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県道足立越谷線・草加松原遊歩道
■踊るん♪よさこい｜午前9時40分～午後3時30分
　　市内外から46チームが参加、気迫あふれる演舞を披露！
■ふれあい模擬店【百代橋北側】｜午前9時30分～午後4時30分
　　各種模擬店が「国指定名勝　草加松原」を埋め尽くします！
■おくのほそ道の風景地　草加松原
　「お休み処　芭蕉庵」｜午前9時30分～午後4時30分
　　お休み処のほか、おくのほそ道関連都市による模擬店販売等

■踊るん♪よさこい｜午前9時40分～午後3時30分
　　市内外から46チームが参加、気迫あふれる演舞を披露！
■ふれあい模擬店【百代橋北側】｜午前9時30分～午後4時30分
　　各種模擬店が「国指定名勝　草加松原」を埋め尽くします！
■おくのほそ道の風景地　草加松原
　「お休み処　芭蕉庵」｜午前9時30分～午後4時30分
　　お休み処のほか、おくのほそ道関連都市による模擬店販売等

県道松原団地停車場前
■草加ふささら市民パレード｜午前10時10分～午後1時15分
　　マーチングバンド、阿波踊り、流し踊りほか
■踊るん♪よさこい｜午後0時50分～3時30分

■草加ふささら市民パレード｜午前10時10分～午後1時15分
　　マーチングバンド、阿波踊り、流し踊りほか
■踊るん♪よさこい｜午後0時50分～3時30分

草加市文化会館
■ワールドバザール｜午前9時30分～午後4時30分
　　アフリカ・南米・アジアなどのゾーンに分かれ、16か国のグルメ
　　や民芸品が登場。ステージでは民俗音楽や舞踊も披露

■ワールドバザール｜午前9時30分～午後4時30分
　　アフリカ・南米・アジアなどのゾーンに分かれ、16か国のグルメ
　　や民芸品が登場。ステージでは民俗音楽や舞踊も披露

■綾瀬川左岸広場
　午前10時～午後4時30分

綾瀬川左岸広場

商工会議所まつり

■踊るん♪よさこい｜午前10時～午後4時30分■踊るん♪よさこい｜午前10時～午後4時30分
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模擬店は百代橋の
北側遊歩道

模擬店は百代橋の
北側遊歩道

会場MAP

問い合わせ先
草加ふささら祭り実行委員会事務局
【みんなでまちづくり課内】
☎922-0796 5922-3406

当日連絡先：草加ふささら祭り実行委員会本部
☎090-2144-5514

車両通行止め：午前9時～午後5時 
　県道足立越谷線
　　[駅入口交差点～谷古宇橋交差点]
   県道松原団地停車場線
　　[松原団地駅東口～県道足立越谷線]
　市道1050号線の一部

同
日
開
催
イ
ベ
ン
ト

　なかね和舟の会による和
舟の舟行等も開催されます。
草加松原一帯が盛り上がる
お祭りを楽しみましょう。

　市内事業者が自社製品等の展示・即
売をする草加商工会議所まつり。
　約160店舗が出店します。購入金額
の20％（上限5万円）をキャッシュバック
するモノづくりダイレクトセールも同時
開催。
問草加商工会議所☎928-8111

■綾瀬川左岸ラグーン
　午前10時～午後3時

綾瀬川再生21事業

　10人乗りボートで綾瀬川を
水上探検。当日先着順。綾瀬川
に棲む生物の展示もあります。

　
　
問環境課☎922-1519

■草加市文化会館
ミュージカル…3日午後1時30分～
呈茶…3日午前10時～午後3時

作品展示…1日・3日 ※2日は休館

ミュージカル…3日午後1時30分～
呈茶…3日午前10時～午後3時

作品展示…1日・3日 ※2日は休館

文化の広場2016

　市内の文化団体による総合芸術祭。作品展示や呈
茶のほか、ミュージカルin草加では「目覚める“ここ
ろ”」を上演。新たな芽吹きによる生命の循環に希望を
感じていただけるオムニバスの物語。
問草加市文化会館☎931-9325
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　「草加流おもてなし 踊・食・感」をテーマに、
草加松原遊歩道周辺で今年も開催!!

　「草加流おもてなし 踊・食・感」をテーマに、
草加松原遊歩道周辺で今年も開催!!

■会場周辺では交通規制を実施します。市内各地から会場へのシャトルバスも運行します。
（ルートや時間は市のホームページ及び草加ふささらポータル[ http://www.soka-fusasara.net]に掲載）

■会場周辺では交通規制を実施します。市内各地から会場へのシャトルバスも運行します。
（ルートや時間は市のホームページ及び草加ふささらポータル[ http://www.soka-fusasara.net]に掲載）
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■9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0.08（市役所前）

　市では、地震による被害を最小限にするため、住宅の耐震診断
（表1）と耐震改修（表2）の費用の一部を補助しています。補助を
希望する人は契約前に申請してください（申請から決定までは2～3
週間程度かかります）。
■対象者
　昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて工事した建築物（旧耐
震基準）を市内に所有し自ら1年以上居住している個人（所有者が
複数いる場合は他の所有者の同意を得ていること）
■条件
・耐震改修の場合は、市税を滞納していないこと
・改修業者は、建設業法に規定する業者または草加市小規模契約希
　望者登録をしている事業者であること
・交付決定前の契約・着手は不可。既に完了したものは対象外
・診断・改修ともに平成29年3月1日までに完了し、実績報告してく
　ださい。補助金の支払いは実績の報告後となります

●無料の簡易診断
　図面をもとに無料で簡易な診断を行っています（現地調査は行い
ません）。結果は約1週間程度でわかります。電話で連絡した後、
平面図または間取り図を持参してください。

　市長は、市議会9月定例会で議会の同意を得て、
教育委員会委員に村田悦一氏、加藤由美氏を再任し
ました。任期はともに10月１日から平成32年9月30
日まで。
　村田悦一氏は、昭和47年埼玉大学教育学部を卒
業。平成9年西町小学校校長、同16年市教育委員会
学校教育部長、同19年瀬崎小学校校長を歴任。同23
年市教育委員会委員に就任、現在に至る。67歳。
　加藤由美氏は、昭和63年東京女子体育大学体育学
部を卒業。同年同大学教務補佐、平成2年中京女子
大学附属高等学校非常勤講師を歴任。同17年財団法
人草加市体育協会（現公益財団法人草加市体育協
会）登録指導者、同24年市教育委員会委員に就任、
現在に至る。51歳。

