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　市内に活動拠点のあるコナミスポーツクラブ体操競技部の皆さんの男子体操競技団体金メダル獲得に沸いた
リオ五輪。体操の加藤凌平選手だけでなく東京五輪での活躍が期待される草加っ子アスリートを紹介します。
　市では、２０２０年の東京五輪や夢の実現に向けて頑張る草加っ子アスリートを応援していきますので、皆さん
も一緒に応援しましょう!! 問スポーツ振興課　☎922-2861　5922-3172

めざせ！
オリンピアン

竹田一平さん 中央大学２年生
（長栄小・草加中卒業）

【写真提供：国際航空写真】【写真提供：共同通信社】

2016年　水戸招待陸上　優勝
2016年　ｱｼﾞｱｼｭ゙ﾆｱ陸上　2位

桶谷南実さん 瀬崎中学校３年生
（氷川小卒業）

2014年　ｼｭ゙ﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 800m　2位
2015年　ｼｭ゙ﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ1500m　3位 　

　草加ジュニア陸上クラブで陸上を始める。高校では三段跳び

の選手で、本格的に100ｍを始めてまだ2年。2016年の水戸招

待陸上100ｍ決勝では10秒27の自己ベストタイムでサニブラウ

ン選手を抑えて優勝。

　今年の目標は、五輪参加標準記録10秒16を突破し、

中央大学記録の更新。　
世界へはばたけ!!

　草加ジュニア陸上クラブで陸上を始める。2015年の県中学

新人大会で800m､1500mの2冠達成。昨年末のケガを乗り越

え、今年の全国大会に1500mで出場。今後は距離を伸ばし、

東京五輪では5000m、10000mでの出場を目指す。

　今年の目標は、第35回全国女子駅伝に出場し、

区間賞の獲得。
世界へはばたけ!!

竹田選手
の夢

竹田選手
の夢

桶谷選手
の夢

桶谷選手
の夢

五輪マラソンで
金メダル獲得!!
五輪マラソンで
金メダル獲得!!

東京五輪
１００ｍ決勝で

日本新記録達成
!!

東京五輪
１００ｍ決勝で

日本新記録達成
!!
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　県では、中学校へ入学する子どもがいる住民税非課税世帯のひと
り親家庭等に就学支度金（子ども1人に1万円）を支給しています。
　対象者には9月下旬に申請書を郵送しましたので、申請してくだ
さい。また、次の要件に該当する人で申請書が届いていない場合は、
子育て支援課へ連絡してください。申請期日を過ぎると支給されま
せん。
■対象者（①～③のすべてを満たすこと）
①ひとり親家庭等の親、または父母のいない児童を養育している
②養育している児童が平成29年4月に中学校に入学予定
③申請者の世帯の平成28年度住民税が非課税（生活保護受給世帯を
除く）
□申申請書に必要事項をもれなく記入し、申請者本人名義の通帳また
はキャッシュカードの写しを添えて、11月30日㈬までに同課へ。

　平成29年4月からの保育所等・家庭保育室への入園・入室、児童
クラブへの入室申し込みを次のとおり受け付けます。
《共通》
■受付日時　

■会　　場　
《保育所等・家庭保育室》※申込時に対象児を同伴してください。
■対　　象　

■書類配布

■必要書類

11月25日㈮～30日㈬午前9時～午後5時（土・日曜日
も受け付けます）
草加市文化会館1階フリースペース

保育所等（保育園・小規模保育室・認定こども園）
（表1・2・3）：保護者の就労や疾病等により保育を
必要とする乳幼児
家庭保育室（表4）：保護者の就労や疾病等により保
育を必要とする生後6週以上満2歳未満の健康な乳幼児
10月17日㈪から保育課・各保育園等で配布（市ホーム
ページからも入手可）
保育所等入園申込書または家庭乳幼児保育申請書、家
庭調査票、入園に関する確認票、稼働証明書等保育を
必要とすることを証明する書類、母子手帳、支給認定
申請書または現況届、マイナンバーカードまたは通知
カード及び身元確認のための書類等（支給認定申請書
または現況届の保護者欄に記入した人以外が申請に来
る場合は、配偶者であっても委任状が必要です）

保護者の就労や病気等で保育を必要とし、心身に障がいを
持っている、または発達に心配があるが保育園で集団保育
が可能な乳幼児

保護者や同居者の就労等により放課後保育を必要とす
る小学生（平成29年4月現在）
10月17日㈪から子ども育成課・各児童クラブで配布
（市ホームページからも入手可）
児童クラブ入室申込書、父母等の稼働証明書など保育
できないことを証明する書類

《児童クラブ》（表5）※申込時に対象児の同伴は不要です。
■対　　象　

■書類配布

■必要書類

小規模保育室名 住所 電話番号入園年齢
ニコニコルーム
ニコニコたんぽぽ保育室
保育室めりーごーらんど
もりまさ保育園　草加園
あさひなのはな保育室

高砂1-6-34　ステラコート1Ｆ
高砂1-6-9　わかばビル1Ｆ
住吉1-11-17　三田荘1Ｆ
中央2-16-9　南勢堂ビル
旭町3-4-15

925-2548
927-1366
925-6397
922-0900
936-2568

56日～
56日～
56日～
6か月～
56日～

住所

住所

電話番号
925-1741
電話番号
928-4489

認定こども園（幼保連携型（予定））
認定こども園　あずま幼稚園
認定こども園（幼保連携型）
かおりKaruna認定こども園

家庭保育室名 住所
松本家庭保育室
甲斐家庭保育室
佐藤家庭保育室
宇佐美家庭保育室
もみの木家庭保育室
上園家庭保育室
田村家庭保育室
せんちゃま家庭保育室
さざんか家庭保育室
家庭保育室サン
しんでん家庭保育室
家庭保育室ぷち・めりー
サンベビー家庭保育室
ひまわり家庭保育室

旭町2-3-31
中根3-7-44
吉町5-8-1　エクセレントダイワ103号
旭町5-5-16
手代町767-6
稲荷4-32-24
瀬崎5-27-55
神明1-3-47
新善町477　エクセル彩113号
八幡町668-2
金明町281-4
氷川町2152-13　メゾンプティポワ101号
旭町5-11-25
柳島町615-13

電話番号
936-5033
932-2115
929-0072
943-0363
924-2053
932-6173
928-0904
928-0571
941-7620
935-7192
936-8002
929-3339
944-8121
921-0070

定員
6人
9人
9人
3人
9人
3人
6人
9人
9人
9人
6人
9人
6人
3人

遊馬町430

氷川町1080-1

　入園年齢
6か月～（予定）
入園年齢
6か月～

■表2　小規模保育室一覧

■表3　認定こども園一覧

保育園名 入園年齢 住所 電話番号
たかさご保育園
きたうら保育園
あずま保育園　
やつか保育園
さかえ保育園（０歳児クラスは別棟）
きたや保育園
しのは保育園
あさひ保育園　
やなぎしま保育園
にしまち保育園 
せざき保育園
しんぜん保育園
しんえい保育園
やはた保育園
こやま保育園　
ひかわ保育園
あおやぎ保育園
やつかかみ保育園
やはた保育園分園
ひかり幼稚舎
ハッピーナーサリー
かおりPutra保育園
優優保育園
草加なかよし保育園
さくらの実保育園
さくらの実保育園分園
そうか草花保育園
けやきの森保育園清門町園
めぇめぇこやぎこども園
にっさとの森保育園
草加にじいろ保育園
じょうえん保育園
さくらんぼ保育園
草加松原どろんこ保育園
ほっぺるランド草加谷塚
けやきの森保育園西町

1歳～
56日～
1歳～
1歳～
6か月～
1歳～
6か月～
6か月～
1歳～
6か月～
6か月～
6か月～
6か月～
6か月～
6か月～
6か月～
6か月～
6か月～
1歳～
6か月～
56日～
6か月～
56日～
56日～
1歳～
1歳～
56日～
56日～
5か月～
6か月～
56日～
6か月～
1歳～
56日～
56日～
56日～

