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後列左から　佐藤深さん（中2）、  緒方大騎さん（中2）、  土屋遼佑さん（中1）

前列左から　加茂川蒼天さん（主将・中3）、  岩澤将英さん（中3）、  平松航河さん（中2）

後列左から　佐藤深さん（中2）、  緒方大騎さん（中2）、  土屋遼佑さん（中1）

前列左から　加茂川蒼天さん（主将・中3）、  岩澤将英さん（中3）、  平松航河さん（中2）

折り込んである「そうか市議会報」「改定草加市都市計画マスタープラン（素案）」は、抜いて読んでください。
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水泳も健闘

準優勝の悔しさをバネに全員でつかみ取った勝利

栄中学校　渡邉大和さん（中3）
　高校でも水泳を続けて、2020
年の東京五輪を目指して頑張りま
す。

　今年8月25日、福井県で開催された
第47回全国中学校体操競技選手権大
会で、栄中学校の生徒が見事団体優勝
を果たしました。
　昨年も埼玉県大会、関東大会を勝ち
抜き、全国大会まで進みましたが、惜し
くも準優勝でした。主将の加茂川蒼天
さん（中3）は「昨年は準優勝だったの
で、今回の優勝は本当にうれしいです」
と満面の笑みで語ってくれました。加
茂川さんのあこがれの選手は、内村航
平選手だそうで、「内村選手は、本当に

　自分たちも成し遂げられなかった初
の全国制覇おめでとう！ 後輩のみんなが
達成してくれてとてもうれしいです。
　自分もオリンピックで金メダルを獲得
できる選手になる夢を追いかけて頑張
るので、みんなも自分の夢や目標の達
成に向けて頑張ってください。

　リオ五輪金メダリストの加藤凌平選
手とともに、兄弟で東京五輪出場に
向けて頑張る草加っ子アスリート

難しい技を、いとも簡単そうに、しかも
きれいに演技されます。本当にすごい
です」と尊敬とあこがれの気持ちを語
ってくれました。6人の生徒たちのこれ
からの活躍が楽しみです。

11月5・6日  県中学校新人体
育大会

男子団体優勝 栄中学校4連覇
個人総合 佐藤深さん初優勝

おめでとう！！

速報！

 加藤裕斗さん　順天堂大学１年生
　　　　　　　（栄小・栄中出身）
2016全日本学生体操競技選手権大会
　　  　 種目別  ゆか３位  あん馬３位　

問教育委員会指導課
　☎922-2748　5928-1178

わたなべやまと
か  とうゆう と

先輩からみんなへ草加市アスリート
応援シンボルマーク
草加市アスリート
応援シンボルマーク

体操競技
男子団体

優勝!草加市立
栄中学校

おめでとう！

全国中学校水泳競技大会
男子1500ｍ
自由形決勝進出
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■10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0.09（市役所前）

　平成28年度の草加市文化賞に昼間
時良さんが選ばれ、11月7日㈪に授
賞式が行われました。
　同賞は、市の文化・スポーツに貢献した個人・団体に贈られ
るもので、昭和63年の制定からこれまで24人が受賞しています。
　昼間さんは、市内で永きにわたり伝統技法である注染（※）
を用いた本染めゆかたの製造と地場産業の普及啓発を行ってお
り、精練された技術・技法を保持する者として、本染めゆかた
では埼玉県初の「埼玉県伝統工芸士」の認定を受けられていま
す。
　より多くの人に染色の魅力に触れてもらいたいと、講師とし
て注染技法を用いたゆかたや手ぬぐい製作の指導や小学生を対
象とした「母の日ハンカチ染め教室」も開催しています。また、
市内のみならず依頼があれば全国どこにでも訪れ、染色に関す
る指導を行うなど精力的に技術の伝承に取り組んでおり、草加
市の伝統文化の保存と継承、後継者育成のため活躍されていま
す。
※注染…折りたたんだ生地に染料を注ぎ込んで染める染色技術。
ゆかた生地を大量に染めることができ、表裏なく深い色合いが
特徴。

　各案の概要と意見用紙は市役所情報コーナー・各担当課・サービ
スセンター・公民館等の公共施設のほか、市ホームページからも入
手できます。
　意見は各募集期間中に各担当課へ。住所・氏名・電話番号を記入
のうえ、ファクス・Eメールでも可。
●第四次草加市総合振興計画の一部改定
　市では、まちづくりを進める上での基本となる総合振興計画につ
いて、これまで検討が必要とされてきた柿木地区を含む市街化調整
区域のまちづくりを進めるため改定の必要があることから、「第四
次草加市総合振興計画」を一部改定します。
　この案についての意見は12月20日㈫までに〒340-8550総合政策課
へ。☎922-07495922-3406sogoseisaku@city.soka.saitama.jp
●草加市地域防災計画（地震対策編）改訂
　地震災害対応をまとめた地域防災計画（地震対策編）を全面改訂
するため、素案を作成しました。
　この案についての意見は12月20日㈫までに〒340-8550危機管理課
へ。☎922-06145922-6591kikikanrika@city.soka.saitama.jp

　交際費の執行状況を公開しています。今回は7～9月分までの市長
交際費、議長交際費などすべての交際費9種類。公開内容は、支出
年月日・支出目的・相手方（病気見舞いは除く）・金額の4項目。
公開は3か月ごとに行い、市のホームページと市役所情報コーナー
で閲覧できます。
■交際費支出件数・金額
市長…15件・6万9800円　議長…4件・2万6960円　教育委員会…3
件・1万4000円　
　なお、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、市立病院事業管
理者、上下水道部、公平委員会の支出はありませんでした。

　平成29年4月から、要支援1、2の人対象のホームヘルプサービス
（介護予防訪問介護）、デイサービス（介護予防通所介護）が、

「新しい総合事業」の「介護予
防・生活支援サービス事業」に
変わります。その内容について
説明会を開催します。いずれも
午後2時～3時30分。予約は不要
です。直接会場へ。

