
折り込んである「草加市立病院」は、抜いて読んでください。

●在宅医療
サポートセンター

●在宅医療
サポートセンター

●医療と介護の連携●医療と介護の連携

●ちょこっと
手助けサービス
●ちょこっと

手助けサービス

「自分らしく暮らし続けるまち 草加」へ「自分らしく暮らし続けるまち 草加」へ

在宅医療の電話相談
（保健センター内）

シルバー人材センターの
生活支援サービス。買い
物や簡単な掃除、雨戸の
開け閉めなどのお手伝い

●介護予防教室など●介護予防教室など
地域の健康体操や介護予防
教室に積極的な参加を！

医療・介護スタッフの合同研修会
を行うなど、連携を深めています

●オレンジカフェ●オレンジカフェ

●在宅療養虎の巻講座●在宅療養虎の巻講座認知症の人やその家族、地域
の人がつどう憩いの場

かかりつけ医
の活用や在宅
での療養など

在宅で介護を
するための
支援や施設の
利用など

体操等の教室の
参加や、地域
の仲間づくりなど

ＮＰＯ法人や
ボランティア団体
などによる
日常生活の
サポート

在宅療養や
介護に必要
なサービス
などについ
てわかりや
すく講演

　高年者やその家族の相談や自立支援
をサポート！お住まいの地域の包括支
援センターへ気軽に相談してください。

～地域包括ケアシステムの実現を目指して～
　　　「医療・介護・予防・住まい・生活支援」を一体的に提供　　

「地域包括ケアシステム」のイメージと具体的な取り組み例

　草加市では、団塊の世代が75歳以上となる2025年（平成37年）に向けて、住み慣れた地域でいつまで
も元気に、困った時には連携して助け合う仕組みづくり（地域包括ケアシステム）を地域の皆さんや関係
団体等と協力しながら進めています。

問長寿支援課 ☎922-2862 5922-3279

☎959-9972 5959-9982
☎928-9211 5928-9209

谷塚・瀬崎（包）　　　☎929-3613　5929-3612　　谷塚西部（包）　☎929-0014　5929-5222
草加中央・稲荷（包）　☎959-9133　5922-3801　　草加西部（包）　☎946-7030　5942-7582
松原・草加東部（包）　☎932-6775　5932-6779　　安行（包）　　　☎921-2121　5928-8989
川柳・新田東部（包）　☎932-7007　5931-0993　　新田（包）　　　☎946-0520　5946-0523

地域包括支援センター

医療医療 生活支援生活支援

住まい住まい

いくつになっても
生活がしやすい
住まいづくりや
居住の支援など

介護介護 予防予防

SOKA
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■12月・1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・0.09／最小値0.08・0.09（市役所前）

　安全安心まちづくり（犯罪を防止し地域の防犯力を向上させる環
境の整備）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
■募　集　1人
■任　期　4月1日～平成31年3月31日
■報　酬　会議1回につき7000円
□申 3月13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（あればファク
ス番号）・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・小論文「草加市の安全安心まちづくりの推進について」
（600～800字）を記入し〒340-8550くらし安全課へ。ファクス、Eメ
ールでも可。公開抽選は3月16日㈭午前10時から市役所西棟5階で。

　市では子どもにかかる医療費の負担を軽減するため、中学校3年
生（15歳到達後最初の3月31日）までの子どもの通院・入院費用の
保険適用分を支給しています。
　こども医療費の支給を受けるためには、こども医療費受給者証
（ピンクの水玉のカード）が必要です。受給者証は受給資格登録を
することで受け取ることができます。草加市に住所を有し、健康保
険に加入している中学校3年生までの子ども（生活保護・重度心身
障害者医療費受給者を除く）で、受給者証を持っていない人は子育
て支援課へ問い合わせてください。なお、登録は子育て支援課のみ
で受け付けます。サービスセンター等では手続きできません。

　4月からのあおば学園入園希望児のための入園相談会を開催し
ます。申込書等は同学園、子育て支援センター、市ホームページ、
そうか子育て応援・情報サイトぼっくるん等で入手できます。

■日　　時　3月3日㈮午後3時15分～4時、4時15分～5時
■会　　場　児童発達支援センターあおば学園
■対　　象　歩行可能な知的障がいのある3歳～未就学児（4月1

日現在）
■提出書類　入園相談会申込書、社会能力調査書、療育手帳のコ

ピーまたは指定の診断書（書類が申込期限までに揃
わない場合は同学園へ連絡してください）

□申 2月28日㈫までにあおば学園へ書類持参（郵送不可）。

■対 象 者　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）が課税されていない人。ただ
し、課税されている人の扶養親族や生活保護受給者等
は対象外

■支 給 額　対象者1人につき1万5000円（支給は1回限り）
■申請方法　2月下旬以降、対象者と思われる人に申請書を郵送し

ます。必要事項を記入した申請書と添付書類を、同封
の返信用封筒で期限までに返送または特設窓口へ持参
してください

■申請期限　6月30日㈮（消印有効）
■特設窓口　市役所西棟1階。2月21日㈫～5月19日㈮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

　市政等に貢献した個人や団
体を顕彰する市政功労者表彰
式が行われました。
　表彰を受けた個人・団体は
次のとおりです。（ ）内は
表彰理由。敬称略・順不同。

　（市議会議員）切敷光雄、
齋　雄二、佐々木洋一、関一
幸、西澤可祝　（選挙管理委
員会委員）秋元秀雄　（監査
委員）中村幸彦　（公平委員
会委員）津田元五　（人権擁護委員）冨岡綾子　（情報公開・個人
情報保護審査会委員）右崎正博　（情報公開・個人情報保護審議会
委員）簗瀬裕美子、綱藤啓子　（国民健康保険運営協議会委員・市
立病院運営審議会委員）　澤正士　（国民健康保険運営協議会委
員）髙良哲郎　（建築審査会委員）伊豆隆義　（社会教育委員）木
村孝三郎　（町会長）濵中義雄　（行政相談委員）黒澤隆司　（地
域経営委員会等委員）伊藤爲一郎　（次世代育成支援対策地域協議
会等委員）櫻井慶一　（社会福祉）内山田美智子、赤松幸子、鈴木
弘子、飯塚るみ子、齋　田代子、石原民子、齋藤進、梶原常喜　
（医療活動）土谷昇二、清水良則、西倉徹、須鴨義夫　（民生委員
・児童委員）村松治子、屋代眞佐枝、入江弘子、濵弘子、渡辺文江、
藤波芳子、江間喜代美、金子喜代子、城野美智子、髙橋みよ子、吉
田美由紀、長谷川幸子、山﨑恵子、冨岡信枝、秋元芳枝、伊藤美子、
小山和子、（故）川上清治　（保護司）松﨑道子　（身体障害者相談
員）若狭節、森野惠美子　（保健活動）髙橋敏子、中島美津江、丸
野典子　（消防活動）栗原正幸、髙橋仁、大塚修久、齋藤学、青木
一雄、下川弘司　（私財の寄附）今泉有人、株竹孝子、草加市町会
連合会、草加・八潮遊技業組合、日本たばこ産業㈱北関東支社、ほ
ほえみの会、㈲東京石センター　（統計調査）増田孝司、関野道子
　（安全安心なまちづくり）せざき防犯パトロール隊　（消費者の
自立支援活動）白水政子

