
　草加市では、平成27年度に東京大学生産技術研究所
と共同して、地震防災対策の前提となる被害想定調査
を実施しました。首都直下地震は、どこを震源として
起こるかわからないため、今回の被害想定では最悪の
事態を想定し、草加市を震源とする地震としました。
　また、地震のタイプで揺れる場所が変化するため、
２つのタイプを設定して被害想定を行った結果、Ⅰ・
Ⅱいずれのタイプでも、最大震度5強～6強の揺れとな
ることがわかりました。 

　震度6強では這わないと動けず、固定してい
ない家具は動き回って転倒してしまいます。
　阪神・淡路大震災で亡くなった人の約8割が、
建物倒壊等による圧死です。

草加市防災まちづくり講演会
「草加市直下で地震が起きたら」

　平成27年度に東京大学生産技術研究所と共同して実施した草加市地
震被害想定調査結果を市民の皆さんにお知らせします。ぜひ会場でこの
結果を聞いて、自助の取組みを進めてください。
■日　　時　10月8日㈯午前10時から正午まで
■会　　場　中央公民館ホール
■講　　師　東京大学生産技術研究所　准教授　加藤　孝明氏
■定　　員　400人（先着順）
■申し込み　10月5日㈬までに、住所・氏名・電話番号を記入してファ

クスまたはEメールでお申し込みください。手話通訳又は要
約筆記が必要な場合はその旨も併せて記載してください。

巨大地震発生その時、草加市は・・・

問危機管理課☎922-06145922-6591kikikanrika@city.soka.saitama.jp
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凡例 ： 地表面の地震動
地動最大速度  カイン［単位 ： cm/s］ ｜ 震度階級

地動最大速度　カイン[単位：ｃｍ/ｓ]とは？⇒ 地震動の最大速度で１秒間にどれだけ変位するかを表す単位　
（例）震度6弱　64.4カイン⇒１秒で64.4ｃｍの動きに相当
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注 ： 震度は想定する最大値です。 注 ： 震度は想定する最大値です。
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家の耐震化や家具の固定など、できる限りの備えを進めましょう
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貸し付けを受けた月の翌月より6か月経過後から、
国・公立の学校等は24か月、私立の高校・高専・
専修学校は36か月、私立の短期大学・大学は48か
月で均等月払い

　やつかかみ保育園は、耐震補強工事のため0歳児クラスの受け入
れを見送っていましたが、工事完了に伴い、0歳児クラスを11月1
日から再開します。当保育園に入園を希望する人は入園申し込みを
してください。なお、入園者は保育を必要とする程度に応じて決定
しますので、申込書の受付順は、入園選考には影響しません。

3人（予定）
保護者の就労・疾病等により保育を必要とする生
後6か月以上の乳児
平成28年11月1日（予定）
保育課または市ホームページでも入手可
10月14日㈮（11月入園の場合）
※1 移園及び希望園変更の希望申し込みも10月14
　　日㈮締め切りです。
※2 12月以降の入園申込は、入園希望月の前月　
　　 15日まで。
保育課（市役所第二庁舎2階）

10月31日㈪、11月1日㈫・4日㈮・7日㈪・9日㈬・10
日㈭・11日㈮午後3時15分～4時、午後4時15分～5時
あおば学園
平成29年4月1日現在で3歳以上の歩行可能な知的障が
いのある未就学児
あおば学園、子育て支援センターで配布するほか、市
ホームページ、そうか子育て応援・情報サイト「ぼっ
くるん」で入手可。

　埼玉県東部の6自治体が連携し、宿場町を巡るス
タンプラリーを開催します。日光街道埼玉六宿（草
加宿・越ヶ谷宿・粕壁宿・杉戸宿・幸手宿・栗橋
宿）のうち、4宿以上のスタンプを集めると抽選で
六宿にちなんだ景品がもらえます。この秋冬は日光
街道を巡ってみませんか。
■期　　間　12月28日㈬まで
■応募方法　埼玉六宿のうち4宿以上のスタンプを
押印し、応募用紙を指定の郵送先へ
★草加宿での集め方★
台紙・応募用紙…①草加宿神明庵、②物産・観光情
報センター、③草加駅で配布
押印…①草加宿神明庵、②草加宿案内人の会のガイ
ドツアーに参加、③10月2日の宿場まつり11月3日
の草加ふささら祭りの本部
　草加宿以外の宿場のスタンプ押印場所など詳細に
ついては各自治体に問い合わせてください。

　平成29年度にあおば学園への入園を希望する児童の状況を確認す
るため入園相談会を開催します。
■日　　時

■会　　場
■対　　象

■必要書類

□申 9月15日㈭～30日㈮（消印有効）に希望日と入園相談会申込書、
社会能力調査書、療育手帳のコピーまたは診断書を封入し「入園相
談会申込書在中」と明記し、〒340-0002青柳6-61-1児童発達支援セ
ンターあおば学園へ（郵送のみ）。相談日時は先着順で決定し電話
連絡します。

　経済的理由で高校・短大・大学・専門学校等への進学が困難な人
の保護者を対象に、入学準備金を貸し付けます。いずれも無利子。
貸し付けは審査のうえ、決定します。
■対　　　象　下記の条件をすべて満たす入学予定者の保護者
■条　　　件　①市内に1年以上居住していること
　　　　　　　②1都6県居住の市町村区税を完納し、債務を保証で
　　　　　　　　きる所得等がある連帯保証人が１人いること
　　　　　　　③市税を完納していること
■貸付限度額
　高校・高専・専修学校…国・公立10万円、私立30万円
　短期大学・大学…国・公立20万円、私立50万円
■返　　　済　

個別相談　※前日までに要予約
　入学準備金の貸し付けに関する相談は随時受け付けています。
　開庁時間に来られない人は以下の時間に受け付けます。
■場　所　総務企画課
■日　時　①9月14日㈬午後5時30分～8時
　　　　　②9月25日㈰午前9時～正午

　市では「広報そうか」をより多くの皆さんに提供できるよう、ス
マートフォン及びタブレット端末で広報紙が読める無料アプリ「ｉ
（アイ）広報紙」を導入しています。
　広報そうかを配信中のアプリ「ｉ広報紙」が、9月に「マチイ
ロ」にサービス名を変更し、アプリもリニューアルします。
　すでに「ｉ広報紙」を利用中の端末では、アップデートでアプリ
が入れ替わるので、新しくダウンロードする必要はありません。
新しくダウンロードするには下のＱＲコードから