7時間45分（午前8時30分～
午後5時15分）
38時間45分

　市では、そうかリノベーションまちづくりの推進に向けた基本的
な取り組みや進め方をまとめた構想案を策定しました。構想案は市
役所情報コーナー・産業振興課で閲覧でき、案の概要と意見用紙は、
市役所情報コーナー・産業振興課・サービスセンター・公民館等の
公共施設で配布するほか、市ホームページから入手できます。意見
のある人は11月1日㈫～30㈬に〒340-8550産業振興課へ。ファクス、
Eメールも可。☎922-08395922-3406sangyosinko@city.soka.saita
ma.jp

■日時　11月20日㈰午後2時～3時30分
■会場　市役所本庁舎3階
■定員　100人
　11月18日㈮～20日㈰に開催される「リノ
ベーションスクール＠そうか」の最終日に、
受講生が3日間本気で考えた不動産の利活用事業計画を不動産オー
ナー等に向けて発表する公開プレゼンテーションを行います。まち
の課題解決について、熱い想いを持った受講生が真剣に考えたビジ
ネスプランの発表を聞いてみませんか。

補助対象 補助金額

■表１　既存住宅の耐震診断補助

木造（在来工法）２階建て以下の一戸
建ての住宅、併用住宅または長屋住宅
の耐震診断

診断費用の２分の１の額で、上限は住
戸の戸数に５万円を乗じた額

次の（ア）、（イ）、（ウ）の合計した額
で上限55万円
（ア）改修に要した費用の23㌫で上
限30万円
（イ）平成29年3月1日までに補助を
利用した場合は、改修に要した費用の
2.5㌫で上限5万円
（ウ）補助対象者が65歳以上の場合、
上限20万円

（ア）耐震シェルターを設置する費用
の23㌫で上限20万円
（イ）屋根の葺き替えを行い、屋根を
軽量化する費用の23㌫で上限20万円
（ウ）安全な空間の確保が見込める寝
室等の補強に要する費用の23㌫で上
限10万円
（ア）～（ウ）の改修を同時に２つ以
上行う場合は上限20万円

改修に要した費用の23㌫で上限200
万円

診断費用の２分の１の額か住戸の個数
に５万円を乗じた額のいずれか少ない
額で、上限100万円

診断費用の2分の1の額で、上限10万円
分譲マンション（区分所有
されている共同住宅）

簡易診断

耐震診断

補助対象 補助金額

■表２　既存住宅の耐震改修補助

［木造一般耐震改修］
木造（在来工法）２階建以下の一戸建
ての住宅、併用住宅または長屋住宅で、
耐震診断の結果、総合評点が1.0未満
と判定された建築物で、改修により総
合評点が1.0以上となる改修

［木造簡易耐震改修］
木造（在来工法）２階建以下の一戸建
ての住宅、併用住宅または長屋住宅で、
耐震診断の結果、総合評点が1.0未満
と判定された建築物で、簡易な改修に
より耐震性の向上が見込めるもの

［マンション耐震改修］
マンションの建替えの円滑化に関する
法律第２条第１号に規定する延床面積
1000㎡、3階建て以上の耐火または準
耐火建築物のマンションで、耐震診断
の結果、構造耐震指標Is値が0.6未満と
判定された建築物で、改修によりIs値
が0.6以上となり、改修設計の安全性
を公的機関等が適正と認めた改修

村田悦一氏

加藤由美氏

住宅の耐震診断＆改修 費用の一部を
補助します

草加歳時記「松のこも巻き」

問建築指導課☎922-19585922-3148

教育委員に村田悦一氏・加藤由美氏が就任
問職員課☎922-09835922-3098

そうかリノベーションまちづくり構想
皆さんの意見を募集します

リノベーションスクール＠そうか
10月24日㈪午前8時30分～
草加松原遊歩道（外環道路側から作業を行います）
※荒天時は延期（予備日25日㈫、26日㈬）

公開プレゼンテーション見学者募集
□申11月18日㈮までに産業振興課へ。☎922-08395922-3406
sangyosinko@city.soka.saitama.jp
□申


② 2016年10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21.0／最小値1.3（花栗中学校内）　○給食の放射性物質の検出なし

■受付日時　

■会　　場
　

※小規模保育への家庭保育室移行（一部）と新規開設予定あり。決
定次第、市のホームページ等でお知らせします。
■対　　象　

■書類配布

■必要書類　

■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）
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）：
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：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
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）
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

　平成28年度市民税・県民税の申告期限は3月15日でしたが、平成
27年中に収入があり、まだ申告をしていない人は申告してください。
申告が必要な人は、平成28年1月1日時点で草加市に居住し、①平成
27年中に合計96万5000円を超える給与収入があったが、市民税・
県民税が課税されていない人（96万5000円は扶養がいない場合の
基準額）、②給与及び公的年金以外の収入があった人。なお、税務
署に確定申告をした人は必要ありません。申告は、印鑑・本人確認
ができる書類・源泉徴収票・控除を受けるために必要な書類を持参
し、市民税課へ。申告をしていないと行政サービスが受けられない
など不利になることもあります。早急に申告をお願いします。

　マイナンバーカード（個人番号カード）があると、市が発行する
住民票の写し、印鑑登録証明書、課税証明書などの証明書がコンビ
ニエンスストアで取得できるコンビニ交付サービスが利用できます。
また、写真付きの身分証明書として使用できるほか、確定申告をイ
ンターネット上で行うe-Taxが利用できます。
■住基カード搭載の電子証明書の有効期限に注意　住民基本台帳カ
ードの電子証明書の更新は、マイナンバーカードの導入により終了
しています。e-Tax利用者で利用時までに電子証明書の有効期限が
満了する人は、マイナンバーカードを早めに申請してください

　11月上旬に社会保険料（国民年金保険料）控除証明書が日本年金
機構から加入者に送付されます。この証明書は確定申告や年末調整
に必要ですので保管してください。内容に不明な点がある場合は、
11月1日～平成29年3月15日の月～金曜日（祝日・年末年始除く）午
前8時30分～午後7時と第2土曜日午前9時～午後5時にねんきん加入
者ダイヤル☎0570-003-004へ。IP・PHS電話☎03-6630-2525

　草加の地場産品や、県内各地の自慢の逸品を
集めた販売会を行います。
■日時

■会場
■内容

10月22日㈯～11月6日㈰午前10時～午
後6時（11月2日㈬を除く）
伝統産業展示室「ぱりっせ」
熊谷の五家宝や彩果の宝石、地酒など県内の名産品80品目
以上を販売。なお、22日はオープンイベントとして、地酒
の試飲・販売、チョコレート試食、せんべいの手焼き体験
（大判せんべいは要予約）、レザークラフト体験などを行
います

