
問長寿支援課　☎922-2862　5922-3279

増加する認知症高年者

様子がおかしい!?
迷わず受診を勧めてください

おじいちゃん・おばあちゃんの
認知症検診は12月16日(金)まで

●対 象 者

●受診方法

●持 ち 物

無料無料

早期診断・早期治療で
　●治療による改善が期待できます
　●進行を遅らせることが期待できます
　●記憶や意識が明確な今のうちに、今後
　　の生活に備えることができます

と感じたら

草加市に住所がある
60歳の人（昭和31年4月2日～同32年4月1日に生まれた人）
65歳以上の人（昭和27年4月1日以前に生まれた人）

指定医療機関で「脳の健康度チェック票」に記入後、医師の問
診を受けます（予約制の場合があるので、事前に医療機関に
問い合わせてください）
※指定医療機関は「草加市認知症検診」でホームページを検
索するか、長寿支援課へ問い合わせてください

健康保険証、お薬手帳
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　健全化判断比率は一般会計や特別会計などの決算に基づいて、「収支」の赤字がどれだけあるか、「負債」の大きさがどれだけある
かという2つの視点から、財政の健全さを4つの指標にわけて示したものです。
　比率ごとに、黄色信号にあたる「早期健全化基準」と、赤信号にあたる「財政再生基準」が設けられています。比率のうち一つでも
早期健全化基準以上となると財政健全化計画を定めて財政の健全化に、さらに財政再生基準以上となると財政再生計画を策定し財政の
再建に取り組むことが必要となります。

　一般会計の赤字が財政規模に対してどれだけあるかを表してい
ます。本市では黒字であるため算定していません。

　一般会計に特別会計や水道事業会計、病院事業会計などを加え
たすべての会計の赤字が財政規模に対してどれだけあるかを表し
ています。本市では黒字であるため算定していません。

　地方債（借金）などの返済額が財政規模に対してどれだけある
かを表しています。財政規模自体が昨年度より大きくなったこと
などにより、前年度に比べて0.4ポイント改善しました。

　一般会計などが将来負担しなければならない負債（地方債残高
など）が財政規模に対してどれだけあるかを表しています。基金
の残高が増加したことなどにより、前年度に比べて6.7ポイント
改善しました。

　公営企業会計の資金不足がどれだけあるかを、料金収入など
の事業規模と比較した指標であり、各会計の経営状況を表した
ものです。経営健全化基準である20％以上となると、公営企業
の経営の健全化を図る計画を策定しなければなりません。
　公営企業会計はいずれも資金不足を生じておらず、健全な経
営状態となっています。

　国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者を
対象に、特定健診・後期高齢者健診を実施してい
ます。対象者には受診券を送付済みです。受診券
を紛失した場合は再発行しますので、各担当に問
い合わせてください。特定健診は1200円、後期
高齢者健診は無料。ただし、同年度内2回目以降
の受診は全額自己負担になります。

7時間45分（午前8時30分～
午後5時15分）
38時間45分

平成28年度臨時福祉給付金

公営企業名 経営健全化
基準

水道事業会計
病院事業会計
公共下水道事業特別会計
新田西部土地区画整理事業特別会計

20.0%
20.0%
20.0%
20.0%

－（△148.0）
－（△25.7）　
－（△9.4）　

－

－（△162.3）
－（△23.4）　
－（△7.3）　

－

草加市の指標
平成27年度 平成26年度

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）

対象者

支給額

申請方法

※特設窓口の開設時間は11月30日㈬までの平日午前8時45分～午後4時30分です。なお、窓口では支給・
不支給決定についてのお答えはできません。

平成28年1月1日時点で草加市に住民登
録があり、平成28年度市民税（均等割）
が非課税かつ課税者に扶養されていない
人。ただし、生活保護受給者等、対象外
となる場合があります。

9月中旬以降、対象者と思われる人に申請書を郵送しています。必要事項を記入した
申請書と添付書類を、同封の返信用封筒に入れ、12月28日㈬（消印有効）までに返
送または※特設窓口（市役所本庁舎1階）へ持参してください。

平成28年度臨時福祉給付金の対象者の
うち、平成28年5月分の障害基礎年金・
遺族基礎年金等を受給している人。ただ
し、年金生活者等支援臨時福祉給付金
（高齢者向け）の受給者を除く。

1人　3000円 1人　3万円

健全化判断比率

①実質赤字比率 ②連結実質赤字比率

③実質公債費比率 ④将来負担比率

資金不足比率

※実質赤字比率・連結実質赤字比率は赤字がないため「－（該当なし）」とし、参考に黒字の比率を（△）表記しています。

※資金の不足が発生していないため「－（該当なし）」とし、参考に資金剰余の比率を（△）表記しています。

健全化判断比率 早期健全化基準 財政再生基準

実質赤字比率
連結実質赤字比率
実質公債費比率
将来負担比率

①
②
③
④

11.40%
16.40%
25.0%
350.0%

20.00%
30.00%
35.0%

－（△10.60）
－（△34.19）
4.3%
25.0%

－（△11.35）
－（△37.38）
3.9%
18.3%

草加市の指標
平成27年度 平成26年度

　地方公共団体は、国の「地方公共団体の財政の健全化に関する法律（財政健全化法）」により、『健全化判断比率』と公営企業会計の
『資金不足比率』を算定し、財政の健全さを判断することとなっています。
　平成27年度の決算に基づきこれらの指標を算定した結果、いずれの比率も国が定めた早期健全化基準などの基準を大幅に下回っており、
市の財政は健全であると言えます。市では将来にわたって行政サービスを確実に実施していけるように、持続可能で健全な財政運営をこれ
からも進めていきます。

