
■ピアサポート「みんなとママのわ」
　8/25㊍10時～12時　市民活動センタ
ー会議室で　子育ての悩みや不安を話
し合いたい方対象　参加費300円　問
横田☎090-4245-8217
■平和のための連続学習会（第一回）
自衛隊～警察予備隊から米軍との一体
化へ　8/26㊎18時～　勤労福祉会館第
2会議室で　問草加市平和委員会山内
☎080-6517-2396
■遺言書の書き方と終活を学ぼう　
8/27㊏10時～12時　アコスホール会議
室Ａで　一般対象　定員15人　□申遺言
相続後見ネット☎946-5152
■プリザーブドフラワー展示会　8/27
㊏・28㊐10時～19時（28㊐は16時ま
で）　アコスギャラリーで　問あまい
け☎090-4376-5294　
■歴史学講座「再成塾」1915年［第
一次世界大戦中］日本は中国にあった
ドイツ租借地を撤廃させようとした　
8/27㊏13時30分～16時30分　草加市文
化会館で　問小嶋☎090-1261-7366
■教育講演会　8/27㊏13時30分～17時
　草加市文化会館で　「はだしのゲン
を語り続けて」　講師：神田香織さん
（講談師）　問市教組事務所☎944-7063
■草加市演奏家協会「ガラコンサー
ト」　8/28㊐13時開演　中央公民館で
　声楽、管弦楽、ピアノによるコンサ
ート　入場料2000円　□申河内☎925-4417
■ロマンフリーダンスパーティー　
8/28㊐13時10分～16時20分　勤労福祉
会館で　ミキシング・ミニトライアル
・リボン待機・厳選CD曲・軽飲料　
参加費800円　問倉持☎927-8574
■ワンコインダンスパーティー　8/28
㊐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
■子どもと一緒に平和フェスティバル
　8/28㊐13時～16時30分　高砂コミセ
ンで　手作り絵本・絵手紙を描こう、
アニメ上映会　問九条の会・草加白根
☎924-6400
■彩の会展（油絵）　9/1㊍～5㊊10時
～18時（1㊍は13時から、5㊊は15時ま
で）　アコスギャラリーで　風景静物
画約30点展示　問多賀☎925-3107
■綾瀬川土手で一緒に自然観察しませ
んか　9/3㊏　集合①新田駅東口13時
②新田ミニコミセン前13時10分　参加
費100円（高校生以下無料）　□申菅☎9 
42-0036
■カンタンなど秋の虫を聴く会　9/3
㊏　そうか公園で　集合①松原団地駅
17時45分（要予約）②そうか公園18時
　参加費100円（高校生以下無料）　
□申加納☎935-3091
■「ガールスカウトの日」活動体験　
9/4㊐10時～12時　高砂コミセンで　
幼稚園児・保育園児・小学生対象　問
草加市ガールスカウト連絡協議会笠井
☎924-4347
■草加母親大会　9/4㊐12時～16時　
勤労福祉会館で　分科会は教育・乳幼
児・学童・健康医療・平和・食　講演
「ゆっくり子育て親育ち」馬場久志埼
大教授　問母親連絡会☎924-0460
■日曜ゴルフ教室　9/4～10/9の㊐19
時～21時　水曜ゴルフ教室　9/7～
10/12の㊌10時～12時　松原ゴルフガ
ーデンで　全6回　参加費1万4000円　
問草加市ゴルフ協会石鳥☎922-3065
■市民バドミントン大会　9/22㊗9時
～　記念体育館で　男女ダブルス戦　
参加費一般1500円・高校生800円・小
中学生500円　□申9/8㊍までに〒340-00 
12神明2-2-45矢島☎5925-4981

■スポーツ吹矢体験会　8/6㊏9時～11
時　柿木公民館で　初心者大歓迎　用
具不要　問山下☎931-7681
■スポーツ吹矢体験会　8/10㊌・17㊌
・31㊌15時～17時　市民体育館で　参
加費1回200円　□申石崎☎935-7231

㈲平和電気商会
㈱井戸梅
㈲栗原水道
㈱セントラル設備
㈲やまと水道
東京管工機材㈱草加支店

住吉1-12-5
住吉2-4-3
手代町412-6
青柳8-29-2
氷川町429-4
住吉1-14-20

☎924-3071
☎922-3413
☎925-4484
☎936-1000
☎927-8519
☎927-0041

8/  6㊏
   7㊐
   11㊗
   13㊏
   14㊐
20㊏

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

8/  7㊐

8/11㊗

8/14㊐

内科

外科

内科

外科

歯科

内科

外科

平田クリニック

かとうファミリークリニック

さいわい内科クリニック

草加中央診療所

やこう橋歯科医院

おかだこどもクリニック

山崎クリニック

新栄1-48-11

青柳4-26-16

旭町1-4-46

中央1-2-22

松江3-7-3

清門3-25-3

中央2-4-11

☎942-1245

☎933-0333

☎930-5870

☎922-2159

☎935-6262

☎941-5214

☎924-1375

　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8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



