
折り込んである「TAXぺいじ」「そうか市議会報」は、抜いて読んでください。

使いやすく・見やすいホームページを目指して使いやすく・見やすいホームページを目指して

ホームページを
　リニューアルします！

問広報課　☎922-0549　5922-3041

NEW

イベントが
すぐに見つかる
トップページの中心にイ
ベントカレンダーを配置。
催しや講座等を探しやす
くなりました。
　お休みの日はお住まいの近くのイベントに参加し
て楽しい一時を過ごしてみてはいかがでしょうか？

スマートフォン
でも見やすい
移動中などの検索
も簡単にできるよ
うにしました。　リニューアルに伴うトップページのアドレスの変更はありません

が、情報の整理・統合を行ったため一部アドレスが変更になるペー
ジがあります。
　各ページを「お気に入り」や「ブックマーク」等に登録されている
場合はお手数ですが、再登録をお願いします。
　今後も更なる情報の充実・利便性向上に努め、皆さんにとって
使いやすく、見やすいホームページ作りを進めていきます。

メニューアイコンが増えました
関連する情報を得やすくするため、グループ分けを
したメニューアイコンを作成しました。

いざという時には
緊急災害モードに
災害に関わる情報を優先して表示をします。

サイト内検索で知りたいことに直結
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トップページの最初に検索バーを配置
しました。調べたい情報のキーワードを
入力することで、すぐに調べたい情報
にたどりつくことが出来ます！

２月１5日
から
２月１5日
から
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確定申告（所得税の申告） 注）申告期間中は、川口税務署内
での申告はできません。〒332-8666　川口市青木2-2-17（郵送申告のみ可）

問川口税務署☎048-252-5141

市民税・県民税申告 問市民税課☎922-1042

※中央公民館への申告に関する問い合わせは
できません。問い合わせは市民税課へ。

※混雑緩和のため、公共交通機関や自転車等
での来場に協力してください！

　今年からマイナンバーの確認のため、「マイナンバーカード」または
「通知カード及び本人（身元）確認書類」の提示が必要です。郵送申告の
場合にはコピーを添付してください。「確定申告（所得税）」はスキップ
シティ（川口市）、「市民税・県民税申告」等は中央公民館で相談できま
す。申告内容によって会場や日程が異なりますので、注意してください。
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※バス停「総合高校」から
　徒歩5分

SKIPシティ
「総合高校」
バス停

←JR西川口駅←JR西川口駅
川口総合
高校

総合棟文

申告に必要な持ち物（確定申告、市民税・県民税申告共通）

確定申告メイン（主）会場

（注意）確定申告ではありません

具体的な申告対象者は…

簡易申告会場（年金・給与のみ）

●最寄りのバス停「総合高校」
①JR川口駅東口7番～9番乗り場からバスに
乗り「総合高校」下車徒歩5分
②埼玉高速鉄道鳩ヶ谷駅西口から「川口駅
東口」行きに乗り「総合高校」下車徒歩5分

SKIP（スキップ）シティ
川口市上青木3-12-18
（駐車場あり　約300台）
2月16日㈭～3月15日㈬
（土・日曜日除く。2月19日㈰・26日㈰
は開催）
午前9時～午後4時

①事業所得・不動産所得・雑所得・譲渡所得・一時所得
等の各種所得の合計額が所得控除の合計額を超える人
②所得税が源泉徴収されており、各種所得控除を追加す
ることで、所得税が還付になる人
③給与の収入が2000万円を超える人
④年末調整をした会社からの給与以外に、給与やその他
の所得があり、その合計が20万円を超える人
⑤公的年金の収入金額の合計が400万円を超える人
（また外国の法令に基づく年金がある人）
⑥公的年金以外の所得が20万円を超え、所得税が課税
される人
⑦その他（損失を繰り越す場合や株式の申告等）

　　例年、確定申告会場は大変混み合い、手続終了までSKIP会場
は最大3時間、中央公民館会場は最大6時間を要しています。
　　また、確定申告会場では、パソコンを使って納税者自身に申告
書を作成していただきます。
　　国税庁HPを利用すると、自宅等で会場と同じソフトウェアを
使い確定申告書を作成できます。
　　操作に関しては、ヘルプデスク☎0570-01-5901で個別にサポートも行っ
ています。気軽に利用してください。

□マイナンバーカードの写し
　（無い場合には、通知カードの写し及び運転免
許証などの本人（身元）確認書類の写し）

□印鑑（朱肉を使うもの）
□申告書が送られてきた人はその申告書
　（無い場合は会場で作成するので不要です）
□給与や年金収入があった人は平成28年分源泉
徴収票

□事業所得及び不動産所得があった人は、収支の
分かる帳簿、支払調書、領収書など

□その他の収入がある人は、その収入が分かる申
告用の書類

□生計を一にする親族（所得38万円以下）を扶
養控除の対象とする場合は、その親族のマイナ
ンバーが分かるもの（メモ可）

□各種控除を受けるための控除証明書や領収書
□障がいのある人は、障害者手帳など
　※要介護1～5の認定を受けている場合は障害者
控除対象者認定書（介護保険課で発行）

□医療費控除を受ける人は、平成28年中に支払っ
た医療費の領収書、保険金などで補てんされた
金額が分かるもの（右を参照）

□本人名義の通帳　※確定申告の場合のみ
□税務署から「平成28年分確定申告のお知らせ」
が送られてきている場合には、そのはがき

□代理申告の場合は委任状と代理人の本人（身
元）確認書類

　※市民税・県民税申告の場合のみ

●医療費の領収書は、あらかじめ整理をしてから
申告会場に持参してください。

　領収書は、以下のとおり整理が必要です。
　①病院にかかった人ごとに、病院別にまとめる
　②日付順に並べる
　③病院別の合計額と全体の合計額を計算する
※医療費の領収書の合計額が計算されていない
と、申告時に非常に時間が掛かりますので、事
前の準備にご協力をお願いします。

●医療費控除では、診断書などの文書料、予防接
種、検診、タクシー代、駐車場代、マスクやば
んそうこうなど、治療と直接関係のないものは
対象になりません。

注）医療費控除は、所得税または市民税・県民税
がかかる人でないと対象になりません。

医療費控除を受ける人へ医療費控除を受ける人へ

　申告書は郵送で提出することがで
きます。申告会場で長時間待つ負担
がなくお勧めです。郵送での申告を
希望する人で、申告用紙がない場合
は市民税課へ請求してください。
　郵送での申告時は、マイナンバー
が確認できる書類及び本人（身元）
確認書類のコピー、源泉徴収票等の
収入金額が分かるもの、控除証明書
などの添付が必要です。
郵送先：〒340-8550市民税課