問特定健診　保険年金課☎922-15935922-3178
　後期高齢者健診　後期高齢者・重心医療室
　　　　　　　　　　　☎922-13675922-3178

いずれも健全な状態です
問財政課☎922-07615922-1547

平成27年度決算に基づく
財政健全化判断比率・
資金不足比率を公表

平成28年度臨時福祉給付金・
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）

問草加市給付金コールセンター☎0570-071-133
受診期間は12月16日㈮まで 特設窓口は11月30日㈬まで

特　　　定
・

後期高齢者

申請はお済みですか?
お済みですか？
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　12月に0～2歳児対象の保育園が新たに開設される予定です。当園
に入園を希望する人は入園申し込みをしてください。
■施 設 名　（仮）デイジー保育園草加駅前
■住　　所　氷川町2149-21エル・マラード2F
■定　　員　19人（0歳…6人、1歳…6

人、2歳…7人）
■入園年齢　生後4か月～
■申込方法　入園申込書等の必要書類

を保育課へ

　ひとり親家庭等の生活支援のため、医療費の自己負担分の一部を
申請に基づき支給します。
■対象者　市内に居住する国民健康保険か社会保険の加入者で、次
のいずれかに該当する子どもと、その父母、または養育者
①父母の離婚や死亡（生死不明を含む）などにより父または母ある
　いは父母と生計を同じくしていない
②父または母に一定の障がいがある
③父または母から1年以上遺棄されている
④父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた
⑤父または母が法令により1年以上拘禁されている
⑥母が未婚で出生した
■子どもの年齢要件　18歳以下（18歳到達後最初の3月31日まで）、
一定の障がいがある場合は20歳になる誕生日の前日まで
■所得制限　下表のとおり。対象者の平成27年（平成27年1月1日
～12月31日）の所得額と扶養人数等で判定。所得額とは、給与所得
控除後の金額に、前夫（妻）から受け取った養育費の8割を加算し、
一律控除（8万円）を差し引いた額（他に控除を受けられる場合が
あります）。また、扶養義務者とは、申請する父母または養育者と
同居等生計を同じくする直系血族（両親、祖父母、子ども、兄弟姉
妹等）

■現況届の提出　すでに受給している家庭には、現況届の案内通知
を10月下旬に送付しましたので、11月30日㈬までに手続きをして
ください。ただし、児童扶養手当の現況届を提出された人は必要あ
りません。

　障がい者施策全般に関わる基本的方針や目標を定めた障がい者計
画と、障がい福祉サービス等の提供に関する体制づくりやサービス
を確保する方策を定めた障がい福祉計画を策定するため、障がい者
手帳所持者や市民・企業などを対象としたアンケート調査を実施し
ます。11月下旬ごろに対象者へ調査票を郵送しますので協力をお願
いします。なお、調査内容は目的以外に使用することはありません。

　地震や武力攻撃などの発生時に備え、全国瞬時警報システム
（Ｊアラート）を使った情報伝達訓練を行います。
※Ｊアラート…地震や武力攻撃などの緊急情報を、政府から人
工衛星などを通じて、瞬時に伝えるシステムです。
■日時　11月29日㈫午前11時
■内容　（放送内容）
　①チャイム音　
　②「これはテストです」（3回繰り返し）
　③「こちらは防災草加です」
　④チャイム音

　消防局では、防火対象物の関係者による防火管理業務及び消防用
設備等の設置の適正化を促進するため、重大な消防法令違反のある
防火対象物を確認した場合、ホームページへ情報を公表するため制
度の策定をしています。
　制度に対する意見のある人は、11月10日㈭～12月9日㈮に草加市・
八潮市の消防署、分署で配布する意見用紙に住所、氏名を記入し、
12月9日㈮（消印有効）までに消防局予防課へ（制度概要・意見用
紙は消防組合のホームページからも入手可）。

　国民健康保険について意見を述べ、検討する市民委員を募集しま
す。
■対　　象　市内在住で市の国保に加入している20歳以上（平成29

年1月1日現在）で、市の他の審議会等の委員になって
いない人

■募集人員　男女各1人
■任　　期　委嘱の日から2年間
■報　　酬　会議1回につき7000円
□申11月24日㈭までに市役所情報コーナー・サービスセンター等で配
布する応募用紙（市販のA4用紙でも可）に審議会の名称・氏名
（ふりがな）・住所・性別・生年月日・年齢・電話番号・公開抽選
日の出欠・現在の職業・主な職歴・地域活動等の経験・応募動機を
600～800字で記入し、〒340-8550保険年金課へ。ファクス・Eメー
ルも可。公開抽選は11月28日㈪午後1時から第2庁舎2階A会議室で。

　市の審議会等を傍聴できます。
定員5人で当日先着順（都市計画

審議会を除く）。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、開催1週間前までに各担当事務局へ連絡を。
■病院運営審議会＜市立病院経営管理課☎946-22005946-2211＞…
11月10日㈭午前11時～　市立病院本館3階講堂で　
■交通安全対策会議＜交通対策課☎922-16415922-3041＞…11月14
日㈪午前10時～　本庁舎3階旧第4委員会室で　
■放課後子ども教室推進事業運営委員会＜子ども育成課☎922-1064
5922-3274＞…11月15日㈫午前10時～　第2庁舎5階第1委員会室で
■都市計画審議会＜都市計画課☎922-17905922-3145＞…11月17日
㈭午後2時30分～　中央図書館多目的ホールで。定員10人。傍聴の
受け付けは開会30分前から15分前まで。定員を上回った場合は抽選
■地域公共交通会議＜交通対策課☎922-16415922-3041＞…11月24
日㈭午前10時～　本庁舎3階旧第1・2委員会室で　
■国民健康保険運営協議会＜保険年金課☎922-15925922-3178＞…
11月24日㈭午後1時30分～　保健センター2階予防健診室で
■小中学校通学区域審議会＜学務課☎922-26745928-1178＞…11月
29日㈫午前10時～　本庁舎3階教育委員会会議室で　