　平成29年4月からの保育所等（保育園・認定こども園（保育部分）
・小規模保育室）・家庭保育室・児童クラブへの入園・入室申し込
みを受け付けます。
■受付日時　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）
■会　　場　草加市文化会館1階フリースペース

≪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　保育所等：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

■書類配布　保育課・各保育所等で配布中（市ホームページからも
入手可）

■必要書類　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）

≪児童クラブ≫申込時に対象児の同伴は不要です

■対　　象　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）

■書類配布　子ども育成課・各児童クラブで配布中（市ホームペー
ジからも入手可）

■必要書類　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

日程

12月1日㈭

12月5日㈪

12月9日㈮

12月13日㈫

川柳文化センター

草加市文化会館

勤労福祉会館

谷塚文化センター

会場

ちゅうせん

問職員課☎922-09835922-3098

皆さんの意見を募集します
（パブリックコメント）

平成28年度草加市文化賞
昼間時良氏
が受賞●第四次草加市総合振興計画の一部改定

●地域防災計画改訂

保育園・児童クラブ
平成29年4月入園一斉受付
11月25日㈮～30日㈬

問保育所等・家庭保育室…保育課☎922-14915922-3274
問児童クラブ…子ども育成課☎922-14485922-3274

交際費の執行状況を公開

要支援１、２対象の訪問介護・
通所介護が変わります

７～９月 問庶務課☎922-09545922-3091

問介護保険課☎922-14215922-3279

「介護予防・日常生活支援総合事業」説明会

平成29年4月スタート
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　○PM2.5（単位：マイクログラム／㎥）最大値25.9／最小値2.6（花栗中学校内）　○給食の放射性物質の検出なし

　11月26日㈯は設備等の改修工事に伴い市役所本庁舎が停電となる
ため、同日の午前7時～午後7時は、マイナンバーカード（個人番号
カード）を利用した全国の指定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ので注意してください。

　葬儀にかかる経費の負担が困難な市民を対象に、経費の一部を市
が負担する市民福祉葬を実施しています。
　市の規定する仕様（葬儀場、寝台車、祭壇、棺・骨つぼ、火葬を
含む）で行われる葬儀で、亡くなった人と葬儀を行う人がいずれも
草加市の住民基本台帳に記録されている場合に利用できます。会葬
者への飲食を提供する葬儀は対象外。
　基本仕様の利用者負担額は5万円ですが、寝台車の利用距離や火
葬までの棺の管理にかかる経費などにより追加負担が生じる場合が
あります。
　申請は、葬儀を行う人が、市が指定しているいずれかの葬儀社
（下表）に市民福祉葬の利用の旨を連絡した後、死亡届と市民福祉
葬申請書を市民課に提出してください。
　なお、葬儀社の新規指定届け出の相談も随時受け付けています。

　10月31日㈪に開催された市議会第2回臨時会で、新たな議長に鈴
木由和議員、副議長に西沢可祝議員が選出されました。また、監査
委員に小澤敏明議員の選任が同意されました。
■鈴木由和議員　草加新政議員団　4期目　副議長、建設環境委員

会委員長、議会運営委員会委員長などを歴任。
青柳3-38-9　47歳

■西沢可祝議員　公明党草加市議会議員団　3期目　監査委員、総
務文教委員会委員長などを歴任。
清門2-39-6　57歳

■小澤敏明議員　草加新政議員団　5期目　議長、監査委員、総務
文教委員会委員長などを歴任。
手代町777-8　76歳

　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事実を通知する「本人通知制度」
を実施しています。
　草加市の住民基本台帳、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できる
電話番号に）　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。詳細は市ホームページで確認を。

　ネットでの販売をお考えならこちら
　はじめてのネットショップ開設セミナー

　ネットショップ販売を行う創業者、新たに開設する既存事業者を
対象に売れるためのノウハウやポイントをわかりやすく解説します。
■日　　時　12月8日㈭午後2時～4時
■会　　場　草加商工会議所会館
■定　　員　50人
■申込期限　11月30日㈬

　創業への初歩的なアドバイスならこちら
　創業スタートアップセミナー

　創業に必要な知識が基礎から学べる「草加市創業スタートアップ
セミナー」を開催します。これから創業を考えていくうえで、はじ
めに必要な情報や準備等を盛り込んだ内容をわかりやすく説明しま
す。
■日　　時　12月9日㈮午後6時30分～9時30分
■会　　場　草加商工会議所会館
■定　　員　20人
■申込期限　11月30日㈬

　草加市創業塾（入門コース・実践コース）

　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「実践編」（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が受けられます。
　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、ぜひ、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【冬期】
■日　　時　平成29年1月8日・15日・22日の日曜日

午前9時～午後1時
■回　　数　全3回
■会　　場　草加商工会議所会館
■定　　員　10人
■申込期限　12月22日㈭

葬儀社名（指定順）

㈱本郷屋

㈱福祉葬祭

アルファクラブ武蔵野㈱

㈱親愛

☎928-6670

☎0120-33-8411

☎0120-66-2186 氷川町2139-18（西町1450-1　ファミリー
ホール）

旭町3-1-1（さがみ典礼草加葬斎センター）

谷塚町836-5（瀬崎5-29-25　西往寺光明殿）

☎931-4444 神明1-11-4（同じ）
電話 所在地（葬儀場）

議 長 副議長 監査委員

はじめてのネットショップ開設セミナー・
創業スタートアップセミナー・
平成28年度草加市創業塾冬期
受講生募集 □申草加商工会議所へ。☎928-81115928-8125□申

不正取得による権利侵害防ぐ

市民福祉葬を実施しています
問市民課☎922-15265920-1501

問市民課☎922-1526
       5920-1501

コンビニ交付サービス一時休止

議　　長　鈴木　由和議員
副 議 長　西沢　可祝議員
監査委員　小澤　敏明議員

市議会
第2回
臨時会

住民票等の本人通知登録を

創業への第一歩

問住民票、印鑑登録証明書、
　戸籍証明書等…市民課☎922-15265920-1501 
問課税・非課税証明書、所得証明書…
　市民税課☎922-10495920-1502
問納税証明書…納税課☎922-10985920-1502