　奥日光自然の家は中禅寺湖畔
千手ヶ浜近くにある市の保養所
です。周辺は野鳥や鹿などの野
生動物が生息する自然の宝庫。
　また、日光では10月中旬ご
ろから紅葉が見頃になります。
自然の家を拠点に、紅葉の中の
ハイキングを楽しみませんか。

入学準備金貸付制度の活用を

■定　　員
■対　　象

■入 園 日
■申 請 書
■締め切り

■申請窓口

日光街道「埼玉六宿」
連携スタンプラリー
問文化観光課☎922-24035922-3406

□申9月13日㈫～10月7日㈮に総務企画課へ。
　☎922-26195928-1178
□申

■Andoroid版
　QRコード

■ios版
　QRコード

11月入園は10月14日㈮までに申し込みを

やつかかみ保育園
0歳児クラス

児童発達支援センター
「　　　　　 」が

「あおば学園」入園相談会

問保育課☎922-14915922-3274

問児童発達支援センターあおば学園☎5936-4972

11月1日
再開

に「　　　　　　　」
生まれ変わります

□申利用希望日の4日前までに
総務企画課へ。
☎922-26435928-1178
■利用　11月上旬まで。火
曜定休（祝日の場合は翌平日）
■料金　宿泊…1人1泊1540
円（4歳～中学生770円）。1
人での宿泊不可　食事（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

紅葉の見頃は
10月中旬から！！

紅葉・ハイキング…etc.

奥日光自然の家
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　市議会9月定例会が、9月1日㈭に開会されました。市長提出議案
は26議案。主な議案は次のとおり。
○草加市ふるさと納税基金条例の制定について…ふるさと納税とし
て本市に寄せられた寄附金を、寄附者の意向に沿った事業に活用す
るため、基金を設置するものです。
○草加市廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条
例の制定について…受益者の負担の適正化を図るため、一般廃棄物
の処理手数料のうち、動物の死体の処理に係る手数料の額を改定す
るとともに、市民の利便性の向上に資するため、粗大ごみの処理に
係る手数料の額を明確にするものです。
○草加市安全安心まちづくり推進条例の制定について…安全安心ま
ちづくり（犯罪を防止し、地域の防犯力を向上させる環境の整備）
に関し、基本理念を定め、市、市民等の責務等を明らかにするとと
もに、施策の基本となる事項及び迷惑行為の防止に関し必要な事項
を定めることで、市民の安全で安心な暮らしの実現に寄与するもの
です。
○草加市家屋及び土地の適正管理に関する条例の制定について…市
内にある家屋及び土地が管理不全または不良な状態となることを防
止することにより、地域の生活環境の保全及び安全で安心な暮らし
の実現に寄与するものです。
○草加市下水道条例の一部を改正する条例の制定について…公共下
水道使用者の負担の適正化及び下水道事業の健全な運営を図るため、
下水道使用料を改定するものです。
○平成28年度草加市一般会計補正予算（第2号）

　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。
■公民館運営審議会＜中央公民
館☎922-53445925-0152＞…9
月16日㈮午後2時～　中央公民
館3階第1・2講座室で
■振興計画審議会＜総合政策課
☎922-07495922-3406＞…9月
27日㈫午後6時～　市役所第二
庁舎5階第1・2委員会室で
■社会教育委員会議＜生涯学習
課☎922-28195922-3498＞…9

月27日㈫午後6時30分～　市役
所本庁舎3階旧第2委員会室で
■住居表示整備審議会＜都市計
画課☎922-18025922-3145＞…
9月29日㈭午後2時～　高砂コミ
セン集会室で
■男女共同参画審議会＜人権共
生課☎922-08255927-4955＞…
10月3日㈪午前10時～　市役所
本庁舎3階旧第3委員会室で
■小中学校通学区域審議会＜学
務課☎922-26745928-1178＞…
10月5日㈬午前10時～　市役所
本庁舎3階教育委員会会議室で
■地域経営委員会＜地域経営室
☎922-05275922-3406＞…10月
6日㈭午前10時～　高砂コミセ
ン第2会議室で

　第三者からの請求で本籍入り
の住民票等を交付した場合に、
住民票等に記載されている本人
に交付したことを通知する「本
人通知制度」を実施しています。
　草加市の住民基本台帳や草加
市が編製した戸籍、戸籍の附票
に記載されている人が対象。
　登録を希望する人は市民課ま
たは各サービスセンターに本人
確認できる書類（運転免許証・

保険証等）を持参し申し込んで
ください。
　なお、本人以外による申し込
みは同世帯の家族でも委任状が
必要となります。
郵送での登録
①市ホームページから「草加市
本人通知制度事前登録申込書」
を入手し必要事項を記入（連絡
先は昼間連絡が取れる電話番号
を記入してください）
②登録者の本人確認ができる書
類（運転免許証・保険証等）の
コピーを用意
③封筒に①と②を同封し〒340-
8550市民課へ送る
　詳細は市ホームページで確認
を。

　平成29年4月1日以降に市及び草加八潮消防組合が発注する「建設
工事」、「設計・調査・測量」、「土木施設維持管理」業務への入
札参加希望者は、資格審査の申請をしてください。
　申請受け付けは、県電子入札共同システム参加自治体との共同窓
口で実施します。
　詳細や申請の手引きは、契約課または県入札審査課ホームページ
で確認してください。
【新規申請】
■対象事業所　県電子入札共同システムに未登録の事業所
■受 付 期 間　9月9日㈮～10月7日㈮まで
■申 請 方 法　郵送による書面申請（消印有効、持参不可）
【更新申請】
■対象事業所　県電子入札共同システムに登録済みの事業所
■受 付 期 間　建設工事以外：10月11日㈫～11月11日㈮　　　　　
　　　　　　　建設工事のみ：10月11日㈫～11月25日㈮
■申 請 方 法　県電子入札共同システムによる電子申請後、関係書
　　　　　　　類を郵送（消印有効、持参不可）
【書類の郵送先　新規申請・更新申請共通】
〒330-9301県総務部入札審査課審査担当（工事）

審議会等の開催日程

市議会9月定例会 9月1日㈭に開会

　子どもの見守り活動・地域
のパトロール活動をしている
皆さん、草加市安全安心アカ
デミーで学びませんか。
　アカデミーでは、講演中心
の初級講座と、実践シミュレ
ーションを交えた中級講座を
行います。講習・実習を通じ

てパトロール活動のレベルアップを図りましょう。
　講座の日程や内容は下表のとおり。1回のみの受講も可。②④両
方を受講した人には修了証を交付します。
■会場　勤労福祉会館
■対象　18歳以上の市内在住・在勤・在学者
■定員　各回50人
□申10月7日㈮までにくらし安全課へ。ファクス、Eメールも可。