吉町5-1-48
草加1-3-1
中央1-2-5
谷塚町1058-3
松原1-3-1
松原4-3-1
弁天1-10-15
旭町6-14-2
柳島町130
西町442
瀬崎5-35-10
新善町433-4
新栄4-813-32
八幡町473
小山1-19-1
氷川町1803
青柳7-2-1
谷塚上町219-1
八幡町1148（八幡北小内）
稲荷4-26-33
谷塚2-16-1
氷川町1080-1
西町932-2
谷塚仲町353-1
氷川町2116-20 フロールビル1Ｂ
住吉2-10-17
谷塚町530-1
清門3-59-12
北谷3-36-17
新里町1148-1
八幡町336-1
青柳3-10-20
松原1-7-4
松原1-5-9
谷塚町168-1
西町475-1

922-2644
946-6006
922-1932
925-5974
942-0901
942-2354
931-5150
941-2525
927-1482
927-0676
924-9736
941-5929
941-5887
936-9670
941-9400
927-6855
936-6866
925-1252
936-5828
935-8787
921-0094
951-3072
920-3020
922-0369
949-6067
948-7337
921-2525
946-5555
943-3800
921-2310
936-2488
950-8243
944-3311
934-5856
951-3513
922-0777

■表1　保育園一覧

市
立
保
育
園

私
立
保
育
園
（
認
可
）

※クラス年齢（0歳～5歳）は平成29年4月1日時点の年齢です。なお、0歳児クラス（入園年齢が56日、
5か月または6か月の園）は、出生後56日、5か月または6か月を経過した日の翌月１日からの入園とな
ります。

■表4 　家庭保育室一覧

■表5　児童クラブ一覧　（平成28年10月現在）
児童クラブ名（対象小学校） 電話番号所在地運営

928-5736
922-0674
943-3481
943-1255
927-9170
929-2877
943-8802
927-3770
941-3024
927-0448
936-2160
936-9780
936-0265
941-9617
941-5403
928-7361
942-4131
931-0629
942-9360
931-9279
924-9090

住吉児童館児童クラブ（草加小）
高砂児童クラブ（高砂小）
新栄児童クラブ（新栄小）
栄児童クラブ（栄小）
西町児童クラブ（西町小）
氷川児童クラブ（氷川小）
花栗南児童クラブ（花栗南小）
谷塚児童クラブ（谷塚小）
松原児童クラブ（松原小）
瀬崎児童クラブ（瀬崎小）
八幡児童クラブ（八幡小）
八幡北児童クラブ（八幡北小）
川柳児童クラブ（川柳小）
清門児童クラブ（清門小）
新田児童クラブ（新田小）
新里児童クラブ（新里小）
小山児童クラブ（小山小）
青柳児童クラブ（青柳小）
長栄児童クラブ（長栄小）
稲荷児童クラブ（稲荷小）
両新田児童クラブ（両新田小）

住吉2-2-8
中央1-2-5（小学校内）
新栄4-959（小学校内）
松原1-3-2（小学校内）
西町270（小学校内）
氷川町448（小学校内）
花栗4-3-1（小学校内）
谷塚仲町440（小学校内）
松原4-2-1（小学校内）
瀬崎2-32-1（小学校内）
八幡町65（小学校内）
八幡町1148（小学校内）
青柳7-27-30（小学校内）
清門3-37-1（小学校内）
旭町6-12-11（小学校内）
新里町759（小学校内）
小山2-8-1（小学校内）
青柳3-17-1（小学校内）
長栄1-762（小学校内）
稲荷5-11-1（小学校内）
両新田西町55（小学校内）

市

指
定
管
理
者

委
託
事
業
者

※指定管理者、委託事業者としてNPO法人草加･元気っ子クラブ(☎924-8722)が運営しています。

　平成29年4月1日入園の市内公立保育園育成保育を希望する人の申
し込み受け付けを行います。
■対象

平成29年4月入園・入室
11月25日㈮から30㈬までに申し込みを
保育所等・家庭保育室　問保育課☎922-14915922-3274
児童クラブ　問子ども育成課☎922-14485922-3274

育成保育の申し込み受け付け

ひとり親家庭等に就学支度金を支給

□申10月6日㈭～21日㈮に保育課へ。☎922-14915922-3274□申

問子育て支援課☎922-14765922-3274

平成29年4月入園
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　オレンジカフェは、認知症の人やその人
を支える家族などの負担軽減と認知症への
理解を深める場です。認知症の人や認知症
を介護している家族、地域住民等、認知症
に関心がある人など誰でも参加できます。

　市の審議会等を傍聴できます。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週間前までに担当事務局へ連絡
を。　
■廃棄物減量等推進審議会
＜廃棄物資源課☎931-39725931-9993＞…
11月2日㈬午前10時～　リサイクルセンタ
ープラザ棟2階会議室で

　市長と教育委員
会が、地域におけ
る教育の課題やあ
るべき姿を共有し、
より一層民意を反
映した教育行政を

推進するための総合教育会議を開催します。
■日時　10月27日㈭午後3時30分から
■場所　教育委員会会議室（本庁舎3階）
■協議・調整事項　草加市教育大綱に係る進
捗管理について
■定員　10人
　傍聴希望者は、当日午後3時20分に受け付
けを行いますので、直接会場入口へ。希望者
多数の場合は抽選。

　小中学校や公民館、体育館など、皆さんの地域にある公共施設の
配置等について検討する市民ワークショップ（検討会議）。全3回。
皆さんと意見交換しながら、将来の公共施設のあり方について考え
ていきます。ぜひ参加してください。

発送時期発送数税目（担当課） 1枠当たり掲載料

■封筒の数量および広告掲載料等

■市内のオレンジカフェ

審議会等の
開催日程

　国の仕事などについて、「分からな
い」「説明に納得できない」「処理が
間違っているのではないか」などの苦
情や要望を受け付け、行政運営に役立
てる行政相談制度をご存知ですか。
　市では、毎月第2金曜日に総務大臣

から委嘱された行政相談委員が皆さんからの相談を受けています。
また、各委員宅でも相談を受け付けています。
■市内の行政相談委員　醍醐洋子氏（氷川町☎925-1930）、津田元
五氏（住吉2丁目☎928-5590）、黒澤隆司氏（西町☎925-0445）、
中村久夫氏（中根3丁目☎936-0054）、山川邦子氏（栄町2丁目☎
931-8689）
■合同行政相談　10月14日㈮午後1時30分～4時。会場は市民相談室
（市役所本庁舎3階）
■総務省「行政苦情110番」　☎0570-0901105048-600-2336

　一度に数万通発送する納税通知書用の封筒の裏面に広告を掲載す
る広告主を募集します。広告は単色刷り、封筒裏面を2等分した大
きさ（縦7㌢×横9㌢）で、2
枠分の使用も可。広告（広告
主）は審査の上、決定します。
　10月31日㈪までに右表の担
当課で配布する申込書（市ホ
ームページからも入手可）に
記入し、各担当課へ。

　人間ドックまたは脳ドックのいずれかの検査料の一部を助成して
います。なお、助成は1年度につき1回限りです。
■対 象 者　後期高齢者医療制度加入者で、申請日時点で保険料の
未納がない人
■助 成 額　上限2万円
■申請方法　被保険者証・領収書・印鑑・振込先の口座がわかる預
金通帳等を持参し、後期高齢者・重心医療室へ

　市役所第二庁舎にマイナンバーカードを使用して証明書が発行で
きる機械（キオスク端末）を設置しました。画面の案内に従って暗
証番号（4桁）等を入力することで、各種証明書が取得できます。
ぜひ利用してください。
■必要なもの　利用者証明用電子証明書が登録されたマイナンバー
カード
■利用時間と交付手数料

■注意事項　①印鑑登録証明書の発行は草加市で印鑑登録している
人、戸籍証明書の発行は市内に住所・本籍がある人に限ります。②
税に関する証明書の発行は、証明する年の1月1日から引き続き市内
に住民登録があり、申告済みの場合に限ります。また、申告してか
ら証明書発行までには時間を要するため、端末での申請時期によっ
ては証明書を発行できない場合があります。

　10月15日㈯は定期点検に伴い、市役所本庁舎は停電となるため、
同日の午前8時～午後4時は、コンビニでの証明書等の交付サービス
が利用できません。

　10月30日㈰に市内全域で秋の美
化運動を実施します。時間は町会・
自治会ごとに異なります。確認して
清掃活動にご協力をお願いします。
　集めたごみは、可燃、不燃、資源
物に分別し、町会・自治会などが配