○よい子の電話教育相談（24時間365日対応）　18歳以下専用（無
料）：＃7300（なやみゼロゼロ）または0120-86（ハロー）-3192（さい
のくに）　保護者専用：☎048-556（こころ）-0874（おはなし）　Eメ
ール相談soudan@spec.ed.jp
○さいたまチャイルドライン（年末年始を除く午後4時～9時）　子
ども専用（18歳以下）☎0120-99-7777

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

融資期間融資金額 融資利率 返済方法 担保

有担保

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

500万円以内無担保
（リフォーム等）

変動金利
2.965%

変動金利
2.115%
(上限5%)

元利均等
月賦償還
(ボーナス
併用可)

不要

（平成28年4月1日現在）■融資条件等

30年以内

15年以内

10年以内

15年以内

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

《児童クラブ》※申込時に対象児の同伴は不要です

《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 住宅資金融資制度の利用を
問都市計画課☎922-18965922-3145

随時
受け付け中

税の申告をしないと損することも
問市民税課☎922-10425920-1502 国民年金保険料控除証明書を送付

問越谷年金事務所☎960-11905960-7220

埼玉物産展「そぴあ」＆
草加名産品販売会
問伝統産業展示室「ぱりっせ」☎5931-1970

11月は「いじめ撲滅強調月間」
問県青少年課☎048-830-5858

あると便利なマイナンバーカード
もうお持ちですか？
問市民課☎922-02745920-1501

平成29年4月入園・入室
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

コンビニ交付サービスや
e-Taxの利用に必要です

11月25日㈮～30日㈬受け付け
悩んだら相談してみてください

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③2016年10月20日号市政情報



④ 2016年10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。

ンド　いずれも13時10分～13時20分

▼ママといっしょにおはなし会　
10/24㊊10時30分～11時　読み聞かせ
ほか　乳幼児と保護者対象
▼おもちゃの病院　11/7㊊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」　
11/7㊊10時～12時　ミニ運動会・読み
聞かせ　乳幼児と保護者対象
▼摘んで楽しむ野菜のキッチンガーデ
ン作り　11/9㊌、平成29年1/11㊌、
3/8㊌13時30分～15時30分　全3回　プ
ランターで野菜を作る　成人対象　定
員20人　参加費1000円
▼放課後クラブ　11/10～24の㊍16時
20分～16時50分…HIPHOP・11/14㊊
16時～17時…将棋・11/15㊋17時～18
時…スポーツ吹矢　小学生（保護者同
伴）対象　
▼初めての英会話教室　11/15㊋・22
㊋、12/6㊋10時～12時　全3回　自己
紹介・旅先等で使える英会話　成人対
象　定員20人
▼国際交流料理教室　11/25㊎10時～
13時　キムパプ・味噌チゲ・キムチ　
成人対象　定員16人　参加費700円　
▼華道教室　11/26㊏、12/3㊏10時～
12時　全2回　成人対象　定員20人　
参加費1500円　
▼ミニうた声広場　11/26㊏13時～14

時　おもちゃの無料修理　部品代実費
　1人2点まで
▼きらきらママになるために　11/30
㊌、12/7㊌10時～12時　12/14㊌・21
㊌10時～11時　全4回　育児・食育ほ
か　1～3歳児の保護者対象　定員15組
（保育あり）　参加費500円　

▼すくすくクラブ　10/25㊋　ハロウ
ィン工作、11/22㊋　ミニ運動会　いず
れも10時～12時　乳幼児と保護者対象
▼谷塚少年少女合唱教室　11/5～平成
29年3/11の㊏（除外日あり）10時～12
時　全13回　12/26㊊市立病院クリス
マスコンサート出演　小・中学生対象
　定員30人
▼自分史の書き方講座～自分の魅力発
掘～　11/16㊌・30㊌、12/7㊌・14㊌、
平成29年1/11㊌・25㊌13時30分～15時
30分　全6回　50歳以上対象　定員20人
▼初心者パソコン講座　12/1～15の㊍
13時30分～15時　全3回　ワード・エ
クセル操作　成人対象　定員5人　参
加費300円　
▼ギターとハーモニカのアンサンブル
　11/27㊐14時～16時　成人対象　定
員100人　
▼谷塚元気ひろば　11/28㊊13時～15
時　マイナンバーの話・茶話会　60歳
以上対象　定員30人　参加費200円
▼谷塚小児童ロビーコンサート　11/29
㊋…4年生合唱・合奏　30㊌…金管バ

▼木版画で作る年賀状教室　11/2～16
の㊌13時30分～16時　全3回　成人対
象　定員16人　
▼スポーツ吹矢体験教室　11/2～16の
㊌15時30分～17時　全3回　定員15人
　参加費500円　
▼ロビー・トールペイント展　11/5㊏
～17㊍
▼おはなしの広場　11/11㊎・25㊎11
時15分～11時45分　手遊び・紙芝居ほ
か　乳幼児と保護者対象
▼おもちゃ病院　11/18㊎10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼サケの飼育と観察教室　12/3㊏13時
30分～15時　定員20人　貸し出し飼育
器具10組あり

▼すくすくクラブ　11/10㊍10時～11
時30分　ミニ運動会　乳幼児と保護者
対象
▼のびのび広場　11/18㊎10時～11時
　室内で芋掘りごっこ・読み聞かせほ
か　乳幼児と保護者対象
▼おもちゃの病院　11/25㊎10時～12

時30分　出演はハーモニードレミ
▼家庭教育学級「コモンセンスペアレ
ンティングに学ぶ怒らない子育て法」
　12/2㊎・16㊎10時～12時　全2回　
行動療法に基づく6つのステップで効
果的な子育て法を学ぶ　1歳～未就園
児の保護者対象　定員16人（1歳以上
の保育あり）
▼クリスマスケーキ教室「ブッシュ・
ド・ノエル」　12/15㊍10時30分～13
時30分　成人対象　定員16人　参加費
600円

▼こころを結ぶ光のひろば　11/1㊋10
時～12時　視覚障がいに関する相談コ
ーナーほか
▼ハーモニカコンサート　11/8㊋12時
～12時45分　出演はハーモニカソサエ
ティー　「心の瞳」「カプリ島」ほか
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
11/16㊌10時～　友だちづくり・手遊
びほか　乳幼児と保護者対象
▼にじいろタイム　11/18㊎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」
　11/18㊎13時30分～　胎教と友だち
づくり　初妊婦対象
▼食を通して健康へ！SKT24食育講座
　12/3㊏10時～13時　調理実習　小・
中学生と保護者対象　定員15組　参加
費500円　□申11/25㊎まで

