
　「パリポリくんバス運行開始1周年記念乗車券」を
配布します。パリポリくんバス乗車1回限り、平成30年
3月末日まで有効。
　4月8日(土)午前11時から草加駅西口で開催する
「パリポリくんバス誕生祭」でのスタンプラリー達成者
や、今後開催するバスのイベント参加者に配布します。

問交通対策課　☎922-1685　5922-1030

運行経費を運賃収入で賄うのに必要な乗車人数まで
　　　　　　　　　　　　　　　　　（1便当たり）

あと　　　 人

１６１６あと　　　 人の乗車が必要です

77

634枚限定「記念乗車券」を配布
　市内にも桜の奇麗な場所はたくさん
ありますが、今年はパリポリくんバスに
乗って「見沼代親水公園（足立区）」に
足を延ばしてみませんか？
　農業用水路の水と緑をそのまま生か
した遊歩道です。長さは約1.7㎞。水路
沿いに約70本の桜が咲き誇る眺望は
圧巻です！
（パリポリくんバス南西ルート・見沼代
親水公園駅下車）

パリポリくんバスに乗って

を見に行こう!桜桜

　パリポリくんバスは、交通が不便な地域を無くすために平成
28年４月から運行をスタートし、１周年を迎えます。
　しかし、まだまだ乗車人数の目標に達していません。現在バス
は、５年間の試験運行中で、利用状況等を見ながら５年目以降の
運行を検討することになります。
　普段自動車を利用している人やまだ乗ったことがない人など、
お出かけは、地域の足「パリポリくんバス」をぜひご利用ください。

皆さん
の応援をお願いします皆さん
の応援をお願いします

パリポリ
くんバスパリポリ
くんバス

祝祝
1周年1周年
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■2月の放射線量等　○大気中放射線量（単位：マイクロシーベルト／時）最大値0.09／最小値0.08（市役所前）

　市民の声が反映された市政運営のために、市では2年ごとに市
民アンケートを行っており、昨年9月に18歳以上の市民3500人
（無作為抽出）を対象に調査を行いました。結果、有効回答数は
1919件、回収率54.8％でした。ご協力ありがとうございました。
　調査結果は、3月末に市役所情報コーナー、中央図書館、公民
館・文化センターなどに配置する冊子、または市ホームページで
閲覧できます。
●県内初の試み「インターネット回答」
　これまでは対象者を20歳以上としていましたが、今回の調査か
ら18歳以上に引き下げ、回答方法を郵送とインターネットの併用
としたところ、20歳代で10.8ポイント回収が増えるなど、過去の
調査で他の世代より低かった20～40歳代からの回収率が上がりま
した。なお、インターネットで回答した人は全回答者の17.5％で、
そのうちの73.4％が49歳以下でした
●主な結果をお知らせします
①暮らしやすさ・定住意向
　　暮らしやすい、どちらかといえば暮らしやすい…58.8％
　　ずっと住んでいたい、当分住んでいたい…………76.5％
②防災の取り組み
　家庭での家具や電化製品の固定について
　　すべてしている、一部している…61.4％
　　していない…………………………37.3％

　災害時用の食料備蓄について
　　3～7日以上暮らせると思う………65.7％
③自転車のマナー
　特に危険と感じる自転車利用について（複数回答）
　　傘差し・携帯電話・イヤホン使用などの「ながら運転」…58.5％
　　信号無視・一時不停止などの飛び出し…………………29.3％
　　歩行者の多い歩道での走行………………………………26.3％
　　自動車の多い車道での走行………………………………22.9％
④医療
　　一次医療機関の「かかりつけ医」がいる………………60.9％
　　市立病院が二次医療機関であることを知っている……61.6％
※二次医療機関とは、一次医療機関（かかりつけ医）から紹介
を受けた検査が必要な人、急を要する人、症状が重い人の診療
や手術等を行う医療機関
⑤市が目指すべき将来像
　　1位　医療体制が整った安心して暮らせるまち
　　2位　防災意識の高い、災害に強いまち
　　3位　事故・犯罪対策の充実した安全なまち
⑥市政やまちづくりについての意見・要望（自由記入）

道路の整備（幅員拡張・段差の解消）、歩道の整備、公園の
整備・増設、清掃など…1339件（760人）
　このまちをさらに良くしたいという思いに溢れた回答を多数
いただきました。貴重なご意見をありがとうございました。

　市では家庭から出される可燃ごみ、不燃ごみ及び資源物の収集日
や分別方法等を掲載した冊子「草加市ごみ収集カレンダー」を配布
しています。平成29年度版のカレンダーは、町会・自治会のご協力
で3月20日をめどに各世帯に配布しますが、町会・自治会に未加入
等で届いていない場合は、次の公共施設で受け取ってください。
【配布施設】
　市役所総合案内、サービスセンター、物産・観光情報センター、
保健センター、子育て支援センター、公民館・文化センター、歴史
民俗資料館、コミセン
○ごみ分別アプリ配信中
　ごみ収集カレンダーは市ホームページ
からも閲覧できます。また、スマホ等で
利用できる無料アプリでも確認できます。