布する専用ごみ袋に入れ、専用の集積所に出してください。ただし、
家庭内、事業所ごみ、テレビ、自転車、石やコンクリートなどの収
集は行いません。なお、Ｕ字溝等の清掃を行う町会・自治会は、事
前に同協議会にヘドロ収集を依頼してください。

市役所第二庁舎にキオスク端末を設置
マイナンバーカードがあれば
証明書を取得できます

利用時間 手数料証明書

住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、
課税・非課税証明書、納税証明書、所得証明書

市役所開庁時間（水曜夜間
窓口及び日曜窓口を含む）

平日午前9時～午後5時

200円

450円

200円戸籍の附票の写し

戸籍全部事項証明書、戸籍個人事項証明書

後期高齢者医療制度加入者に
人間ドック等の検査料を補助

平成29年度納税通知書用
封筒への広告を募集

一度に数万通送付

平成29年6月
約4万7000通

市・県民税
（市民税課） ５万円

３万円

５万円

５万円

平成29年5月
約2万9000通

軽自動車税
（市民税課）

平成29年5月
約7万4000通

固定資産税
（資産税課）

平成29年6月
約4万2000通

国民健康保険税
（保険年金課）

日時会場 対象地区

谷塚文化センター 10月28日㈮
午後7時～9時
11月7日㈪
午後7時～9時
11月9日㈬
午後7時～9時
11月12日㈯
午後4時～6時

瀬崎コミセン

川柳文化センター

原町コミセン

将来の公共施設のあり方について、みんなで考えよう！
第2回市民ワークショップ

※事前の申し込みは必要ありません。直接会場へお越しください。

谷塚町・谷塚・柳島町・遊馬町・新里町・両新田西町・両新
田東町・谷塚上町・谷塚仲町・草加・西町・氷川町

瀬崎・神明・住吉・手代町・中央・高砂・吉町

新栄・長栄・清門・新善町・金明町・旭町・原町・北谷・北
谷町・苗塚町・花栗・小山・松原・学園町

稲荷・松江・八幡町・弁天・中根・栄町・青柳・青柳町・柿
木町

日時

会場

参加費

テーマ

申込

特別養護老人ホーム
草加キングス・ガーデン
10月8日㈯午後2時～4時

高齢者の口腔ケア

100円

不要
今回のみ事前申込制 
㈱メディトピア
☎944-16685944-1669

200円

認知症についての講演会
講師　浅野医師

10月15日㈯午後2時～4時

埼友草加病院内
さいゆうヴィレッジ3階会議室

10月15日㈯　コンビニ交付サービスを一時休止します

10月17日㈪～23日㈰は
行政相談週間
10月14日㈮に総務省との
合同行政相談を開催
問広聴相談課
　☎922-05665922-3173

問資産活用課
　☎922-11065924-3739

問長寿支援課☎922-12815922-3279

問総合政策課☎922-0749
　5922-3406

問後期高齢者・重心医療室
　☎922-13675922-3178

問市民税課☎922-10425920-1502
　資産税課☎922-10685920-1502
　保険年金課☎922-15925922-3178

10月30日㈰は
秋の美化運動

みんなのまちを、みんなできれいにしよう

オレンジカフェ 10月から埼友草加病院内にも
オープンし、市内2か所で開催

問草加市クリーンふるさと
　推進協議会（廃棄物資源課内）
　☎931-39725931-9993

問市民課（住民票、印鑑登録証明書、戸籍証明書等について）
　☎922-15265920-1501 
　市民税課（課税・非課税証明書、所得証明書について）
　☎922-10495920-1502
　納税課（納税証明書について）☎922-10985920-1502

総合教育会議

より良い教育行政を
推進します

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③2016年10月5日号市政情報



■介護者のつどい　10/11㊋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、する予定の
人対象。問松原・草加東部（包）☎932
-67755932-6779
■男性介護者のつどい　10/17㊊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。介護者の腰痛防
止の為の体操や介護の仕方について。
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）☎929-36135929-3612
■介護者のつどい　10/19㊌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　10/22
㊏10時30分～12時。会場は富金会館
（苗塚町142）。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10/6㊍
から安行（包）へ。☎921-21215928-89
89
■元気吹き矢教室　10/27㊍14時～15
時30分｡会場は原町コミセン｡65歳以上
対象｡定員30人｡運動靴持参。□申10/6㊍
から安行（包）へ。☎921-21215928-89
89
■はつらつチャレンジ教室　10/28㊎
13時30分～14時30分。会場は八幡コミ
セン。野菜体操と正しい歩き方。65歳
以上対象。定員30人。上履き持参。□申
10/6㊍から川柳・新田東部（包）へ。☎
932-70075931-0993
■いきいき体操教室　10/31㊊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10/6㊍から谷塚西部（包）へ。☎929-
00145929-5222

　10/1現在外国人学校に在籍し、平成
29年3/31までに在学期間が6か月を超
える子どもの保護者で、同28年4/1以
降に市の住民基本台帳に登録されてい
る人対象。補助額は通学費を超えない
範囲で、小学生は年額3万円以内、中
学生は年額5万円以内。□申在学校から
配布される補助金交付申請書・請求書
に記入し、10/31㊊までに各校へ。問
総務企画課☎922-24975928-1178

　赤い羽根共同募金は「福祉まつりin
草加」や「夏休み親子のつどい」、敬
老会などの福祉事業に活用されます。
協力をお願いします。問県共同募金会
草加市支会☎932-67705932-6779

　埼玉県都市競艇組合は草加市を含む
15市で構成され、平成28年度の収益金
は草加市分が5000万円（見込み）で、
市内の道路整備に充てています。なお、
競艇の開催期間は10/1㊏～4㊋、14㊎
～17㊊、21㊎～24㊊までと、11/18㊎
～21㊊、12/1㊍～4㊐、15㊍～19㊊。
会場はボートレース戸田。問財政課☎
922-07615922-1547

　10/15㊏10時30分～15時。会場は勤
労福祉会館。ステージ発表、模擬店、
こども広場、抽選会ほか。問シルバー
人材センター☎928-92115928-9209

　10/17㊊10時～13時。会場は勤労福
祉会館第2駐車場。洗濯済みの衣類や
廃食用油を回収します。布団・カーペ
ット類は回収不可。草加市くらしの会
主催。問くらし安全課消費労政係☎
941-61115941-6157

　平成28年4/1以降生まれの0歳児対象。
1歳になる前日までに3回接種。27日以
上の間隔で2回、更に初回接種から139
日以上経過した後に1回接種。予診票
は、同28年4～7月生まれの乳児は指定
医療機関で、8月以降生まれの乳児は
こんにちは赤ちゃん訪問で渡します。
4～7月生まれは接種期間が短いのでご
注意ください。指定医療機関はホーム
ページで確認を。問保健センター☎92
2-02005922-1516

　農家の指導を受けながらおいしいト
マトをみんなで一緒に作りませんか。
11月～平成29年8月。場所は体験農園
フルーツトマトクラブ（氷川町1188）。
定員8組。料金1万800円。□申10/17㊊ま
でに産業振興課へ。応募多数の場合は
抽選。☎922-08425922-3406

　10/18㊋～12/16㊎に市役所情報コー
ナーで販売します。縦14㌢×横9㌢、
表紙は黒とグレイッシュブルーの2種
類。1冊500円（税込み）。問庶務課☎
922-09545922-3091

　10/22㊏・23㊐・30㊐8時30分～14時
は設備点検のため、病院内の一部で停
電します。照明の使用やレントゲン撮
影、検査等が制限されますがご理解と
ご協力をお願いします。問市立病院施
設管理課☎946-22005946-2211

　10/27㊍10時～16時30分。会場はイ
トーヨーカドー新田店。草加中央ボラ
ンティアクラブの協力。10/28㊎草加
駅東口・谷塚駅東口10時～16時（11時
45分～13時を除く）。松原団地駅西口
10時～16時。草加ライオンズクラブの
協力。問福祉課☎922-12345922-1066

　採れたてのかぼちゃやきのこ、田舎
豆腐、エゴマの葉味噌などを販売しま
す。10/15㊏10時30分～16時（売切れ
次第終了）。会場はカーソンプラザ。
問文化観光課☎922-29685922-3406