11月
26日土

新議長等を選出

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③2016年11月20日号市政情報



④ 2016年11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。

時　年末お楽しみ会　60歳以上対象　
定員25人　参加費300円（茶菓子含む）
▼草加南高文化部合同発表会　12/26
㊊13時開演　演劇・吹奏楽・軽音楽・
調理の各部活動

▼クリスマスハンドベルコンサート　
12/5㊊12時～13時　出演はハンドベル
クワイアぶどうの木　「Jingle Bells」
ほか
▼こころを結ぶ光のひろば　12/6㊋10
時～12時　視覚障がいに関する相談コ
ーナーほか
▼マカロニでクリスマスリース作り　
12/10㊏10時～12時　小・中学生対象
　定員20人　
▼クリスマスコンサート　12/11㊐14
時開演　出演は草加中央吹奏楽団　
「あわてんぼうのサンタクロース」ほ
か　定員400人（当日先着順）
▼にじいろタイム　12/16㊎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組
▼マタニティー「だっこままぎゅっ」
　12/16㊎13時30分～　胎教と友だち
づくり　初妊婦対象
▼国際交流講座「クリスマスパー
ティー」　12/18㊐11時～14時　ケー
キ作りほか　定員15人　参加費500円
　□申12/14㊌まで
▼青少年コンサート　12/18㊐14時開
演　出演は草加ジュニアオーケストラ

～11時30分　定員25人　参加費300円
　

▼ロビー　木版画展…11/23㊗～12/5
㊊　パッチワーク展…12/9㊎～21㊌
▼おはなしの広場　12/9㊎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
▼干支のネオステンドアート教室　
12/14㊌13時30分～15時　成人対象　
定員20人　材料費1000円
▼おもちゃ病院　12/16㊎10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼親子で楽しむクリスマス会　12/19
㊊11時～11時45分　リズム体操・パネ
ルシアターほか　1～3歳児と保護者対
象　定員15組　
▼クリスマスギターコンサート　
12/23㊗13時30分開演　出演は草加ギ
ターアンサンブル　定員40人

▼朗読塾こだま　11/29㊋13時30分～
　「大根の月」「仙人」ほか　
▼歌声喫茶銀河のつどい～クリスマス
～　12/4㊐13時30分～　参加費500円
（飲み物含む）　演奏はピアノ・ハー
モニカ・三味線ほか　抽選会あり
▼クリスマス料理教室　12/10㊏10時
～　ローストポーク・押し寿司ほか　
成人対象　定員20人　参加費700円　
▼谷塚元気ひろば　12/19㊊13時～15

▼クリスマス料理教室　12/6㊋10時～
13時　アイシングクッキー・クリスマ
スキッシュ　成人対象　定員8人　参
加費1000円　
▼すくすくクラブ　12/8㊍10時～11時
30分　クリスマス工作・手遊びほか　
乳幼児と保護者対象
▼クリスマスハンドベルコンサート　
12/12㊊11時～　出演はハンドベルク
ワイアぶどうの木　「きよしこの夜」
ほか　定員100人（当日先着順）　体
験あり
▼のびのび広場　12/16㊎10時～11時
　ミニクリスマス会・読み聞かせほか
　乳幼児と保護者対象
▼食の講座「大人のクッキング～季節
の料理（クリスマス）～」　12/16㊎
10時～13時　シーフードパエリア・牛
肉のオーブン焼きほか　成人対象　定
員12人　参加費800円
▼おもちゃの病院　12/23㊗10時～12
時　おもちゃの無料修理　部品代実費
　1人2点まで
▼冬休み書き初め教室（硬筆・毛筆）
　12/27㊋　小1・2年生…硬筆　10時
～11時、3年生～中学生…毛筆　10時

新里文化センター ☎927-3362

新田西文化センター ☎942-0778

川柳文化センター ☎936-4088

谷塚文化センター ☎928-6271

中央公民館 ☎922-5344

・草加児童合唱団　ディズニーメドレ
ーほか　定員400人（当日先着順）
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
12/21㊌10時～　友達づくり・手遊び
ほか　乳幼児と保護者対象
▼子どもの権利条約についての勉強会
　平成29年1/15㊐14時～　成人対象　
定員50人　

▼ママといっしょにおはなし会　11/
28㊊、12/19㊊10時30分～11時　読み
聞かせほか　乳幼児と保護者対象
▼放課後クラブ　12/1㊍17時～18時…
卓球・12/12㊊16時～17時…将棋・
12/20㊋17時～18時…スポーツ吹矢・
12/8～22の㊍16時20分～16時50分…
HIPHOP　小学生（保護者同伴）対象
▼お楽しみ人形劇場　12/3㊏11時～11
時50分　「うさぎのダンス」ほか　幼
児（保護者同伴）以上対象
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
12/5㊊10時～12時　クリスマス工作・
読み聞かせほか　乳幼児と保護者対象
▼おもちゃの病院　12/5㊊10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼綾瀬川の野鳥を観察しよう　12/17
㊏9時～12時　小学生（小学1～3年生
は保護者同伴）以上対象　定員30人
▼獨協大生によるふれあいミニコンサ
ート　12/19㊊11時～12時　ディズニ
ーの弦楽アンサンブルほか　

▼SKT24スポーツ吹矢体験講座　12/2
～16の㊎10時～12時　全3回　成人初
心者対象　定員15人　参加費500円　
▼寄せ植えでクリスマスとお正月を楽
しもう　12/3㊏14時～16時　成人対象
　定員15人　参加費2500円
▼親子で元気ルーム　12/8㊍10時～12
時　ミニクリスマス会　乳幼児と保護
者対象
▼クリスマスケーキを作ろう　12/18
㊐9時30分～12時　苺のデコレーショ
ンケーキ　小・中学生対象　定員20人
　参加費500円　
▼ママのための骨盤調整　平成29年1/
5・19、2/2・16、3/2・16の㊍10時30
分～11時30分　全6回　産後の骨盤調
整をお子さんと一緒に　産後1年まで
の母・子対象　定員20組