扶養人数
0人
1人
2人
3人
4人

父・母・養育者
192万円未満
230万円未満
268万円未満
306万円未満
344万円未満

扶養義務者等
236万円未満
274万円未満
312万円未満
350万円未満
388万円未満

■所得制限額

国民健康保険運営審議会委員を募集します
問保険年金課☎922-15925922-3178
　　　　　　hoken-nenkin@city.soka.saitama.jp

消防法令違反防火対象物公表制度の意見募集

防災行政用無線を
 使った情報伝達訓練

問消防局予防課☎924-21135924-0964yobou@soka-yashio119.jp

問危機管理課☎922-06145922-6591

（仮）デイジー保育園草加駅前が
開設予定

問保育課☎922-14915922-3274

12月入園は11月15日㈫までに申し込みを

11月29日㈫
午前11時に
実施

ひとり親家庭等に医療費の一部を
支給します
問子育て支援課☎922-14765922-3274

～受給者は現況届の提出を～

草加市障がい者計画・
障がい福祉計画策定に向けた

審議会等の開催日程

問障がい福祉課☎922-14365922-1153

アンケート
調査に
協力を
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　12/1㊍よりであいの森身体障がい者
福祉センターが運行している土曜日の
シャトルバスも、日曜日と同様に予約
制となります。利用する際は、利用日
の前月15日までに利用日・利用時間を
電話またはファクスで知らせてくださ
い。予約がない場合は運休します。問
であいの森☎936-27915936-2792

　児童虐待は年々増加しています。
「もしかしたら虐待かも」と思ったら、
子育て支援センターや児童相談所全国
共通ダイヤル「189（いちはやく）」（24
時間対応）に電話してください。連絡
は匿名でも可能で、連絡者や連絡内容
等の秘密は守られます。なお、11/19
㊏11時から、草加駅コンコースで啓発
キャンペーンを行います。問子育て支
援センター☎941-67915941-6828

　本庁舎の耐震化工事等のため、草加
市くらしの会が実施している本庁舎で
の家庭の廃食油回収を12月から休止し
ます。市民活動センター、環境業務セ
ンター、勤労福祉会館での回収はこれ
までどおり実施しますので、協力をお
願いします。問くらし安全課消費労政
係☎941-61115941-6157

　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（要予約）は、12/3㊏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。☎920-11
005920-1101

○非常勤職員（アルバイト）募集
　勤務は平成29年2/1㊌～3/1㊌（㊏・
㊐・㊗を除く）。勤務時間は6～7時間。
詳細は国税庁ホームページ・関東信越
国税局採用案内を。場所は草加市立中
央公民館（2/1㊌～15㊌は川口税務署
で勤務）。内容は、PC操作補助・会
場案内・書類整理等。時給1020円。募
集は3人程度。□申写真付きの履歴書を
川口税務署総務課へ（書類選考後、面
接を実施）。
○平成28年分決算説明会
　確定申告をする個人事業主を対象に、
青色申告決算書及び収支内訳書の作成
方法や注意点などを説明。
問川口税務署☎048-252-5141

　平成29年度に市立小・中学校で臨時
的任用教職員または非常勤講師として
勤務を希望する人への説明会を開催し
ます。小・中学校いずれかの教職員免
許状または養護教諭免許状、または栄
養士免許の所有者対象（いずれも平成

29年3/31までの取得見込み者含む）。
11/30㊌…小学校希望者、12/1㊍…中
学校希望者。いずれも18時～。会場は
草加市文化会館。上記以外での個別説
明も可。学務課で配布する希望調書
（市のホームページでも入手可）に記
入し持参してください。問学務課☎92
2-26745928-1178

　県最低賃金は年齢に関係なく、県内
すべての労働者とその使用者に適用さ
れます。埼玉県の最低賃金は時間額

845円です。労働者も使用者も、地域
別・産業別の最低賃金を必ず確認して
ください。問埼玉労働局賃金室☎048-
600-6205

　平成29・30年度に組合が発注する工
事の請負や物品の納入等を希望する事
業所は、入札参加資格審査申請をして
ください。要領等は組合ホームページ
からダウンロードしてください。□申
12/5㊊～19㊊（消印有効）に必要書類
を添えて郵送で〒343-0011越谷市増林

3-2-1東埼玉資源環境組合総務課へ。☎
966-0122

　講師および内容・時間を変更して開
催します。11/26㊏14～16時。会場は
中央公民館。講師は内閣府少子化危機
突破タスクフォース政策推進チームリ
ーダーの渥美由喜氏。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）。□申住所、氏名、電話
番号を〒340-8550人権共生課へ。☎92
2-08255927-4955jinken-kyosei@city
.soka.saitama.jp

　11/9㊌10時～11時。会場はふれあい
の里。にっさとの森保育園児の遊戯発
表・絵本の読み聞かせ・手遊び。問ふ
れあいの里☎920-62225920-6251

　被災地で生産された品々を販売しま
す。11/10㊍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

　11/7㊊～11㊎まで、草加市文化会館
で市の伝統的なゆかた染め技法、『注
染技法』を学んだ生徒たちが作成した
ゆかたと手ぬぐいを展示します。生徒
たちがデザインし、彫り上げた型紙や、
色鮮やかで個性豊かな柄に富んだ草加
のゆかたをぜひご覧ください。問産業
振興課☎922-34775922-3406

秋季全国火災予防運動

　看護師・助産師養成所等の在学者または平成29年4月在学予定者で、卒業
後、草加市立病院の看護師・助産師として働こうとする人を対象に修学資
金を貸与します。申込書は市立病院、市役所総合案内で配布します（市立
病院ホームページからも入手可）。