〒郵送申告が便利です〒郵送申告が便利です
中央公民館
（住吉2-9-1）
2月16日㈭～3月15日
㈬（土・日曜日除く）
午前9時30分～午後3
時30分
※混雑状況により受付時間が前
後する場合があります。

※確定申告とは日程が異なりま
すので注意してください。

中央公民館（住吉2-9-1）
2月16日㈭～3月1日㈬（土・日曜日除く）
午前9時～午後2時30分
【定員】各日230人で受付終了
※午前中の早い時間に終了する場合や混雑状況
により、受付時間が前後することがあります。
【対象者】給与・年金収入のみの簡易な申告
（扶養・生命保険・医療費控除の追加等）を
行う人

※中央公民館への申告に関す
る問い合わせはできません。
※混雑緩和のため、公共交通
機関や自転車等での来場に協
力してください！

注）住宅借入金控除がある人や他の所得（事
業、不動産、株、土地、建物の譲渡等）が
ある人は受付不可。

SKIPシティでの申告を！

●原則、すべての人が申告する必要があります！
　ただし、次に当てはまる場合は申告不要です。
①税務署に確定申告をした人
②給与収入のみで会社が給与支払報告書を市役所
に提出している人（提出の有無は勤務先に確認
してください）
③公的年金収入のみで、年間400万円以下であり、
源泉徴収票の控除や扶養等の内容に追加・変更
が無い人
※年金の源泉徴収票の内容以外に控除を追加した
い場合や外国の法令に基づく年金や個人年金が
ある場合には申告が必要です。

～マイナンバーが必要です～

申告期間中、市民税課での申告はできません。　

申告書は、自宅で作成し郵送で提出を！

（混雑状況により受付終了時間を早める場合
があります）
※SKIPシティへの電話による問い合わせは
できません。問い合わせは川口税務署へ

② 2017年2月5日号 草加人のための情報紙　広報「そうか」市政情報



　交通事故で治療等を受けた会員に見舞金を支払う共済制度です。
■会費　1人800円。身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療
育手帳を所持している人、準要保護世帯の人は市が半額を負担しま
す。手帳所持者は、申込時に手帳を提示してください。また、生活
保護受給者と新小学1年生は市が会費を全額負担し加入するため、
申し込みは不要です
■共済期間　4月1日～平成30年3月31日。ただし、4月1日以降申し
込みの場合は申込日の翌日～平成30年3月31日
■見舞金　死亡見舞金160万円、特別障害見舞金80～120万円、交
通遺児見舞金20万円、治療見舞金…入院1日につき3000円（180日
限度）、通院1日につき1000円（90日限度）
□申申込書に会費を添えて、交通対策課・サービスセンター・市内金
融機関（郵便局を除く）へ。申込書は過去5年間に加入したことの
ある人（世帯）には2月下旬に郵送するほか、申込窓口でも配布し
ます。
※この共済制度は平成29年度で申し込み受け付けを終了しますが、
見舞金の請求は平成31年度まで受け付けます。

　経済的理由により高校・大学等の修学が困難な人に奨学金を貸し
付けます。市内に1年以上居住し、学校長の推薦があり、他に奨学
金に相当する貸し付けを受けていない人で、市区町村税を完納し、
債務を保証できる所得等がある連帯保証人（1人）がいる人対象。
貸付額は月額1～3万円で無利子。返済は貸付期間が終了した月の翌
月より6か月経過後から、貸付期間の2～3倍の期間で均等月払い。
貸し付けは審査の上決定し、4月下旬から開始します。
　奨学金の相談は随時受け付けています。開庁時に来られない人の
ための個別相談会は2月22日㈬午後5時30分～8時、26日㈰午前9時
～正午（要予約）。
■「国の教育ローン」も利用できます　
　高校、大学等への入学時・在学中にかかる費用を対象とした公的
な融資制度です。子ども1人につき350万円以内を年1.81㌫（平成28
年11月10日現在）の固定金利で利用でき、在学中は利息のみの返済
とすることができます。
問教育ローンコールセンター☎0570-008656（ナビダイヤル）また
は☎03-5321-8656

1草加市男女共同参画審議会委員
　市の男女共同参画社会づくりについて審議・評価等を行います。

2草加市人権推進審議会委員
　人権が尊重される草加市のまちづくりについて意見を述べ、検討
します。

3健康づくり審議会委員
　市民の健康づくりの方策について意見を述べ、検討します。

4草加市上下水道事業運営審議会委員
　上下水道事業について意見を述べ、検討します。

　2月20日㈪午前10時から。会場は市役所西棟5階第3会議室。「草
加市教育大綱に係る進捗管理について」。傍聴希望者は、当日午前
9時50分に会場へ。定員10人。希望者多数の場合は抽選。

　谷塚駅西口のタクシープール横に新たに
喫煙所を設置します。2月6日㈪午後4時30
分から利用できます。設置場所は右図のと
おり。
■駅周辺は路上喫煙禁止です　
　「草加市路上喫煙の防止に関する条例」により市内4駅周辺は路
上喫煙禁止区域となっています。この区域内で路上喫煙し、指導に
従わない場合は1000円の過料が科されます。喫煙所以外での喫煙は
やめましょう。
　なお、各駅の詳細な路上喫煙禁止区域は市ホームページで確認で
きます。また、喫煙者は区域外でも路上喫煙はせず、マナーを守っ
て他人に迷惑をかけないよう十分な配慮をしてください。

　1月30日㈪から、東京都23区、武蔵野市、三鷹市を営業区域とす
るタクシーの初乗り運賃が引き下げられました。福祉タクシー利用
券は、これまでどおり2㌔運賃相当（730円を上限）として利用できま
す。都内でタクシーを利用する際は、乗車時に確認をしてください。

男女各1人
4月1日から平成31年3月31日まで
「草加市の男女共同参画について」
 3月6日㈪午後2時から市役所西棟5階第3会議室

1人
4月1日から平成31年3月31日まで
「人権が尊重されるまちづくりについて私が思うこと」
3月6日㈪午後3時から市役所西棟5階第3会議室

募集人員
任 期
小 論 文
公開抽選

男女各1人
委嘱の日から2年間
「私の健康づくりについて」
 3月15日㈬午前10時から保健センター

募集人員
任 期
小 論 文
公開抽選

1人
委嘱の日から2年間
「今後の草加市上下水道事業について」
3月15日㈬午前10時から水道庁舎会議室

募集人員
任 期
小 論 文
公開抽選

募集人員
任 期
小 論 文
公開抽選

　各事業について意見を述べ、検討する市民委員を募集します。市内在住の20歳以上（4月1日現在)で、市の他の審議会等の委員になって
いない人対象。報酬は会議1回につき7000円。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またはA4サイズの紙に、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
・各委員のテーマに沿った小論文（600～800字）を記入し、持参・郵送・ファクス・Eメールのいずれかで各担当課へ。