　10/7㊎～21㊎、㈳埼玉建築士会・県
・市では違反建築の防止と安全で良質
な建築物普及のため、明るく住マイル
『違反建築なくそう運動』を実施しま
す。10/11㊋に市内一斉建築パトロー
ルを実施し、10/20㊍14時から春日部
市中央公民館で「建築物省エネ法」、
「定期報告制度」等の講演を行います。
問建築指導課☎922-19585922-3148

　越谷都市計画事業吉川美南駅周辺地
域土地区画整理事業に伴う環境等の影
響をまとめた環境影響評価準備書の縦
覧と説明会を開催します。
■縦覧期間・場所　10/7㊎～11/7㊊
（㊏・㊐・㊗を除く）。場所は都市計
画課。県のホームページでも縦覧可。
　意見等は縦覧場所にある意見書また

は必要事項を記載した書面を10/7㊎～
11/21㊊に〒340-8550都市計画課へ。
■説明会　10/26㊌19時。場所は市役
所本庁舎3階。
問都市計画課☎922-17905922-3145

　10/13㊍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

　10/15㊏10時～13時。会場はアコス
ホール。表彰、よさこい、抽選会ほ
か。草加八潮地区防犯協会・草加市

暴力排除推進協議会ほか主催。問く
らし安全課☎922-36075922-3041

　10/21㊎～29㊏10時30分～18時（最
終日は15時まで）。会場はアコスホー
ル。市民創作の日本画・洋画・彫刻・
工芸・書・写真約300点を展示。入選
作品についてのギャラリートークあり。
問文化観光課☎922-29685922-3406

　10/24㊊13時30分～15時30分。会場
は草加保健所。ひきこもりについての
講義と体験談。□申10/20㊍までに草加
保健所へ。☎925-15515925-1554

　10/23㊐9時30分～16時。会場はふれ
あいの里。サークル発表・谷塚西部7
町会による模擬店・災害復興支援物産
販売ほか。駐車場・浴場の利用不可。
問ふれあいの里☎920-62225920-6251

　再就職したいと考えている1～2歳児
の母親対象。10/18㊋13時30分～15時。
会場はのび～すく旭町。定員10人。保
育あり。□申10/6㊍からくらし安全課消
費労政係へ。☎941-61115941-6157

　10/19㊌13時～16時。会場は草加市
文化会館。視覚障がい者用デイジー録
音図書の普及・促進のため、プレクス
トークの基本操作や使用方法などを説
明。視覚障がい者対象。定員20人。あ
ればプレクストーク持参。□申草加市社
会福祉協議会へ。☎932-6772

・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

スポーツの秋、芸術の秋。熱中症に気をつけながら楽しみましょう！

10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

女性セミナー
「就職にむけた準備をしよう」

視覚障がい者用デイジー録音図書
プレクストーク操作研修会の開催

10月から小児Ｂ型肝炎ワクチンが
定期予防接種になりました

ルール守って明るく住マイル
『違反建築なくそう運動』

地域包括支援センター (包)
介護予防教室・介護者のつどい

秋の味覚が盛りだくさん
福島県昭和村「田舎の野菜便」

体験農園の利用者募集

平成29年版埼玉県民手帳を販売

市立病院　停電に伴う一部利用制限

愛の献血

赤い羽根共同募金に協力を

ボートレース事業の収益金で道路整備

環境影響評価準備書の縦覧と説明会

草加市美術展（市展）

ひきこもり家族教室

外国人学校への通学費を補助

食べて応援！東北復興支援販売会
草加八潮地区地域安全大会

シルバー人材センターまつり

古着・古布、廃食用油を回収

ふれあいの里まつり

④ 2016年10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）9月20日現在　人身事故712件（－137）　死者2人（－7）

10/31㊊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）

▶市県民税　第3期
▶国民健康保険税　第5期

▶介護保険料（普通徴収）　第5期
▶後期高齢者医療保険料（普通徴収）　第4期

10/31㊊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



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） 10/19㊌

10/26㊌

10/27㊍

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）

11/1㊋

11/15㊋

平成27年4/1～15生まれ

平成27年4/16～30生まれ

対象者に10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

すくすく赤ちゃん相談
（住吉児童館） 10/12㊌ 乳幼児と保護者 母子健康手帳、おむつ持参　予約不要保健師・栄養士による育児栄養相談10時～11時30分

マタニティクッキング 11/16㊌ 妊娠16～32週の妊婦　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
メニューはプレママドリア、スープ、グレープフルーツゼリー

妊娠期の食事の調理実習
費用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 10月下旬～11月中旬 平成28年9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9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
10/11㊋

10/25㊋

平成25年7/1～15生まれ

平成25年7/16～31生まれ

マタニティクラス（両親学級） 11/6㊐・9㊌
平成29年1/1～3/31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 11/17㊍ 乳幼児と保護者　定員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 10/19㊌ 申込受付中　バスタオル・タオル持参

○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

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Ｐ
Ｈテスト

おやこでブラッシング
（川柳文化センター） 11/2㊌

12/16㊎まで 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）

　10/23㊐14時～。会場は高砂コミセ
ン。宮城県南部沿岸域で、海岸林再生
プロジェクトを立ち上げ活動している
「オイスカ」の吉田俊通氏を迎え、被
災地の現状と実際の活動内容について
講演を行います。□申10/18㊋までに草
加市社会福祉協議会へ。☎932-67705
932-6779

　聞こえない人も聞こえる人も同じ場
所・時間を共に楽しむ「笑草会」によ
る手話落語、コミックマイム、手話マ
ジックほかの手話寄席。手話通訳あり。
10/22㊏17時30分～19時15分。会場は
中央図書館。小学4年生以上対象。定
員100人（要整理券）。□申10/6㊍9時か
ら中央図書館2階事務室で配布。☎946
-30005944-3800

　10/22㊏・29㊏10時～12時。全2回。
会場は柳島コミセン。文字入力できる
人対象。定員10人。パソコン持参。□申
10/6㊍9時から柳島コミセンへ。☎928
-2321

　いずれも10時～12時（1回30分程度）。
予約可。60歳以上の高年者、40歳以上
の特定疾病の人、18歳以上の障がいの
ある人と介護者対象。
■であいの森　10/28㊎、12/22㊍、平
成29年2/24㊎

■ふれあいの里　11/11㊎、平成29年
1/13㊎、3/10㊎
問草加市社会福祉事業団☎930-03115
930-0313

　いずれも10時～13時。会場は保健セ
ンター。エプロン・三角巾・ふきん2
枚持参。□申10/6㊍から保健センターへ。
☎922-0200
■親子料理教室　10/30㊐。揚げない
コロッケ・ヨーグルトサラダほか。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

■寒い季節のおもてなしごはん　11/2
㊌。天むす・茶碗蒸しほか。定員25人。
参加費500円

　生きもの観察や昔の農機具を使った
脱穀体験、伝統行事で使用する「とう
かんやのわらでっぽう」作りなどを通
じて、地域の農業や自然を学べる体験
イベントです。11/5㊏9時～12時、13

時～16時。会場はまつぶし緑の丘公園。
小学生と保護者対象。定員各5組程度。
□申環境課へ。☎922-15195922-1030

　10/30㊐14時～16時30分。会場は谷
塚文化センター。①基調講演「聴こえ
ないってどういうこと？」②パネルデ
ィスカッション。手話通訳・要約筆記
あり。問草加市社会福祉協議会☎932-
67705932-6781

　11/3㊗からの第1・3㊍14時～16時。
会場は歴史民俗資料館。草加市と周辺
地域に残る古文書の解読を通じ、古文
書解読の基礎と地域文化、時代背景を
学びます。定員5人。□申10/6㊍から電
話で同館へ。☎922-0402

　10/28㊎12時30分～16時（受付時間
12時～15時30分）。会場は越谷市中央
市民会館。障害者手帳所有者対象。手
話通訳あり。□申10/11㊋からハローワ
ーク草加へ。☎931-61115931-6615

　10/25㊋19時～。会場は中央公民館。
議題は「草加市の魅力と経済活性化」。
まちづくり登録員対象。まちづくりを
始めたい人も登録して参加を。問みん
なでまちづくり課☎922-07965922-34
06