▼柿木郷土まつり　11/5㊏・6㊐10時
～17時（6㊐は16時まで）　利用団体
による成果発表・模擬店ほか　期間中
の図書室の利用不可
▼親子で元気ルーム　11/10㊍10時～
12時　リズム体操・手遊びほか　乳幼
児と保護者対象

新田西文化センター ☎942-0778

川柳文化センター ☎936-4088

新里文化センター ☎927-3362

谷塚文化センター ☎928-6271

中央公民館 ☎922-5344

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

・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

夕焼けチャイム　11月～2月は16時28分に放送します

定員のあるものは10/21㊎
８時3０分から各館へ申し込みを

5925-0152

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

リフレッシュにも使える　一時保育

詳しいレシピは「ぼっくるん」内の
「子育てプラス」から
「おすすめレシピ」をチェック！

ふ

「お麩のキャラメル和え」

おやこDEクッキング
ママ・パパ一緒に作ろう！
おやこDEクッキング
ママ・パパ一緒に作ろう！

今月はコレ！

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

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

HOME＞知りたい＞子どものいる家庭への支援　から見てみてね

「子育て情報」大切なことは…
　インターネットや育児書の子育て情報から知識
を得ようとする時、自分に必要なものを見極める
力が必要です。子どもの成長は一人ひとり違い、絶対にこれが正
しいというものはないので、やみくもに全てを信じないで、情報
を参考にしながら本当に必要なものや知恵を手に入れましょう。
　時には、ママのお母さんやお姑さんと情報を一緒に見ながら、
昔とは違う「今の子育て」を知ってもらい、育児の基本的な考え
方を共有して、子育てに生かしましょう。

　保護者の仕事や急病、冠婚葬祭などの理由で乳幼児を一時的に預けることができる「一
時保育」ですが、リフレッシュにも使えることをご存知ですか？毎日の育児におわれてい
るママですが、時には自分のための時間を作りましょう。ママの気分転換ができ、子ども

とじっくり向き合えたり、子どもと少しの時間離れることでなおいっそ
う愛おしく思えたりすることでしょう。例えば「毎週○曜日の午前の2
時間」と決めて定期的に利用すれば、ママの生活にリズムとハリができ
るし、預けられる子どもも徐々に慣れていき、集団生活の基を築けるの
ではないでしょうか。上手に使って、楽しく子育てをしませんか。

利用までの流れ
①一時保育施設を探す。（みっけ・プチみっけ・ぼっくるんで案内しています）
ぼっくるんHOME　＞知りたい　＞子どものいる家庭への支援　＞
一時預かり保育
②料金など詳細問い合わせ、見学、登録（施設ごと）
③利用予約…預ける日が決まったら予約



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20日号

ンド　いずれも13時10分～13時20分

▼ママといっしょにおはなし会　
10/24㊊10時30分～11時　読み聞かせ
ほか　乳幼児と保護者対象
▼おもちゃの病院　11/7㊊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」　
11/7㊊10時～12時　ミニ運動会・読み
聞かせ　乳幼児と保護者対象
▼摘んで楽しむ野菜のキッチンガーデ
ン作り　11/9㊌、平成29年1/11㊌、
3/8㊌13時30分～15時30分　全3回　プ
ランターで野菜を作る　成人対象　定
員20人　参加費1000円
▼放課後クラブ　11/10～24の㊍16時
20分～16時50分…HIPHOP・11/14㊊
16時～17時…将棋・11/15㊋17時～18
時…スポーツ吹矢　小学生（保護者同
伴）対象　
▼初めての英会話教室　11/15㊋・22
㊋、12/6㊋10時～12時　全3回　自己
紹介・旅先等で使える英会話　成人対
象　定員20人
▼国際交流料理教室　11/25㊎10時～
13時　キムパプ・味噌チゲ・キムチ　
成人対象　定員16人　参加費700円　
▼華道教室　11/26㊏、12/3㊏10時～
12時　全2回　成人対象　定員20人　
参加費1500円　
▼ミニうた声広場　11/26㊏13時～14

時　おもちゃの無料修理　部品代実費
　1人2点まで
▼きらきらママになるために　11/30
㊌、12/7㊌10時～12時　12/14㊌・21
㊌10時～11時　全4回　育児・食育ほ
か　1～3歳児の保護者対象　定員15組
（保育あり）　参加費500円　

▼すくすくクラブ　10/25㊋　ハロウ
ィン工作、11/22㊋　ミニ運動会　いず
れも10時～12時　乳幼児と保護者対象
▼谷塚少年少女合唱教室　11/5～平成
29年3/11の㊏（除外日あり）10時～12
時　全13回　12/26㊊市立病院クリス
マスコンサート出演　小・中学生対象
　定員30人
▼自分史の書き方講座～自分の魅力発
掘～　11/16㊌・30㊌、12/7㊌・14㊌、
平成29年1/11㊌・25㊌13時30分～15時
30分　全6回　50歳以上対象　定員20人
▼初心者パソコン講座　12/1～15の㊍
13時30分～15時　全3回　ワード・エ
クセル操作　成人対象　定員5人　参
加費300円　
▼ギターとハーモニカのアンサンブル
　11/27㊐14時～16時　成人対象　定
員100人　
▼谷塚元気ひろば　11/28㊊13時～15
時　マイナンバーの話・茶話会　60歳
以上対象　定員30人　参加費200円
▼谷塚小児童ロビーコンサート　11/29
㊋…4年生合唱・合奏　30㊌…金管バ

▼木版画で作る年賀状教室　11/2～16
の㊌13時30分～16時　全3回　成人対
象　定員16人　
▼スポーツ吹矢体験教室　11/2～16の
㊌15時30分～17時　全3回　定員15人
　参加費500円　
▼ロビー・トールペイント展　11/5㊏
～17㊍
▼おはなしの広場　11/11㊎・25㊎11
時15分～11時45分　手遊び・紙芝居ほ
か　乳幼児と保護者対象
▼おもちゃ病院　11/18㊎10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼サケの飼育と観察教室　12/3㊏13時
30分～15時　定員20人　貸し出し飼育
器具10組あり

▼すくすくクラブ　11/10㊍10時～11
時30分　ミニ運動会　乳幼児と保護者
対象
▼のびのび広場　11/18㊎10時～11時
　室内で芋掘りごっこ・読み聞かせほ
か　乳幼児と保護者対象
▼おもちゃの病院　11/25㊎10時～12

　11/3㊗10時～16時。会場は柳島コミ
セン。内容は利用者団体による演芸発
表、作品展示、模擬店、福引ほか。問
柳島コミセン☎5928-2321

柳島コミセンまつり

　11/23㊗13時30分開演。会場は草加
市文化会館。オペラ・オラトリオ塾の
受講生とプロの演奏家による「くるみ
割り人形」上演や、ジュニアコンクー
ル受賞者による演奏など。全席自由。
一般1500円、学生1000円（当日は500
円増し）。問草加市文化会館☎931-93 
255936-4690