問市立病院経営管理課☎946-2200○内3003

３つの習慣
○寝たばこは、しない
○ストーブは、燃えやすいものから離れた
　位置で使用する
○ガスコンロなどのそばを離れるときは、
　必ず火を消す
４つの対策
○住宅用火災警報器を設置する
○寝具、衣類及びカーテンからの火災を防
　ぐために、防炎品を使用する
○住宅用消火器等を設置する
○お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる
　市内の9月末日現在の火災発生件数は54件で、火災による死者2人、負傷
者2人です。問消防局予防課☎924-21135924-0964

住宅用火災警報器の設置・点検・手入れも忘れずに

11/9水
～15火

【いのちを守る７つのポイント】－３つの習慣・４つの対策－

市立病院の看護師・助産師を目指す人に
修学資金を貸与します

開催日

開催日

12/7㊌

12/8㊍

12/12㊊

12/13㊋

草加市立
中央公民館

県技術
総合センター
（川口市）

7㊌は青色申告者、8㊍は白色申告者

12㊊は青色申告者、13㊋は白色申告者

時間 会場等

会場等時間

10時～11時30分

13時30分～15時

10時～11時30分

13時30分～15時

看護師…月額7万円　助産師…月額8万円
若干名
書類審査及び面接（平成29年1/21㊏予定）
11/28㊊～12/12㊊（㊏・㊐を除く）
9時～17時
市立病院経営管理課（郵送不可）

修学資金額
募 集 人 数
選 考 方 法
受 付 期 間
受 付 時 間
受 付 場 所

■
■
■
■
■
■

・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

11/13㊐は街グル&福祉まつり　草加小・草加駅東口周辺で。

11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

ファミリー・サポート・センター
会員募集

であいの森身体障がい者福祉センター
土曜日のシャトルバスも予約制へ

11月は「児童虐待防止推進月間」
11/19㊏草加駅でキャンペーン

平成29年度臨時的任用教職員・
非常勤講師希望者説明会

東埼玉資源環境組合の
入札参加資格審査申請の受け付け

男女共同参画フォーラム講演会
「女男（ひと）の生き方・
バランスのとり方」

注染講座作品展示

ふれあいの里「あそびの広場」

食べて応援！東北復興支援販売会

市役所本庁舎での廃食油回収を休止

県の最低賃金は時間額845円

川口税務署からのお知らせ

④ 2016年11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）10月20日現在　人身事故797件（－146）　死者3人（－6）

国民健康保険税　第6期

介護保険料（普通徴収）　第6期
後期高齢者医療保険料（普通徴収）  第5期

11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）

11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

すくすく赤ちゃん相談
（氷川児童センター） 11/14㊊

11/28㊊

11/29㊋

乳幼児と保護者 母子健康手帳、おむつ持参

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

保健師・栄養士による育児栄養相談

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）

12/5㊊

12/19㊊

平成27年5/1～15生まれ

平成27年5/16～31生まれ

対象者に11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

10時～11時30分

ぽかぽか広場（中央図書館） 11/30㊌
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、バスタオル持参絵本の読み聞かせと

親子ふれあいあそび9時45分～10時

マタニティ歯科健診 12/14㊌ 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、歯ブラシ、手鏡持参歯科健診、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 11月下旬～12月中旬 平成28年10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10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
11/7㊊

11/22㊋

平成25年8/1～14生まれ

平成25年8/15～31生まれ

マタニティクラス（両親学級） 12/4㊐・8㊍
平成29年2/1～4/30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 12/12㊊ 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 11/16㊌ 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　
□申11/7㊊から電話で保健センターへ

○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。
○指定医療機関での実施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

8時15分～10時
 （大腸がん検診のみの場合は9時
30分～10時30分）

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

18歳以上で今年度測定していな
い人
定員80人

所要時間約2～3時間
問診・胃部バリウムＸ線検査・便潜血検査　
費用　胃がん900円　大腸がん500円

超音波による骨密度測定（簡易検査）
費用100円

10/1㊏・3 ㊊・31㊊、11/8㊋・9
㊌・12㊏・14㊊・30㊌、12/1㊍・
6㊋

骨密度測定 11/25㊎・12/21㊌

12/16㊎まで
（検便の提出期限です）

便潜血検査　　費用500円
※事前に医療機関に容器を取りに行き、12/16㊎までに検便を
　提出してください

30歳以上大腸がん個別検診
（指定医療機関）

　11/12㊏～25㊎の「女性に対する暴
力をなくす運動」期間と、11/25㊎の
「女性に対する暴力撤廃国際日」にあ
わせ、啓発展示します。
■DV防止ミニコーナー　12/12㊊まで
（㊏・㊐・㊗、11/14㊊～18㊎を除
く）。会場は男女共同参画さわやかサ
ロン。
■デートDV防止啓発パネル展　12/5
㊊～11㊐。会場は草加市文化会館。
問人権共生課☎922-08255927-4955

　認知症の不安や心配を抱えている人
や家族などが気軽に交流し、介護負担
の軽減や認知症理解を深める憩いの場。
■草加キングス・ガーデン　11/12㊏
14時～16時。参加費100円
■埼友草加病院　11/19㊏14時～16時。
定員80人。参加費200円
問長寿支援課☎922-12815922-3279