・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

12/1㊍～14㊌は「冬の交通事故防止運動」期間。夜間は明るい色の服装を！

定員のあるものは11/21㊊
８時3０分から各館へ申し込みを

5925-0152

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

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

ぼっくるん隊 第３期メンバー活動中！！

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

　市内で開催されるイベントの体験記、幼稚園など子育て支援に関する施設やサービス、季
節に合ったオススメの絵本など、メンバーが気になるあれこれを企画・取材・編集し紹介し
ています。メンバー１人１人の個性あふれる記事をお楽しみください。
会議の様子やメンバーのつぶやきなどFacebookで発信中！
ぼっくるん隊の素顔に迫れるかも？！ぜひ、ご覧ください！
HOME＞ぼっくるん隊　から見てみてね

親子で安全確認を！！

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！

「カフェごはん　ミートドリア」

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

　11月も後半、夕方になると外はもう真っ暗。暗くなってからの
子どもだけの外出や帰宅はできれば避けたいものですが、習い事
や塾に通っているお子さんの場合はやむをえないですよね。いつ
も通っている道でも昼と夜では町の様子も変わってきます。昼間

は賑やかな通りでも夜は街灯が少なく人通りもま
ばらなんてこともあります。お子さんが通う夜の
時間帯に親子で歩いてみて「ここは危ないかもし
れない」と感じるならば、多少遠回りでも安全な
道を選ぶよう親子で話し合いましょう。

ぼっくるん隊
Facebook

ぼっくるん隊は「そうか子育て応援・情報サイトぼっくるん」の運営パートナーです。
３期メンバーは継続メンバー4人と公募で集まった新メンバー6人で活動中♪♪

パソコン操作は苦手
だけど…がんばります♪

面白い記事を掲載
していきたい。

2児のママ。
子育て奮闘中！

今期は男性メンバーも加入！



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20日号

時　年末お楽しみ会　60歳以上対象　
定員25人　参加費300円（茶菓子含む）
▼草加南高文化部合同発表会　12/26
㊊13時開演　演劇・吹奏楽・軽音楽・
調理の各部活動

▼クリスマスハンドベルコンサート　
12/5㊊12時～13時　出演はハンドベル
クワイアぶどうの木　「Jingle Bells」
ほか
▼こころを結ぶ光のひろば　12/6㊋10
時～12時　視覚障がいに関する相談コ
ーナーほか
▼マカロニでクリスマスリース作り　
12/10㊏10時～12時　小・中学生対象
　定員20人　
▼クリスマスコンサート　12/11㊐14
時開演　出演は草加中央吹奏楽団　
「あわてんぼうのサンタクロース」ほ
か　定員400人（当日先着順）
▼にじいろタイム　12/16㊎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組
▼マタニティー「だっこままぎゅっ」
　12/16㊎13時30分～　胎教と友だち
づくり　初妊婦対象
▼国際交流講座「クリスマスパー
ティー」　12/18㊐11時～14時　ケー
キ作りほか　定員15人　参加費500円
　□申12/14㊌まで
▼青少年コンサート　12/18㊐14時開
演　出演は草加ジュニアオーケストラ

～11時30分　定員25人　参加費300円
　

▼ロビー　木版画展…11/23㊗～12/5
㊊　パッチワーク展…12/9㊎～21㊌
▼おはなしの広場　12/9㊎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
▼干支のネオステンドアート教室　
12/14㊌13時30分～15時　成人対象　
定員20人　材料費1000円
▼おもちゃ病院　12/16㊎10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼親子で楽しむクリスマス会　12/19
㊊11時～11時45分　リズム体操・パネ
ルシアターほか　1～3歳児と保護者対
象　定員15組　
▼クリスマスギターコンサート　
12/23㊗13時30分開演　出演は草加ギ
ターアンサンブル　定員40人

▼朗読塾こだま　11/29㊋13時30分～
　「大根の月」「仙人」ほか　
▼歌声喫茶銀河のつどい～クリスマス
～　12/4㊐13時30分～　参加費500円
（飲み物含む）　演奏はピアノ・ハー
モニカ・三味線ほか　抽選会あり
▼クリスマス料理教室　12/10㊏10時
～　ローストポーク・押し寿司ほか　
成人対象　定員20人　参加費700円　
▼谷塚元気ひろば　12/19㊊13時～15

▼クリスマス料理教室　12/6㊋10時～
13時　アイシングクッキー・クリスマ
スキッシュ　成人対象　定員8人　参
加費1000円　
▼すくすくクラブ　12/8㊍10時～11時
30分　クリスマス工作・手遊びほか　
乳幼児と保護者対象
▼クリスマスハンドベルコンサート　
12/12㊊11時～　出演はハンドベルク
ワイアぶどうの木　「きよしこの夜」
ほか　定員100人（当日先着順）　体
験あり
▼のびのび広場　12/16㊎10時～11時
　ミニクリスマス会・読み聞かせほか
　乳幼児と保護者対象
▼食の講座「大人のクッキング～季節
の料理（クリスマス）～」　12/16㊎
10時～13時　シーフードパエリア・牛
肉のオーブン焼きほか　成人対象　定
員12人　参加費800円
▼おもちゃの病院　12/23㊗10時～12
時　おもちゃの無料修理　部品代実費
　1人2点まで
▼冬休み書き初め教室（硬筆・毛筆）
　12/27㊋　小1・2年生…硬筆　10時
～11時、3年生～中学生…毛筆　10時

住吉児童館 ☎928-5736

新栄児童センター ☎942-9876

わくわくタウン松原 ☎941-2905

氷川児童センター ☎928-2341

柿木公民館 ☎931-3117

谷塚児童センター ☎925-1856

　11/26㊏10時～16時。会場は伝統産
業展示室「ぱりっせ」。せんべい手焼
き体験1回500円（要予約）。レザーク
ラフト体験（革の動物アクセサリーづ
くり）1回500円。□申ぱりっせへ。☎
5931-1970