ハートフルコンサート

□申各開講日の3日前までに生涯学習課
へ。☎922-28195922-3498
■ミシン講座　11/9㊌・16㊌10時～12
時。全2回。会場は勤労福祉会館。定
員6人。材料費500円。まち針20本・糸
切りばさみ・30㌢物差し・2B鉛筆持参
■ハンドベル講座　11/10～24の㊍10
時～12時。全3回。会場は中央公民館。
定員11人。白い木綿の手袋・ピンクと
水色の蛍光ペン持参
■孔版画で年賀状　11/15～29の㊋13
時30分～16時。全3回。会場は中央公
民館。定員10人。材料費500円
■終活講座「老いの支度」　11/25㊎､
12/2㊎10時～12時。全2回。会場は草加
市文化会館。定員15人。教材費500円
■年末の片づけ講座　12/1㊍10時～12
時。会場は中央図書館。定員20人
■毛筆細字で年賀状　12/2㊎14時～16
時。会場は草加市文化会館。定員10人。
材料費500円。小皿・毛筆用下敷き・
新聞紙・ティッシュ持参

生涯学習体験講座

健康講座「肝臓疾患」

　11/5㊏13時30分～（40分程度）。会
場はふれあいの里。肝臓の働きや疾患
について。講師はみなみ草加クリニッ
ク白井将志院長。定員100人（当日先
着順）。問ふれあいの里☎920-62225 
920-6251

学生対象
▼やきいも会　11/8㊋（雨天時11/10
㊍）15時～16時　幼児（保護者同伴）
～小学生対象　参加費1本100円
▼おもちゃ病院　11/19㊏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

▼ハロウィン村に遊びにおいで　
10/31㊊14時30分～15時30分　乳幼児
と保護者対象、15時30分～16時30分　
小学生対象　ゲーム・工作・フォトス
ペースほか　会場はコンフォール松原
19号棟集会所　仮装参加歓迎
▼何でもNO.1　11/4㊎・7㊊・11㊎15
時～　ゲーム大会　会場は中央図書館
　小学生以上対象　
▼読み聞かせ「たんぽぽ」　11/10㊍
・17㊍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
▼県民の日はゲーム大会　11/14㊊13
時30分～16時30分　会場は中央図書館
　小学生以上対象
▼おもちゃ病院　11/18㊎13時30分～
15時　会場は子育て支援センター　お
もちゃの無料修理　部品代実費　1人2
点まで
▼冬のあみもの　11/18㊎～12月中の
㊊・㊎は中央図書館　㊋・㊍はコンフ
ォール松原17号　15時～　小学生以上
対象　ペットボトル・かぎ針編みほか
▼初めてのお誕生日会　11/30㊌10時
10分～　会場は栄児童クラブ　一升餅
を担いでお祝い・記念制作　平成27年
11月生まれ対象　定員5人　□申11/1㊋
10時から電話で同館へ

▼おもちゃ病院　10/27㊍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
▼ハロウィンパーティ－　10/29㊏11
時～　3歳以上の未就学児と保護者対
象　定員30組　ハロウィンフェスタ　
14時～　小学生対象　定員50人　いず
れも仮装可
▼親子で作ろう　11/4㊎・18㊎15時30
分～　プラバン　幼児と保護者対象
▼伝承遊び週間なわとび　11/5㊏～18
㊎10時～16時　なわとび大会　11/19
㊏14時～　いずれも小学生対象　
▼ふれあい野菜の収穫体験　11/5㊏10
時30分　チャヴィペルト（氷川町213
8-3）集合　幼児（保護者同伴）～高
年者対象　定員30組　参加費550円
▼マンカラ大会　11/5㊏14時～　オセ
ロ大会　15時～　いずれも小学生対象
▼パパも一緒のティータイム　11/12
㊏10時30分～　手形作りほか　3か月
～1歳の乳幼児と保護者対象　定員10
組　□申参加費100円を添え同館へ
▼将棋教室　11/12㊏14時～　駒を動
かせる小学生対象
▼プラバン製作　11/20㊐・27㊐10時
～、14時～　プラバンでキーホルダー

▼ABCで遊ぼう　10/24㊊15時30分～
16時30分　幼児（保護者同伴）～小学
生対象
▼どんぐりの時間　10/27㊍10時30分
～12時　ボールプールほか　乳幼児と
保護者対象
▼あそびの時間　10/27㊍・28㊎16時
～　どんぐりで笛作り　小学生対象
▼こぶたのしっぽ　11/2㊌11時～　パ
ネルシアター　乳幼児と保護者対象
▼ふれあいグラウンドゴルフ　11/5㊏
10時30分　中央防災広場集合　小学生
～高年者対象
▼読み聞かせ「バンビ」　11/7㊊・21
㊊11時～　乳幼児と保護者対象
▼オセロ大会　11/7㊊　マンカラ大会
　11/11㊎　いずれも15時30分～　小

時30分　出演はハーモニードレミ
▼家庭教育学級「コモンセンスペアレ
ンティングに学ぶ怒らない子育て法」
　12/2㊎・16㊎10時～12時　全2回　
行動療法に基づく6つのステップで効
果的な子育て法を学ぶ　1歳～未就園
児の保護者対象　定員16人（1歳以上
の保育あり）
▼クリスマスケーキ教室「ブッシュ・
ド・ノエル」　12/15㊍10時30分～13
時30分　成人対象　定員16人　参加費
600円

▼こころを結ぶ光のひろば　11/1㊋10
時～12時　視覚障がいに関する相談コ
ーナーほか
▼ハーモニカコンサート　11/8㊋12時
～12時45分　出演はハーモニカソサエ
ティー　「心の瞳」「カプリ島」ほか
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
11/16㊌10時～　友だちづくり・手遊
びほか　乳幼児と保護者対象
▼にじいろタイム　11/18㊎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」
　11/18㊎13時30分～　胎教と友だち
づくり　初妊婦対象
▼食を通して健康へ！SKT24食育講座
　12/3㊏10時～13時　調理実習　小・
中学生と保護者対象　定員15組　参加
費500円　□申11/25㊎まで

■サスティナブル体操　11/4㊎13時15
分～14時45分。会場は勤労福祉会館。
錆びない身体をつくるための講義と体
操。65歳以上対象。定員50人。動きや
すい服装で。□申10/21㊎から新田（包）