　市ではごみの減量化・循環型社会の形成を目指し、「粗大ごみ」
として出されたもののうち、まだ使うことが出来る品物をリユース
品として販売しています。販売予定品はホームページで確認できま
す。
■日　　時　2月25日㈯午前9時～午後3時
　　　　　　※毎月第4土曜日に展示販売しています
■会　　場　リサイクルセンター（稲荷1-8-2　☎930-1156）
■販 売 品　家具類（カラーボックス・棚・タンス・テーブルなど）
■購入方法　希望の品物に貼ってある購入申込書を受付へ。支払い

は現金のみ。当日先着順（予約・取り置きはできません）
■注 意 点　・事業者は不可。市内在住の個人対象

・キズ、汚れ等の状態を確認の上、購入してください
・購入後の返品や返金はできません
・購入後はご自身で搬出してください

問くらし安全課
☎922-36075922-1030
  kurashianzen＠city.soka.saitama.jp

草加市安全安心まちづくり推進協議会
委員を募集します

問子育て支援課☎922-14765922-3274

こども医療費受給者証は
お持ちですか？

問児童発達支援センターあおば学園☎5936-4972

児童発達支援センター
「あおば学園」入園相談会（追加募集）

問草加市給付金コールセンター☎0570-071-133
臨時福祉給付金（経済対策分）の受付開始 問職員課☎922-09835922-3098

市政功労者６７人・６団体を表彰

問廃棄物資源課☎931-39725931-9993
リユース品を展示販売新生活の準備に

ご利用ください

市政、地域振興、公共の福祉に貢献

② 2017年2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29.5・23.8／最小値0.0・3.5（花栗中学校内）　○給食の放射性物質の検出なし

　市では、平成30年度に手代町地区
の住居表示の実施を予定しています。
実施に先立ち、市役所・各サービス
センターで新しい町の区域及び名称
案を公示します。
■公示期間　
　2月22日㈬～3月23日㈭　
■場　　所　
　市役所・各サービスセンター
■公示内容　
　新しい町の区域・名称案　
　公示内容に異議のある人は、理由
を明記の上、実施区域内に居住し選
挙権を有する50人以上の連署（住所
・生年月日・署名・押印が必要）を
添え、3月24日㈮（必着）までに〒
340-8550都市計画課へ。

　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もあります。
　申請は、葬儀を行う人が下表中いずれかの指定葬儀社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。

　3月1日㈬～7日㈫までの7日間、春季全国火
災予防運動が実施されます。平成28年中の管
内の火災発生件数は72件で、火災による死者
3人、負傷者9人です。
【住宅防火いのちを守る　7つのポイント】
3つの習慣○寝たばこは、絶対やめる○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○逃げ遅れを防ぐために、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○火災を小さいうちに消すために、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

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

☎931-4444

☎928-6670

☎0120-33-8411

☎0120-66-2186

神明1-11-4（同じ）

谷塚町836-5（瀬崎5-29-25　西往寺光明殿）

旭町3-1-1（さがみ典礼　草加葬斎センター）

氷川町2139-18（西町1450-1　ファミリーホール）

電話 所在地（葬儀場）

　10～12月分の市長交際費、議長交際費などす
べての交際費を公開。項目は、支出年月日･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…25件・12万
4472円　議長…14件・7万8200円　教育委員会
…2件・9500円　農業委員会…3件・9000円　
上下水道部…1件・5000円
　なお、選挙管理委員会、監査委員、市立病院
事業管理者、公平委員会の支出はありませんで
した。

　平成28年度の高年者肺炎球菌ワクチン定期接種の接種期間は、3月31日㈮までです。
対象者には平成28年3月末に予診票を送付済みです。期間を過ぎた後の接種は全額自己
負担になりますので、希望する人は、早めに定期接種を受けましょう。
【3月31日までの対象者】※過去に「23価肺炎球菌ワクチン」の接種を受けた人（自費
接種も含む）は、対象から外れます。
　65歳：昭和26年4月2日～同27年4月1日生まれ
　70歳：昭和21年4月2日～同22年4月1日生まれ
　75歳：昭和16年4月2日～同17年4月1日生まれ
　80歳：昭和11年4月2日～同12年4月1日生まれ
　85歳：昭和  6年4月2日～同 7年4月1日生まれ
　90歳：大正15年4月2日～昭和2年4月1日生まれ
　95歳：大正10年4月2日～同11年4月1日生まれ
 100歳：大正  5年4月2日～同  6年4月1日生まれ

春季全国火災予防
運動の実施

平成30年度実施予定の「手代町地区住居表示」
新しい町の区域・名称案を公示します

市民福祉葬を実施しています 問市民課☎922-15265920-1501

問都市計画課☎922-18025922-3145

問消防局予防課☎924-21135924-0964

交際費の執行状況を公開 高年者肺炎球菌ワクチン
10～12月

問庶務課☎922-09545922-3091
問保健センター☎922-02005922-1516定期接種は3月31日㈮まで

「消しましょう　
　　　その火その時　
　　　　　　その場所で」■住居表示予定区域図

主要地
方道松

戸草加
線

県道草
加八潮

三郷線

山王
通り

（市
道2
04
0号
線）

（
市
道
2039号

線
）

（市道2038号線）

綾瀬通り

シルバー
人材センター

新しい町の区域案

中央ポンプ場

上山王橋

手代新橋

あずま通り

山王橋

瀬
崎
東
町
線 手代三丁目

手代二丁目

手代一丁目
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④ 2017年2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。