　創業塾は、創業への準備段階に応じて、担当者が一人ひとりの状
況を把握し、創業に必要な手続きなどの基礎知識を学ぶ「入門
編」、創業に向けた計画の立て方や資金繰りなどを実践的なカリキ
ュラムで学ぶ「実践編」を用意しています。
　今回の創業塾（全3回）をすべて履修すると、特定創業支援事業
履修者として、株式会社設立時の登録免許税の軽減や信用保証枠の
拡充といった特典を受けられます。
　市内で創業を目指す人は、創業に必要な知識、考え方が身につき
ますので、是非、一度相談してください。
●入門コース　草加商工会議所で随時受け付け、個別に実施
●実践コース【秋期】
　■日程　10月1日㈯・8日㈯・15日㈯午前9時～午後1時（全3回）
　■会場　草加商工会議所会館
　■定員　10人

日時

①

②

③

④

講座名（講師）

10月22日㈯
午後1時30分～4時

10月29日㈯
午後1時30分～4時

11月5日㈯
午後1時30分～4時

11月12日㈯
午後1時30分～4時

【防犯講座】
（県警察　防犯指導班「ひまわり」、県住宅課・住まいの
防犯アドバイザー）
【パトロール基礎講座】
（NPO法人日本ガーディアン・エンジェルス）
【特別防犯講座】
～子どもを取り巻く様々な危機と安全教育～
（日本こどもの安全教育総合研究所　宮田美恵子理事長）
【パトロール活動実践講座】
（NPO法人日本ガーディアン・エンジェルス）

地域の見守り活動を応援

問くらし安全課☎922-3607
5922-3041kurashianzen@
city.soka.saitama.jp

不正取得による権利侵害防ぐ

競争入札参加希望者の受け付けを開始夢への第一歩・起業のノウハウ教えます

安全安心
アカデミー開講

□申9月23日㈮までに草加商工会議所☎928-81115928-8125□申

住民票等の
本人通知登録を

問市民課☎922-15265920-1501

問契約課☎922-11295922-3091
秋期受講生
募集平成28年度草加市創業塾

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③2016年9月5日号市政情報



　9/11㊐までの8時30分～19時（9/10
㊏・11㊐は10時～17時）。相談専用ダ
イヤル☎0570-003-110。法務局職員と
人権擁護委員が対応し秘密は厳守しま
す。問さいたま地方法務局人権擁護課
☎048-859-3507

　草加市体育協会ではスポーツ指導を
行いたい人と受けたい人を結びつける
「スポレクバンク」制度を行っていま
す。幼児や小学生を対象とした指導経
験のある人、興味のある人を募集して
います。□申草加市体育協会ホームペー
ジから登録申請書を入手し、必要事項
を記入し同協会へ。☎928-63615922-
1513

　9/15㊍10時～16時30分。会場は谷塚
駅東口。草加中央ボランティアクラブ
の協力。10/5㊌13時30分～16時。会場
は草加商工会議所会館前駐車場。同会
議所女性会の協力。問福祉課☎922-12
345922-1066

　9/17㊏～12/25㊐。会場は歴史民俗
資料館。草加宿場まつりに合わせ、日
光道中と参勤交代について、久保田藩
を中心に絵図等の資料や発掘調査の成
果を活用して紹介します。
■企画展講座　10/8㊏14時～16時。展
示に関連し、久保田藩佐竹氏について
江戸幕府との関係、久保田藩家老梅津
政景と草加宿の関わりについて講演し
ます。定員60人。□申9/6㊋から同館へ。
☎5922-0402

　県では川の防災情報をホームページ
とメール配信でお知らせしています。
河川の水位・雨量の確認や、河川の監
視カメラ映像を確認することもできま
す。また、登録をすると氾濫注意水位
情報や土砂災害警戒情報をメール配信
します。詳しくは、県ホームページで。
問県河川砂防課☎048-830-5137

　国・私立または市外の公立小に在籍
する市内在住の6年生で、草加市立中
に就学を希望する児童の保護者は、
10/7㊎までに申請手続きをしてくださ
い。問学務課☎922-26745928-1178

　結核は過去の病気ではなく、現在で
も全国で年間約2万人、埼玉県でも年
間約830人の患者が新たに発生してい
ます。結核の症状には咳・たん・体の
だるさ・微熱・体重減少などがあり、
2週間以上症状が続く場合は、早めに
受診しましょう。また、乳児は重症化
しないよう、予防接種（BCG）を必ず
受けましょう。問草加保健所☎925-1551

　松江第2排水機場と瀬崎排水機場が
新たに運転可能となりました。大雨を
もたらした台風9号ではポンプの稼働
により浸水被害が軽減されました。今

後も場内整備等の工事を行う予定です。
ご理解とご協力をお願いします。問河
川課☎922-34095922-2124

　県立特別支援学校塙保己一学園（川
越市）では、高等部専攻科の入学者を
募集します。卒業時にはあん摩・マッ
サージ師等の国家試験受験資格が得ら
れます。高等学校卒業者または平成29
年3月卒業見込み者等対象。出願期間
は10/25㊋～11/18㊎（㊏・㊐・㊗を除

く）。選考試験は12/2㊎。問同学園☎
049-231-21215049-239-1015

■いきいき体操教室　9/12㊊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・タオ
ル持参。□申9/6㊋から谷塚西部（包）へ。
☎929-00145929-5222
■介護者のつどい　9/13㊋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　9/16㊎9
時15分～10時45分。会場は稲荷コミセ
ン。65歳以上対象。定員30人。上履き
持参。動きやすい服装で。□申9/6㊋か
ら草加中央・稲荷（包）へ。☎959-913
35922-3801
■介護者のつどい　9/21㊌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　9/23㊎13
時30分～14時30分。野菜体操と正しい
歩き方。会場は川柳文化センター。65
歳以上対象。定員30人。上履き持参。
□申9/6㊋から川柳・新田東部（包）へ。
☎932-70075931-0993
■元気吹き矢教室　9/23㊎14時～15時
30分｡会場は花栗会館｡65歳以上対象｡

定員30人｡運動靴持参。□申9/6㊋から安
行（包）へ。☎921-21215928-8989
■男性介護者のつどい　9/26㊊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
■ひざ痛・腰痛がやわらぐ歩き方教室
　9/29、10/13・27、11/10の㊍13時30
分～15時。全４回。会場は瀬崎コミセ
ン。65歳以上対象。定員30人。室内靴
持参。□申9/12㊊から谷塚・瀬崎（包）
へ。☎929-36135929-3612