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

▼おもちゃ病院　11/24㊍、12/15㊍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
▼親子で作ろう　12/2㊎・16㊎15時30
分～　クリスマス飾り　幼児と保護者
対象
▼マンカラ大会　12/3㊏14時～　オセ
ロ大会　15時～　いずれも小学生対象
▼ふれあい大根掘り　12/4㊐10時30分
　現地集合　幼児（保護者同伴）～高
年者対象　定員30組　参加費1本100円
▼ふれあいクリスマス　12/10㊏11時
～　ともだち文庫による影絵　幼児
（保護者同伴）～高年者対象　定員50組
▼クリスマス製作　12/11㊐・18㊐14
時～　小学生以上対象　定員各日10人
▼ママのためのリフレッシュヨガ　
12/17㊏10時30分～11時30分　定員10
人
▼クリスマス実行委員会　12/17㊏14
時～　クリスマスパーティーの準備　
小・中学生対象　定員10人
▼ともだち文庫の「おはなしポケッ
ト」　12/19㊊11時～　読み聞かせ・
わらべ唄　乳幼児と保護者対象
▼リズム遊び　12/20㊋10時30分～　
歩行可能な乳幼児と保護者対象
▼クリスマスティーパーティー　12/22
㊍14時～　ゲーム・ケーキ作り　小学
生対象　定員40人

▼スポーツ＆レク「キックベース」　
11/26㊏13時30分～、15時～　小学生
以上対象
▼手芸「指編み」　11/27㊐13時30分
～16時　幼児（保護者同伴）以上対象
▼おもちゃ病院　12/1㊍13時～15時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
▼パパサロン・リズム＆ストレッチ　
12/3㊏11時～12時　0～3歳児と保護者
対象　定員15組
▼みなクル工房「熱気球実験」　12/10
㊏13時30分～、15時～　幼児（保護者
同伴）以上対象
▼なかよしランチ　12/14㊌11時30分
～13時　野菜スープ作り　幼児と保護
者対象　定員15組
▼ママのためのリラックスヨガ　12/15
㊍16時～16時40分　0～3歳児と保護者
対象　定員15組
▼クリスマスパーティー　12/23㊗13
時30分～15時　ヨーグルトアート・レ
クリエーション　幼児と保護者対象　
定員15組
▼キャンドルイルミネーション　12/23
㊗17時30分～18時（雨天中止）　空き
缶で作成したキャンドルでクリスマス
を祝う　幼児（幼児と小学生は保護者
同伴）以上対象

▼ABCで遊ぼう　11/28㊊、12/19㊊15
時30分～16時30分　幼児（保護者同
伴）～小学生対象
▼オセロ大会　12/5㊊　マンカラ大会
　12/9㊎　いずれも15時30分～　小学
生対象
▼読み聞かせ「バンビ」　12/5㊊・19
㊊11時～　乳幼児と保護者対象
▼こぶたのしっぽ　12/7㊌11時～　パ
ネルシアター　乳幼児と保護者対象
▼ふれあいクッキー作り　12/10㊏10
時～12時　小学生～高年者対象　定員
15人　参加費200円
▼おもちゃ病院　12/17㊏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
▼クリスマス工作　12/20㊋・21㊌15
時30分～　バルーンでクリスマスリー
ス　小学生対象　定員各日5人

▼読み聞かせ「たんぽぽ」　12/1㊍・
8㊍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
▼クリスマス工作　12/1㊍はコンフォ
ール松原17号棟　12/2㊎・5㊊・9㊎・
12㊊は中央図書館　いずれも15時～16
時30分　3歳児～小学生（未就学児は
保護者同伴）対象
▼初めてのお誕生日会　12/14㊌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
12月生まれ対象　定員5人　□申12/1㊍
10時から電話で同館へ
▼革職人への道　12/15㊍・20㊋はコ
ンフォール松原17号棟　12/16㊎・19
㊊は中央図書館　いずれも15時～16時
30分　小学生以上対象
▼おもちゃ病院　12/16㊎13時30分～

せんべい手焼き＆レザークラフト体験

■認知症サポーターステップアップ講
座　11/26㊏14時～16時。会場は高砂
コミセン。認知症サポーター養成講座
を受講済みの人対象。認知症サポータ
ーとしての地域活動を考える。定員30
人。問草加中央・稲荷（包）☎959-9133
5922-3801

地域包括支援センター (包)

　12/10㊏…器楽の部は9団体、平成29
年1/7㊏…合唱の部は15団体。市内で
活躍する音楽団体の合同発表会です。
いずれも13時開演。会場は草加市文化
会館。合唱の部では叡明高等学校がゲ
スト出演。問文化観光課☎922-29685 
922-3406

草加市民音楽祭

・草加児童合唱団　ディズニーメドレ
ーほか　定員400人（当日先着順）
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
12/21㊌10時～　友達づくり・手遊び
ほか　乳幼児と保護者対象
▼子どもの権利条約についての勉強会
　平成29年1/15㊐14時～　成人対象　
定員50人　

▼ママといっしょにおはなし会　11/
28㊊、12/19㊊10時30分～11時　読み
聞かせほか　乳幼児と保護者対象
▼放課後クラブ　12/1㊍17時～18時…
卓球・12/12㊊16時～17時…将棋・
12/20㊋17時～18時…スポーツ吹矢・
12/8～22の㊍16時20分～16時50分…
HIPHOP　小学生（保護者同伴）対象
▼お楽しみ人形劇場　12/3㊏11時～11
時50分　「うさぎのダンス」ほか　幼
児（保護者同伴）以上対象
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
12/5㊊10時～12時　クリスマス工作・
読み聞かせほか　乳幼児と保護者対象
▼おもちゃの病院　12/5㊊10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼綾瀬川の野鳥を観察しよう　12/17
㊏9時～12時　小学生（小学1～3年生
は保護者同伴）以上対象　定員30人
▼獨協大生によるふれあいミニコンサ
ート　12/19㊊11時～12時　ディズニ
ーの弦楽アンサンブルほか　