・新日本舞踊・能管演奏等の発表会
▼ミニ色紙で押し花アート作り　3/27
㊊10時～12時　小学生以上対象　定員
12人　参加費300円

▼すくすくクラブ　3/9㊍10時～11時
30分　手形とり・子育て相談ほか　乳
幼児と保護者対象
▼のびのび広場　3/17㊎10時～11時　
季節の工作・読み聞かせほか　乳幼児
と保護者対象
▼おもちゃの病院　3/24㊎10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで

▼親子で元気ルーム　3/9㊍10時～12
時　閉講式・読み聞かせほか　乳幼児
と保護者対象

▼こころを結ぶ光のひろば　3/7㊋10
時～12時　視覚障がいに関する相談コ
ーナーほか
▼楽しく体を動かそう　3/11㊏10時～
12時　ユニカール　小・中学生と保護
者対象　定員30人
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
3/15㊌10時～　親子友だち作り・手形
スタンプほか　乳幼児と保護者対象
▼にじいろタイム　3/17㊎11時～12時
　わらべ唄・読み聞かせほか　0歳～

▼ママといっしょにおはなし会　2/27
㊊10時30分～11時　紙芝居・読み聞か
せほか　乳幼児と保護者対象
▼放課後クラブ　3/2㊍17時～18時…
卓球・3/13㊊16時～17時…将棋・3/21
㊋17時～18時…スポーツ吹き矢・3/9
～23の㊍16時20分～16時50分…HIP 
HOP　小学生（保護者同伴）対象
▼おもちゃの病院　3/6㊊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」　
3/6㊊10時～12時　手形スタンプ作り
　乳幼児と保護者対象
▼親子でスキンシップ　3/9～23の㊍9
時45分～10時45分　工作・リトミック
体操　乳幼児と保護者対象　定員20組
▼講演会「自分の命は自分で守る～草
加市における大地震の被害想定・対策
と避難所運営について～」　3/10㊎14
時～16時　ハザードマップ、自助・共
助についてほか　講師は市危機管理課
職員　成人対象　定員20人
▼ミニうた声広場　3/12㊐13時～15時
　出演はハーモニードレミ　「朧月
夜」「みかんの花咲く丘」ほか
▼ミニロビー展　3/14㊋～26㊐9時～
21時…押し花作家吉田チエ子さんによ
る作品展
▼伝統芸能発表会　3/19㊐13時30分～
16時　同センターで活動する南部神楽

▼谷塚元気ひろば　2/27㊊13時～15時
　和紙でブローチ作り　60歳以上対象
　定員25人　材料費200円　
▼すくすくクラブ　2/28㊋10時～12時
　リズム体操・手遊びほか　乳幼児と
保護者対象
▼ロビーコンサート「民謡奏会」　
3/3㊎12時～12時40分　「草加音頭」
「ソーラン節」ほか
▼中国料理教室　3/4㊏10時～　手作
り餃子　成人対象　定員20人　参加費
400円　エプロン・三角巾・布巾・あ
れば麺棒持参
▼歌声喫茶銀河ひなまつりのつどい　
3/5㊐13時30分～　「うれしい雛祭り」
「星影のワルツ」ほか　成人対象　入
場料500円（飲み物代含む）　抽選会
あり
▼ら・ら・ら音楽会　3/10㊎10時30分開
演　出演は草加ファミリーブラスどん
ぐり音楽隊　乳幼児と保護者対象　参
加費100円　定員80組　室内履き持参
▼地域音楽のつどい　3/19㊐10時～15
時　歌・民謡・器楽演奏等の発表
▼人権落語　3/28㊋14時開演　出演は
三遊亭春馬　定員100人

新里文化センター ☎927-3362

新田西文化センター ☎942-0778

わくわくタウン松原 ☎941-2905

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

柿木公民館 ☎931-3117

▼リリアンストラップ　3/13㊊・17㊎
は中央図書館　3/14㊋・16㊍・21㊋は
コンフォール松原19号棟　いずれも15
時～17時30分　小学生対象
▼初めてのお誕生日会　3/15㊌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28年3
月生まれ対象　定員5人　□申3/1㊌10時
から電話で同館へ
▼おもちゃ病院　3/17㊎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

▼ふれあいひなまつりコンサート　2/ 
25㊏11時～　出演はぽこあぽこ　幼児
（保護者同伴）～高年者対象　定員50組
▼親子で作ろう　3/3㊎・17㊎14時～
　写真立て　幼児と保護者対象
▼マンカラ大会　3/4㊏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　3/11㊏
10時30分～　情報交換と手形カード作
り　3か月～1歳の乳幼児と保護者対象
　定員10組　参加費100円
▼将棋教室　3/11㊏14時～　小学生以
上の初級者対象　初心者要相談　
▼ともだち文庫の「おはなしポケッ
ト」　3/13㊊11時～　わらべ唄ほか　
乳幼児と保護者対象
▼リズム遊び　3/16㊍10時30分～　歩
行可能な乳幼児と保護者対象
▼制作「鉛筆立て」　3/19㊐10時～、
14時～　小学生対象　定員10人
▼おもちゃ病院　3/23㊍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

▼子ども歳時記「ひな祭り」　2/25㊏
13時30分～16時　布で吊るし雛作り　
幼児（保護者同伴）以上対象
▼なかよしランチ　3/1㊌11時30分～
13時　ちらし寿司作り　幼児と保護者
対象　定員15組　具材持参
▼おもちゃ病院　3/2㊍13時～15時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
▼七輪タイム　3/5㊐14時～15時30分
　幼児（保護者同伴）以上対象
▼パパサロン・リズム＆ストレッチ　
3/11㊏11時～12時　0～2歳の乳幼児と
保護者対象　定員15組
▼みなクル工房　3/11㊏13時30分～16
時　アニメーション作り　幼児（保護
者同伴）以上対象　
▼春一番楽器屋台　3/13㊊15時30分～
17時　幼児（保護者同伴）以上対象
▼ママのためのリラックスヨガ　3/16
㊍16時～16時40分　0～2歳の乳幼児と
保護者対象　定員15組
▼進級お祝いパーティー　3/27㊊14時
～15時30分　ケーキのデコレーション、
レクリエーション　小学生以上対象　
　定員20人