　9/24㊏13時30分～。会場は八潮メセ
ナホール。優良運転者表彰・交通安全
表彰・交通安全宣言・アトラクション
・景品抽選会（12時30分から抽選券を
配布）。問交通対策課☎922-1641592
2-3041

　9/18㊐13時開演。会場は草加市文化
会館。市内で活動する吹奏楽団体や市
内の中学・高校の吹奏楽部が一堂に会
し日頃の成果を披露します。市内在住
の指揮者・フルート奏者のさかはし矢
波さんと草加市出身のバスクラリネッ
ト奏者の京谷麻里子さんをゲストに迎
え、各団体の演奏と総勢150人を超え
る出演者の合同演奏が楽しめます。問
草加市文化会館☎931-93255936-4690

　9/10㊏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
ーマは高齢者介護体験談。参加費100
円。問長寿支援課☎922-12815922-32
79

公立保育園の臨時職員を募集します
　資格を活かして一緒に働きませんか。勤務場所は市内公立保育園18園1分
園を予定。いずれも65歳未満対象。問保育課☎922-14915922-3274

勤務時間等職　種

保育士（有資格者）
看護師（有資格者）
調理士

時間外保育従事者

給食補助

○勤務時間　㊊～㊎　8時30分～17時（シフトにより㊏勤務があります）
○時給　保育士・看護師　1060円（准看護師は960円）
　　　　調理士　955円
○通勤手当　上限8000円
○その他　有給休暇・忌引休暇等特別休暇・被服貸与
　　　　　社会保険・厚生年金・雇用保険加入あり

○勤務時間　㊊～㊏　8時30分～13時
○時給　1220円
○通勤手当　上限8000円
○その他　有給休暇・忌引休暇等特別休暇・被服貸与あり

○勤務時間
　☆延長保育のない園
　㊊～㊎　7時20分～8時50分及び16時30分～18時30分
　㊏　7時20分～8時50分及び12時～15時30分
　☆延長保育のある園
　㊊～㊎　7時～9時及び16時30分～19時
　㊏　7時～19時のうち6時間
○時給　1320円（有資格者は1420円）
○通勤手当　上限8000円
○その他　有給休暇・忌引休暇等特別休暇・被服貸与あり

・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

9/21㊌～30㊎は「秋の全国交通安全運動」期間。車・自転車は安全運転を！

9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

地域包括支援センター(包)
介護予防教室・介護者のつどい

市民音楽祭
吹奏楽フェスティバル

企画展「日光道中（街道）と参勤交代」
－出羽国久保田（秋田）藩
佐竹氏について－

県立塙保己一学園（盲学校）
高等部専攻科入学希望者の募集

平成29年4月入学者対象
市立中学校の選択申請

全国一斉「高齢者・障害者の人権
あんしん相談」強化週間　電話相談

オレンジカフェ（認知症カフェ）

埼玉県版　川の防災情報

9/24～9/30は結核予防週間

排水ポンプの設置完了

スポレクバンク登録希望者を募集

八潮市・草加市交通安全大会

愛の献血

④ 2016年9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）8月20日現在　人身事故632件（－121）　死者2人（－7）

国民健康保険税　第4期

介護保険料（普通徴収）　第4期
後期高齢者医療保険料（普通徴収）  第3期

9月30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）

9月30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） 9/21㊌

9/28㊌

9/29㊍

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）

10/4㊋

10/18㊋

平成27年3/1～15生まれ

平成27年3/16～31生まれ

対象者に9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 10/12㊌ 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 

こんにちは赤ちゃん訪問 9月下旬～10月中旬 平成28年8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（Ｂ型肝炎・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8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
9/13㊋

9/27㊋

平成25年6/1～15生まれ

平成25年6/16～30生まれ

マタニティクラス（両親学級） 10/2㊐・5㊌
12/1～平成29年2/28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 10/17㊊ 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 9/21㊌ 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。9/6㊋から電話受付開始

○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。
《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

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

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

18歳以上で今年度測定していない人
定員80人

超音波による骨密度測定（簡易検査）
費用100円骨密度測定 9/29㊍・10/7㊎

母子健康手帳、タオル、普段使用している歯ブラシ持参 

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

未就学児と保護者　定員36組歯科衛生士によるブラッシング指導とだ液
のＰＨテスト

おやこでブラッシング
（保健センター） 10/24㊊

12/16㊎まで

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）
費用レントゲン800円、かく痰検査900円

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

　被災地で生産された品々を販売しま
す。9/8㊍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-
67705932-6779

　甲子園を目指して頑張っている、市
内4高校の野球部の皆さんを応援する
ためのポスター展を開催します。場所
と期間は下表のとおり。問草加市から
甲子園へ送る会（草加商工会議所内）
☎928-81115928-8125

　9/24㊏14時～16時。会場は歴史民俗
資料館。草加宿と近郊村々の珍しい史
・資料を基に、特に治安について解説
します。定員60人。□申9/6㊋から電話
で同館へ。☎922-0402

　体験水彩画教室　10/1㊏・15㊏13時
～16時。会場は高砂コミセン。全2回。
定員12人。参加費1600円。鉛筆、消し
ゴム、スケッチブック（F6）持参。□申
9/30㊎までにシルバー人材センターへ。
☎928-9211

　10/2㊐9時～19時。会場は市民体育
館。種目は「小・中学生シングルス
戦」、「男女別ダブルス」男子①一般
（109歳まで）②シニア（110～129
歳）③ベテラン（130歳以上）女子④
一般（119歳まで）⑤シニア（120～
129歳）⑥ベテラン（130歳以上）年齢
は平成29年3月末日現在の年齢とし、
ペアの合計の年齢です。いずれもリー
グ戦後順位別決勝トーナメント。参加
費小・中学生300円、男女別ダブルス
1600円。□申9/10㊏までに草加市体育協
会へ。☎928-63615922-1513

　9/26㊊10時～12時30分。会場は草加
市文化会館。あじのカレー風味胡麻和

え、夏野菜のポン酢和え、ひじきと枝
豆のサラダ、ミルク羹。定員24人。参
加費500円。布巾2枚・エプロン・三角
巾持参。□申9/6㊋からシルバー人材セ
ンターへ。☎928-9211

　在宅医療や介護について理解し、在
宅での療養が必要となったときに、必

要なサービスを適切に選択できるきっ
かけづくりとして、全3回の講演を行
います。初回は歯科医師及び薬剤師に
よる講演。9/29㊍14時～16時30分。会
場は中央図書館。講師は松本満茂歯科
医師、須鴨義夫薬剤師。65歳以上また
は在宅療養に関わる人対象。定員80人。
□申9/6㊋から長寿支援課へ。☎922-2862
5922-3279