　書物に触れなければ得ることのでき
ない感動や言葉の豊かさについて郷土
作家の松本孝さんが講演。10/29㊏14
時～。会場は中央図書館。定員100人。
□申10/6㊍から中央図書館へ。☎946-30
005944-3800

　10/15・22、11/5の㊏11時～12時。
全3回。会場は川柳文化センター。平
成22年4/2～同25年4/1生まれの幼児と
保護者対象。定員20組。参加費1000円。
□申スポーツ振興課へ。☎922-2861592
2-3172

■ストレッチ＆ダンス教室　11/4～25
の㊎13時10分～14時40分。全4回。会
場は中央公民館。18歳以上の女性対象。
定員20人。参加費2000円。
■機能改善アクア教室11～12月コー
ス　11/10～12/22の㊍10時～10時50分。
全7回。会場は市民温水プール。18歳
以上対象。定員15人。参加費3500円。
□申10/20㊍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。ホームページからも可。応募多数
の場合抽選。☎928-63615922-1513

　12/24㊏15時開演。会場は草加市文
化会館。クリスマスエピソードや、童
話「幸福な王子」の劇中劇などで創り
上げるオムニバス作品。出演は市民約
170人ほか。チケットは10/8㊏10時か
ら草加市文化会館ほかで。料金一般
1000円、3歳～中学生500円（2歳以下
の膝上鑑賞は無料。全席指定）。問草
加市文化会館☎931-93255936-4690

ライフ親子体操教室
～親子でからだをつかって遊ぼう～

パソコンで年賀状を作ろう

災害ボランティア講演会

手話落語を楽しもう！図書館寄席

草加市社会福祉事業団
福祉なんでも相談会

聴覚障がい者教養講座
聴こえのフォーラム

5市1町連携企画
「地域の農と自然を体験しよう」

歌とダンスのファンタジー「メリー・
クリスマス狂詩曲（ラプソディ）」

保健センターで料理教室

県東地域障がい者就労面接会の開催

みんなでまちづくり会議開催

文化講演会「読書のすすめ」

古文書基礎講座

草加市体育協会の教室

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10月5日号

10月の「なくそう暴力」標語　地域の目　暴力なくして　住みよい草加



⑥ 2016年10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。

10/22㊏（雨天時は23㊐）10時～　会
場はまつぶし緑の丘公園　問同公園管
理センター☎991-1211

■やしお市民まつり　10/23㊐9時～16
時　会場は八潮市役所周辺ほか　問同
まつり実行委員会事務局☎996-2016

■よしかわマルシェ　10/23㊐9時30分
～13時（荒天中止）　会場はウニクス
よしかわ　問よしかわ観光協会事務局
☎982-9697

高年者向け

平和施設見学会

上野学園大学短期大学部公開講座

健康駅伝大会

子育て講演会「子育てに『もう遅い』
はありません～どの子も伸びる
共有型しつけのススメ～」

60歳からの健康長寿体操

フリーマーケット出店者募集

高年者健康体操

　11/5㊏10時～11時45分。会場はやし
お生涯楽習館。定員65人。犬の同伴不
可。□申10/14㊎～11/2㊌にくらし安全
課へ。☎922-36425922-3041

　成人の80％以上がかかっている歯周
病について学んでみませんか。11/6㊐
9時30分～。会場は草加市文化会館。
草加歯科医師会主催。講師は日本大学
松戸歯学部教授小方頼昌さん。定員
100人。□申10/6㊍から当講座ポスター
が掲示されている歯科医院または保健
センターへ。☎922-02005922-1516

■バウンドテニス大会　11/6㊐9時～
19時。会場は市民体育館。女子ダブル
ス、混合ダブルスなど。申し込みはペ
アで。小学5年生以上対象。参加費16
歳以上2000円、小学5年生～15歳1000
円。いずれも1人分。□申10/30㊐までに
電話で市民体育館へ。☎936-6239
■空手道大会　11/13㊐9時30分～。会
場は記念体育館。形、組手（年齢区分
あり）。幼児以上対象。参加費2500円。
□申10/15㊏までに電話で市民体育館へ。
☎936-6239
■アスレチック競技大会　11/13㊐9時
30分～。会場は市民体育館。カローリ
ング・室内グラウンドゴルフほか。参
加費600円。□申10/31㊊までに電話で市
民体育館へ。☎936-6239

　温水プールの臨時職員を募集。勤務
は①8時30分～17時15分②12時30分～
21時15分の2交代制で週5日（40時間）。
時給940円。危険防止等の監視・救助、
受付。69歳以下対象。各施設で配布す
る申込書に記入し窓口へ。問草加市体
育協会☎928-63615922-1513

■司法書士による法律相談会　10/14
㊎17時～19時　物産・観光情報センタ
ーで　問竹村☎920-5415
■十三夜お月見チャリティーコンサー
ト　10/14㊎18時～20時　西願寺で　
馬頭琴奏者セーンジャーさん　参加費
1000円（義援金寄付）　□申10/10㊗ま
でに丹羽☎925-17235925-1789
■スポーツ吹矢体験会　10/15㊏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
■調理師さんと学校給食を作ってみよ
う！　10/15㊏10時～　草加市文化会
館実習室で　献立：秋の香りごはん、
さんまのごま焼きほか　定員30人　参
加費500円　□申菅☎090-1559-3160　
■介護者の集い「オアシス」　10/15
㊏10時～12時　中央公民館で　11/1㊋
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下さい　問山
田☎928-5332
■ボーイスカウト体験集会　10/16㊐
10時～12時　松原団地駅前西口公園で
（雨天ハーモネス集会場）　小山・花
栗南・松原小校区の年長～小学5年生
対象　問草加第4団布瀬川☎944-5506
■草加南空手道教室無料体験会　
10/16㊐12時～14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☎080-5419-2027
■史跡巡り「市内・新栄町と周辺」　
10/16㊐13時新田駅東口集合　見学各
所で地域の歴史を学ぶ集い　定員50人
　参加費100円　筆記用具持参　□申草
加史談会浅古☎924-3403
■ロマンフリーダンスパーティー　
10/16㊐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
■フリーダンスパーティーのお知らせ
　10/16㊐13時20分～16時　谷塚文化

　11/26㊏9時～12時。会場は綾瀬川左
岸広場。小学生以上対象。定員100人。
参加費200円（小学生は無料）。初心

　11/9㊌10時～12時。会場はであいの
森。定員20人。材料費100円。のり・
はさみ持参。□申10/6㊍10時から電話で
であいの森へ。☎936-2791

　音楽療法講座、ハープ講座、実技レ
ッスン（ピアノ・フルート・ハープ・
声楽から選択）の3部構成。11/12㊏8
時30分市役所公用車管理棟前集合（市
のバスで移動）または9時45分現地集
合。15時現地解散。会場は上野学園大
学短期大学部（台東区）。定員30人。
参加費1000円。□申10/6㊍から生涯学習
課へ。☎922-28195922-3498

　11/13㊐8時30分～。会場はそうか公
園。部門は小学生、中学生、一般の各
男女。4人1チーム（補欠2人まで）。
走行距離1人2㌔。参加費1チーム1000
円（小学生500円）。□申10/6㊍から申
し込み用紙に記入し、記念体育館へ。
☎922-11515922-1513

　11/13㊐10時～11時45分。会場は中
央公民館。小学校入学前後の子どもと
のかかわり方の講話や参加者同士のグ
ループトーク。5歳～小学2年生の保護
者対象。講師は十文字学園女子大学理
事特任教授の内田伸子さん。定員80人。
保育・手話通訳あり（要予約）。□申

　11/12㊏8時～16時30分。丸木美術館
ほか。小学生以上対象（小学生は保護
者同伴）。定員20人（抽選）。参加費
大人1000円、高校生700円、中学生600
円、小学生400円。昼食は各自負担。
平和ネットワーク草加との共催。□申10
/17㊊（必着）までに往復はがきに住
所・氏名・年齢・電話番号（中学生は保
護者の電話番号）を明記し〒340-8550
人権共生課へ。☎922-08255927-4955

　11/27㊐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10/6㊍からみどり
公園課へ。☎922-19735922-3145