市内で楽しむ昭和村行けない人はコチラ！！行けない人はコチラ！！

7月かどまちごとでき
　23・24日、草加駅西口周辺でよさこいサンバフェスティバル2016が
開催され、約10万人の観客で賑わいました。
　市内外のチームが揃ったよさこいでは、小学生が寄せ書きしたリオ
応援よさこい旗も青空に大きくはためき、リオを彷彿とさせる本格的
なサンバや地元商店街のグルメで夏の暑さまで楽しんだ2日間でした。

　草加駅前一番通り商店会にある女性起業チャレンジショップ
Ohana（オハナ）は、女性の起業のお手伝いをする店舗です。
今回フェイシャルエステの「Aloha Mana」が仲間入りしまし
た。他にもお片付けの相談や資格講座が受講できる「お片づけ
プレゼンター」など、女性に優しいお店が揃っています。ぜひ
お立ち寄りください（不定休。来店
前に電話で確認をお願いします）。
＊Aloha Mana
　午前10時～午後5時
　☎080-4838-6710（予約優先）　
＊お片づけプレゼンター
　午前11時～午後6時
　☎090-6318-3365（予約優先）
　住吉1-10-37（歴史民俗資料館前）

　獨協大学オープンカレッジの秋
期講座の受講生を募集します。講
座は下表など67講座で10月から開
講。詳しくは生涯学習課・公民館
・中央図書館等で配布するパンフ
レットで確認するか、獨協大学へ
資料を請求してください。
■会場　獨協大学
■応募　各講座開講の3日前まで

　姉妹都市福島県昭和村の新鮮な高原野菜の採れたてアスパラやとうもろこし、山菜加工品、
乾物類などを11月まで定期的に販売します（季節により販売品目は変わります）。
■日　時　8月21日㈰午前10時30分～午後4時（売切れ次第終了）
■会　場　草加市物産･観光情報センター

　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。
夏は涼しく、ハイキング拠点とし
て、9月以降は周辺の木々の美し
い紅葉が楽しめます。
■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）。1人での宿泊は
不可
■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

■日　時　9月24日㈯・25日㈰1泊2日
■宿　泊　昭和温泉しらかば荘
■対　象　市内在住･在勤･在学の人（高校生
　　　　　以下は保護者同伴）
■定　員　20人（男女別の相部屋の場合あり）
■内　容　稲刈り体験、矢ノ原湿原散策、農
　　　　　作物収穫体験ほか
■参加費　中学生以上１万1000円、小学生以
　　　　　下１万円（交通・宿泊・食事代込
　　　　　み）　24日の昼食は各自持参

□申往復はがきに参加希望者全員の住所（在勤
・在学者は、勤務先名または学校名を明記）
・氏名・年齢・平日連絡が取れる電話番号を
記入し、8月22日㈪（必着）までに〒340-8550
文化観光課へ。1通で4人まで可。申し込み多
数の場合は初参加者優先の上、はがき単位で
抽選。結果は8月24日㈬以降に発送。決定後、
参加決定者の変更不可。重複応募は無効。参
加決定者は9月9日㈮までに文化観光課に参加
費を持参してください。

昭和村で秋を体験しよう昭和村で秋を体験しよう
秋の実り、稲刈りを楽しもう

避暑・紅葉・ハイキング…etc.

奥日光自然の家
昭和村秋の体験＆交流事業

獨協大学オープンカレッジ
チャレンジショップOhanaに

新しいお店が
秋期講座受講生募集

問文化観光課☎922-29685922-3406

問産業振興課☎922-08395922-3406

　姉妹都市福島県昭和村を訪れ、村の人と交流を深めながら草加で味わうことができない様々
な体験をしてみませんか。

　得意なことでお店を始めてみませんか？グループで
の出店も可能です。気軽に産業振興課へ問い合わせを。
■対象　市内の商店街等で開業する意志のある女性
■業種　小売業・サービス業（飲食等一部を除く）
■募集区画　2区画（1区画1坪程度）
■賃料　月額1万円（その他共益費等あり）

出店者募集中

オープン問獨協大学エクステンションセ
ンター☎946-1678

住

はじめての漢方 ウィーン歴史散歩
中東音楽紀行 若さを保つアンチエイジング
知っておきたい和文化の基本 身近にある自然科学の楽しみ
暮らしに役立つやさしい心理学 通訳トレーニングで英語力アップ

ガリレオの生涯と思想おいしい世界史

□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

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8月5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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