　まちで自らの不動産を活用している
不動産オーナーの茨田禎之氏（㈲ユ
ウ）と石井秀和氏（㈱南荘石井事務
所）を講師に迎え、まちにおける不動
産オーナーの役割、不動産がまちに与
える影響などについて学びます。モデ
レーターは㈱ブルースタジオの大島芳

彦氏。10/6㊍18時～20時。会場は蔵カ
フェ中屋（住吉1-1-1）。参加費1000円。
定員30人。□申9/30㊎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@
city.soka.saitama.jp

　10/1㊏13時30分～16時。会場は越谷
児童相談所草加支所。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、育てる里親の制度説明
と現役里親の体験談、個別相談ほか。
定員20人。□申越谷児童相談所☎975-41
525977-3200

　10/1㊏14時～16時。会場は市立病院
心臓・脳血管センター5階大講堂。市
立病院の慢性呼吸器疾患看護認定看護
師が講師を務めます。タバコの身体へ
の影響や禁煙が成功するためのポイン
ト、息切れ防止エクササイズを紹介し
ます。定員50人。□申9/6㊋からの14時
～16時に市立病院看護部へ（㊏・㊐を
除く）。☎946-2200○内3101

　10/5㊌18時～20時。会場は市民活動
センター。NPO・市民活動のメンバ
ー獲得のための開かれた活動について
考えていきます。講師は法政大学教授
の杉崎和久さん。定員25人。□申9/6㊋
から市民活動センターへ☎920-35805
925-1872simin-katudo@city.soka.sai
tama.jp

展示会場 展示期間
中央図書館

中央公民館

川柳文化センター

新田西文化センター

谷塚文化センター

新里文化センター

柿木公民館

9/21㊌～10/8㊏

10/9㊐～15㊏

10/16㊐～22㊏

10/23㊐～11/5㊏

11/6㊐～19㊏

11/20㊐～12/3㊏

12/4㊐～17㊏

市民活動センター初級パソコン教室

　10月～平成29年3月の㊍または㊎9時
20分～10時40分。いずれも月2回。定
員各5人。月額1500円。ノートパソコ
ン持参。□申9/6㊋から市民活動センタ
ーへ。☎920-35805925-1872

市立病院市民公開講座
「禁煙！なかなかやめられない
タバコの正体を知ろう」

そうかリノベーションまちづくり
まちの学校vol.2
～不動産の使い方でまちが変わる～

シルバー人材センターカルチャー教室

歴民講座「草加宿と近郊村々の治安」

草加から甲子園へポスター展

食べて応援！東北復興支援販売会

草加松原ロータリークラブ杯
卓球大会

在宅療養虎の巻講座①

里親入門講座

まちづくり講座

楽しく元気にクッキング

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9月5日号

9月の「なくそう暴力」標語　解決は　力づくより　話し合い
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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

げんきがでるアクア教室

草文キネマ劇場「母千草」

市民体育祭

そうか公園フリーマーケット

健康づくり応援隊

　11/19㊏・20㊐10時～17時。会場は
記念体育館。個人・団体（5人以上）
による徒手またはリボンやボールなど
を使った演技の発表。幼児～高校生対
象。参加費1人400円。□申9/20㊋までに
申し込み用紙に記入し、草加市体育協
会へ。☎928-63615922-1513

ふれあいの里の臨時休館

■こしがや薪能　9/17㊏16時50分～20
時50分（荒天中止）　会場はこしがや
能楽堂　料金大人3500円、学生1000円
　問生涯学習課☎963-9307

■環境フェスタみさと＆三郷市消費生
活展　9/25㊐10時～15時　会場は同市
役所南側市民駐車場ほか　問クリーン
ライフ課☎930-7715

■まつぶし町民まつり　10/16㊐10時
～15時30分　会場は松伏記念公園ほか
　模擬店・イベントなど　問同まつり
実行委員会事務局☎991-1854

■リサイクルフェア　10/2㊐9時30分
～14時（小雨決行）　会場はリサイク
ルプラザ　問同プラザ☎997-6696

■インターナショナル・フレンドシッ
プパーティー　9/25㊐10時30分～14時
　会場はおあしす　国際交流パーティ
ー　問市民参加推進課☎982-9685

■ゴルフ大会　10/10㊗7時集合。会場
は野田市パブリックゴルフ場。定員56
人。参加費1万9400円（プレイ代込）。
□申9/30㊎までに草加市体育協会へ。☎
928-63615922-1513
■トランポリン大会　10/16㊐9時～16
時。会場は市民体育館。連続した10種
目の演技ができる幼児以上対象。参加
費1700円。□申9/28㊌までに市民体育館
へ。☎5936-6239
■ダンスフェスティバル　10/23㊐12
時～17時。会場は市民体育館。小学生
以上の社交ダンスに興味のある人対象。
定員350人。参加費1000円。室内靴持
参。□申 9/6㊋から市民体育館へ。☎5
936-6239

　10/12㊌18時～19時45分。会場は高砂
コミセン。思春期の子どもに対する親
としての関わり方などを学びます。悩
み相談や情報交換ができるグループト
ークもあります。小学3年生～中学生の
子どもの保護者対象。講師は埼玉大学
教授の首藤敏元さん。定員80人。手話
通訳あり（要予約）。□申
10/5㊌までに子ども教育
連携推進室またはインタ
ーネット受付専用サイト
「こくちーず」へ。☎92 
2-34945928-1178

　10/12㊌10時～13時。会場は保健セ
ンター。スパゲティ、サラダ、デザー
ト作り。エプロン、三角巾、ふきん2
枚持参。65歳以上対象。定員25人。参
加費500円（材料費）。□申9/6㊋から保
健センターへ。☎922-02005922-1516

　10/30㊐9時～16時（雨天中止）。会
場はそうか公園。募集は35区画。出店
料1区画2160円。□申9/6㊋からみどり公
園課へ。☎922-19735922-3145

■ママと赤ちゃんのためのハッピー体
操　10/7～11/11の㊎（11/4を除く）
13時30分～14時30分。全5回。会場は
保健センター。生後3～12か月の乳児
と保護者対象。定員20組。
■マタニティストレッチ　10/5～11/ 
16の㊌9時30分～10時30分。全5回。会
場は保健センター。妊娠16週から32週
の人対象。定員20人。
■体が硬い人のためのヨガ　10/5～
11/2の㊌9時30分～10時45分。全5回。
会場は勤労福祉会館。18歳以上対象。
定員40人。