□申1・2　2月27日㈪までに〒340-8550人権共生課へ。☎922-08255927-4955jinken-kyosei＠city.soka.saitama.jp
　3　3月6日㈪までに〒340-0016中央1-5-22健康づくり課へ。☎922-02005922-1516kenkoka@city.soka.saitama.jp
　4　3月6日㈪までに〒340-8555水道総務課へ。☎920-56775925-5046suido-keiei@city.soka.saitama.jp

□申 




審議会等の
開催日程

運営審議会委員を募集します

問交通対策課☎922-16415922-1030

平成29年度草加市交通災害共済は
2月20日㈪から申込受付開始 奨学金貸付制度の活用を

□申2月20日㈪～3月16日㈭に総務企画課へ。☎922-26195928-1178□申

総合教育会議を開催 問総合政策課☎922-07495922-3406

谷塚駅西口に喫煙所を設置
問くらし安全課☎922-36425922-1030

福祉タクシー利用券は都内でも2㌔分まで
利用できます 問障がい福祉課☎922-14365922-1153

　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、会議開催1週間前までに担当事務局へ連絡を。
■都市計画審議会＜都市計画課☎922-17905922-3145＞…2月14
日㈫午後2時～　第2庁舎5階第1・2委員会室で。定員10人。傍聴
希望者は開会15分前までに会場へ。希望者多数の場合は抽選
■環境審議会＜環境課☎922-15195922-1030＞…2月15日㈬午前
10時～　市役所西棟5階第2会議室で
■公民館運営審議会＜中央公民館☎922-53445925-0152＞…3月
10日㈮午後2時～　中央公民館3階第1・2講座室で

谷
塚
駅

西
口

コンビニ

喫煙所
東
口

《お知らせ》4月1日「松原団地」駅は「獨協大学前〈草加松原〉」駅に駅名が変わります。

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③2017年2月5日号市政情報



ホストファミリー募集
　獨協大学と国際交流協会では、韓国仁荷（インハ）大学留学生のホームス
テイ先を募集します。期間は、2/18㊏から19㊐16時まで。18㊏には交流会を
予定しています。
交流物産展
　韓国仁荷大学留学生が韓国海苔・お茶・
化粧品などの韓国の特産品を販売します。
■日時　2/20㊊14時30分～（売り切れ次第終了）
■会場　ハーモネスプラザ商店会B棟1階（松原団地駅西口徒歩1分）
問国際交流協会事務局（文化観光課内）☎922-29685922-3406

韓国仁荷大学留学生の
ホストファミリー募集と
交流物産展開催のお知らせ

　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、2/25㊏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

　国民年金保険料を口座振替で前納
（4月末日に1年分を一括引き落とし）
すると、納付書等での納付より割引額
が多くお得です。また、金融機関等に
行く手間も省け、納め忘れを防ぐこと
もできます。平成29年度分の口座振替
による前納の申し込みは、2/28㊋まで
に、預貯金口座がある金融機関窓口も
しくは越谷年金事務所へ年金手帳・預
金通帳・通帳の届出印を持参し手続き
をしてください。また、平成29年4月
から、現金・クレジットカード納付で
も割引額の大きい2年前納が利用でき
ます。問越谷年金事務所☎960-11905
960-7220

　2/19㊐・26㊐10時30分～12時。市民
体育館集合。ロードレース大会に参加
する18歳以上のランニング初心者対象。
ウオーミングアップやランニングの基
礎を学びます。定員30人。□申草加市体
育協会へ。☎928-63615922-1513

　2/19㊐13時開会。会場は草加市文化
会館。定員80人。講師はフリースペー
スたまりばの西野博之さん。みんなの
まち草の根ネットの会、草加市青少年
健全育成市民会議との共催。□申申込用
紙に住所・氏名・電話番号と手話通訳
・保育の希望有無を記入し、〒340-85
50子育て支援課へ。郵送・ファクス・
Eメールでも可。☎922-34925922-327
4sienka@city.soka.saitama.jp

　原動機付自転車等の軽自動車税は、
毎年4/1現在の所有者に課税されます。
廃棄・譲渡・盗難等の理由で所有しな
くなったときは、速やかに手続きをし
てください。原動機付自転車（125cc
までのバイク）・小型特殊自動車の廃
車手続きは、標識（ナンバープレート）

・標識交付証明書・印鑑を持参し市民
税課へ。盗難等により標識がない場合
は問い合わせてください。また、市外
へ転出する際は草加市での廃車手続き
と新住所地での登録手続きが必要です。
125ccを超える二輪車は春日部自動車
検査登録事務所（☎050-5540-2028）、
軽四輪自動車は軽自動車検査協会埼玉
事務所春日部支所（☎050-3816-3113）、
転出の際は新住所地を管轄する事務所
等で手続きをしてください。なお、県
外転出の際は、市民税課へ軽自動車税
の申告が必要な場合があります。問市
民税課☎922-10495920-1502

　3/31㊎までの9時～20時（3/20㊗は
10時～、2/11㊗・25㊏、㊐を除く）。
高校生（予備校生）等対象。閲覧席利
用と資料の館内閲覧・複写ができます。
図書館入口で生徒証等を提示してくだ
さい。問獨協大学図書館☎946-1806

　草加市体育協会が管理するスポーツ
施設に自動販売機を設置する事業者を
募集します。設置期間は平成29年4/1
～同34年3/31までの5年間。□申2/14㊋
までに申込書に必要書類を添えて草加
市体育協会へ。☎928-63615922-1513

■学校体育施設利用　小・中学校体育
館・校庭の利用を希望する10人以上で
構成され、満20歳以上の責任者がいる
団体対象
■グラウンド・ゴルフ場利用　金明専
用グラウンド・ゴルフ場と草加中央防
災広場を定期利用する10人以上で構成
された団体対象
　いずれも営利団体不可。現在登録し
ている団体も再登録が必要です。なお、
金明専用グラウンド・ゴルフ場は㊋9
時～12時、㊍13時～16時は個人利用で
きます。当日直接会場へ。レンタルク
ラブあり。□申3/17㊎までにスポーツ振
興課で配布する申請書に記入し、必要
書類を添えて同課へ。☎922-2861592
2-3172