▼牛乳パック工作　2/27㊊～3/10㊎の
㊊・㊍・㊎15時～夕焼けチャイムま
で　会場はコンフォール松原19号棟　
びっくり箱・びゅんびゅんゴマ　小学
生対象　牛乳パック持参
▼読み聞かせ「たんぽぽ」　3/2～16
の㊍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

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」
　3/17㊎13時30分～　胎教と友だちづ
くり　初妊婦対象
▼男の料理教室　3/18㊏10時～13時　
四季の料理　定員10人　参加費1000円
　エプロン・三角巾・布巾持参

▼ロビー展　3/1㊌～8㊌…青少年育成
推進会によるパネル展　10㊎～20㊗…
草聖会による書道展　
▼おはなしの広場　3/10㊎・24㊎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　3/17㊎10時～12時　
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　2/23㊍10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
▼ひな人形作り　2/23㊍・24㊎15時30
分～　小学生対象
▼ふれあい囲碁・将棋教室　2/25㊏、
3/11㊏14時～15時　幼児（保護者同
伴）～高年者対象
▼オセロ大会　3/2㊍　マンカラ大会
　3/16㊍　いずれも16時～　小学生対
象
▼ふれあい切り絵教室　3/4㊏10時30
分～11時30分　講師は切り絵作家森久
雄さん　はさみが使える幼児（保護者
同伴）～高年者対象　定員20人
▼ペーパークラフト　3/9㊍15時30分
～　小学生対象

▼どんぐりの時間　2/23㊍10時30分～
12時　乳幼児と保護者対象
▼ABCで遊ぼう　2/27㊊、3/13㊊15時
30分～16時30分　幼児（保護者同伴）
～小学生対象
▼こぶたのしっぽ　3/1㊌11時～　パ
ネルシアター　乳幼児と保護者対象
▼オセロ大会　3/3㊎　マンカラ大会
　3/10㊎　いずれも16時～　小学生対
象　参加賞・優勝賞品あり
▼読み聞かせ「バンビ」　3/6㊊11時
～　乳幼児と保護者対象
▼ベビーマッサージ教室　3/14㊋10時
30分～11時10分、11時20分～12時　3
～10か月児と保護者対象　定員各6組
　バスタオル持参
▼リトミック　3/17㊎10時20分～　2
～3歳未満対象、11時10分～　3歳以上
対象　定員各12組　いずれも保護者同
伴　名札持参
▼おもちゃ病院　3/18㊏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

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

5922-3274

おぼろ

・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　３～８月は午後5時28分に放送します

定員のあるものは2/21㊋
８時3０分から各館へ申し込みを

定員のあるものは2/21㊋
10時から各館へ申し込みを

5925-0152

▶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

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

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

そろそろ入園・入学に向けての準備ですよ！

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

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！

「カラフル白玉」

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

TOPページの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を見てね

ごはんを楽しく♪美味しく♪たべよう!
　離乳食から幼児食になったら、ワイワイ家
族一緒に食卓を囲むことから始めましょう。
楽しく食べているうちに「今日のご飯は？」
など食べたいという欲求が増え、自分の好き
なおかず以外にも興味がでてきます。野菜・肉・魚・果物など
色々食べさせたい！と思っても焦りは禁物。数日単位で栄養バラ
ンスを考えたり、好き嫌いなどは注意しないで楽しさを優先した
りすると、成長と共に食べたい気持ちが湧いてきます。今はあま
り食べなくても、長い目で見守ってあげましょう。

　4月に入園・入学をするお子さんは、そろそろ早寝早起き
の生活リズム作りを始めてみませんか。
　起きる時間・朝食を食べる時間・着替え始める時間などを
決めて、保育園や幼稚園、小学校に行く前の支度がスムーズ
にできるようにシミュレーションしてみるといいでしょう。
最初はできなかった子どもも徐々に行動できるようになります。夜も早寝を。
朝すっきり起きられる時間を逆算して眠りにつかせたいですね。

　新しい生活への期待と同時に不安を抱えるのは、子どもだけでなくママ
も一緒。ママやパパが過ごした保育園・幼稚園・小学校の頃の話をしてあ
げると、不安が興味へと変化し、楽しみになっていくかもしれません。
　給食に必要なものや、ハンカチ・ティッシュ・マスクなどの衛生品、上
履き・手提げなどの準備はできていますか。新しいものは子どもをウキウ
キと前向きにさせます。子どもの好きなキャ
ラクターなどで揃えたり、一緒に選んでみた
りしてはいかがですか。 

子育てコンパス＞幼児＞幼稚園入園準備
子育てコンパス＞小学生＞生活向上



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20日号

住吉児童館 ☎928-5736

新栄児童センター ☎942-9876

氷川児童センター ☎928-2341

谷塚児童センター ☎925-1856

　簡単な手話の練習とコミュニケーシ
ョンを学べる手話体験講座。3/1㊌勤
労福祉会館、3/2㊍草加市文化会館、
3/8㊌中央公民館、3/9㊍谷塚文化セン
ター。いずれも10時～12時。定員各35
人。□申草加市社会福祉協議会へ。☎93 
2-67705932-6781

▼リリアンストラップ　3/13㊊・17㊎
は中央図書館　3/14㊋・16㊍・21㊋は
コンフォール松原19号棟　いずれも15
時～17時30分　小学生対象
▼初めてのお誕生日会　3/15㊌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28年3
月生まれ対象　定員5人　□申3/1㊌10時
から電話で同館へ
▼おもちゃ病院　3/17㊎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

▼ふれあいひなまつりコンサート　2/ 
25㊏11時～　出演はぽこあぽこ　幼児
（保護者同伴）～高年者対象　定員50組
▼親子で作ろう　3/3㊎・17㊎14時～
　写真立て　幼児と保護者対象
▼マンカラ大会　3/4㊏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　3/11㊏
10時30分～　情報交換と手形カード作
り　3か月～1歳の乳幼児と保護者対象
　定員10組　参加費100円
▼将棋教室　3/11㊏14時～　小学生以
上の初級者対象　初心者要相談　
▼ともだち文庫の「おはなしポケッ
ト」　3/13㊊11時～　わらべ唄ほか　
乳幼児と保護者対象
▼リズム遊び　3/16㊍10時30分～　歩
行可能な乳幼児と保護者対象
▼制作「鉛筆立て」　3/19㊐10時～、
14時～　小学生対象　定員10人
▼おもちゃ病院　3/23㊍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