　10/4～12/6の㊋12時30分～14時。会
場はであいの森。または10/6～12/15
の㊍13時～14時30分。会場はきくの里。
いずれも全10回。軽度なもの忘れ症状
がある65歳以上の在宅の人で、歩行・
排せつ・車の乗降が自立の人対象。定
員各10人（応募多数の場合、初参加者

子どものほめ方叱り方講座
パパも一緒に！

おうちで作れるクリームスパゲティ

子育て講演会
「思春期の子育ち・子育て～親も子も、
もがきながら乗り越える～」

　9/21㊌・22㊗は電気設備点検や館内
消毒のため臨時休館します。問ふれあ
いの里☎920-62225920-6251

草加ジュニア新体操競技大会

　9/23～12/9の第2･4㊎。全6回。13時
～14時30分。会場はふれあいの里。筆
ペンを使った実用習字。60歳以上対象。
定員20人。筆ペン持参。□申9/6㊋から
ふれあいの里へ。☎920-62225920-62 
51

暮らしに役立つ実用習字

　9/26㊊9時～12時。会場は八潮自動
車教習所。自動車学校教習技能員が指
導。65歳以上で普通免許以上を取得し
ている人対象。定員30人。草加駅、松
原団地駅から送迎あり（車での来場不
可）。筆記用具、運転免許証と眼鏡等
条件の人は眼鏡等を持参。□申草加警察
署交通課へ。☎943-0110（内線411）

シルバー・ドライバー・ドック

60歳からの健康長寿体操

市立病院医師事務作業補助者
（臨時職員）募集

草加スポーツフェスティバル2016
小学生マラソンリレー参加者募集

音楽・回想療法教室

　10/10㊗13時集合（雨天中止）。会
場は綾瀬川左岸広場。内容は下表のと
おり。□申 9/6㊋から申し込み用紙に必
要事項を記入し、草加市体育協会へ。
ファクスも可。☎928-63615922-1513

越谷市

三郷市

八潮市

吉川市

松伏町

　10/3㊊13時30分～15時30分。会場は
越谷市中央市民会館。埼玉弁護士会越
谷支部の弁護士が、離婚、相続、借金
の問題などあらゆる問題に応えます。
当日先着順。問埼玉弁護士会越谷支部
☎048-962-11885048-962-1422

　さいたま地方法務局主催。相続登記、
隣地との境界相談、人権、公正証書等
の相談。相続についての講演会。予約
優先。10/2㊐11時～15時。会場は同局
越谷支局。詳細は同局ホームページを。
問同局越谷支局☎048-966-1321

　10/7～12/9の㊎20時～20時50分。全
10回。会場は市民温水プール。18歳以
上対象。定員10人。参加費500円。□申
9/6㊋9時から市民温水プールへ。☎93
6-68245935-8981

赤十字救急法基礎講習

　11/3㊗9時30分～15時30分。会場は
中央公民館。一次救命措置（心肺蘇生、
AED、気道異物除去）を学びます。
15歳以上対象。定員30人。受講料1500
円（教材費等）。□申はがきにコース名
｢A-13｣・郵便番号・住所・電話番号・
氏名・性別・生年月日を明記し、10/3
㊊までに〒330-0064さいたま市浦和区
岸町3-17-1日本赤十字社埼玉県支部講
習普及課へ。http://www.saitama.jrc.
or.jpからの申し込みも可。問福祉課☎
922-12345922-1066

　10/10㊗18時30分開映。会場は草加
市文化会館。「瞼の母」の松田昌一の
脚本を、「東京オリンピックへの道」
で構成・編集を務めた鈴木重吉が監督
した浪曲母もの映画を映写機で上映し
ます。出演は三益愛子、川上康子、信
欣三。要整理券。□申9/6㊋から草加市
文化会館で配布。☎931-9325

上級救命講習

　10/8㊏9時～18時。会場は消防署西
分署。心肺蘇生法・AEDの使用法・
異物除去法ほか。市内または八潮市在
住・在勤の人対象。定員20人。応募多
数の場合は抽選。修了証を交付します。
□申9/28㊌までに西分署へ。☎925-3251

　勤務は11月からの㊊～㊎8時30分～
17時。診断書等の代行入力業務ほか。
経験者優遇。時給950円（賞与あり）。
□申9/23㊎までに履歴書を市立病院経営
管理課へ。問医事課☎946-2200

全国一斉！法務局休日相談所を開設

「法の日」記念無料法律相談会

　9/29㊍10時～12時45分。会場は新里
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9/6㊋からシルバー人材セン
ターへ。☎928-9211

■リンパを流すストレッチ＆健康体操
　10/24～11/21の㊊9時30分～10時45
分。全5回。会場は新里文化センター。
40歳以上対象。定員30人。□申9/6㊋9時
から草加市体育協会へ。☎928-63615
922-1513

　10/22㊏10時～12時。会場は獨協大

学。子どもの育つ力を伸ばす効果的な
ほめ方叱り方を学びませんか。講師は
埼玉県立大の林恵津子准教授。3歳～
小学生を持つ保護者対象。定員40人。
未就学児の保育あり。獨協大学地域と
子どもリーガルサービスセンターとの
共催。□申9/20㊋必着で、はがきに住所、
氏名・ふりがな（夫婦参加は2人の氏
名）、電話番号、保育の有無（子の名
前・月年齢）を記入し、〒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

部門 距離×人数

1・2年生女子の部 

1・2年生男子の部 

3・4年生女子の部 

3・4年生男子の部

5・6年生女子の部

5・6年生男子の部

500㍍×4人

600㍍×4人

受付専用
ＱＲコード

　9/26～11/14の㊊（㊗を除く）と指
定する日の13時30分～15時15分（午前
実施の回もあり）。会場は保健センタ
ー。全8回。栄養バランスの講話、調
理実習、運動実習、収穫体験ほか。健
康づくりに興味のある人対象。定員15
人。参加費1500円。□申9/6㊋から保健
センターへ。☎922-02005922-1516

ヘルスメイト養成講座
おとなのための食育講座

優先の上抽選）。会場は住所地で決ま
ります。なお、希望者には無料で送迎
を行います。□申9/16㊎までに長寿支援
課へ。☎922-28625922-3279
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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