　新田駅周辺では自転車の放置が増え
ているため、土・日曜日等の監視・撤
去を強化します。市内では、駅から約
500㍍以内の自転車放置禁止区域内に
ある広場や道路など公共の場所に自転
車を1時間以上駐輪した場合、警告・
撤去の対象となります。自転車をとめ
る際は必ず駐輪場を利用してください。
駅周辺の駐輪場は市ホームページで確
認できます。問交通対策課☎922-1641
5922-1030

　5/30㊋～6/21㊌に県立近代美術館で
開催される埼玉県美術展覧会の出品作
品を募集します。部門は日本画（水墨
画含む）・洋画（版画含む）・彫刻・

工芸・書（篆刻・刻字含む）・写真の
6部門。県内在住、在勤、在学で15歳
以上（中学生を除く）対象。各部門3
点まで1点につき3000円の出品手数料
がかかります。搬入は5/12㊎～14㊐。
□申文化観光課等で配布する開催要項を
確認の上、搬入期間に直接会場へ。問
県生涯学習文化財課☎048-830-692150
48-830-4965

　選挙が公明かつ適正に行われ、私た
ちの意思が正しく政治に反映される明
るい選挙を目指し、選挙啓発標語を募
集します。優秀作品は選挙時の啓発活
動に活用します。応募者全員に参加賞
を、入賞者には記念品を贈呈。１人何
点でも可。未発表のものに限ります。
□申2/8㊌（消印有効）までにはがきに
作品・住所（在勤、在学の人は勤務先
・学校名）・氏名（ふりがな）・電話
番号を記入し、〒340-8550選挙管理委
員会へ。☎922-24905927-7693

　2/12㊐13時30分開演。会場はふれあ
いの里。NHK朝の連続ドラマのテー
マ曲や懐かしのスクリーンメロディな
ど。定員100人。出演は草加中央吹奏
楽団。問ふれあいの里☎920-6222592
0-6251

　2/26㊐8時50分川柳文化センター集
合。12時解散。青柳地区の葛西用水で
絶滅危惧種キタミソウなどの調査を行
います。□申2/24㊎までに環境課へ。フ
ァクス・Eメールでも可。☎922-15195
922-1030kankyoka@city.soka.saitam
a.jp

　高砂・住吉・中央地区まちづくり市
民会議では、地域のにぎわい創出と子
どもたちの思い出づくりのために、た
こあげイベント「みんなのあそびば　
原っぱ」を開催します。2/11㊗11時～
14時（荒天時は12㊐）。会場は草加中

央防災広場。
お汁粉の無料
配布あり。問
みんなでまち
づくり課☎92
2-07965922-
3406

てん  こく

・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

平成29年4月入園の保育所等2次受付の空き状況は市HPで

▶固定資産税・都市計画税　第4期
▶国民健康保険税　第9期2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

▶介護保険料（普通徴収）  第9期
▶後期高齢者医療保険料（普通徴収）  第8期
2/28㊋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） 納税は便利な口座振替で

原動機付自転車等の廃車や
住所変更の手続きは早めに

ふれあいの里
バレンタインコンサート

草加松原太鼓橋ロードレース大会
事前練習会

ファミリー・サポート・センター
会員募集

新田駅周辺で放置自転車の
監視・撤去を強化

そうか生きもの調査会

国民年金保険料は前納がお得

埼玉県美術展覧会出品作品の募集

明るい選挙啓発標語を募集

獨協大学図書館を高校生に開放

スポーツ施設自動販売機設置者募集

学校体育施設、グラウンド・ゴルフ場
平成29年度定期利用を希望する
団体は登録を

子どもにやさしいまちづくり
フォーラム講演会「すべての
子どもに安心できる居場所を！」

みんなのあそびば　原っぱ

2/28㊋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

④ 2017年2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29年の市内交通事故状況（前年比）1月20日現在　人身事故40件（－9）　死者0人（－1）



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
谷塚児童センター 3/2㊍

2/22㊌

2/23㊍

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）

3/7㊋

3/21㊋

平成27年8/1～15生まれ

平成27年8/16～31生まれ

対象者に2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） 2/15㊌

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
ふれあいあそび9時45分～10時

おやこでブラッシング
（氷川児童センター） 3/6㊊ 未就学児と保護者　定員36組 申込受付中

母子健康手帳、タオル、普段使用している歯ブラシ持参
歯科衛生士によるブラッシング指導とだ
液のＰＨテスト

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

マタニティ歯科健診 2/15㊌ 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

マタニティクッキング 3/3㊎ 妊娠16週～32週の妊婦　25人 申込受付中　野菜たっぷりドリアほか
母子健康手帳、エプロン、三角巾、ふきん持参

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 2月下旬～３月中旬 平成29年1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1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
2/14㊋

2/28㊋

平成25年11/1～16生まれ

平成25年11/17～30生まれ

マタニティクラス
（両親学級） 3/5㊐・8㊌

5/1～7/31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 3/15㊌ 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 2/15㊌ 申込受付中
バスタオル・タオル持参

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

■初心者のための気功教室　2/10㊎9
時15分～10時45分。会場は高砂コミセ
ン。65歳以上対象。定員30人。上履き
持参。動きやすい服装で。□申2/6㊊か
ら草加中央・稲荷（包）へ。☎959-913
35922-3801
■介護者のつどい　2/14㊋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

■介護者のつどい　2/15㊌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
■シニアライフの第一歩　2/16・23、
3/2の㊍10時～12時。全３回。会場は
谷塚文化センター。65歳以上対象。定
員30人。断捨離の方法やエンディング
ノートの書き方、成年後見制度、高年
者向けの体操ほか。□申2/6㊊から谷塚
・瀬崎（包）へ。☎929-36135929-3612
■男性介護者のつどい　2/20㊊10時30
分～12時。会場はふれあいの里。介護
の情報交換と交流。介護をしている男
性、していた男性、関心のある男性対
象。問谷塚・瀬崎（包）☎929-361359
29-3612
■いきいき体操教室　2/20㊊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。
動きやすい服装で。□申2/6㊊から谷塚
西部（包）へ。☎929-00145929-5222
■はつらつチャレンジ教室　2/24㊎13
時30分～14時30分。会場は川柳文化セ
ンター。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2/6㊊から川柳・新田東部（包）へ。
☎932-70075931-0993
■介護者のつどい　2/24㊎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、歯科衛生士に
よる口腔ケアの講義。定員20～30人。
□申2/6㊊から谷塚西部（包）へ。☎929-
00145929-5222