■木曜シアター　11/24㊍14時～15時
30分　にっぽん百名山⑼「那須岳、巻
機山、武尊山」　成人対象　定員90人
（当日先着順）
■おはなし会　11/26㊏14時～15時30
分　「あかりをくれ」「スヌークスさ
ん一家」ほか　成人対象　定員100人
（当日先着順）、12/17㊏11時30分～
12時　「かさじぞう」ほか　4歳（幼
児保護者同伴）～小学生対象
■小学生のための読み聞かせ　11/27
㊐13時30分～14時
■ビデオ上映会　12/11㊐14時～15時
45分　「オール・アバウト・マイ・マ
ザー」　成人対象　定員90人（当日先
着順）
■人形劇　12/23㊗13時30分～14時30
分　「森の小人とジングルベル」ほか
　幼児～小学生と保護者対象　定員
100人　□申11/27㊐から児童室で整理券
配布

▼お供え餅づくり　12/25㊐10時30分
～12時　幼児～小学生と保護者対象　
定員15組　材料費400円

▼ぬりえコンテスト　11/21㊊～26㊏
（23㊗を除く）　小学生対象　投票　
11/28㊊～12/3㊏
▼おもちゃ病院　11/24㊍10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼ふれあい囲碁・将棋教室　11/26㊏、
12/10㊏14時～15時　指導と対局　幼
児（保護者同伴）～高年者対象
▼オセロ大会　12/1㊍　マンカラ大会
　12/15㊍　いずれも15時30分～　小
学生対象　
▼人形劇公演　12/3㊏10時30分～、14
時～　幼児（保護者同伴）～高年者対
象
▼クリスマス工作　12/7㊌～9㊎15時
30分～　小学生対象

▼SKT24スポーツ吹矢体験講座　12/2
～16の㊎10時～12時　全3回　成人初
心者対象　定員15人　参加費500円　
▼寄せ植えでクリスマスとお正月を楽
しもう　12/3㊏14時～16時　成人対象
　定員15人　参加費2500円
▼親子で元気ルーム　12/8㊍10時～12
時　ミニクリスマス会　乳幼児と保護
者対象
▼クリスマスケーキを作ろう　12/18
㊐9時30分～12時　苺のデコレーショ
ンケーキ　小・中学生対象　定員20人
　参加費500円　
▼ママのための骨盤調整　平成29年1/
5・19、2/2・16、3/2・16の㊍10時30
分～11時30分　全6回　産後の骨盤調
整をお子さんと一緒に　産後1年まで
の母・子対象　定員20組

■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）

5922-3274

☎946-3000 5944-3800

感染症に
  注意!

問保健センター☎922-02005922-1516

・予防・

・インフ
ルエンザ

・感染性
胃腸炎

・肺炎
①手洗い ②うがい ③マスク

・その他・ 免疫力を弱めないように、十分な休養・睡眠・栄養をとり、
過労や無理を避けましょう。食事を提供する際、調理器具
の消毒も心がけましょう。

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（11/21～12/20）

11/24㊍・
12/8㊍

12/7㊌

新栄小

新里・高砂小

稲荷・八幡北小

両新田小

氷川・西町小

瀬崎・青柳小

11/25㊎・
12/9㊎
11/30㊌・
12/14㊌
12/1㊍・
15㊍
 12/2㊎・
16㊎

日程

花栗南・八幡小

栄・川柳小

清門・松原小

谷塚小

小山・新田小

長栄・草加小

14時～16時9時30分～11時30分

定員のあるものは11/21㊊
10時から各館へ申し込みを

（松原小11/30休み）



⑥ 2016年11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。

□申各開講日の3日前までに生涯学習課
へ。☎922-28195922-3498
■けがをしない転び方講座　12/7㊌14
時～15時30分。会場は原町コミセン。
定員10人。バスタオル持参
■お正月プリザーブドフラワー　12/ 
13㊋14時～15時30分。会場は新里文化
センター。定員6人。材料費1500円。
はさみ・持ち帰り用の袋持参
■デザインペーパーでデコレーション
クリスマスグッズ　12/15㊍10時～12
時。会場は中央公民館。定員10人。材
料費1000円。はさみ・平筆10号・ウェ
ットティッシュ・持ち帰り用の袋持参

　12/10㊏14時～16時。会場はであい
の森。内容はお正月の寄せ植え。定員
15人。材料費2000円。枝切りばさみ、
移植ゴテ、手袋、持ち帰り用の袋持参。
□申11/21㊊からみどり公園課へ。☎922- 
19735922-3145

　12/3㊏9時～22時。会場は越谷レイ
クタウン翼の広場。サヘル・ローズさ
んのトークショー、コバトン・さいた
まっちとのふれあいほか。問県人権推
進課☎048-830-2258

人権尊重社会をめざす県民運動
強調週間「ヒューマン　スクウェア」

　地震や武力攻撃などの緊急情報を国
から人口衛星などを通じて瞬時に伝え
る全国瞬時警報システム（Ｊアラー
ト）を使った訓練を行います。【放送
内容】チャイム音→「これはテストで
す」×3→「こちらは防災草加です」
→チャイム音。問危機管理課☎922-06
145922-6591