　11/12㊏13時～16時30分。会場は文
教大学越谷校舎。講師は文教大学准教
授ほか。問同大学☎974-8811

■介護者のつどい　11/16㊌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
■初心者のための気功教室　11/18㊎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。□申11/7㊊から草加中央・稲荷
（包）へ。☎959-91335922-3801
■さわやか骨盤体操　11/18㊎14時～
15時30分。脳トレと体操で介護予防。
会場は花栗会館。65歳以上対象。定員
20人。□申11/7㊊から安行（包）へ。☎9
21-21215928-8989
■男性介護者のつどい　11/21㊊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）☎929-3613
5929-3612
■いきいき体操教室　11/21㊊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11/7㊊から谷塚西部（包）へ。☎929
-00145929-5222
■介護者のつどい　11/25㊎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。武里病院
小平医療相談室長より認知症の正しい
理解と対応についての講義。問谷塚西
部（包）☎929-00145929-5222
■はつらつチャレンジ教室　11/25㊎
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11/7㊊から川柳・新田東部（包）へ。
☎932-70075931-0993

　11/14㊊～29㊋（㊏・㊐・㊗を除
く）。11/14㊊・21㊊の越谷市での相
談予約は☎048-839-1730へ。その他の
会場・時間等詳細は問い合わせを。問
県消費生活課☎048-830-2935

　11/16㊌・27㊐14時30分～。全2回。
会場は同館。12/25㊐まで開催中の企
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-」を、学芸員が分かりやすく解説し
ます。問歴史民俗資料館☎5922-0402

　11/11、12/2・16、平成29年1/13・
27、2/3・17、3/3・17の㊎19時～21時。
全9回。会場は高砂コミセン。スポーツ
・介護予防体操の指導者など対象。ラ
ジオ体操などの軽運動を通し、正しい
指導法が学べます。定員20人。□申スポ
ーツ振興課へ。☎922-28615922-3172

DVD上映会＆トーク

　人権課題を取り上げた2作品を鑑賞
し、家族や地域との絆や共に生きる温
かな社会について一緒に考えます。
11/29㊋14時～16時。会場は草加市文
化会館。定員50人。□申男女共同参画さ
わやかサロンへ。☎931-9325○内50593
6-4690

　姉妹都市福島県昭和村の美味しい新米や採れたて
のかぼちゃなどの野菜、田舎豆腐や山菜加工品など
を販売します。
■日時　11/12㊏10時30分～16時（売切れ次第終了）
■会場　物産・観光情報センター
問文化観光課☎922-29685922-3406

今年最後の奥会津昭和村
田舎の野菜便

～盛りだくさんの秋の味覚を味わって～

昭和村公式マスコット
からむん

スポーツ指導のノウハウを教えます
スポーツ指導者テクニック講座

DV防止に関する
ミニコーナー＆パネル展

文教大学公開講座「オリンピックの
裏窓－私たちの生活とかかわり－」

地域包括支援センター (包)
介護予防教室・介護者のつどい

「多重債務者相談強化キャンペーン
2016」無料相談会

歴史民俗資料館　企画展示解説

オレンジカフェ（認知症カフェ）

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11月5日号

11月の「なくそう暴力」標語　暴力に　逃げぬ勇気が　つくるまち



⑥ 2016年11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。

■産業フェスタ2016　11/19㊏・20㊐
10時～16時（20㊐は15時まで）　会場
は三郷市役所南側市民広場ほか　商工
まつりと農業祭を同時開催　問同市商
工会☎952-1231

■市制施行20周年記念　吉川市民まつ
り～澄まち　育まち　大好き吉川～　
11/20㊐10時～15時　会場はおあしす
ほか　問同まつり運営委員会☎982-96
85

高年者向け

子ども・親子向け

ふれあいの里「尺八コンサート」

在宅療養虎の巻講座②

クリスマスライブ出演団体募集

一日冒険あそび場in新栄東公園

　11/15㊋・29㊋9時～11時。全2回。
会場は中央公民館。定員10人。費用11
00円。鉛筆持参。□申11/14㊊までにシ
ルバー人材センターへ。☎928-92115
928-9209

　11/17㊍、12/1㊍・15㊍13時～14時。
全3回。会場は長栄小。成人初心者対
象。定員10人。□申生涯学習課へ。☎92 
2-28195922-3498

　11/30㊌10時～13時30分。会場は中
央公民館。地球温暖化の現状と対策の
ほか、大根1本丸ごと使った環境にや
さしい料理を学びます。定員30人。材
料費100円。エプロン、三角巾、手拭
き用タオル、マスク持参。□申11/7㊊9
時から電話で環境課へ。☎922-1519

　勤務は平成29年1月からの月20日以
内で8時30分～17時。場所は介護保険
課。介護認定申請者の調査・窓口受付
ほか。60歳以下で保健・医療業務経験
者対象。募集は1人。日額9500円（交
通費込み）。面接は11/25㊎に実施。
□申11/22㊋（必着）までに履歴書を職
員課へ。☎922-0983

　12/23㊗に中央公民館で開催するク
リスマスライブの出演団体を募集しま
す。市内在住、在学、在勤の15～30歳
で構成されたバンド・アカペラ・ダン
ス等の団体対象。個人、中学生の参加
不可。定員10組（応募多数の場合は抽
選）。ドラムセットの貸し出し可。□申
11/14㊊までに団体名、代表者の氏名、
ふりがな、住所、電話番号、メールア
ドレス、出演ジャンルを子ども育成課
へ。ファクス・Eメールでも可。☎92 

　在宅医療や介護について理解し、在
宅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ように、
全3回の講演を行います。第2回目の今
回は、医師及び介護者の集い代表によ
る講演。11/30㊌10時～12時。会場は
草加市文化会館。草加内科呼吸ケアク
リニックの新謙一院長による在宅療養
サポートの実例紹介、介護者の集い
「オアシス」代表村松治子氏による介
護の日々に大切なことについての講演。
定員80人。□申11/7㊊から長寿支援課へ。
☎922-28625922-3279