　3/28㈫～30㈭はメンテナン
スのためマイナンバーカード
（個人番号カード）による全国
の指定コンビニでの証明書等の
交付サービスが終日利用できま
せん。

　きたうら保育園、あずま保育園で実施している講座・サークル等
を4月から休止します。なお、一時保育・なかよし広場・育児相談
は引き続き利用できます。ご理解ご協力をお願いします。

　新年度が始まる4月は新しい環境に不慣れな人を狙ったえせ同和
行為が多く発生します。相手が激しい口調で「高額な図書の購入強
要」や「寄付金の強要」など不当な要求をしてきても、断固として
拒否してください。相談はさいたま地方法務局人権擁護課（☎048-
859-3507）で受け付けています。

　4月1日から下水道使用料が変わり、6月請求分
（4月検針）から新料金になります。詳細な料金
体系、計算方法については、市ホームページで確
認できます。
　市では使用者の負担を抑えるため、人員の削減
や市債の借り換えによる金利負担の軽減などの経
営改善に取り組んできましたが、使用料だけでは
処理経費を賄えず、一般会計（市税等）からの多
額の繰入金で補てんしている状況です。
　また、県中川流域下水道維持管理負担金として
支払っている汚水浄化費等の単価の引き上げ（1
㎥当たり5円増）や、今後は下水道施設の老朽化
に対する更新や改築などが必要となることから、
左表のとおり下水道使用料を改定することとなり
ました。
　市民の皆さんのご理解ご協力をお願いします。

iOS Android

問広聴相談課☎922-05665922-3173

イメージ1位は「文化・歴史がある」

問廃棄物資源課☎931-39725931-9993

平成29年度版ごみ収集カレンダー

コンビニ交付サービス

問保育課☎922-1491
　5922-3274

きたうら＆あずま保育園の
地域子育て事業一部休止

単位区分 排除汚水量区分 現行料金 改定後の料金

基本料金 20㎥まで

21㎥～60㎥

61㎥～100㎥

101㎥～200㎥

201㎥～400㎥

401㎥～1000㎥

1001㎥～

1540

90

95

100

1640

95

100

105

105 110

115 120

125 130

（2か月単位、消費税抜き、円/㎥）

超過料金
（１㎥につき）

～ご協力ありがとうございました～

問人権共生課☎922-08255927-4955
えせ同和行為は断固拒否しましょう

下水道の料金改定

公共施設で配布中

3/28㈫～30㈭
一時休止　

一時保育は継続

草加市民アンケート調査結果

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

問下水道課☎922-22865922-3244
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　○PM2.5（単位：マイクログラム／㎥）最大値15.4／最小値3.0（花栗中学校内）　○給食の放射性物質の検出なし

■管理不全状態への対応の主な流れ

●管理不全な家屋・土地の調査と助言・指導を行います
　管理が行き届かないまま放置された家屋や土地を放置すると、防
災・防犯・衛生・景観など、市民生活に多くの悪影響を及ぼすため、
管理不全な家屋・土地の調査、所有者への指導等を行う「草加市家
屋及び土地の適正管理に関する条例」を制定しました。
　条例で規定する管理不全な家屋・土地とは、以下の状態にある
「空き家・空き地・建物等」です。
◇空き家
・そのまま放置すれば著しく保安上危険となるおそれのある状態
・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・著しく景観を損なっている状態
◇空き地
・不特定者の侵入により火災や犯罪を誘発するおそれがある状態
・樹木の繁茂等により著しく景観を損なっている状態
◇建物等
・物品等が積まれ、害虫・悪臭・火
災等の発生のおそれがある状態
・樹木等が繁茂し、周辺の生活環境
が著しく損なわれている状態
　いずれもその他周辺の生活環境の
保全に不適切であると認められる状
態
●管理不全状態への対応の主な流れ
　市が管理不全な状態であると認め
た家屋の所有者に対し、助言や指導、
場合によっては勧告、命令、行政代

執行を行います。
　勧告や命令に従わない場合は氏名等の公表を実施するなどの対応
をすることになります。
　管理不全な状態になる前に、専門の相談窓口（下表）を利用する
などして適正な管理をお願いします。