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）

間作りの為に来てみませんか　□申野村
☎080-3027-4054
■初心者の為のミシン洋裁講座　①
9/14・21㊌②10/5・12㊌　9時30分～
12時　勤労福祉会館で　洋裁基礎と作
品作り　参加費各1000円（材料費込）
　問ぬくもりの里竹花☎090-6657-4005
■自彊術体験　9/14㊌・21㊌15時～16
時30分　新田西文化センターで　日本
最初の健康体操　どなたでも　問白須
☎080-5868-3571
■子育てセミナー「大好き！が伝わる、
ほめ方、叱り方」　9/15㊍10時～11時
30分　氷川コミセンで　参加費200円
　問家庭倫理の会石野☎090-9203-4244
■プリザとワイヤーでハロウィン飾り
作り　9/16㊎・10/14㊎　勤労福祉会
館で　9/17㊏・27㊋　谷塚文化センタ
ーで　各10時～　参加費1600円　□申梅
原☎090-8304-0579
■卓球体験　9/16㊎・23㊎・30㊎13時
～　ラリー中心　50歳以上対象　問松
が根クラブ須藤☎922-4789
■介護者サロン「らくだ」　9/16㊎　
わ～くわっく草加で　「こもれび」　
9/22㊗　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
■卓球40mm・ラージボール講習会　
9/17㊏9時～16時　市民体育館で　講
師TSP坂巻雄一　参加費500円　卓球
愛好者初心者歓迎　問池西☎941-1763
■「ゆうゆうまつり」　9/17㊏10時～
12時　優優保育園で　バザー・模擬店
（焼きそば・フランクフルト・かき氷
・豆腐ドーナツ）・ゲームコーナーあ
り　問優優保育園☎920-3020
■介護者の集い「オアシス」　9/17㊏
10時～12時　中央公民館で　10/4㊋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
■遺言書の書き方と終活を学ぼう　
9/17㊏10時～12時　中央公民館第3会

議室で　一般対象　定員15人　□申遺言
相続後見ネット☎946-5152
■「障がい児・者のための料理教室」
9/18㊐9時30分～14時　谷塚文化セン
ターで　うどん打ち体験ほか　定員30
人　参加費500円　□申草加光陽育成会
尻引090-4097-0266
■親子造形教室「ハロウィンパーティ
ー」　9/18㊐10時～16時　谷塚文化セ
ンターで　仮装大歓迎　軽いお菓子や
カード作りをします　参加費1人300円
　□申オサナイ☎080-1166-1121
■八幡ダンスサークルフリーダンス　
9/18㊐13時20分～16時20分　谷塚文化
センターで　トライアル有　飲み物付
　参加費500円　問千代田☎090-3574-3 
430
■講演会　9/19㊗15時30分～17時40分
　勤労福祉会館大ホールで　自民党改
憲法草案のねらいと私たちの課題　講
師小森陽一（東大教授）　問オール草
加総行動の会☎944-1153
■悠々会絵画展　9/21㊌～27㊋10時～
17時（21㊌は13時から、27㊋は15時ま
で）　アコスギャラリーで　油絵・水
彩画35点程展示　問河津☎943-4208
■DV被害者支援ボランティア育成講
座　9/22㊗9時30分～12時30分　中央
公民館で　加害者について・草加市の
現状　定員30人　□申みんなのまち草の
根ネットの会清水☎5936-2208
■ママフェスin草加　9/22㊗10時～17
時　アコスホールで　ママ達が大集合
　輝き繋がる笑顔あふれるフェス開
催！　問草加青年会議所☎928-8124
■うたごえ広場　9/23㊎10時～12時　
新里文化センターで　みんなで楽しく
歌って健康づくり　どなたでも参加で
きます　血圧測定あり　参加費200円
　問加藤☎927-9477
■ボランティアガイド開催　9/24㊏10
時～12時　中央図書館2階集会室で　
図書館ボランティアの説明と募集　各
部活動内容紹介　館内案内など　問大

貫☎090-4615-5204
■歴史学講座「再成塾」中国は1980
年代日本から多くの産業知識を学んだ
　9/24㊏13時30分～16時30分　草加市
文化会館で　問小嶋☎090-1261-7366
■神楽坂から音羽界隈探訪　9/25㊐8
時30分　草加駅改札内集合　江戸以来
の史跡と街並散歩　定員50人　参加費
600円　交通費別途　昼食持参　□申草
加史談会浅古☎924-3403
■柿木田んぼ野鳥観察会　9/25㊐9時
～12時　集合①松原団地駅東口8時30
分（要予約）②そうか公園事務所前9
時　参加費100円（高校生以下無料）
　□申加納☎935-3091
■フリーダンスパーティー　9/25㊐13
時20分～16時15分　谷塚文化センター
で　軽飲食付　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
■中国映画鑑賞会　9/25㊐13時30分～
16時　中央公民館3階講座室で　上映
作品「天安門、恋人たち」　参加費50
0円　□申中国大好きサークル森田☎972
-5738
■ふれあいダンスパーティー　9/25㊐
15時～19時　中央公民館で　参加費
500円　問H&Yダンスサークル佐藤☎
090-8036-8059
■管理栄養士による離乳食講座　9/30
㊎10時30分～　定員20組　おやこ大学
　9/27㊋（隔週）から　全4回参加可
能な母子（生後6か月前後）対象　□申
獨協大学地域と子ども☎946-1781
■花ぐみ押花展示会　10/2㊐～5㊌10
時～18時（5㊌は16時まで）　アコス
ギャラリー6Fで　テーマ「和、輪、
ワァー」　体験会あり　問倉場☎09 
0-4934-6911
■みんなで歌おう「うたごえＫ」　
10/9㊐14時～　中央公民館で　ピアノ
・ギターの生伴奏　旅愁、青い山脈、
心の旅ほか　成人対象　定員50人　参
加費800円　□申玉置☎090-9209-9132

■初心者スポーツ吹矢体験会　9/5㊊
・26㊊9時～11時　瀬崎コミセンで　
□申下田☎080-5477-3719
■書道体験　9/6㊋・20㊋9時～11時30
分　であいの森で　有名書道家の指導
　参加費1回200円　問オオクボ☎59
42-0433
■合気道体験会　9/6㊋・9㊎19時～20
時　草加中体育館で　護身術体験も実
施　運動できる服装で　中学生以上対
象　問三輪☎944-7886
■スポーツ吹矢体験会　9/7㊌13時～
15時　14㊌・21㊌・28㊌15時～17時　
市民体育館で　参加費1回200円　□申石
崎☎935-7231
■卓球体験会　9/8㊍・12㊊・15㊍・
22㊗・26㊊・29㊍15時～17時　市民体
育館で　参加費1回200円　□申才間☎93 
6-2845
■スポーツ吹矢体験会　9/9㊎9時～11
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
■司法書士による法律相談会　9/9㊎
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　9/10～24の㊏13
時～15時　八幡コミセンで　全3回　
参加費600円　□申山田☎944-8837
■草加南空手道教室体験会　9/11㊐9
時～12時　氷川小で　基礎体力作り健
全な青少年の育成　男女年齢問わず　
軽装、水分、タオル持参　問栁田☎08 
0-5419-2027
■アヒルフリーダンスパーティー　
9/11㊐13時20分～16時15分　谷塚文化
センターで　ミキシング・トライアル
・リボン　軽飲食付　参加費500円　
問黒崎☎090-3800-8380
■スポーツ吹矢体験会　9/12㊊・26㊊
14時～15時　氷川平成塾で　健康と仲