　12/3㊏14時開演。会場は中央公民館。
ピアニスト川口兄弟によるオリジナル
の「超絶技巧」演奏、クリスマスメド
レー、2台のピアノによるタンゴなど。
プレゼント抽選会あり。収益金は全額
を草加市被災者支援基金に寄付します。
料金は1500円～。□申草加市文化会館
（チケット専用）へ。☎931-9977　問
生涯学習課☎922-28195922-3498

　11/27㊐13時～14時15分。会場はふ
れあいの里。尺八愛好家によるコンサ
ート。曲目は「高校三年生」ほか17曲。
問ふれあいの里☎920-62225920-6251

　火や水や土など自然素材で思いきり
遊ぼう。11/23㊗10時～15時。会場は
新栄東公園。荒天中止。車での来場不
可。問子ども育成課☎928-64215928-
9632

るんるん　みんなとクリスマス

クリスマス親子レクリエーション

60歳からの健康長寿体操

　12/8㊍10時30分～12時。会
場は高砂コミセン。親子で簡
単リース作り・ふれあい遊びほか。3
歳までの乳幼児と保護者対象。定員45
組。□申11/17㊍9時から電話で保育ステ
ーションへ。☎920-1120

　12/17㊏10時30分～12時。
会場は市民体育館。年少～
年長児と保護者対象。定員
80組。参加費500円。□申11/20㊐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。☎928-63
615922-1513

　11/25㊎10時～12時45分。会場は勤
労福祉会館。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。

長栄平成塾　詩吟体験講座

　11/18㊎14時～16時。会場は歴史民
俗資料館。定員60人。□申11/8㊋から電
話で同館へ。☎922-0402

歴民講座「草加俳壇の歴史と現状」

　11/27㊐9時～19時。会場は記念体育
館。一般男子・家庭婦人対象。参加費
1チーム5000円。□申11/13㊐までに草加
市体育協会へ。☎928-63615922-1513

市民体育祭バレーボール大会

■11/21㊊12時20分～12時50分。会場
は物産・観光情報センター。出演はカ
ノン（ギター・マンドリン）。曲目は
「赤い翼」「口笛ポルカ」ほか
■12/7㊌12時20分～12時50分。会場は
物産・観光情報センター。出演は草加
ハーモニカソサエティー。曲目は「亜
麻色の髪の乙女」「川の流れのよう
に」ほか
問文化観光課☎922-29685922-3406

音楽の森ミニコンサート

地球温暖化防止エコクッキング講座

シルバーカルチャー教室
にがおえ教室体験会

川口兄弟クリスマス
チャリティーコンサート

であいの森講座「手芸教室」
～軍手で作ろう干支・酉（とり）～

市立病院看護師（臨時職員）募集

非常勤嘱託員（介護認定調査員）募集

　勤務は㊊～㊎8時30分～17時。夜勤
など勤務時間については相談可。募集
は若干名。時給1710円。社会保険、一
時金あり。□申11/18㊎までに履歴書を
持参し市立病院経営管理課へ。☎946-
2200○内 3004

　12/11㊐9時～12時。会場は消防署青
柳分署。成人に対する心肺蘇生法・
AEDの使用法・異物除去法ほか。中
学生以上対象。定員30人。□申11/28㊊
までに青柳分署へ。☎931-3973

　12/15㊍10時～12時。会場はであい
の森。60歳以上対象。定員20人。材料
費500円。はさみ・針・白糸持参。□申
11/7㊊10時から電話でであいの森へ。
☎936-2791

　市立病院小児科医師が子どものア
レルギーについて、食物アレルギー
とアトピー性皮膚炎を中心にお話し
します。子ども連れでも参加できま
す。当日直接会場へ。5歳未満児の
保育あり（定員10人、要予約）。
■日時　12/3㊏14時30分～16時

■会場　市立病院心臓・脳血管セン
ター5階大講堂

■講師　市立病院小児科医師　三上
健太郎

□申保育希望者は11/7㊊～25㊎15時～
17時に市立病院小児科外来へ（㊏・
㊐・㊗を除く）。☎946-2200○内 2210

越谷市

八潮市

松伏町

8-64215928-9632seishonen-home@
city.soka.saitama.jp

■こしがや産業フェスタ2016　11/26
㊏・27㊐10時～16時（27㊐は15時ま
で）　会場は総合体育館ほか　問同フ
ェスタ実行委員会☎966-6111

■松伏町農業収穫祭　11/27㊐10時～
15時　会場はまつぶし緑の丘公園　問
同祭実行委員会☎991-1853

■農業祭・特産品推奨品フェア　12/4
㊐9時～14時　会場はやしお生涯楽習
館ほか　問都市農業課☎996-2111

講座名 開催日 時間 定員 参加費 持ち物
13：30～
15：30
10：00～
12：00
13：00～
14：30
  9：30～
11：30
17：30～
19：30
10：00～
12：00
15：30～
17：30
10：00～
12：00
14：30～
16：00

書道道具（筆、墨、新聞紙、
半紙、雑巾、書初め手本）

書道道具（小筆、墨、半紙、
雑巾）

筆記用具

　

バスタオル

あれば琴爪

　

筆記用具

エプロン、三角巾、タオル

普通救命講習会Ⅰ

　12/12㊊13時30分～15時30分。会場
はアコスホール。職種は技術、営業、
製造、事務、運転、医療、配送等で、
32社参加予定。履歴書（複数枚）、あ
ればハローワークカード持参。問商工
会議所☎928-8111

アコスホールで就職面接会

□申11/7㊊からシルバー人材センターへ。
☎928-92115928-9209

勤労青少年ホーム冬期講座
　中学生以上対象（⑨のみ小学生の親子も可）。□申11/6㊐からの8時30分～
21時に勤労青少年ホームへ。☎928-64215928-9632