　小学生対象　定員20人
▼ともだち文庫の「おはなしポケッ
ト」　11/21㊊11時～　読み聞かせ・
わらべ唄　乳幼児と保護者対象

▼スポーツ＆レク「どろけい」　10/22
㊏13時30分～、15時～　小学生以上対
象
▼手芸「フェルトマスコット」　10/23
㊐13時30分～16時　幼児（保護者同
伴）以上対象
▼赤ちゃんスキンケア　10/27㊍11時
～13時、14時～16時（各回15分間）　
0～3歳児と保護者対象　定員各回3組
▼とり＋かえっこ　11/5㊏13時30分～
16時　おもちゃ交換　幼児（保護者同
伴）以上対象
▼パパサロン・リズム＆ストレッチ　
11/6㊐11時～12時　0～3歳児と保護者
対象　定員15組
▼造形ワークショップ「型どりキャン
ドル」　11/6㊐13時30分～15時30分　
幼児（保護者同伴）以上対象
▼なかよしランチ　11/9㊌11時30分～
13時　フルーツケーキ作り　幼児と保
護者対象　定員15組
▼みなクル工房「風船カー」　11/12
㊏13時30分～16時　幼児（保護者同
伴）以上対象
▼お父さんのヤキイモタイム　11/13
㊐14時～　幼児～小学生と保護者対象
　定員15組
▼七輪タイム　11/14㊊14時～16時　
べっこう飴作り　幼児（保護者同伴）
以上対象
▼ママのためのリラックスヨガ　11/
17㊍16時～16時40分　0～3歳の乳幼児
と保護者対象　定員15組

▼ふれあい囲碁・将棋教室　10/22㊏、
11/12㊏14時～15時　指導と対局　幼
児（保護者同伴）～高年者対象
▼おもちゃ病院　10/27㊍10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼ハロウィン工作　10/27㊍・28㊎15
時30分～17時　小学生対象
▼缶積み大会　11/4㊎14時～　小学生
対象
▼縄跳びカードに挑戦　11/8㊋～11㊎
15時30分～　小学生対象
▼マンカラ大会　11/17㊍15時30分～
　小学生対象

▼柿木郷土まつり　11/5㊏・6㊐10時
～17時（6㊐は16時まで）　利用団体
による成果発表・模擬店ほか　期間中
の図書室の利用不可
▼親子で元気ルーム　11/10㊍10時～
12時　リズム体操・手遊びほか　乳幼
児と保護者対象

5922-3274

☎946-3000 5944-3800

住吉児童館 ☎928-5736

わくわくタウン松原 ☎941-2905

氷川児童センター ☎928-2341

☎925-1856谷塚児童センター

新栄児童センター ☎942-9876

柿木公民館 ☎931-3117

■小学生のための読み聞かせ　10/23
㊐13時30分～14時
■木曜シアター　10/27㊍14時～15時
30分　にっぽん百名山⑻「空木岳、聖
岳、荒島岳」　大人対象　定員90人
（当日先着順）
■ビデオ上映会　11/13㊐14時～15時
30分　「ここに、幸あり」　大人対象
　定員90人（当日先着順）
■図書館生涯学習講座　人に好かれ人
を好きになる話し方講座　11/20㊐10
時～12時　定員45人　□申11/13㊐まで
に同館へ　日本最初のいきいき健康体
操講座　11/23㊗10時～12時　定員30
人　□申11/20㊐までに同館へ
■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）

地域包括支援センター (包)
介護予防教室など

へ。☎946-05205946-0523
■介護者のつどい　11/8㊋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
■認知症サポーター養成講座　11/16
㊌10時30分～12時。会場はであいの森。
認知症を正しく理解し、地域で支える
サポーターの養成。定員20人。□申11/ 
11㊎まで川柳・新田東部（包）へ。☎
932-70075931-0993

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）

■サービスコーナー（10/21～11/20）

10/21㊎・
11/4㊎・18㊎

11/17㊍

氷川・西町小

瀬崎・青柳小

新栄小

新里・高砂小

稲荷・八幡北小

両新田小

10/26㊌・
11/ 9㊌
10/27㊍・
11/10㊍
10/28㊎・
11/11㊎
11/2㊌・
16㊌

日程

小山・新田小

長栄・草加小

花栗南・八幡小

栄・川柳小

清門・松原小

谷塚小

14時～16時9時30分～11時30分

定員のあるものは10/21㊎
10時から各館へ申し込みを
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　12/3㊏10時～12時。会場は栄小視聴
覚室ほか。講師は県食品安全課管理栄
養士。食品添加物・食中毒・食品表示
を学び、親子で手洗いも。パパ向け調
理実習（簡単ロールサンド）あり。乳
幼児の保護者対象（保育あり）。定員
40人。□申11/4㊎（必着）で、はがきに
講座名・住所・氏名・ふりがな（夫婦
参加は2人とも）・電話番号・保育の
有無を記入し〒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

　11/13㊐10時～13時（雨天中止）。

会場はそうか公園。冬のそうか公園散
策、松ぼっくりツリー作り、焼き芋体
験。小学生と保護者対象。定員15組。
□申10/21㊎からみどり公園課へ。☎922-
19735922-3145

　世界的に有名な江戸時代の錦絵師の
鈴木春信。彼の浮世絵の題材として確
立・発展に使われた江戸明和三美人の
ひとりで草加出身と言われている「笠
森お仙」の紹介とともに、江戸の文化
・風俗に関する展示、併せて講演会を
開催します。展示…11/16㊌～12/19㊊。
3F展示ギャラリー。講演会…11/27㊐
14時～15時30分。4F多目的ホール。
いずれも中央図書館で。定員80人（当
日先着順）。講師は江戸の文化歴史を
楽しむ会の福本伸二さん。問中央図書
館☎946-30005944-3800

　11/13㊐9時30分～15時。会場は東埼
玉資源環境組合第1工場（越谷市）。
ごみ処理施設の工場見学や展望台の公
開・絵画展優秀作品の展示・リユース
家具の販売のほか、地元の新鮮野菜や
花の販売・動物とのふれあい・ゲーム
などが楽しめます。問東埼玉資源環境
組合計画課☎966-0121

環境を楽しく学ぼう　リユースまつり

「美人の里・草加…笠森お仙」
展示会・講演会

　11/3㊗9時～17時は「松原団地駅東
口」バス停を草加市文化会館前付近に
移動します。なお、パリポリくんバス
北東ルート「松原団地駅東口」～「草
加市立病院」区間は終日運休となりま
す。問交通対策課☎922-16415922-30
41