　2/26㊐9時～15時。会場は総合グラ
ウンド。審判技術の向上と育成を目的

とした講習会を行います。18歳以上対
象。定員150人。参加費500円。□申市民
温水プールへ。☎936-68245935-8981

　ワークライフバランスを取り入れた
生活の重要性を学び、仕事も家庭も円
滑に、いきいきとした暮らしを手に入
れませんか。2/15㊌10時30分～12時。
会場は草加市文化会館。定員20人。□申
男女共同参画さわやかサロンへ。☎93
1-93255936-4690

　2/23㊍18時30分～20時30分。会場は
市民活動センター。講師は北山憲太郎
氏。NPO活動と共助社会に向けた取組
事例の紹介や資金獲得の手法のひとつ
であるクラウドファンディング（FAA
VO）を学びます。□申2/6㊊から市民活
動センターへ。☎920-35805925-1872
simin-katudo@city.soka.saitama.jp

　コーヒーの入れ方や飲み方のバリエ
ーションを楽しもう。2/25㊏10時30分
～12時。会場はであいの森。18歳以上
の身体に障がいのある人対象（手話通
訳あり）。定員20人。□申2/6㊊から電
話またはファクスでであいの森へ。☎
936-27915936-2792

　2/25㊏13時30分～。会場はアコス南
館6階会議室。コスモス成年後見サポ
ートセンター主催。問竹村☎920-5415

　3/11㊏9時～12時。会場は草加消防
署北分署。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2/28㊋までに草加消防署
北分署へ。☎944-7301

　3/19㊐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2/6㊊からみどり公
園課へ。☎922-19735922-3145

　被災地で生産された品々を販売しま
す。2/9㊍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

　認知症の不安や心配を抱えている人
やその家族などが誰でも気軽に交流し、
介護負担の軽減や認知症理解を深める
憩いの場。
■草加キングス・ガーデン　2/11㊗14
時～16時。今月のテーマ「リハビリ、
移乗介助について」。参加費100円
■埼友草加病院　2/18㊏14時～16時。
今月のテーマ「よりよいコミュニケー
ションとは」。定員80人。参加費200
円問長寿支援課☎922-12815922-3279

■元気吹き矢教室　2/24㊎14時～15時
30分。会場は花栗会館。65歳以上対象。
定員30人。運動靴持参。□申2/6㊊から
安行（包）へ。☎921-21215928-8989

　3/4㊏16時～19時。会場は記念体育
館。スポーツ活動中のけがの手当ての
正しい知識と技術を学びます。18歳以
上対象。定員50人。□申2/7㊋から草加
市体育協会へ。☎928-63615922-1513

覚えておきたいスポーツ現場
での応急処置

であいの森障害者福祉センター
コーヒーの楽しみ方講座

野球審判技術講習会

普通救命講習会

そうか公園フリーマーケット

行政書士による成年後見公開講座・
遺言作成講座及び無料相談会

地域包括支援センター(包)
介護予防教室・介護者のつどい

まちづくり講座「いま知りたい！
クラウドファンディングの活用術」

　

オレンジカフェ（認知症カフェ）

食べて応援！東北復興支援販売会

男女共同参画講座「ワークライフ
バランスのすすめ」
～ある企業の取組事例を通じて～

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」 2017年2月5日号

2月の「なくそう暴力」標語　変わるのは　誰かじゃなくて　私から



⑥ 2017年2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。

高年者向け

子ども・親子向け

ふれあいの里講座

草加市体育協会職員募集

　3/5㊐9時30分開会。会場は記念体育
館。柔道、剣道、空手道、少林寺拳法、
弓道の模範演武の見学や体験ができま
す。幼児以上対象（弓道の体験は小学
生以上）。定員200人。□申2/7㊋から草
加市体育協会へ。☎928-63615922-15 
13

　3/26㊐12時～16時30分。会場は市民
体育館。ダンススポーツを通じた交流
やJDSFアマチュアファイナリストA
級による模範演技が楽しめます。小学

　3/2㊍8時30分～17時。日本三名園の
一つ水戸偕楽園の見学ほか。60歳以上
対象（介助が必要な人は介助者同伴）。
定員40人。参加費3500円。昼食代別。
（取扱業者：ケイエム観光バス㈱東京
都知事登録第2-7180号☎03-6423-0011）
□申2/8㊌9時からふれあいの里へ。☎92
0-62225920-6251

①創作寿司講座　2/17～3/10の㊎10時
～12時。全4回。60歳以上対象。定員
16人。材料費2000円
②健康体操教室～五感を使って脳トレ
しよう！～　2/17～3/24の㊎13時30分
～15時。全6回。60歳以上対象。定員
30人。脳トレしながらストレッチ体操
□申①は2/6㊊9時から材料費2000円を添
えて窓口へ、②は2/7㊋9時からふれあ
いの里へ。☎920-62225920-6251

①そうか公園散策　2/22㊌（雨天決
行）②苔玉づくり　3/1㊌
　いずれも10時～12時。全2回。会場
はであいの森。60歳以上対象。定員15
人。①保険料100円。雨具持参。②材
料費200円。エプロン、タオル、軍手
持参。□申2/6㊊10時から電話でであい
の森へ。☎936-2791

生以上対象。定員400人。参加費1000
円（一部を社会福祉協議会に寄付）。
室内シューズ持参。□申2/7㊋9時から電
話で市民体育館へ。☎5936-6239

　勤務は4月から。昭和52年4/2以降生
まれの大学、短大、専門学校を卒業ま
たは3月卒業見込みの人対象。□申2/10
㊎までに記念体育館、市民体育館、温
水プール、そうか公園で配布する申込
書（ホームページからも入手可）に必
要書類を添えて、〒340-0022瀬崎6-31-
1草加市体育協会へ。☎928-6361592
2-1513

にこにこシニアトレーニング教室

　3/3～24の㊎15時～16時。全4回。会
場は記念体育館。55歳以上対象。定員
20人。参加費1000円。□申2/20㊊（消印
有効）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

交通指導員を募集

非常勤嘱託員・臨時職員の募集

　通学路での登校中児童の安全通行指
導（7時30分～8時30分）や交通安全教
室での指導。新学期から勤務開始。制
服・装備品を貸与。場所は青柳小学校
区。市内在住の20歳以上で心身ともに
健康な交通安全対策に関心のある人対
象。募集は1人。報償金は安全通行指
導が日額1500円、交通安全教室指導等
が時給1000円。□申3/3㊎までに交通対
策課へ。☎922-16415922-1030