　いずれも9時15分～10時45分。全8回。
65歳以上で全日程参加できる人対象。
定員45人（初参加者優先で抽選）。
■であいの森　11/1～12/20の㊋
■氷川コミセン　11/7～12/26の㊊
□申10/14㊎（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

犬のしつけ方教室

市民体育祭

であいの森講座　折り紙を楽しもう

　11/12㊏10時～12時。会場は獨協大
学。子どもの成長に伴い変化するアレ
ルギーを学びます。講師は獨協医大小
児科アレルギー専門医の吉原重美氏。
小学校低学年までの保護者対象。定員
40人。保育あり（要予約）。講座終了
後に個別相談あり（定員5人。予約多
数時は抽選）。□申10/20㊍（必着）ま
でに、はがきに講座名・住所・氏名・

子育て支援講座　パパも一緒に
～子どものアレルギー疾患と対応～

市民公開講座　歯周病を知ろう
～本当はこわい歯槽ノーロー～

■健康らくらく講座　税理士が語る
「知らなかったではすまない」税の話
　10/7㊎10時～12時　中央公民館で　
定員40人　無料　□申みんなのまち草の
根ネットの会青柳☎5929-2502
■みんなとママのわ「ピアサポート」
10/7㊎10時30分～12時　松原ミニコミ
センで　子育ての不安や悩みを話した
い保護者対象　参加費100円（初回無
料）　問横田☎090-4245-8217
■スポーツ吹矢体験会　10/7㊎・21㊎
・26㊌15時～17時　10/14㊎13時～17
時　市民体育館で　参加費1回200円　
□申石崎☎935-7231
■スポーツ吹矢体験　10/8～29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
■獨協大学「第4回全国高校生英語プ
レゼンテーションコンテスト本選」　
10/9㊐12時～　獨協大学35周年記念館
小講堂で　入場自由・無料　問同実行
委員会☎946-1715
■ふれあいダンスパーティー　10/9㊐
13時30分～16時30分　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
■フリーダンスパーティー　10/10㊗
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
■わかばの会絵画展　10/12㊌～16㊐
10時～18時（12㊌は13時から、16㊐は
17時まで）　アコスギャラリーで　油
彩画約30点　30号～SM　問田中☎090-
8464-0742
■自彊術（健康体操）体験　10/12㊌
19時～20時30分　10/19㊌15時～16時
30分　谷塚ミニコミセンで　定員7人
　□申川井☎090-9001-6125
■小嶌歌謡教室チャリティー27回唄と
踊りの集い　10/13㊍10時開演　アコ
スホールで　お楽しみください　入場
無料（募金は社会福祉協議会へ寄付）
　問楽多会古川☎925-8327
■講演会「認知症予防講座」　10/13
㊍14時～15時30分　草加市文化会館で
　認知症にならない為の工夫　定員50
人　参加費300円　問ちえぞう・やる
ぞう☎090-2446-2083

臨時管理栄養士を募集

草加市体育協会臨時職員募集

　勤務は㊊～㊎（週3日または5日）。
8時30分～17時。場所は保健センター。
期間は12月からおおよそ1年。母子保
健・健康増進・特定保健指導等での栄
養相談や栄養教育等。管理栄養士有資
格者対象。時給1300円。募集は1人。
□申電話連絡後、10/26㊌までに履歴書
・免許証の写しを保健センターへ。☎
922-02005922-1516

　10/28㊎10時～12時45分。会場は谷
塚文化センター。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歳以上対象。定員25人。上履き
持参。□申10/6㊍からシルバー人材セン
ターへ。☎928-92115928-9209

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

者向けレッスンあり。□申10/6㊍から草
加市体育協会へ。☎928-63615922-15
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■越谷市民まつり　10/23㊐9時～16時
　会場は越谷市役所周辺　問同まつり
実行委員会☎967-1325

■三郷市民文化祭　10/29㊏・30㊐　
会場は三郷市文化会館ほか　問市民活
動支援課☎930-7714

■まつぶし緑の丘公園秋の花まつり　

センター3F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
■自彊術体操無料講習会　10/17㊊・
31㊊9時30分～10時50分　新田西文化
センターで　自分の体調に合わせてで
きる健康体操　申込不要　問波多野☎
090-5319-5969
■書道体験　10/18㊋9時～11時30分　
であいの森で　有名書道家指導　参加
費200円　問オオクボ☎5942-0433
■第10回川上弘壽油絵個展　10/18㊋
～24㊊10時～18時（18㊋は13時から、
24㊊は16時まで）　アコスギャラリー
で　油絵約30点を展示　問川上☎080-
2342-3961
■子育てセミナー「反抗期がきたら～
子供のシグナル聞こえますか？～」　
10/20㊍10時15分～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
■家庭婦人初心者トランポリン教室　
10/21～11/25の㊎11時～13時　全5回
　市民体育館で　女性対象　定員10人
　参加費2000円　□申10/17㊊までに奥
山☎927-9350
■介護者サロン「らくだ」10/21㊎　
わ～くわっく草加で　「こもれび」
10/27㊍　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
■遺言書の書き方と終活を学ぼう　
10/22㊏10時～12時　草加市文化会館
で　一般対象　定員15人　参加費無料
　□申遺言相続後見ネット☎946-5152
■第6回和紙ちぎり絵サークル和の会
作品展　10/22㊏～26㊌10時～17時　
草加市文化会館1Fフリースペースで
　問宮間☎936-7155
■歴史学講座「再成塾」アジア・アメ
リカなど世界各地の商習慣を比較する
　10/22㊏13時30分～16時30分　草加
市文化会館で　講師：貿易業宮崎茂さ

ん　問小嶋☎090-1261-7366
■うた声αおしゃべりサロン2周年記
念の集い　10/23㊐10時～12時　新田
西文化センターホールで　健康講話、
みんなで歌おう、ウクレレ演奏有　参
加費100円　問斉木☎941-1105
■第11回カラオケ発表会「コスモスま
つり」　10/23㊐10時開演　中央公民
館で　ゲスト：永井みゆき　コスモス
の花で飾られた綺麗な舞台です　問秋
桜の会高橋☎090-3902-7570
■草加生活館まつり　10/23㊐10時30
分～14時　草加生活館で　お母さん手
作りの品物やお菓子販売、ヨーヨー釣
り、古着古布の回収ほか　問堀☎08 
0-5454-8668
■草加市演奏家協会おんがくのおもち
ゃばこ0歳からのハロウィンコンサー
ト　10/23㊐15時～　草加市文化会館
レセプションルームで　一般1000円乳
児未就学児500円　問小山☎966-3110
■抱っこでエクササイズ～ベビーダン
ス～　10/24㊊11時15分～12時30分　
勤労青少年ホームで　首の座った3か
月～2歳のお子様と保護者対象　参加
費1000円　問亀山☎090-3326-9399
■講座「仙台に学ぶ防災と避難所運
営」～外国籍市民との共存を目指して
～　10/29㊏13時30分～15時30分　水
道部庁舎3階会議室で　問外国人の防
災を考える会☎080-2049-4117
■障害年金・成年後見無料相談会　
10/30㊐13時～17時　市民活動センタ
ーで　参加制限無　定員10人　□申障害
年金・成年後見サポートチーム新坂☎
925-0326
■「ぶどうの木」ハンドベルコンサー
ト　10/30㊐13時30分開場14時開演　
中央公民館で　曲「待ちぼうけ」「春
の日の花と輝く」ほか　問川村☎924-
1778
■東武国華会菊花展　11/1㊋～13㊐　
草加神社で　審査日は11/1㊋・6㊐　3