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

12/3㊏

12/5㊊

12/11㊐

12/16㊎

12/17㊏

12/18㊐

12/18㊐

12/23㊗

12/27㊋

紙バンド工作
（小物作り）
歌友ハーモニー
（ボイストレーニング）

手書きで年賀状

自彊術（健康体操）

たのしい箏曲生田流

体験してみよう！
スポーツ吹き矢

話力を高める話し方

男の料理
～焼豚を作ろう～
親子で書道～書初め
を仕上げよう！～

7人

15人

15人

5人

8人

10人

15人

15人

25人

400円

100円

500円

100円

500円

100円

100円

500円

300円

市立病院

子ども健康教室
子どもの
アレルギー

昨
年
の
作
品



草加人のための情報紙　広報「そうか」 ⑦医療・水道・となりまち・ミニ情報 2016年11月5日号

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

三栄工業㈱
東京管工機材㈱
㈲駒崎設備

苗塚町55-4
住吉1-14-20
氷川町818-3

☎925-7384
☎927-0041
☎924-4136

11/6㊐
  13㊐
   20㊐

休日等上水道工事店

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

11/ 6㊐

11/13㊐

11/20㊐

内科

外科

内科

外科

内科

外科

佐藤医院

木原整形外科医院

かたい内科クリニック

草加中央診療所

草加西部クリニック

さくら整形外科

谷塚町831

住吉1-5-6

松江1-25-13

中央1-2-22

両新田西町456

谷塚上町235-1

☎925-4952

☎922-5103

☎936-6612

☎922-2159

☎928-3301

☎921-7155

　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

■産業フェスタ2016　11/19㊏・20㊐
10時～16時（20㊐は15時まで）　会場
は三郷市役所南側市民広場ほか　商工
まつりと農業祭を同時開催　問同市商
工会☎952-1231

■市制施行20周年記念　吉川市民まつ
り～澄まち　育まち　大好き吉川～　
11/20㊐10時～15時　会場はおあしす
ほか　問同まつり運営委員会☎982-96
85

■親子造形教室「クリスマスカード作
り」　11/6㊐・20㊐10時～12時　谷塚
文化センターで　参加費親子で1000円
　要予約　□申オサナイ☎080-1166-1121
■フリーダンスパーティーのお知らせ
　11/6㊐13時20分～16時20分　谷塚文
化センター3Fで　参加費500円　問ダ
ンスサークルニューロマンス斉藤☎92 
4-3682
■見沼スケッチ同好会展　11/7㊊～11
㊎10時～18時（7㊊は13時から、11㊎
は16時まで）　アコス6Fギャラリー
で　スケッチ画・水彩画50点程展示　
問佐藤☎929-0357
■プリザーブドフラワーでクリスマス
アレンジ　11/8～12/21の㊋㊌13時30
分～16時　㊋は中央公民館、㊌は谷塚
文化センターで　参加費各2500円(材
料費込)　問カナマル☎090-4376-5294
■無料体験「日本最初の健康体操自彊
術」　11/8㊋・15㊋15時～16時30分　
柳島コミセンで　定員10人　問伊藤☎
080-5650-3122
■卓球体験会　11/10㊍・14㊊・17㊍
・21㊊・24㊍15時～17時　市民体育館

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）

三郷市

吉川市

■こしがや産業フェスタ2016　11/26
㊏・27㊐10時～16時（27㊐は15時ま
で）　会場は総合体育館ほか　問同フ
ェスタ実行委員会☎966-6111

■松伏町農業収穫祭　11/27㊐10時～
15時　会場はまつぶし緑の丘公園　問
同祭実行委員会☎991-1853

■農業祭・特産品推奨品フェア　12/4
㊐9時～14時　会場はやしお生涯楽習
館ほか　問都市農業課☎996-2111

で　参加費1回200円　□申才間☎936-28 
45
■健康らくらく講座「健康体操（活元
運動）で元気に長生き」　11/11㊎10
時～12時　新田西文化センターで　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
■スポーツ吹矢体験会　11/11㊎13時
～15時　11/16㊌・30㊌15時～17時　
市民体育館で　参加費1回200円　□申石
崎☎935-7231
■スポーツ吹矢体験会　11/12㊏11時
～13時　柿木公民館で　初心者歓迎　
用具は不要です　問山下☎931-7681
■書道体験　11/15㊋・12/6㊋・20㊋9
時～11時　であいの森で　参加費1回
200円　問オオクボ☎942-0433
■HipHopダンス体験　11/15㊋17時～
小学生、20時～中高生　記念体育館で
・17㊍17時～低学年、18時～高学年　
高砂コミセンで　事前申込不要　上履
き運動靴持参　問冨岡☎090-1694-4629
■子育てセミナー「夫婦仲良くすれば
子供は素直に育つ」　11/17㊍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☎090-9 
203-4244
■みんなとママのわ「ピアサポートミ
ーティング」　11/18㊎10時30分～12
時　松原ミニコミセンで　子育てに悩
みのある保護者対象　参加費100円　
問横田☎090-4245-8217
■介護者サロン「らくだ」　11/18㊎
　わ～くわっく草加で　「こもれび」
　11/24㊍　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
■介護者の集い「オアシス」　11/19
㊏10時～12時　中央公民館で　12/6㊋
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
■シンポジウム「人口減少時代と大都
市近郊地域」　11/19㊏13時～16時30
分　獨協大学天野貞祐記念館A206教
室で　入場無料・予約不要　問獨協大
学地域総合研究所☎946-2862
■ボーイスカウト草加第1団入団説明
会　11/20㊐10時～12時　中央公民館
で　草加・稲荷・高砂・瀬崎小学校区
の年長～小学生対象　問川井☎922-28 
32
■フリーダンスパーティー　11/20㊐
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
■ふれあいダンスパーティー　11/20
㊐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
■地域交流作品展　11/25㊎～12/4㊐
10時～14時30分　谷塚文化センター1
階展示スペースで　榮光の家利用者作
品並びに氷川平成塾書道サークル作品
展示　問榮光の家☎927-1121
■遺言書の書き方と終活を学ぼう　
11/26㊏10時～12時　アコス会議室A
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
■歴史学講座「再成塾」1970年代以
降来日中国留学生は急増した　11/26
㊏13時30分～16時30分　草加市文化会
館で　（財）アジア学生文化協会理事長
小木曽友氏　問小嶋☎090-1261-7366
■我孫子宿と手賀沼探訪　11/27㊐8時
30分草加駅改札内集合　文学者が愛し
た町我孫子散策　定員50人　参加費60 
0円　交通費別途　昼食持参　□申草加
史談会浅古☎924-3403
■ボーイスカウトと遊ぼう　11/27㊐9
時30分～　綾瀬川左岸広場で　年中～