▼子ども歳時記「ひな祭り」　2/25㊏
13時30分～16時　布で吊るし雛作り　
幼児（保護者同伴）以上対象
▼なかよしランチ　3/1㊌11時30分～
13時　ちらし寿司作り　幼児と保護者
対象　定員15組　具材持参
▼おもちゃ病院　3/2㊍13時～15時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
▼七輪タイム　3/5㊐14時～15時30分
　幼児（保護者同伴）以上対象
▼パパサロン・リズム＆ストレッチ　
3/11㊏11時～12時　0～2歳の乳幼児と
保護者対象　定員15組
▼みなクル工房　3/11㊏13時30分～16
時　アニメーション作り　幼児（保護
者同伴）以上対象　
▼春一番楽器屋台　3/13㊊15時30分～
17時　幼児（保護者同伴）以上対象
▼ママのためのリラックスヨガ　3/16
㊍16時～16時40分　0～2歳の乳幼児と
保護者対象　定員15組
▼進級お祝いパーティー　3/27㊊14時
～15時30分　ケーキのデコレーション、
レクリエーション　小学生以上対象　
　定員20人

▼牛乳パック工作　2/27㊊～3/10㊎の
㊊・㊍・㊎15時～夕焼けチャイムま
で　会場はコンフォール松原19号棟　
びっくり箱・びゅんびゅんゴマ　小学
生対象　牛乳パック持参
▼読み聞かせ「たんぽぽ」　3/2～16
の㊍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

獨協大学オープンカレッジ特別講座
「サルトルと現代
－来日50周年にあたって－」

　館内整理（蔵書点検等）のため休館
・閉室します。3/1㊌～9㊍…中央図書
館、3/3㊎…新田西・新里・川柳文化
センター・柿木公民館、3/4㊏…中央
公民館・谷塚文化センター、3/5㊐…
地域開放型図書室。休館中の図書の返
却は、中央図書館の返却用ブックポス
トを利用してください。問中央図書館
☎946-30005944-3800

手話体験講座

中央図書館・地域開放型図書室・
公民館図書室の臨時休館

　各コミセンで実施している地域健康
相談で、血流測定をしてみませんか。
指先を機械にあてるだけで簡単に測定
できます。当日直接会場へ。
■原町コミセン　3月の㊊・㊎（20㊗
を除く）9時～12時
■八幡コミセン　3月の㊌・㊎（15㊌
を除く）9時～12時
問保健センター☎922-02005922-1516

血流測定　あなたの血管は大丈夫？

八幡コミセンまつり

　3/4㊏14時～16時。会場は獨協大学
天野貞祐記念館。講師は同大学名誉教
授の鈴木道彦さん。20世紀の代表的知
識人サルトルについて、直接交流した
経験から1966年の来日当時の映像を振
り返りながら現代で
サルトル思想の持つ
意味を考えます。定
員500人（当日先着
順）。問獨協大学エ
クステンションセン
ター☎946-1678

草加レザーフェスタ2017

▼おもちゃ病院　2/23㊍10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
▼ひな人形作り　2/23㊍・24㊎15時30
分～　小学生対象
▼ふれあい囲碁・将棋教室　2/25㊏、
3/11㊏14時～15時　幼児（保護者同
伴）～高年者対象
▼オセロ大会　3/2㊍　マンカラ大会
　3/16㊍　いずれも16時～　小学生対
象
▼ふれあい切り絵教室　3/4㊏10時30
分～11時30分　講師は切り絵作家森久
雄さん　はさみが使える幼児（保護者
同伴）～高年者対象　定員20人
▼ペーパークラフト　3/9㊍15時30分
～　小学生対象

▼どんぐりの時間　2/23㊍10時30分～
12時　乳幼児と保護者対象
▼ABCで遊ぼう　2/27㊊、3/13㊊15時
30分～16時30分　幼児（保護者同伴）
～小学生対象
▼こぶたのしっぽ　3/1㊌11時～　パ
ネルシアター　乳幼児と保護者対象
▼オセロ大会　3/3㊎　マンカラ大会
　3/10㊎　いずれも16時～　小学生対
象　参加賞・優勝賞品あり
▼読み聞かせ「バンビ」　3/6㊊11時
～　乳幼児と保護者対象
▼ベビーマッサージ教室　3/14㊋10時
30分～11時10分、11時20分～12時　3
～10か月児と保護者対象　定員各6組
　バスタオル持参
▼リトミック　3/17㊎10時20分～　2
～3歳未満対象、11時10分～　3歳以上
対象　定員各12組　いずれも保護者同
伴　名札持参
▼おもちゃ病院　3/18㊏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

　3/5㊐9時30分～16時。会場は八幡コ
ミセン。利用者団体や町会等による演
芸発表、作品展示、模擬店ほか。問八
幡コミセン☎5935-4878

　2/25㊏10時～16時。会場は高砂小。
皮革製品や皮革素材の展示、レザーク
ラフト体験。問草加商工会議所☎928- 
8111

☎946-3000 5944-3800

■木曜シアター　2/23㊍14時～15時30
分　にっぽん百名山⑽「笠ヶ岳、焼岳、
恵那山」　成人対象　定員90人（当日
先着順）

■小学生のための読み聞かせ　2/26㊐
13時30分～14時　
■ビデオ上映会　3/12㊐14時～16時15
分「蝉しぐれ」　成人対象　定員90人
（当日先着順）
■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）