【非常勤嘱託員】
■土木作業員
　勤務は4月から。勤務時間は㊊～㊎8
時30分～17時。場所は維持補修課。運
転業務、道・水路のパトロール、補修
作業ほか。60歳以下で普通自動車運転
免許証（AT車限定は不可）所持者対
象。募集は3人。日額7700円（交通費
込み）。面接は2/22㊌を予定。□申2/16
㊍（必着）までに履歴書と免許証の写

武道まつり

　4/2㊐10時～15時。会場は草加市文
化会館。和室席（濃茶）・立礼席（薄
茶）・樽席（薄茶）の三席。料金一般
2500円（点心つき）、高校生以下1000
円（点心なし）。問草加市文化会館☎
931-93255936-4690

観桜茶会

　3/10㊎18時30分開映。会場は草加市
文化会館。1964年のレコード大賞新人
賞に輝いた都はるみの同名の大ヒット
曲にのせて、伊豆大島の若者たちが奮
闘する姿を描く青春映画です。要整理
券。□申整理券は2/6㊊から草加市文化
会館で配布。☎931-93255936-4690

草文キネマ劇場「アンコ椿は恋の花」

チャリティーダンスフェスティバル

であいの森
自然観察＆苔玉づくり講座

歴史のなぜ？を解決
初めて学ぶ歴史講座

ふれあいの里日帰りバスハイク
～水戸偕楽園と那珂湊おさかな市場～

　中学校教員による小学校への乗り入
れ授業を行うための教科指導・補助・
準備手伝い、幼保小中の連携業務、校
内外事務・業務を行います。勤務は
4/1～9/30（更新の可能性あり）の週5
日で8時30分～16時45分のうち7時間30
分（長期休業中を含む）。場所は市内
小・中学校。中学校教員免許（数学・
保健体育）所有者または3/31までに取
得見込みの人対象。募集は若干名。時
給1780円。交通費、社会保険等あり。
□申電話連絡後、指定の履歴書を子ども
教育連携推進室へ（代理持参不可）。
☎922-34945928-1178

　2/25㊏14時～16時。会場は歴史民俗
資料館。小・中学生対象。歴史の基礎
から説明します。疑問点や気になるこ
とを参加者全員で考え、歴史の楽しさ
を感じませんか。定員60人。□申2/7㊋
から電話で同館へ。☎922-0402

講座名 日時 講師 会場

子ども教育連携教員（常勤）を募集

しを職員課へ。☎922-0983
■消費生活相談員
　勤務は4月から月12日以内で、㊊～
㊎9時30分～16時30分。場所は勤労福
祉会館内消費生活センター。売買や契
約等に関する相談、アドバイスほか。
60歳以下で消費生活相談員資格試験
（国家試験）に合格した者、もしくは
そのみなし合格者対象。募集は1人。
日額9500円（交通費込み）。面接は2/22
㊌を予定。□申2/16㊍（必着）までに履
歴書と資格証等の写しを職員課へ。☎
922-0983
■家庭児童相談員
　勤務は4月から月16日以内で、㊊～
㊎8時30分～17時。場所は子育て支援
センター。家庭児童に関する相談、調
査、指導ほか。60歳以下で社会福祉主
事の有資格者またはその資格に準ずる
者で家庭児童相談員として必要な学識
経験者対象。募集は1人。日額1万1700
円（交通費込み）。面接は2/23㊍を予
定。□申2/21㊋（必着）までに履歴書と
資格証の写しを職員課へ。☎922-0983
【臨時職員】
■自動車運転手
　勤務は4月から。勤務時間は㊊～㊎8
時30分～17時（変則あり）。場所は庶
務課車両係。60歳以下で中型自動車運
転免許証（AT車限定は不可）以上の
所持者対象。募集は2人。時給955円。
面接は3月上旬を予定。□申2/24㊎（必
着）までに履歴書と免許証の写しを職
員課へ。☎922-0983
■環境課
　勤務は4月から月12日以内で、㊊～
㊎8時30分～17時。場所は環境課。一
般事務及び小・中学校等で提供される
給食の放射性物質検査。60歳以下でパ
ソコン操作可能な人対象。募集は2人。
時給960円。面接は3月上旬を予定。□申
2/24㊎（必着）までに履歴書を職員課
へ。☎922-0983
■保健センター（保健師・助産師・看
護師・管理栄養士・保育士）
　勤務は保健事業のある日の午前か午
後の3～4時間程度。場所は保健センタ
ー。内容は幼児健診・がん検診・健康
相談・健康教育・家庭訪問等。有資格
者でおおむね60歳まで対象。賃金は保
健師・助産師が時給1550円、看護師・
管理栄養士が時給1300円、保育士・准
看護師が時給1200円。□申連絡後2/6㊊
～20㊊に履歴書と免許証の写しを保健
センターへ。☎922-02005922-1516
■小学校の学級支援員
　勤務は4月以降、学校業務のある㊊
～㊎8時30分～17時の間の6時間。学級
担任や教科担当とともに、個別に子ど
もの学習や生活指導の支援を行います。
65歳未満対象。募集は若干名。時給11
65円。社会保険、雇用保険あり。2月
下旬に面接予定。□申2/16㊍までに指導
課で配布の応募用紙（市ホームページ
からも入手可）に記入し同課へ。☎
922-27485928-1178

青少年自主企画講座
アナウンサー・ラジオパーソナリティに学ぶ

人前で話す表現力と自信
　中学生～39歳対象。定員各15人。□申①・②は2/12㊐までに、③・④は2/26
㊐までに、名前（ふりがな）、住所、電話番号、メールアドレス、年齢、学
生は校名、学年、希望の講座名を記入し、Eメールで勤労青少年ホームへ。
seishonen-home@city.soka.saitama.jp☎928-6421

①

②

③

④

話すための基礎づくり
～発声、滑舌～

豊かな表現力を学ぼう
～相手に正しく伝えるために～

話すための基礎づくり
～発声、滑舌～

フリートークセミナー
～人前で堂々と話せる自信～

2/19㊐
13時～14時30分

2/19㊐
15時～16時30分

3/5㊐
13時～14時30分

3/5㊐
15時～16時30分

獨協大学放送研究会
中央
公民館

勤労
青少年
ホーム

梅津　正樹
（フリーアナウンサー）

獨協大学放送研究会

風間　桃子（元フリー
ラジオパーソナリティ）

ページからも可。応募多数の場合抽選。
☎928-63615922-1513

　3/5㊐9時30分～。会場は市民体育館。
障がいのある小学生以上の人とその家
族・支援者対象。定員16チーム（1チ
ーム6人以上で障がい者が3人以上入る
こと。個人参加も可）。参加費1人200
円。運動のできる服装で。室内用運動
靴持参。□申2/15㊌までに市民体育館へ。
☎5936-6239