ふささら祭りに伴い
バス停の一部を休止します

食の安心サロン　子育て世代編

非常勤嘱託員の募集
介護保険料徴収補助員

■グリーンカルチャークラブ（英会
話）　月4回㊋19時30分～21時　中央
公民館で　初・中級成人対象　英国人
講師と生きた英会話を楽しんでいます
　月額5500円　問桜井☎922-2133
■れんげ書芸クラブ（写経・漢字・か
な）　第2・4㊎19時～20時30分　中央
公民館で　写経は大きく正しく書くこ
とから　入会金1000円　月額2500円　
問宮崎☎922-0273
■悠々会（水彩・油絵）　第1・3㊋9
時～15時　勤労福祉会館で　初心者か
ら中クラスまで先生が懇切指導　入会
金1000円　月額3000円　問河津☎943- 
4208

そうか公園自然観察会

　10/21㊎～11/21㊊。苗塚町、小山、
旭町、新善町、原町、金明町、清門、
新栄、長栄、柿木町、松原4丁目（松
原団地は除く）、松原5丁目。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。問水道営
業課☎927-22205927-1561

　勤務は12月から週4日程度で10時～
16時。場所は介護保険課。自転車での
介護保険料の訪問徴収業務ほか。63歳
以下対象。募集は1人。日額4750円（交
通費含む。能率給あり）。面接は11/4
㊎に実施。□申11/2㊌（必着）までに履
歴書を職員課へ。☎922-0983

水道メーターの取り替え

　11/19㊏14時～16時。会場はであい
の森。内容はクリスマスリース作り。
定員15人。材料費2000円。枝切りばさ
み、手袋、持ち帰り用の袋・箱を持参。
□申10/21㊎からみどり公園課へ。☎92 
2-19735922-3145

　市主催の終活講座です。講師は弁護
士と税理士。11/24㊍、12/1㊍13時30
分～15時30分。全2回。会場はであい
の森。定員50人。□申10/21㊎から広聴
相談課へ。☎922-05665922-3173

みどりの教室

市民・法律税務講座

　施設・グラウンド改修工事、害虫駆
除消毒に伴い以下の予定で体育施設を
休館、利用休止します。11/7㊊…記念
体育館・市民体育館・吉町テニスコー
ト・総合グラウンド。平成29年1/4㊌
～3/31㊎…吉町テニスコート。同29年
1/10㊋～3/31㊎…工業団地野球場。同
29年1/24㊋～2/28㊋…そうか公園多目
的運動広場。問草加市体育協会☎928-
63615922-1513

体育施設の休館と利用休止

　業務の繁忙時や欠員等が生じた時に、
任用します。職種は事務職（パソコン
操作ができる人）で60歳以下対象。勤
務は㊊～㊎の8時30分～17時（配属先
による変更あり）。時給960円。登録
有効期間は2年間。登録期間中、必要
に応じて面接を行いますが、必ず任用
されるとは限りません。□申写真を貼っ
た履歴書に必要事項を記入し、職員課
へ。☎922-0983

臨時職員の登録者を募集

　防衛省では、①高等工科学校生徒
（一般）②高等工科学校生徒（推薦）
③自衛官候補生（男子）を募集します。
応募資格は、①②は中卒（見込み含
む）以上、17歳未満の男子。②は学校
長が推薦できる生徒。③は18歳以上、
27歳未満。受付期間は①11/1㊋～平成
29年1/6㊎、②11/1㊋～12/2㊎、③は
随時。問自衛隊朝霞地域事務所☎048-
466-4435

自衛官を募集

　市の重要な財源である市税収入の安
定的な確保と収納率の向上を図るため、
収納対策の一環として、県と不動産共
同公売を実施。11/8㊋13時30分～。会
場は春日部地方庁舎。問納税課☎922-
34175920-1502

県・市町不動産共同公売

　浄化槽を使用する家庭や事業所は、
保守点検や清掃のほかに年1回の定期
水質検査受検が法律により義務づけら
れています。定期水質検査は、浄化槽
からの放流水などをチェックして、浄
化槽が十分浄化機能を発揮しているか
検査するものです。□申県浄化槽協会へ。
☎048-533-4700

年1回は浄化槽の定期水質検査を

高校演劇fair inそうか

子ども・親子向け

（条件あり）。対象住宅は戸建住宅：
床面積が100㎡以上、マンション：床
面積（専有部分）が80㎡以上。募集期
限は平成29年3/15㊌まで（予算がなく
なり次第終了）。□申県ホームページで
申請書を入手し、必要書類を県住宅課
へ。☎048-830-5563

　11/5㊏・6㊐10時25分～17時40分。
会場は中央公民館。10校の中学・高校
演劇部が出場します。問草加市青少年
健全育成市民会議（子ども育成課内）
☎928-64215928-9632

■俳友の会（俳句）　第2㊍13時～16
時　中央公民館で　世界一短い自分詩
を作りませんか　月額1000円　問大塚
☎925-5135
■草加もくれん（武術太極拳）　㊊9
時～11時　高砂コミセンほかで　準備
運動のあとゆったり動きの24式太極拳
動作です　体験無料　月額2000円　問
国近☎919-8223
■男の講座（料理）　奇数月第4㊊9時
～12時30分　保健センターで　男性対
象　健康を意識した料理の会です　入
会金1000円　月額1000円　問大石☎92 
8-3095
■両新田平成塾書道　第2・4㊊10時～
12時　両新田小で　皆で楽しくお稽古
しています　お待ちしております　月
額2000円　問渡辺☎925-6031
■花栗剣友会　㊋・㊎・第1・3・5㊏
19時～21時　松原小で　一緒に剣道を
やりましょう　年長児以上対象　入会
金1000円　月額2000円　問栗原☎090- 
9373-4800
■コーロ・ジョバーネ（コーラス）　
第1・3・4㊌13時30分～15時　中央公
民館で　歌は友だち歌えば仲間　月額
2000円　問黒澤☎925-0445
■たんぽぽ（社交ダンス）　第1・2・
4㊌19時～21時　八幡コミセンで　プ
ロの先生の易しく楽しい指導が評判で
す　初心者・中級者対象　月額4000円
　問関谷☎932-7050
■エンジョイパソコンクラブ　第1・3
㊍13時～15時　中央公民館で　初心者
対象　ワード・エクセル　体験無料　
ノートパソコン持参　月額2000円　問
澤田☎090-3233-8315
■てのひらの会（文章）　第2㊌10時
～13時　谷塚文化センターで　文集・
小品集を制作　見学歓迎　月額2000円
　問森田☎941-2672
■金曜エアロ（エアロビクス・ヨガ・
ピラティス）　㊎19時30分～20時30分
　瀬崎コミセンで　運動不足解消に始
めてみませんか　月額2000円　問中沢
☎090-1400-8973
■サンライズサークル（社交ダンス）
　㊋19時30分～21時　谷塚文化センタ
ーで　みんなで楽しくShall We Dance
　初心者大歓迎　月額4500円　問松田
☎924-8500
■柳水会（詩吟）　第2・4㊌10時～12
時　高砂コミセンほかで　詩吟は難し
いと思われがちですが　腹式呼吸が基
本で健康に良いです　入会金1000円　
月額1500円　問宮田☎928-7850
■雅楽谷（俳句会）　第3㊎13時30分
～16時30分　アコスホール6階会議室
で　初心者歓迎　1回目は体験句会と
して無料　月額1500円　問宮本☎090-
1884-7280
■楽しい書道　月2回㊋13時～15時　
草加市文化会館で　初心者歓迎　まず
は体験レッスンにおいで下さい　入会
金1000円　月額2670円　問田原☎93 
1-7628