がいこくせき しみん

しょうがっこうにゅうがくじゅんび こうざ
外国籍市民のための

小学校入学準備講座

　3/5㊐13時30分～。会場は中央公民

館。学校で必要な物の説明、書類記入

の手伝いなどを行います。小学校の説

明会に行った人は、資料を持ってきて

ください。問い合わせは国際相談コー

ナー☎922-29705927-4955（月・水・

金曜日（祝日を除く））

にち じ ぷん かいじょう ちゅうおうこうみん

かん がっこう ひつよう もの せつめい しょるい きにゅう

て つだ おこな しょうがっこう せつ

めいかい い ひと しりょう も

と あ こくさい そうだん

げつ すい

きんよう しゅくじつ のぞび

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3/5㊐を除く）

2/22㊌

2/23㊍・
3/9㊍
2/24㊎・
3/10㊎

3/15㊌

3/16㊍

3/17㊎

瀬崎・青柳小

新栄小

新里・高砂小

稲荷・八幡北小

両新田小

氷川・西町小

日程

長栄・草加小

花栗南・八幡小

栄・川柳小

清門・松原小

谷塚小

小山・新田小

14時～16時9時30分～11時30分
■サービスコーナー（2/21～3/20）

撮影　中野義樹

　中学生以上対象。⑥は親子ペア対象。受講者が少ない講座は開講できない
場合があります。□申2/21㊋から勤労青少年ホームへ。☎928-55505928-9632

勤労青少年ホーム春期講座

　　　　　　講座名

歌友ハーモニー
（ボイストレーニング）

トレンドカラーでつくる
天然石ブレスレット

心を動かす話し方

美文字講座
～くせ字を直そう～

紙バンドでつくる
キッチンバスケット

子どもの笑顔を残そう
～スマホ・デジカメを使って撮ろう～

たのしいおこと

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

　　　　日時

3/6㊊
10時～12時

3/11㊏
10時～12時

3/12㊐
15時30分～17時30分

3/18㊏
10時30分～12時

3/20㊗
14時～16時

3/25㊏
15時～17時

3/25㊏
17時30分～19時30分

定員

10人

10人

15人

20人

7人

10組

8人

100円

1000円

100円

300円

500円

100円

500円

タオル

参加費

ノート

スマートフォン
またはカメラ

あれば琴爪

持ち物



⑥ 2017年2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。

　市の重要な財源である市税収入の安

男女共同参画セミナー
「もしも避難所生活をすることに
なったら！」～女性にとって、ママに
とって、家族にとって必要なこと～

介護予防教室
「元気な100歳をめざして」

東日本大震災被災者等
暮らしとこころの総合相談会in草加

埼玉県・市町不動産共同公売

　3/17㊎11時～15時。会場は保健セン
ター。多重債務や失業などの様々な生
活面の問題やこころの健康などの悩み
や不安を持つ人を対象に、弁護士・司
法書士・社会福祉士・精神保健福祉士
等の専門家が相談を受け付けます（県
委託事業）。東日本大震災の被災者が
優先となりますが、被災者以外の相談
も受け付けます。□申3/17㊎までの平日
10時～17時（当日は14時）に電話で夜
明けの会へ。☎048-781-4675

【非常勤嘱託員】
■女性相談員
　勤務は4月からの月15日以内で10時
～16時。場所は人権共生課。配偶者等
からの暴力被害相談ほか。60歳以下で
社会福祉士・臨床心理士・精神保健福
祉士いずれかの有資格者または相談員
経験者対象。募集は1人。日額9500円
（交通費込み）。面接は3/7㊋に実施。
□申3/3㊎（必着）までに履歴書・資格
証の写しを職員課へ。☎922-0983
■介護認定調査員
　勤務は4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､受付ほか。60歳以下
で保健･医療業務経験者対象｡募集は2
人。日額9500円（交通費込み）。面接
は3/8㊌に実施。□申3/6㊊（必着）まで
に履歴書を職員課へ｡☎922-0983
【臨時職員】
■レセプト点検業務
　勤務は4月からの月3日で8時30分～
16時30分。場所は保険年金課。歯科診
療分のレセプト点検。58歳以下の経験
者対象。募集は1人。時給1000円。面
接は3月中旬を予定。□申3/3㊎（必着）

スポーツ障害予防講習会

非常勤嘱託員・臨時職員の募集

高年者向け

　子どもたちのスポーツによるけがの
予防や、成長期における指導の方法、
注意点など。講師は早稲田大学スポー
ツ科学学術院鳥居俊准教授。3/19㊐13
時30分～17時。会場は記念体育館。ス
ポーツ指導者や指導者を目指す人対象。
定員50人。参加費1000円。□申 3/5㊐
（消印有効）までに往復はがきに講習
会名、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。☎928-63615922-1513

　順天堂大学名誉教授の武井正子さん
による講話と簡単な体操を行う講座。
講座終了後、希望者にマッサージ。
3/9㊍10時～11時30分。会場は保健セ
ンター。65歳以上対象。定員45人。動
きやすい服装で。□申保健センターへ。
☎922-02005922-1516

■大正琴を楽しむ会　第2・4㊋13時～
15時　新田西文化センターで　大正琴
は用意します　体験無料　初心者対象
　月額2000円　問石倉☎941-7793
■蟷螂館（空手）　㊋・㊍19時～21時
　㊏17時～19時　草加中で　5～75歳
対象　蹴り・突き・投げ・極めと好き
な事を教えます　入会金1000円　月額
2000円　問川岸☎090-4716-0008
■木曜ダンスサークル　㊍19時～21時
30分　勤労福祉会館で　現役20代女性
プロA級講師による丁寧なレクチャー
　見学可　入会金1000円　月額3000円
　問土屋☎090-3438-2640
■白ゆり会（着付け）　月3回㊍10時
30分～12時　高砂コミセンで　自分で
着れる喜び着せてあげる喜び楽しんで
みませんか　初心者歓迎　月額3000円
　問長谷川☎090-3475-8567
■友和会（書道）　第2・4㊋10時～12
時　であいの森で　心を鍛えよう　脳
トレになります　体験可　60歳以上対
象　入会金1000円　月額1000円　問樋
山☎931-5463
■草加太極拳楽園の会　㊐9時～11時
　勤労福祉会館ほかで　心身の健康増
進のため太極拳を始めてみませんか　
月額1500円　問梁瀬☎090-6703-2990
■男性料理教室　第4㊋9時～13時　勤
労福祉会館で　初心者大歓迎　1日体
験あり　月額1000円　問桑原☎941-86 
20
■ふれあい書道サークル　㊊9時～11
時　シルバー人材センターで　明るく
楽しいサークルです　60歳以上対象　
月額500円　問大鳥☎927-3390

　震災や水害などで避難所生活を余儀
なくされた時、女性だからこそ必要な
ことがあります。自分の身や家族の身
を自ら助ける術を一緒に考えませんか。
3/10㊎13時30分～16時30分。会場は草
加市文化会館。定員50人。□申3/3㊎ま
でに住所、氏名、電話番号を明記し、
〒340-8550人権共生課へ。ファクス、
Eメールでも可。手話通訳、保育（1
歳～未就学児、定員9人）希望者は明
記を。応募多数の場合は抽選。☎922-
08255927-4955jinken-kyosei@city.
soka.saitama.jp