みんななかま「卓球バレー大会」
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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

2/5㊐

2/11㊗

2/12㊐

2/19㊐

内科
外科
内科
外科
歯科
内科
外科
内科
外科

みなみ草加クリニック
埼友草加病院
たなか内科循環器内科クリニック
土谷メディカルクリニック
佐藤歯科クリニック
大城クリニック
豊田クリニック
ふかさく内科クリニック
石井外科医院

新里町107-1
松原1-7-22
西町1102-1
谷塚町629
栄町2-11-9  2Ｆ
松原5-1-5
柿木町1127-1
氷川町2171-8
氷川町928

☎924-0600
☎944-6111
☎921-6085
☎928-0228
☎935-0383
☎942-3039
☎930-3636
☎922-8007
☎925-4255

　月　日　 診療科 当番医名 住　所 電話番号

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。

㈲駒崎設備
㈲東洋開発
㈲イワセポンプ店
㈲平和電気商会

氷川町818-3
両新田西町246
手代町1027-8
住吉1-12-5

☎924-4136
☎928-5520
☎922-2429
☎924-3071

2/ 5㊐
  11㊗
  12㊐
  19㊐

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
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）。

■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

■越谷梅林公園梅まつり　3/4㊏・5㊐
10時～15時　会場は越谷梅林公園　問
大袋地区センター☎975-3952

■ふるさと寄席　三遊亭小遊三・春風
亭一之輔二人会　3/12㊐14時開演　会
場は田園ホール・エローラ　料金2000
円（高校生以下1000円、未就学児入場
不可）　問同ホール☎992-1001

■交通・防犯フェア　2/25㊏10時～15
時　会場は三郷市役所南側駐車場ほか
　白バイ・消防車・バスの展示、撮影
会など　□申交通防犯課☎930-7817

■消費生活展～みつめよう　みんなの
くらし～　2/26㊐10時～14時　会場は
やしお生涯楽習館　問商工観光課☎
996-2111

■公民館フェスティバル　3/4㊏・5㊐
9時～17時（5㊐は16時まで）　会場は
中央公民館　芸能・音楽・芸術作品の
発表や展示など　問同館☎981-1231

■スポーツ吹矢体験会　2/6㊊・20㊊9
時～11時　瀬崎コミセン集会室で　健
康維持に　無料　問下田☎080-5477-37 
19
■スポーツ吹矢体験会　2/7㊋・18㊏
・21㊋9時～11時　中央公民館で　健
康維持に　無料　問田岡☎090-4335-79 
87
■卓球体験　2/7㊋9時～・10㊎13時～

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

　市民体育館で　ラリー中心です　問
松が根クラブ須藤☎922-4789
■書道体験　2/7㊋・21㊋9時30分～11
時　であいの森で　著名な先生の指導
　参加費1回200円　問オオクボ☎942- 
0433
■スポーツ吹矢体験会　2/8㊌・15㊌
・22㊌13時～15時　市民体育館で　参
加費1回200円　□申石崎☎935-7231
■司法書士による法律相談会　2/10㊎
17時～19時　物産・観光情報センター
で　問竹村☎920-5415
■水蓮会書道書き初め展　2/11㊗9時
30分～16時　勤労福祉会館で　書き初
めほか500点以上展示　問須賀☎090- 
1213-4559
■中国正月祭り「春節」を伝統料理餃
子を作り祝いましょう　2/11㊗10時～
15時　中央公民館調理室で　講師は孫
長英さん　参加費1500円　□申サークル
中国大好き森田☎972-5738
■フリーダンスパーティー　2/11㊗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
■初心者のためのウクレレ講習会　
2/13㊊13時～　高砂コミセンで　定員
10人　参加費1000円　楽器貸し出しあ
ります　□申ウクレレリーフクラブ小川
☎080-5094-8668
■こどものバレエ無料体験　2/15㊌17
時～18時30分　中央公民館で　バレエ
の練習とやさしい曲で踊り、楽しく体
を動かせます　5歳～小学生対象　□申
金丸☎080-6890-9377
■子育てセミナー「個性を伸ばす育て
方」　2/16㊍10時15分～11時30分　草
加市文化会館で　参加費200円　問家
庭倫理の会石野☎090-9203-4244
■介護者サロン「らくだ」　2/17㊎　

わ～くわっく草加で　「こもれび」　
2/23㊍　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
■スポーツ吹矢体験会　2/18㊏9時～
11時　柿木公民館で　初心者歓迎　用
具は不要です　問山下☎931-7681
■介護者の集い「オアシス」　2/18㊏
10時～12時　中央公民館で　3/7㊋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
■障害年金・成年後見無料相談会　
2/18㊏13時～16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☎
080-6528-7364
■税・確定申告・生活保護・就学援助
などの相談会　2/19㊐13時～17時　勤
労福祉会館2階で　問草加生活と健康
を守る会石山☎070-5024-2703
■ロマンフリーダンスパーティー　
2/19㊐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
■合気道無料体験会　2/19㊐15時～16
時　草加中柔道場で　小学生以上対象
　駐車場あり　問合気研究所大人教室
子供教室小形☎090-2200-1140
■入谷清英水彩画教室展　2/21㊋～26
㊐10時～18時（21㊋は13時から、26㊐
は16時まで）　アコスギャラリーで　
日頃描いている水彩画40点程展示　問
佐藤米子☎929-0357
■ミシン調整とミシンの使い方講習　
2/22㊌9時～13時　新田西文化センタ
ーで　ミシンと取説をお持ちください
　練習で巾着を作ります　参加費500
円　要予約　□申竹花☎090-6657-4005
■調理士さんと学校給食を作ってみよ