Ｊアラート情報伝達訓練
11/29㊋11時に実施 地域歳末たすけあい募金運動に

ご協力を

年末年始　旅行の前に
パスポートの申請はお早めに

生涯学習体験講座

ふれあいの里　軍手人形
～来年の干支「酉」を作ろう～

■草加健康体操の会高砂教室　第1・2
・4㊌9時30分～11時　高砂コミセンで
　健康寿命を伸ばす楽しい体操です　
見学・体験可　入会金1000円　月額
1500円　問吉澤☎922-2246
■アモーレ（社交ダンス）　㊋11時30
分～13時　勤労青少年ホームで　あこ
がれのスローフォックストロットを踊
ります　入会金1000円　1回1000円　
問鈴木☎090-4378-2323
■埼玉年金協会カメラ＆ウオーキング
部　第2㊎9時草加駅集合　東京・東武
沿線名所散策　60歳以上対象　入会金
2000円　月額300円　問石崎☎931-1014
■絹の会（着付け）　第1・3㊋13時～
17時　稲荷コミセンで　浴衣から訪問
着・帯結び　初心者歓迎　入会金500
円　月額2500円　問島根☎995-4867
■白鶴クラブ(太極拳）　㊊13時～15
時　勤労青少年ホームで　和やかな雰
囲気で親切な指導です　入会金1000円
　月額2000円　問斉藤☎924-4275
■和心会（茶道裏千家）　月2㊏10時
～12時　勤労青少年ホームで　お茶を
楽しみましょう　初心者大歓迎　月額
3000円　問長谷川☎954-4163

みどりの教室

　12/18㊐14時開演。会場は草加市文
化会館。草加市演奏家協会会員による
クラシック音楽のチャリティーコンサ
ートを開催します。チケット収入の一
部を音楽設備改善のため市内の公共施
設に寄付します。料金一般1500円（未
就学児入場不可）。チケットは草加市
文化会館ほかプレイガイドで。問草加
市文化会館☎931-93255936-4690

チャリティーコンサート

　リユース第1工場（越谷市）の展望
台を1/1㊗7時30分～16時30分に一般公
開します。なお、6時30分～7時10分に
実施する初日の出を見る特別公開は事
前の申し込みが必要となります。定員
250人（抽選）。□申12/6㊋（必着）ま
でに往復はがきに希望人数（1家族1枚
・6人まで）・住所・氏名・電話番号
を記入し、〒343-0011増林3-2-1東埼玉
資源環境組合計画課へ。☎966-0121

　12/7㊌13時30分～15時30分。会場は
瀬崎コミセン。講師は国際感食協会理
事長の宇田川久美子氏。定員150人。
□申瀬崎コミセンへ。☎5924-5300

健康らくらく講座～薬と健康～

　12/1㊍から地域歳末たすけあい募金
運動が始まります。皆様から寄せられ
た募金は、生活困窮者のための慰問金
配分事業、ひとり暮らしの高年者世帯
等を対象とした大掃除事業など、様々
な福祉事業に活用します。ご協力をお
願いします。問県共同募金会草加市支
会（草加市社会福祉協議会内）☎932-
67705932-6779

　農家の指導を受けながらおいしい野
菜を作りませんか。
■期間 平成29年3月～同30年1月
■場所 体験農園四季菜
　　　　（氷川町1188）
■料金 4万3200円（種子・苗・農具

レンタル・収穫物代を含む）
■募集 16区画（1区画3㍍×10㍍）
■品目 トマト・キュウリ・枝豆ほか

約20種
□申12/5㊊までに産業振興課へ（応募多
数の場合は抽選）。☎922-08425922- 
3406

体験農園の利用者募集

　12/8㊍10時～12時。会場はふれあい
の里。60歳以上対象。定員20人。材料
費500円。はさみ持参。□申11/21㊊9時
からふれあいの里へ。☎920-6222592 
0-6251

　年末年始に海外旅行を計画する際は、
まずパスポートの所在、有効期間等を
必ず確認しましょう。入国時に残存有
効期間が6か月以上必要な国や地域が
多くあります。また、パスポートの申
請から交付までは1週間ほどかかりま
すので、早めに申請を。なお、有効期
間が1年未満になると、新しいパスポ
ートに切り替えできます。問パスポー
トコーナー☎922-29445922-3298

都市計画案を縦覧します

であいの森まつり

地上80㍍から楽しむ初日の出

高年者向け

〒340-8850都市計画課へ。県ホームペ
ージから電子申請届出サービスによる
提出も可。☎922-17905922-3145　12/3㊏9時～15時。会場はであいの

森。世代や障がいの有無に関わらず、
誰もが輝ける地域づくりを推進し、で
あいの森をもっと知ってもらうための
お祭りを開催します。アラ神マジック
によるマジックショー、川柳小器楽ク
ラブによる演奏、障がい者週間記念事
業の笑草会による手話落語、講座、サ
ークル発表・作品展示、スポーツ吹き
矢・茶道の体験、つばさの森のお菓子
販売、ウオークラリーでわたあめプレ
ゼントほか。大型バスは㊊㊋㊍㊎コー
スで運行。入浴は休止します。問であ
いの森☎936-27915936-2792