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。

■氷川健康クラブ（健康体操）　月4回
第1・2㊎13時30分～15時、第3・4㊏9
時30分～11時　氷川コミセンで　誰で
も簡単に出来る体操です　入会金1000
円　月額1500円　問米山☎924-7478
■ワニビクス（エアロビクス）　月2
～3回㊍11時15分～12時30分　八幡コ
ミセンで　子育て中のママ多数　みん
なで楽しく運動不足を解消しましょう
　1回500円　問小山☎090-6564-6843
■新里モダンバレエティアラ　㊎15時
10分～16時50分　新里文化センターで
　ダンスで心豊かに　文化祭参加あり
　3歳～小学生対象　入会金1000円　
月額3500円　問細川☎090-2907-3986
■バレエ赤いくつ　㊌17時～19時　中
央公民館で　楽しくバレエを踊りまし
ょう　年中児～小学生対象　入会金
3000円　月額4000円　問金丸☎080-68 
90-9377
■柳島フォークダンスクラブ　㊍10時
～12時30分　柳島コミセンで　世界の
フォークダンスを踊っています　入会
金500円　月額1000円　問中村☎922-2 
636
■正宗太極拳サークル　月4回㊎9時～
11時　勤労福祉会館ほかで　気功の後
太極拳の練習です　体験無料　入会金
1000円　月額2500円　問千葉☎924-10 
63
■新婦人赤ちゃんリズム　㊋10時～11
時　谷塚ミニコミセンで　赤ちゃんマ
ッサージ・リズム　3か月～未就園児
対象　入会金100円　月額1200円　問
塩出☎070-5022-3832
■すこやか健康体操　月4回㊍13時20
分～14時30分　氷川平成塾で　60歳以
上対象　月額1000円　問澤野☎927-68 
93
■両棋会（両新田平成塾将棋）　㊋・
㊍13時～16時　両新田小で　将棋を楽
しく指しましょう　問佐藤☎925-8226
■レモン（社交ダンス）　㊌11時～13
時　ふれあいの里で　ブルース・マン
ボ・ジルバほかを習いたい初心者歓迎
　入会金500円　月額2500円　問松澤
☎928-6569
■J.S草加GGクラブ（グラウンドゴル
フ）　㊊・㊌13時～15時　柳島グラウ
ンドで　成人対象　年額1200円　問谷
古宇☎924-3775
■新婦人赤ちゃんリズム　㊎11時～12
時　新田ミニコミセンで　親子リズム
遊びやマッサージ　皆で育て合い　0
歳～未就園児対象　入会金100円　月
額1000円　問森田☎080-1024-5615
■ギターアンサンブルシンシア　第1
・3・5㊏13時～16時　市民活動センタ
ーで　初心者歓迎　楽しい仲間とギタ
ーで音楽を楽しんでみませんか　月額
2500円　問小林☎941-2293
■ジュニアクラシックバレエ　㊊17時
～　中央公民館で　初心者・幼児大歓
迎　みんなで楽しく踊りましょう　入
会金2000円　月額3500円　問栗原☎
090-8117-5825

市に寄せられた善意です。（敬称略）
■金銭（平成28年10月～同29年1月）
≪災害対策に関する事業へ≫▼第7回
新田西文化センターまつり実行委員会
　9万4107円　▼草加市シルバー人材
センター　7万9181円　▼川口晃祐・
川口智輝　44万3315円　▼谷塚コリー
ナ住宅棟自治会　4293円　▼草加市華
道協会　1万円
≪まちづくりに関する事業へ≫▼ゆっ
たり爽日市庭実行委員会　3万9285円
≪福祉・子育てに関する事業へ≫▼故
・松村ハル相続人一同　435万56円
問財政課☎922-07615922-1547

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。2/28㊋13時30分～14時。
会場は越谷合同庁舎。問納税課☎922- 
34175920-1502

までに履歴書を職員課へ。☎922-0983
■自動車運転手
　勤務は4月からの㊊～㊎で8時30分～
17時。場所はみどり公園課。63歳以下
で普通自動車運転免許所持者対象。自
動車運転のほか除草作業や施設修繕等
もあり。募集は1人。時給955円。面接
は3/7㊋に実施。□申3/3㊎（必着）まで
に履歴書・免許証の写しを職員課へ。
☎922-0983

　平成28年12月から衣類等の繊維製品の洗濯表示が変わり、これまでの22種
類から41種類に増えました。国外の製品と表示が統一されるほか、これまで
より詳しい取り扱いの情報が提供されます。ただし、変更
前に製造されたものは旧表示のまま販売されるため、当面
の間、新旧の表示が混在しますので注意してください。
問くらし安全課消費労政係☎941-61115941-6157
■旧洗濯表示例 ■新しい洗濯表示例
洗濯の仕方

アイロンのかけかた アイロンの
かけかた

クリーニングの種類 クリーニングの種類

漂白の仕方 洗濯の仕方 漂白の仕方乾燥の仕方 乾燥の仕方

タンブル乾燥

ドライクリーニング ウェットクリーニング

自然乾燥

衣類等の洗濯表示（取り扱い表示）が変わりました

（出典：消費者庁ウェブサイト）



■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

2/21㊋～3/20㊗（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）。

☎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

㈲平和電気商会
㈲井戸浅水道工事
㈱セントラル設備

住吉1-12-5
八幡町802
青柳8-29-2 

☎924-3071
☎931-3330
☎936-1000

2/19㊐
2/26㊐
3/5㊐

【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
【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　3/6㊊…住吉児童館☎928-5736　2/23㊍、3/9㊍…谷塚児
童センター☎925-1856　3/1㊌・16㊍…新栄児童センター☎942-9876　3/15㊌
…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2㊐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　2/22㊌13時～16時…勤労福祉会館☎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 ）　3/2㊍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）