本立て盆養、福助などを展示します。
丹精込めて育てた菊花の美しさをご堪
能ください　問関根☎925-2360
■水曜ゴルフ教室　11/2～12/14の㊌
10時～12時　日曜ゴルフ教室　11/6～
12/11の㊐19時～21時　松原ゴルフガ
ーデンで　全6回　参加費1万4000円　
問石鳥☎922-3065
■獨協大学第52回学園祭「雄飛祭」　
11/5㊏・6㊐　入場無料　両日イベン
ト盛りだくさん！詳細はHP＆ブログ
まで☆ご来場お待ちしております　問
雄飛祭実行委員会☎946-1976
■自然観察会　11/5㊏　新田駅東口13
時集合15時解散　綾瀬川土手で自然観
察（主に植物）　参加費100円（高校
生以下無料）　申込み不要　問菅☎94 
2-0036
■草加ミニシアターを楽しむ会53回上
映会「ゆずり葉の頃」　11/5㊏14時～
　アコスホールで　主演：八千草薫・
仲代達矢　一般1200円・シニア1000円
　問浅井☎922-2658
■健康ボウリング教室（初心者向き）
月曜コース　11/7㊊13時～　全6回　
松原スターボウルで　参加費3000円　
□申草加市ボウリング協会☎090-5780-27
78
■獨協インターナショナルフォーラム
「グローバル社会における文化の発信
～日本・ドイツ・中国の広報戦略の現
在～」　11/18㊎・19㊏　天野貞祐記
念館で　問獨協大学☎946-1918
■フォークソングコンサート&歌声喫
茶の会　11/20㊐13時30分～16時　新
田西文化センターで　定員100人　参
加費100円（含茶菓子代等）　問吉田
☎090-5394-2571
■正規職員募集　35歳以下の大卒者対
象　募集は1人　試験日11/13㊐　応募
期限は11/4㊎　受験案内書配布中　問
草加市シルバー人材センター☎928-92
11

ふりがな（夫婦参加は2人とも）・電話
番号・保育の有無（子の名・年齢）・個
別相談予約の有無を記入し、〒340-00
41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

11/7㊊までに子ども教
育連携推進室へ。こく
ちーず（外部サイト）
からも可。☎922-3494
5928-1178

こくちーず
QRコード

　40～60代は女性の体の大きな曲り角。
姿勢の改善、ボディシェイプ等を学び
ましょう。11/10㊍10時～12時、11/17
㊍・24㊍10時～11時30分、12/15㊍10
時～13時（調理実習あり）。全4回。
会場は保健センター。材料費500円。
40～64歳の女性対象。定員35人。運動
靴持参。□申10/6㊍から保健センターへ。
☎922-02005922-1516

HAPPY BODYを手に入れよう
健康長寿サポーター養成講習

世代間交流グラウンド・ゴルフ大会

普通救命講習

　11/12㊏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10/28
㊎までに八潮消防署へ。☎998-0119
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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

■司法書士による法律相談会　10/14
㊎17時～19時　物産・観光情報センタ
ーで　問竹村☎920-5415
■十三夜お月見チャリティーコンサー
ト　10/14㊎18時～20時　西願寺で　
馬頭琴奏者セーンジャーさん　参加費
1000円（義援金寄付）　□申10/10㊗ま
でに丹羽☎925-17235925-1789
■スポーツ吹矢体験会　10/15㊏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
■調理師さんと学校給食を作ってみよ
う！　10/15㊏10時～　草加市文化会
館実習室で　献立：秋の香りごはん、
さんまのごま焼きほか　定員30人　参
加費500円　□申菅☎090-1559-3160　
■介護者の集い「オアシス」　10/15
㊏10時～12時　中央公民館で　11/1㊋
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下さい　問山
田☎928-5332
■ボーイスカウト体験集会　10/16㊐
10時～12時　松原団地駅前西口公園で
（雨天ハーモネス集会場）　小山・花
栗南・松原小校区の年長～小学5年生
対象　問草加第4団布瀬川☎944-5506
■草加南空手道教室無料体験会　
10/16㊐12時～14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☎080-5419-2027
■史跡巡り「市内・新栄町と周辺」　
10/16㊐13時新田駅東口集合　見学各
所で地域の歴史を学ぶ集い　定員50人
　参加費100円　筆記用具持参　□申草
加史談会浅古☎924-3403
■ロマンフリーダンスパーティー　
10/16㊐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
■フリーダンスパーティーのお知らせ
　10/16㊐13時20分～16時　谷塚文化

■健康らくらく講座　税理士が語る
「知らなかったではすまない」税の話
　10/7㊎10時～12時　中央公民館で　
定員40人　無料　□申みんなのまち草の
根ネットの会青柳☎5929-2502
■みんなとママのわ「ピアサポート」
10/7㊎10時30分～12時　松原ミニコミ
センで　子育ての不安や悩みを話した
い保護者対象　参加費100円（初回無
料）　問横田☎090-4245-8217
■スポーツ吹矢体験会　10/7㊎・21㊎
・26㊌15時～17時　10/14㊎13時～17
時　市民体育館で　参加費1回200円　
□申石崎☎935-7231
■スポーツ吹矢体験　10/8～29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
■獨協大学「第4回全国高校生英語プ
レゼンテーションコンテスト本選」　
10/9㊐12時～　獨協大学35周年記念館
小講堂で　入場自由・無料　問同実行
委員会☎946-1715
■ふれあいダンスパーティー　10/9㊐
13時30分～16時30分　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
■フリーダンスパーティー　10/10㊗
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
■わかばの会絵画展　10/12㊌～16㊐
10時～18時（12㊌は13時から、16㊐は
17時まで）　アコスギャラリーで　油
彩画約30点　30号～SM　問田中☎090-
8464-0742
■自彊術（健康体操）体験　10/12㊌
19時～20時30分　10/19㊌15時～16時
30分　谷塚ミニコミセンで　定員7人
　□申川井☎090-9001-6125
■小嶌歌謡教室チャリティー27回唄と
踊りの集い　10/13㊍10時開演　アコ
スホールで　お楽しみください　入場
無料（募金は社会福祉協議会へ寄付）
　問楽多会古川☎925-8327
■講演会「認知症予防講座」　10/13
㊍14時～15時30分　草加市文化会館で
　認知症にならない為の工夫　定員50
人　参加費300円　問ちえぞう・やる
ぞう☎090-2446-2083

センター3F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
■自彊術体操無料講習会　10/17㊊・
31㊊9時30分～10時50分　新田西文化
センターで　自分の体調に合わせてで
きる健康体操　申込不要　問波多野☎
090-5319-5969
■書道体験　10/18㊋9時～11時30分　
であいの森で　有名書道家指導　参加
費200円　問オオクボ☎5942-0433
■第10回川上弘壽油絵個展　10/18㊋
～24㊊10時～18時（18㊋は13時から、
24㊊は16時まで）　アコスギャラリー
で　油絵約30点を展示　問川上☎080-
2342-3961
■子育てセミナー「反抗期がきたら～
子供のシグナル聞こえますか？～」　
10/20㊍10時15分～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
■家庭婦人初心者トランポリン教室　
10/21～11/25の㊎11時～13時　全5回
　市民体育館で　女性対象　定員10人
　参加費2000円　□申10/17㊊までに奥
山☎927-9350
■介護者サロン「らくだ」10/21㊎　
わ～くわっく草加で　「こもれび」
10/27㊍　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
■遺言書の書き方と終活を学ぼう　
10/22㊏10時～12時　草加市文化会館
で　一般対象　定員15人　参加費無料
　□申遺言相続後見ネット☎946-5152
■第6回和紙ちぎり絵サークル和の会
作品展　10/22㊏～26㊌10時～17時　
草加市文化会館1Fフリースペースで
　問宮間☎936-7155
■歴史学講座「再成塾」アジア・アメ
リカなど世界各地の商習慣を比較する
　10/22㊏13時30分～16時30分　草加
市文化会館で　講師：貿易業宮崎茂さ

ん　問小嶋☎090-1261-7366
■うた声αおしゃべりサロン2周年記
念の集い　10/23㊐10時～12時　新田
西文化センターホールで　健康講話、
みんなで歌おう、ウクレレ演奏有　参
加費100円　問斉木☎941-1105
■第11回カラオケ発表会「コスモスま
つり」　10/23㊐10時開演　中央公民
館で　ゲスト：永井みゆき　コスモス
の花で飾られた綺麗な舞台です　問秋
桜の会高橋☎090-3902-7570
■草加生活館まつり　10/23㊐10時30
分～14時　草加生活館で　お母さん手
作りの品物やお菓子販売、ヨーヨー釣
り、古着古布の回収ほか　問堀☎08 
0-5454-8668
■草加市演奏家協会おんがくのおもち
ゃばこ0歳からのハロウィンコンサー
ト　10/23㊐15時～　草加市文化会館
レセプションルームで　一般1000円乳
児未就学児500円　問小山☎966-3110
■抱っこでエクササイズ～ベビーダン
ス～　10/24㊊11時15分～12時30分　
勤労青少年ホームで　首の座った3か
月～2歳のお子様と保護者対象　参加
費1000円　問亀山☎090-3326-9399
■講座「仙台に学ぶ防災と避難所運
営」～外国籍市民との共存を目指して
～　10/29㊏13時30分～15時30分　水
道部庁舎3階会議室で　問外国人の防
災を考える会☎080-2049-4117
■障害年金・成年後見無料相談会　
10/30㊐13時～17時　市民活動センタ
ーで　参加制限無　定員10人　□申障害
年金・成年後見サポートチーム新坂☎
925-0326
■「ぶどうの木」ハンドベルコンサー
ト　10/30㊐13時30分開場14時開演　
中央公民館で　曲「待ちぼうけ」「春
の日の花と輝く」ほか　問川村☎924-
1778
■東武国華会菊花展　11/1㊋～13㊐　
草加神社で　審査日は11/1㊋・6㊐　3