㈲井戸浅水道工事店
竹内セントラル㈱
三栄工業㈱
㈲萬設備
㈲駒崎設備

八幡町802
苗塚町438-16
苗塚町55-4
長栄1-779-1 
氷川町818-3

☎931-3330
☎928-5525
☎925-7384
☎942-1200
☎924-4136

9/10㊏
  11㊐
   17㊏
   18㊐
   19㊗

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

9/11㊐

9/18㊐

9/19㊗

内科
外科
内科
外科
内科
外科
歯科

草加内科呼吸ケアクリニック
いまじょうクリニック
中町クリニック
金子医院
水野クリニック
草加松原整形外科
丸田歯科医院

草加1-4-5
旭町6-1-17
谷塚1-22-18
稲荷3-13-23
栄町3-6-6
松江2-3-50
稲荷4-13-16　1Ｆ

☎999-5941
☎941-2140
☎954-8962
☎936-3636
☎930-1700
☎935-4838
☎932-0648

　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）。

休日当番医の駐車場は混雑します。満車の際は民間駐車場等をご利用ください。

■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



8月かどまちごとでき

■いじめ撲滅サミット
　19日、中央公民館で開催され
ました。昨年のサミットで中学
校区ごとに小中学生が考えたい
じめをなくすためのスローガン
をもとに、中学生と小学生が協
力しあった活動と成果が報告さ
れました。

■ちびっこ相撲
　23日、草加中で開催されまし
た。新関脇に昇進した田子ノ浦
部屋の高安関に、元気な小中学
生が果敢に挑戦。本格的な取り
組みを見せる中学生に観客も大
声援を送っていました。　大学教授や専門家による体験型の

講義です。学校とは違う環境の中、
子どもたちの“なぜ？どうして？”
に分かりやすく答えます。
■対　象　小学6年生
■日　時　11月12日～12月3日の
　　　　　土曜日午後
■定　員　25人（抽選）
■受講料　1000円
■会　場　獨協大学ほか市内施設

　詳細は下表のとおり。募集要項は生涯学習課、公民館・文化セン
ター、草加市文化会館、中央図書館で配布します。

□申 9月20日㈫までに往復はがきに教室名・住所・
氏名（ふりがな）・生年月日・電話番号を記入

し、〒340-0022瀬崎6-31-1草加市体育協会へ。同協会のホームページ
からも応募可。応募多数の場合は抽選。☎928-6361

　リオデジャネイロオリンピック体操競技の男子団体で金メダル
を獲得した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4人が凱旋報告パレー
ドを行います。
日時　9月11日(日)午前10時30分～11時
場所　県道足立越谷線松原大橋から谷古宇橋（国指定名勝「おくの

ほそ道の風景地　草加松原」沿い）※駐車場はありません
※詳細については、市ホームページ等で改めてお知らせします。

スポーツ教室

子ども大学そうか

⃞申生涯学習課・在籍小学校で配布する
　申込書を9月30日㈮までに同課へ。
　☎922-2819 922-3498

⃞申生涯学習課・在籍小学校で配布する
　申込書を9月30日㈮までに同課へ。
　☎922-28195922-3498

そうか市民大学後期講座そうか市民大学後期講座

１日目

　ドイツ語であそぼ！

２日目

　人間の目で見えないもの

　を科学の力で見てみよう

３日目

　地球儀の歴史

４日目

　草加郷土学　

　草加の人々と自然

受講生募集

⃞申9月6日㈫から生涯学習課へ。☎922-28195922-3498
専門
家から

楽しく学ぶ

輝く金メダル
（撮影：加藤凌平選手）

凱旋パレード
彼らが草加に帰ってきます

問スポーツ振興課☎922-28615922-3172

事業名(コース名） 実施日 曜日 時間 回数 対象 定員 参加費 会場

親子トランポリン教室 10/26～ 
11/16 水 11時15分～

12時15分 4回
H24.4.2～
H26.4.1生まれ
の幼児と親

30組 2000円

市民体育館

幼児体操教室跳び箱編
（Aコース） 10/21～ 

11/25 金
15時～16時

6回 年中・年長
30人 3000円

幼児体操教室跳び箱編
（Bコース） 16時～17時 30人 3000円

初心者ダンススポーツ
入門（親子コース） 10/1～ 

12/3
（除外日あ
り）

土

9時30分～
10時30分

6回
小学生と親 20組 1000円

初心者ダンススポーツ
入門（一般コース）

10時30分～
12時 中学生以上 20人 2500円

初中級水泳教室 10/7～
12/9 金 9時～

10時30分 10回 18歳以上 30人 5000円 市民温水
プール

ソフトテニス教室 10/1～
11/19 土 14時～16時 8回 18歳以上 30人 2000円

そうか公園
健康ウォーキング教室 10/11～

11/29 火 10時～
11時30分 8回 18歳以上 30人 2000円

小学生のための
陸上教室

10/22～ 
11/19 土

9時30分～
10時30分

4回
小学1～2年生 30人 2000円

10時30分～
12時 小学3～6年生 30人 2000円

スポーツ吹矢教室 10/8～
10/29 土 19時～21時 4回 18歳以上 20人 1000円 草加中

講座名 日時（いずれも土曜日） 会場 内容 定員（受講料）

まちの匠～作
る・皮革講座～

11/12・26
13時15分～16時30分
全2回

草加市文化会館 革製のトートバッ
グを制作

15人
（9000円材
料費込み）

草加の地域史～
史料の保存と活
用～

10/22、11/5・19、
12/3
14時～15時30分
全4回

中央図書館

史料から草加地域
の荘郷や舟運、算
学者について知る
とともに、地域史
料の保存と活用の
大切さを学ぶ

30人
（4000円）

映画講座「伝説
の女優たち、そ
の波乱万丈の人
生（前編）」

10/1・15
14時～15時30分
全2回

中央図書館
日本の名女優であ
る原節子さんと田
中絹代さんについ
て学ぶ

30人
（2000円）

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9月5日号

市の人口　平成28年8月1日現在　24万6724人（男12万5308人・女12万1416人）／前月比45人増／世帯数11万2374世帯
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