小学5年生の男女対象（保護者同伴）
　水筒・タオル持参　問ボーイスカウ
ト草加第8団竹本☎090-2659-3602
■伝統芸能フェスティバル　11/27㊐
13時～16時　高砂コミセンで　民謡、
獅子舞、民舞、和太鼓、車人形、神楽
等、異なるジャンルの発表会　入場無
料　問神楽会浜野☎942-3482
■草加市民吹奏楽団第36回定期演奏会
　11/27㊐14時開演　草加市文化会館
で　ハムレットへの音楽、銀河鉄道の
夜ほか　入場料500円（前売400円）　
問楽団事務局平塚☎090-1607-8917
■合気道教室無料体験会　11/27㊐15
時～16時　草加中体育館で　中学生以
上対象　駐車場有り　問合気研究所小
形☎090-2200-1140
■スキー連盟ビデオ鑑賞会　11/27㊐
15時30分～17時　草加市文化会館音楽
室で　昨シーズンのスキー教室のビデ
オ鑑賞と新しいスキーの技術紹介　問
服部☎090-4060-8125
■演奏会「懐メロギター二重奏の集
い」　11/30㊌14時～16時　草加市文
化会館で　懐かしい歌謡曲中心　定員
50人　参加費1000円　問林☎932-2898
■県立草加かがやき特別支援学校きら
きらまつり（文化祭）　12/3㊏10時～
14時　同校で　松原団地駅西口より徒
歩約15分　駐車場なし　問同校☎946- 
2131
■ロマン生バンド付Xmasパーティー
　12/11㊐13時～16時15分　勤労福祉
会館で　ミキシング・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
■バドミントン団体戦　12/23㊗9時～
　市民体育館で　1部から3部まで　先
着24チームで締切ります　参加費一般
1500円　□申12/8㊍までに〒340-0012神
明2-2-45矢島☎5925-4981
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　11月19日㈯のフェスティバルコンサート、20日㈰のファイナルコンサートで国際ハ
ープフェスティバルがフィナーレを迎えます。また、11月17～19日に日本ハープコン
クールが公開で行われ、未来のハーピストの演奏を無料で聞くことができます。
■フェスティバルコンサート
◇日時　11月19日㈯午後6時30分開演
◇出演　ニコラ・テュリエ（フランス）＜ハープ＞、原日向子・小俣有希子・柏原靖
子・佐藤厚子・田中淳子＜ハープ＞、藤原晶世＜バイオリン＞、鷺谷清子＜指揮＞、
草加市レバーハープ・アンサンブル
特別ゲスト　横山幸雄＜ピアノ＞
■ファイナルコンサート
◇日時　11月20日㈰午後1時30分開演
◇出演　ヨセフ・モルナール（オーストリア／日本）＜監修＞、ダン・ユー（香港）
＜ハープ＞、久保直子＜ハープ＞・山本修＜ドラム、パーカッション＞・大由鬼山＜
尺八＞、国内外のトップハーピストによるグランドハープ・アンサンブル、第28回日
本ハープコンクール優勝者＜ハープ＞
特別ゲスト　宮本笑里＜バイオリン＞
■チケット　草加市文化会館ほかで　全席指定　各日一般1000円、学生500円　未就
学児入場不可・有料託児サービスあり（要予約） 宮本笑里（バイオリン） ダン・ユー（ハープ）

ニコラ・テュリエ（ハープ） 横山幸雄（ピアノ）

©ミューズエンターテインメント©ミューズエンターテインメント

　草加松原を駆け抜け
矢立橋と百代橋の二つ
の太鼓橋を渡る松並木
の部。大会を盛り上げ
る仮装の部。宿場町の
風情を感じながら走る
草加宿の部・親子の部。皆さんの参加をお待ちしています。
■応募期限　①振替用紙　12月30日㈮
　　　　　　②インターネット　平成29年1月15日㈰
　各部定員になり次第締め切ります。詳しくは、市ホームページ
・大会ホームページ（http://www.sokafusasaramarathon.jp）
で確認してください。

草加松原太鼓橋ロードレース大会
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問スポーツ振興課☎922-28615922-3172

問草加市文化会館☎931-9325

SOKA International Harp Festival 2016SOKA International Harp Festival 2016
国際ハープフェスティバル
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 種目  距離 スタート時間 定員 参加費  
 松並木の部  10キロ 午前9時 ２２００人 ３０００円  
 仮装の部     （中学生１５００円） 

草加宿の部  小学5・6年生  午前10時４５分 １５０人 １５００円 
  小学3・４年生  午前１１時 １５０人  
  小学１・２年生 １．２キロ 午前１１時15分 １５０組  
     （３００人） 

２５００円（１組）  親子の部
  未就学児  午前１１時３０分 １５０組  

     （３００人）  

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11月5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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