　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

2/19
㊐

2/26
㊐

3/5
㊐

ふかさく内科クリニック

石井外科医院

さいわい内科クリニック

新島整形外科

平田クリニック

高山整形外科

氷川町2171-8

氷川町928

旭町1-4-46

草加2-4-14

新栄1-48-11

新善町413-2

☎922-8007

☎925-4255

☎930-5870

☎943-2711

☎942-1245

☎943-6200

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

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 2017年2月20日号



デモンストレーション・体験会デモンストレーション・体験会

「障がいを持って変わった自分の生き方～マッシュルームの世界への挑戦～」講演会講演会講演会講演会

■日時
■定員

■時間
■定員
●対象

■日時　3月11日㈯午後1時～2時15分
■定員　100人

■時間　午後2時45分～4時　
■定員　50人
●対象　いずれも小学生以上

　2月1日㈬から3月10日㈮まで歴史
民俗資料館で桃の節句に合わせて草
加宿つるしひな展を開催しています。
　市民が制作した色とりどりのつる
し飾りや豪華な御殿飾り、源氏物語
貝合わせなどが展示されていて、会
場を訪れた人の目を楽しませてくれ
ます。
　開催初日に来館した子どもたちは
目を輝かせつるしひなを見上げてい
ました。

　1日、落語家三遊亭春馬師匠、紙切り師
林家二楽師匠、講談師神田鯉栄先生を迎え、
アコスホールでそうか宣伝隊長顔見世興行
を開催しました。開場前から人々の長い列
ができ、用意された500席があっという間
に埋まりました。目の前で繰り広げられる
3人それぞれの技の迫力で会場は熱気と笑
いに包まれ、観客は笑顔で会場を後にして
いました。

2月かどまちごとでき

顔 見 世 興 行そうか
宣伝隊長

　平成29年度のふるさとまちづくり応援
基金の助成希望団体を募集します。基金
の助成は公開プレゼンテーションを行い、
基金運営委員会が助成団体・助成額を審
査・決定します。
■助成期間　4月1日～平成30年3月31日
■応募資格・条件　①まちづくり活動の
登録を行っている団体や事業者（3人以
上の構成員で組織され、主たる構成員が

市民）であること②市を舞台に快適都市を目指す非営利のまちづく
り活動（住みよいまちづくりを目的とした住民のまちづくり活動、
環境・子育て・高齢者・生涯学習・国際化・安全などのテーマで、
市民に直接働きかける活動、まちづくり活動団体を支援する活動な
ど）であること③実施事業が他の助成金等と重複しないこと
■部門・助成額等

□申 3月1日㈬から市民活動センター、市役所情報コーナー、サービス
センター、公民館、コミセン等で配布する応募用紙（市ホームペー
ジからも入手可）に必要事項を記入し、事前相談（予約制）を行っ
た後、4月1日㈯～11日㈫（消印有効）に〒340-0023谷塚町752市民
活動センターへ。
【応援基金説明会】
　ふるさとまちづくり応援基金について応募資格・条件などの説明
と基金活用団体の発表を行います。
■日時　3月16日㈭午後6時～7時
■会場　市民活動センター
■定員　30人
【まちづくり講座】「チラシづくりを通して学ぶ市民活動のための
広報講座」～人目を引き、活動を広めるための広報のヒント～
■日時　3月16日㈭午後7時～8時30分
■会場　市民活動センター
■定員　30人
■講師　まちづくりコーディネーターの市川徹氏
□申いずれも2月21日㈫から市民活動センターへ。

　初心者向けの文化講座を開催します。会場は草加市文化会館。内
容は下表のとおり。
□申 3月19日㈰（必着）までに草加市文化会館で配布する申込用紙ま
たははがきに、希望の講座名、住所、氏名（ふりがな）、年齢、電
話番号を記入し、〒340-0013松江1-1-5草加市文化会館「草文文化
講座」係へ。ファクスも可。

　清門町出身の高橋和樹さんがボッチャでリオ・パラリンピッ
クに出場するまでの道のりと今後の目標について語る講演会と
デモンストレーション・体験会を開催します。ボッチャのルー
ルを知って、リオ・パラリンピックに出場した高橋選手のボー
ル運びを体感してみませんか？

色とりどりの
つるしひな 草加宿つるしひな展

問市民活動センター
☎920-35805925-1872

市民活動団体のまちづくり
活動を応援します

問草加市文化会館☎931-93255936-4690

⃞申2月21日㈫から新田西文化センターへ。☎942-07785946-1508

新田西文化
センターで講演会&ボッチャ体験講演会&ボッチャ体験

リオ・パラリンピック出場

草文文化講座

高橋和樹さん

 部門 助成回数 助成額 経費への助成割合
 はじめよう部門 1回のみ 10万円以内 ―
  1回目 100万円以内 80%
 そだてよう部門 2回目 80万円以内 50%
  3回目 50万円以内 30%
  1回目 80万円以内 80%
 うごかそう部門 2回目 80万円以内 50%
  3回目 80万円以内 30%

  講座名 日程 時間 回数 定員 受講料（月額）

 美文字講座 4月7日～平成30年3月2日 
 楽しい書道 第1㈮ 13時30分～ 12回 20人 1000円

 （生活に役立つ書） （5・8月は第2、11月は第4） 15時   別途材料費

 書道特別講座
 4月21日～平成30年3月16日 

 （かな文字
 第3㈮ 

13時～15時 10回 20人 900円
 　【日本書道】）

 （10月は第2、11月は第4）   
  （8月と1月は休講）

 茶道特別講座 
4月8日～平成30年3月17日 表千家…

 【初級・中級】 
第1・3㈯ 10時～12時 

各24回 各15人 3000円
 （表千家・裏千家） 

（4月は第2・3、11月、1月は 裏千家…  
  第2・4） 13時～16時

  4月6日～平成30年3月15日 
 ストレス発散に 第1・3㈭ 13時～17時 24回 15人 1000円 
 「詩吟」を楽しむ講座 （8月は第1・4、11月は第2・4、    別途教材費
  12月は第2・3）

  4月3日～平成30年3月19日 
 初心者コース 第1・3㈪ 13時～16時 27回 15人 2000円
 　・朗読と話し方 （9月は第1・2・㈪と7日㈭、
  21日㈭、25㈪、1月は第3・4）

  4月13日～平成30年3月8日 
 朗読中級講座 第2㈭ 9時～11時 12回 20人 500円
  （8月は第1） 

 はじめての 4月14日～7月28日 17時30分～ 8回 15人 2000円 　クラシックバレエ 第2・4㈮ 18時30分※3歳～小学生対象

 謡曲を楽しむ 7月1日～7月29日の㈯ 14時～ 5回 10人 3000円
   15時30分 

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20日号

市の人口　平成29年2月1日現在　24万7008人（男12万5367人・女12万1641人）／前月比32人減／世帯数11万2886世帯
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