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。

多子世帯向け中古住宅取得・
リフォーム補助金の申請を受け付け

　県では、多子世帯向けに中古住宅取
得・リフォームの助成を行っています。
対象世帯は子（18歳未満）が3人以上
の世帯、子（18歳未満）が2人の世帯

う た や



■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

内科

外科

歯科

10/23
㊐

10/30
㊐

11/3
㊗

内山医院

二宮病院

高木クリニック

メディカルトピア草加病院

山崎胃腸科内科クリニック

横内整形外科クリニック

こばやし歯科医院

高砂2-6-4

新栄2-22-23

栄町2-4-17

谷塚1-11-18

氷川町2129-2

松原4-5-8

西町520-4

☎922-0963

☎941-2223

☎931-3836

☎928-3111

☎928-0011

☎941-0211

☎951-4018

10/21㊎～11/20㊐（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）。

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

☎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

㈲東洋開発
萬設備
㈲石田水道
㈱井戸梅
㈲寺島管工設備

両新田西町246
長栄1-779-1
吉町1-5-12
住吉2-4-3 　　　
柳島町193-5

☎928-5520
☎942-1200
☎922-2736
☎922-3413
☎925-4566

10/22㊏
10/23㊐
10/29㊏
10/30㊐
11/3㊗

【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　第2㊍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　10/21㊎、11/10㊍・11/18
㊎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
■くらしの法律総合相談（税・労働・土地・住宅・特許に関することなど）
□予　第3㊍13時30分～15時30分…高砂コミセン
■行政相談（国の仕事に関する意見・要望）　第2㊎13時30分～16時
■税務相談□予　第3㊎13時30分～16時30分
【女性の生き方】
■女性の生き方なんでも相談□予　11/5㊏・10㊍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　11/7㊊…住吉児童館☎928-5736　10/27㊍、11/10㊍…
谷塚児童センター☎925-1856　11/2㊌・17㊍…新栄児童センター☎942-9876

　11/16㊌…氷川児童センター☎928-2341
■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　第2・4㊍…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　10/26㊌13時～16時…草加市文化会館☎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 ）　11/8㊋9時30
分～11時30分…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）　第2㊍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）

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10月20日号



草加駅徒歩8分

草加駅入口

銀行

銀行

←至北千住 至越谷→

東武スカイツリーライン 駐輪場

歴史民俗資料館

草加中

草加駅前交番

県道 足立越谷線

草加住吉郵便局

神明庵

3ビズマルシェ
（月3万円ビジネス実践市）

49

アコス
北館

アコス
南館

草加駅東口

会場入口

会場入口
草加小学校
会場

草加駅

旧日光街道エリア 商店街フェスティバル

会場案内図

10月かどまちごとでき 　2日、旧日光街道周辺で草加宿場
まつりが開催され、家族連れなど多
くの人で賑わい、かつての宿場の雰
囲気が再現されました。
　秋田（久保田）藩の大名行列や地
元町会のみこしパレードなどが行わ
れ、訪れた人の目を楽しませていま
した。

　平成29年6月25日㈰草加市文化会館で開催するソウカパインオ
ペラコンサート。藤原歌劇団正団員の河野めぐみをカルメン役
に、田代誠をドン・ホセ役に迎える「カルメン」の合唱参加者と
出演者を募集します。

《合唱参加者》
■練　習　日　平成29年1月14日～6月17日の土曜日午後3時～5時
■音楽総監督　田代誠（藤原歌劇団正団員）
■参　加　費　月額3000円、ステージ料8000円（別途楽譜代あり）

《出演者オーディション》
■日　　時　11月29日㈫午後4時～8時
■会　　場　草加市文化会館
■募集配役　エスカミーリョ、ミカエラ、スニガ、モラレスほか
■審 査 料　5000円（伴奏者同伴の場合は3000円）
□申合唱は12月20日㈫（必着）までに草加市文化会館ほかで配布す
る申込用紙に必要事項を記入し、出演者オーディションは11月11
日㈮（必着）までに氏名、住所、年齢、生年月日、電話番号、メ
ールアドレス、希望役名、ピアニスト同伴の有無、オーディショ
ン曲目を記入したものと、3か月以内に撮影した写真を〒340-0013
松江1-1-5草加市文化会館「ソウカパインオペラコンサート」係
へ。

■内容
■会場　草加小
■内容　絶品グルメ17店舗・ス

イーツ4店舗。地場農
産物や草加せんべいな
どの販売

■内容
■会場　旧日光街道商店街（県道草加停車場線～神明交差点）
■内容　市内の商店街が旧日光街道に大集合。市内商店街から約90

店舗が出店し、自慢の百円商品のほか、草加が誇る逸品な
どが勢揃い

　11月13日㈰午前10時～午後3時（荒天時中止）、市内商店街の名
物グルメやスイーツを堪能し、掘り出し物の販売なども楽しめる
「街グルin草加」を開催します。

　当日の午前9時～午後4時は、旧日光街道の一部（県道草加停車場
線交差点～神明町交差点）で車両通行止めとなります。なお、車で
の来場はできません。自転車は、草加中に駐輪してください。

が開催されました

問街グルin草加2016実行委員会事務局
　☎928-8121
　産業振興課
　☎922-08395922-3406

問草加市文化協会☎931-93255936-4690

宿場のにぎわいを再び

街グルi n草加

3ビズマルシェ
（TSCボードステージ）

商店街フェスティバル
＆百縁市i n草加宿

街グルLIVE
（草加小体育館）

ソウカパインオペラコンサート
「カルメン」合唱参加者・出演者募集

交通規制

街グルｉｎ草加2016
１１月１３日㊐草加小

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２０日号

市の人口　平成28年10月1日現在　24万6865人（男12万5380人・女12万1485人）／前月比59人増／世帯数11万2569世帯
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