本立て盆養、福助などを展示します。
丹精込めて育てた菊花の美しさをご堪
能ください　問関根☎925-2360
■水曜ゴルフ教室　11/2～12/14の㊌
10時～12時　日曜ゴルフ教室　11/6～
12/11の㊐19時～21時　松原ゴルフガ
ーデンで　全6回　参加費1万4000円　
問石鳥☎922-3065
■獨協大学第52回学園祭「雄飛祭」　
11/5㊏・6㊐　入場無料　両日イベン
ト盛りだくさん！詳細はHP＆ブログ
まで☆ご来場お待ちしております　問
雄飛祭実行委員会☎946-1976
■自然観察会　11/5㊏　新田駅東口13
時集合15時解散　綾瀬川土手で自然観
察（主に植物）　参加費100円（高校
生以下無料）　申込み不要　問菅☎94 
2-0036
■草加ミニシアターを楽しむ会53回上
映会「ゆずり葉の頃」　11/5㊏14時～
　アコスホールで　主演：八千草薫・
仲代達矢　一般1200円・シニア1000円
　問浅井☎922-2658
■健康ボウリング教室（初心者向き）
月曜コース　11/7㊊13時～　全6回　
松原スターボウルで　参加費3000円　
□申草加市ボウリング協会☎090-5780-27
78
■獨協インターナショナルフォーラム
「グローバル社会における文化の発信
～日本・ドイツ・中国の広報戦略の現
在～」　11/18㊎・19㊏　天野貞祐記
念館で　問獨協大学☎946-1918
■フォークソングコンサート&歌声喫
茶の会　11/20㊐13時30分～16時　新
田西文化センターで　定員100人　参
加費100円（含茶菓子代等）　問吉田
☎090-5394-2571
■正規職員募集　35歳以下の大卒者対
象　募集は1人　試験日11/13㊐　応募
期限は11/4㊎　受験案内書配布中　問
草加市シルバー人材センター☎928-92
11

㈲やまと水道
㈱セントラル設備
㈱今泉水道
㈲正木設備
竹内セントラル㈱

氷川町429-4
青柳8-29-2
谷塚上町483-3
栄町3-9-30
苗塚町438-16

☎927-8519
☎936-1000
☎927-1010
☎931-3933
☎928-5525

10/8㊏
  9㊐
   10㊗
   15㊏
   16㊐

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

10/ 9㊐

10/10㊗

10/16㊐

内科
外科
内科
外科
歯科
内科
外科

レン・ファミリークリニック
豊田クリニック
しんえいクリニック
石井外科医院
石田歯科医院
松本医院
高山整形外科

新善町373
柿木町1127-1
新栄4-2-5
氷川町928
稲荷3-4-26
松原2-2-7
新善町413-2

☎944-2200
☎930-3636
☎941-5211
☎925-4255
☎935-7132
☎942-5462
☎943-6200

　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



ルートは当日
発表します！

9月かどまちごとでき

　11日、子育て支援センタ
ーで開催されました。工
作、ゲーム、赤ちゃんの部
屋、ママの特技を生かした
ママショップ、スタジオ、
ワークショップなど。親子
でたくさんの笑顔にあふれ
る1日となりました。

　19日の敬老の日にあわせ、市では
今年度100歳以上になる高年者63人
にお祝いの記念品を贈呈しました。
　18日に市内で最高齢の林ムメさん
（108歳）宅を田中市長が訪問し、
記念品を手渡しすると、朗らかな笑
顔で受け取ってくれました。 　4日、中央公民館で催され、市内の9団体

が出演し、迫力満点の演奏を披露しまし
た。男性保育士中心の草加保育魂の指導で
観客も舞台上で和太鼓体験。ゲストの秩父
屋台囃子保存会の演奏は圧巻でした。

　そうかるるくは、草加のまちを
見る・知る・歩くウオークラリ
ー。コース図を頼りに、ゲームや
問題をクリアしながらゴールを目
指そう。歩きやすい服装で。雨具
持参。
■日時　11月23日㈷午前9時（5㌔

コース）または9時30分
（3㌔コース）栄小集合

■定員　200人（小学生以下保護
者同伴）

■日時　11月14日㈪午前10時30分開演
■会場　草加市文化会館
■出演　井田美幸、田中淳子
　10月8日㈯から同館で整理券を配布。

♪市立病院ロビー　10月31日㈪午後2時
～　レバーハープ・アンサンブル”アル
ペジオ”
♪とうきょうスカイツリー駅　11月5日
㈯午後2時～、午後4時～　カフェ・ドゥ
・ラ・ハープ
♪松原団地駅コンコース　11月18日㈮午
後4時～　カフェ・ドゥ・ラ・ハープ

　西ノ湖や小田代ヶ原、千手ヶ浜では、
紅葉真っ盛り。秋の美しさはほんの一
瞬。営業も間もなく終了。利用は11月上
旬まで。火曜定休（祝日の場合は翌日）
■宿泊料金　1人1泊一般1540円（4歳～
中学生770円）　1人での宿泊は不可
■食事料金　朝食810円、昼食（おにぎ
り2個）324円、夕食Ⓐ1512円、Ⓑ2700
円、Ⓒ3240円（税込・現地払い）

■日時　11月26日㈯午後1
時30分～3時30分

■会場　中央公民館
■講師　世界初の女性エベ

レスト登頂成功
者の田部井淳子さん

■定員　400人
　手話通訳、保育あり（1歳以上の未就
学児、定員9人）。車での来場不可。
11/20㈰～26㈯は男女共同参画に関する
市民団体の紹介パネル展示あり。

■会場　綾瀬川左岸広場、記念体育館、市民体育館、吉町テニスコ
ート、温水プール、そうか公園

■内容　小学生マラソンリレー、プラズマ
カーGPレース、リオパラリンピ
ック選手トークイベントほか

■日時　10月10日㈷午前9時～午後4時

Sports 
  Festival

0歳からのハープコンサート

問草加市体育協会☎928-6361
5922-1513

問草加市文化会館☎931-9325

⃞申住所、氏名、電話番号を〒340-8550
人権共生課へ。☎922-08255927-4955
*jinken-kyosei@city.soka.saitama.jp

いつまでもお元気で！

草加和太鼓祭り草加和太鼓祭り

エプロンはずして夢の山
SOKA Harp Festival 2016SOKA Harp Festival 2016SOKA Harp Festival 2016SOKA Harp Festival 2016

子育て
フェスタ

田部井淳子講演会
〜人生は8合目からがおもしろい〜

草加スポーツフェスティバル2016

レクリエーション体験＆
施設の無料開放
レクリエーション体験＆
施設の無料開放

⃞申利用日の4日前までに総務企画課へ。
☎922-26435928-1178

⃞申11月7日㈪までにスポーツ振興課、記念体育館、市民体育館、温水
プールで配布する申込書に記入し、各施設へ。
問スポーツ振興課☎922-28615922-3172

ライフ・チャレンジ・ザ・ウオーク

そうかる るく
見 知 歩

スポットコンサート

お
急
ぎ
く
だ
さ
い
！

奥日光自然の家

男女共同参画フォーラム2016

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10月5日号

市の人口　平成28年9月1日現在　24万6806人（男12万5367人・女12万1439人）／前月比82人増／世帯数11万2492世帯
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