■草加レディースイングリッシュサー
クル（英会話）　㊋10時30分～12時　
勤労青少年ホームで　女性対象　1回
1000円　問三橋☎941-6618
■フラワーズ（氷川平成塾コーラス）
　第1～3㊍10時～12時　氷川小で　入
会金500円　月額1000円　問古屋☎93
1-5243
■若木（筝曲生田流）　第1～3㊋13時
～15時　勤労青少年ホームで　初めて
の人も楽器のない人もどうぞ　月額30
00円　問島根☎922-3641
■たんぽぽ（新田平成塾合唱）　第1
・3㊌10時～12時　新田小で　合唱を
楽しんでいます　一緒に歌いませんか
　入会金1000円　月額500円　問鶴見
☎942-6126
■アローズ瀬崎（スポーツ吹矢）　第
1・3㊊9時～11時　瀬崎コミセンで　
腹式呼吸を応用した健康スポーツで仲
間づくりにも最適　問下田☎080-5477- 
3719
■英会話クラブフレンズ（初級）　月
3回㊎10時～12時　新田西文化センタ
ーで　入会金1000円　月額3000円　問
しげふじ☎090-8515-5015
■氷川水彩画サークル　月2回㊊13時
30分～16時　氷川コミセンで　初・中
級者対象　市展応募の手ほどきほか　
男性歓迎　月額2000円　問黒子☎935-
2927
■谷塚プアオレナ（フラダンス）　月
3回㊊11時～13時　谷塚文化センター
で　楽しくフラを踊りましょう　初心
者歓迎　月額4000円　問石川☎090-22 
41-9452
■新大正琴コスモス会　第2・4㊌13時
～14時30分　谷塚文化センターで　初
心者もすぐに弾けボケ防止に最適　月
額2500円　問生亀☎929-0948
■草加松原五行歌会　第2㊌か㊍13時
～17時　アコスで　歌提出は開催日の
2日前まで　1回1000円　問そねた☎92
7-5433
■草加カメラクラブ（写真）　第3㊍
19時～21時30分　中央公民館で　初心
者歓迎　見学可　入会金1000円　月額
1000円　問青木☎947-4362
■文化会館水彩画サークル　月2回㊎
13時30分～16時　草加市文化会館で　
初・中級者対象　市展応募の手ほどき
ほか　男性歓迎　月額2000円　問羽鳥
☎936-8716
■森のオカリナ　第1・3㊋10時30分～
12時　であいの森で　楽しくオカリナ
を吹きましょう　60歳以上対象　入会
金500円　月額2400円　問楠田☎935-0 
315
■書道燈圓の会　第1・3㊌14時～16時
　勤労福祉会館で　初歩から実用・専
門も　入会金2000円　月額3000円　問
井出☎942-5640
■草加古武道会（護身術）　㊊19時～
21時　中央公民館・勤労福祉会館　中
学生以上女性初心者対象　1回500円　
問浦☎090-8347-5157

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。

　草加都市計画の変更にあたり、「草
加都市計画区域の整備、開発及び保全
の方針」・「草加都市計画区域区分」
の変更案（県決定）の縦覧を行いま
す。縦覧期間は12/2㊎～16㊎（㊏・㊐
を除く）。縦覧場所は都市計画課。市
または県都市計画課ホームページでも
縦覧できます。案について意見のある
人は、縦覧場所にある意見書に必要事
項を記載し、12/16㊎（必着）までに

とり



■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
歯科
内科
外科
内科
外科

11/20
㊐

11/23
㊗

11/27
㊐

12/4
㊐

草加西部クリニック
さくら整形外科
中田医院
かとうファミリークリニック
野島歯科クリニック
柳島クリニック
新島整形外科
内藤クリニック
山崎クリニック

両新田西町456
谷塚上町235-1
中央2-16-43
青柳4-26-16
高砂2-7-1-604
柳島町650
草加2-4-14
住吉1-2-28
中央2-4-11

☎928-3301
☎921-7155
☎922-2111
☎933-0333
☎922-6878
☎927-7911
☎943-2711
☎922-6011
☎924-1375

11/21㊊～12/20㊋（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
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

㈲駒崎設備
㈲正木設備
㈲イワセポンプ店
㈲平和電気商会

氷川町818-3
栄町3-9-30
手代町1027-8
住吉1-12-5

☎924-4136
☎931-3933
☎922-2429
☎924-3071

11/20㊐
11/23㊗
11/27㊐
12/ 4 ㊐

【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　第1㊍・第3㊎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
■税理士による税務相談（所得税・相続税など）□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　㊍・第1㊏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　11/21㊊、12/5㊊・19㊊…住吉児童館☎928-5736　11/
24㊍、12/8㊍…谷塚児童センター☎925-1856　12/7㊌・15㊍…新栄児童セン
ター☎942-9876

■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　11/30㊌…柳島コミセン、12/14㊌…草加市文化会館　いずれも
13時～16時☎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 ）　12/1㊍13時
～16時…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
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11月かどまちごとでき

　3日、草加ふささら祭りが開催されました。草加商工会議所ま
つりも同日開催され、会場となった草加松原周辺では様々なイベ
ントが行われ、踊　食　感  を満喫できる一日となりました。

　2017年の干支である、酉（とり）のイラストが入ったかわいい手
ぬぐいを、物産・観光情報センターで期間限定で発売中。値段は、
はんてん型・絵馬型のどちらも600円。小さいサイズのはんてん型
・絵馬型のふきんは350円で発売しています。

■作品展示

　草加市観光協会が募集した「草加の四季観光写真コンクール」
の審査会が10月31日㈪に行われ入賞作品が決まりました。
■作品展示　11月22日㈫～12月8日㈭アコス南館6階
　　　　　　12月14日㈬～19日㈪中央公民館
　　　　　　平成29年1月14日㈯～18日㈬草加市文化会館

■配布

　市の窓口業務や各種制度、施設の利用
案内など、市民の皆さんが生活する上で
必要な行政情報を分野ごとにまとめた
「市民便利帳」を配布しています。掲載
内容は、原則平成29年2月1日を基準とし
ています。各事業や制度等について、詳
しく知りたい場合は、各担当課に問い合
わせてください。
■配布　11月中にＮＴＴ東日本の固定電

話の未加入世帯を含め、市内の各
世帯・事業所へ、ポスティングに
より無料配布。11月末までにお手
元に届かない場合は、タウンペー
ジセンタ（10120-506309）へ連絡してください。受付時間
は午前9時～午後5時（土・日曜日、祝日を除く）です。

問草加市観光協会事務局（文化観光課内）
☎922-24035922-3406

安井泰三
「名産を張って」

問広報課☎922-05495922-3041

＼暮らしに役立つ情報を掲載／
「市民便利帳」を11月末までにお届けします

＼暮らしに役立つ情報を掲載／
「市民便利帳」を11月末までにお届けします

問物産・観光情報センター☎921-18005921-1811

はんてん・絵馬型手ぬぐい・ふきん販売

草加の四季
観光写真コンクール

11月22日火
から展示

推薦推薦 渋谷健男
「舟でお花見へ」特選特選 渡辺君子

「ヤットサー」特選特選小野辰則
「松並木を行く」

草加
松原賞
草加
松原賞

入賞作品決定

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２０日号

市の人口　平成28年11月1日現在　24万6963人（男12万5410人・女12万1553人）／前月比98人増／世帯数11万2719世帯
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