う　2/25㊏10時～　草加市文化会館で
　献立：ピラフのクリームソースがけ
・ジャコピーサラダほか　定員30人　
参加費500円　□申菅☎090-1559-3160
■歴史学講座「再成塾」鎌倉時代の蒙
古襲来[元寇]の際の「神風」　2/25㊏
13時30分～16時30分　草加市文化会館
で　問小嶋☎090-1261-7366
■フリーダンスパーティーのお知らせ
　2/26㊐　13時20分～16時　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☎924- 
3682
■講演会「世界の中の憲法九条」　
2/26㊐14時～16時30分　勤労福祉会館
で　講師伊藤千尋氏（元朝日新聞ジャ
ーナリスト）　トロンボーン演奏　参加
費500円　問九条の会白根☎924-6400
■第4回ギンノワ展　3/3㊎～7㊋10時
～18時（3㊎は13時から、7㊋は15時ま
で）　アコスギャラリーで　シルバー
人材センター水彩画教室作品展　問山
本☎924-6656
■講演会「憲法をめぐる情勢と政治の
ゆくえ」　3/4㊏14時～16時30分　勤
労福祉会館で　講師は渡辺治一橋大学
名誉教授　北村姉妹の津軽三味線演奏
あり　問草加革新懇高田☎942-7166
■日曜ゴルフ教室　3/5～4/9の㊐19時
～21時　水曜ゴルフ教室　3/8～4/12
の㊌10時～12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
■バドミントン講習会　3/11㊏10時～
15時　市民体育館で　定員60人　参加
費無料　□申3/3㊎までに〒340-0012神
明2-2-45矢島☎5925-4981
■講演会「慢性腎臓病について」　
3/26㊐13時30分～16時30分　埼友草加
病院3階会議室で　定員80人　参加費
無料　問水戸部☎924-2987



　市内でも保育園で働く人材が不足しています。保育士や子育ての
経験を市内保育園で発揮してみませんか。ブランクや不安を解消し
てもらおうと、今どきの保育や子どもの様子がわかる研修会を開催
します。子どもたちがあなたの笑顔を待っています。積極的な参加
をお待ちしています。
■日時　2月16日㈭午後2時～4時
■会場　市役所西棟5階会議室
■対象　市内保育園での勤務を希望する人、関心のある人
■定員　30人（保育は応相談）
■内容　保育園の子どもたち（ビデオ上映）、仕事内容、事故防止
策、地域の保育園に求められていることの紹介

　勤務は4月1日から。なお、4月以前または以降の勤務開始希望は
応相談。履歴書と資格証の写しを持って保育課へ。

■日時

■会場
■定員

　カメルーン出身・草加市在住
の外国人初の新内流名取三味線
奏者、ワッシー・ビンセント・
ジュニアさんによる三味線演奏
とトークショー「外国人のワッ
シーさんが、異文化の三味線を
学び、受け入れられるまで」を
開催します。
　アフリカ音楽やジャズなどを
三味線で奏でるワッシー流の音
楽、「アフロ三味線」をぜひ聴
いてみてください。
■日時　3月6日㈪午後2時～3時
30分
■会場　新里文化センター
■定員　100人

■日時
■会場
■出品受付

■フリーマーケット出店受付（屋内）

　家庭で使っていない生活用品を安価で販売できます。
　交換会に出品する生活用品と、同日開催のフリーマーケット参加
者を募集します。草加市くらしの会との共催。
　なお、当日は洗濯済みの古着・古布回収、廃食油回収も行います。
■日時　3月12日㈰午前10時～午後1時
■会場　勤労福祉会館
■出品受付　3月10日㈮午後2時～7時、11日㈯午前10時～午後2時。
会場は同会館。衣類・台所用品・学用品・寝具など（食料品・医薬
品・合成洗剤・書籍等を除く）。新品か新品同様のものに限り、1
人20点まで。価格は市価の5割以下とし、売り上げの1割を草加市く
らしの会の事務経費とします。また、同会が販売する寄付品も同時
募集
■フリーマーケット出店受付（屋内）　15区画、出店料500円。2月
27日㈪（必着）までに往復はがきに住所・氏名・連絡先を明記し、
〒340-0053旭町6-13-20くらし安全課消費労政係へ。応募多数の場
合は抽選。

　元旦、草加松原遊歩道で元旦ラジオ体操が行われ
早朝から約600人が集まりました。また、1日から7
日まで草加宿七福神めぐりが行われ、初詣でやスタ
ンプラリーをしに家族連れなどで賑わいました。
　9日は、獨協大学で新成人のつどいが開催され約
1800人の新成人が振袖などで来場し新たな門出を祝
いました。

1月かどまちごとでき

市内保育園で働きたい人のための研修会

公立保育園の臨時職員募集公立保育園の臨時職員募集

カメルーン出身の
三味線奏者

大切な資源、くらしを見つめ直す

生活用品交換会
問くらし安全課消費労政係☎941-61115941-6157

問保育課☎922-14915922-3274

公立保育園で活躍してくれる人大募集！
資格がある人もない人も。一緒に働きませんか。

⃞申2月6日㈪から新里文化センターへ。☎927-33625920-1504
ワッシーさんのワッシーさんのライブ&トークショー

三味線！？

草加七福神めぐり

新成人のつどい

元旦ラジオ体操の集い

2/16木

65歳未満まで

アフロな

 職　　　種  勤　　務　　時　　間　　等

 ①保育士 ○勤務時間　月～金：8時30分～17時（シフト制。土勤務あり）
 ②看護師 ○時給　①②③1060円（准看護師960円）　④955円
 （准看護師） ○通勤手当　上限8000円
 ③栄養士 ○その他　有給休暇・忌引休暇等特別休暇有り、被服貸与あり
 ④調理師 　　　　　社会保険・厚生年金・雇用保険加入あり
    
  ○勤務時間
  （延長保育のない園）
  　月～金：7時20分～8時50分及び16時30分～18時30分
  　　土　：7時20分～8時50分及び12時～15時30分
  （延長保育のある園）  
 ⑤時間外保育従事者 　月～金：7時～9時及び16時30分～19時
  　　土　：7時～19時のうち6時間
  ○時給　1320円（有資格者1420円）
  ○通勤手当　上限8000円
  ○その他　社会保険・厚生年金・雇用保険加入あり
  　有給休暇・忌引休暇等特別休暇あり、被服貸与あり

  ○勤務時間　月～土：8時30分～13時
  ○時給　1220円
 ⑥給食補助 ○通勤手当　上限8000円
  ○その他　社会保険・厚生年金・雇用保険加入あり
  　有給休暇・忌引休暇等特別休暇あり、被服貸与あり

資
格
の
あ
る
人
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格
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Ｋ

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2017年2月5日号

市の人口　平成29年1月1日現在　24万7040人（男12万5364人・女12万1676人）／前月比37人減／世帯数11万2819世帯
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