　いずれも月～金曜日（祝日を除く）。場所は資産税課。
■縦覧　他の土地や家屋の評価額と比較して自己の資産の評価額が
適正か確認するために、平成29年度の土地・家屋価格等縦覧帳簿を
見ることができます。期間は4月3日㈪～5月31日㈬。縦覧できるの
は、納税者・納税者と同居している親族・納税管理人・代理人（委
任状が必要）です。なお、法人の場合は代表者印を持参するか、代
表者印を押した委任状が必要です
■閲覧　固定資産税の納税義務者（免税点未満の人も含む）は、所
有している資産の価格等が記載された課税台帳の写し（名寄帳）を
受け取ることができます。縦覧期間中は無料ですが、6月1日㈭から
は200円が必要になります

　市で開催する国際ハープフェスティバルから名付けられた
ハープ橋がリニューアルします。ハープ橋は、松並木と綾瀬
川左岸広場を結ぶ橋で、平成7年に架けられました。
　これまで大規模な補修を行ってなかったことから、今年度、
塗装や橋上の防水機能などの改修を行っており、さらに改修
に合わせ、橋をライトアップするためLEDの大型カラーライ
トを設置しました。4月1日㈯から点灯し、名勝草加松原を彩
ります。

主な相談窓口 電話番号 相談内容

埼玉土地家屋調査士会

埼玉建築士会
建築無料相談会

埼玉建築設計監理協会
空き家相談総合窓口

埼玉司法書士会
司法書士会総合相談センター

埼玉司法書士会
空き家トラブル110番

移住・住みかえ支援機構　　　　　　　　　　

全日本不動産協会
埼玉県本部

☎048-862-3173

☎048-866-5225

☎048-615-3838

☎03-5211-0757

☎048-838-7472

☎048-861-2304

☎048-861-8221
（偶数月第1金曜日午後）

☎048-838-1889
（第1・3金曜日午後6～8時）

老朽危険空き家、利活用

建築基準法、利活用

空き家に関する法律相談

空き家に関する法律電話相談

不動産の売買・賃貸

空き家全般

マイホーム借り上げ制度に
ついて

建物の取壊し・増築・減築
登記手続・土地境界の保全
・管理・点検・紛争予防

日本賃貸住宅管理協会
埼玉県の空き家の管理

固定資産税の縦覧と閲覧 松並木と綾瀬川左岸広場を結ぶ
ハープ橋がライトアップ

問資産税課☎922-10685920-1502 問道路課☎922-21975922-3249

「草加市家屋及び土地の適正管理に関する条例」4月1日施行

問くらし安全課☎922-36425922-1030

　市民一人ひとりが生涯にわたって主体的に学習する機会とその成
果を発揮できる学習環境づくりを推進するため、第三次草加市生涯
学習基本計画の案を策定しました。
　案の概要と意見用紙は生涯学習課・市役所情報コーナー・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。この案についての意見は3月27日㈪～4月25日㈫に住
所・氏名・電話番号を記入し、〒340-8550生涯学習課へ。ファクス
・Eメールでも可。

現地・所有者等の調査

助言・指導

勧告

命令

氏名等の公表

行政代執行

皆さんの意見を募集します

問生涯学習課☎922-28195922-3498
shogaigaku@city.soka.saitama.jp

第三次草加市生涯学習基本計画

空き家等の適正管理に協力を
困りごとは相談窓口へ

4月1日から
点灯します

昼間の
イメージ

夜の
イメージ

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③2017年3月20日号市政情報



④ 2017年3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。

3人　楽器貸し出しあり
▼華道体験教室　5/12・19、6/2・9の
㊎10時～12時　全4回　定員12人　参
加費8000円（花代含む）
▼伝統文化茶道講座　5/20、6/10、
7/8、8/19、9/9、10/7、11/11、
12/9、平成30年2/10、3/10の㊏10時～
12時…裏千家　13時～15時…表千家　
全10回　初心者対象　定員各10人　参
加費1回1500円（茶菓子代含む）

▼ママといっしょにおはなし会　3/27
㊊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
▼おもちゃの病院　4/3㊊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」　
4/3㊊10時～12時　手遊び・リズム体
操ほか　乳幼児と保護者対象
▼放課後クラブ　4/6㊍17時～18時…
卓球・4/10㊊16時～17時…将棋・4/18
㊋17時～18時…スポーツ吹矢・4/20㊍
16時20分～16時50分…HIPHOP・4/3
～24の㊊（4/10を除く）16時～17時…
楽しく英語　小学生（（英語は小学4
～6年生）保護者同伴）対象
▼伝統文化茶道講座　4/8～平成30年
3/10の第2㊏10時～12時…裏千家　13
時～15時（4/8は10時～12時）…表千
家　定員各5人　参加費1回1500円（茶
菓子代含む）　

りほか　乳幼児と保護者対象
▼そうか生きもの調査会　4/16㊐9時
～12時　柿木の田んぼで植物中心の生
きもの調査・報告会　小学生（保護者
同伴）以上対象　定員30人　

▼こころを結ぶ光のひろば　4/4㊋10
時～12時　視覚障がいに関する相談コ
ーナーほか
▼SKT24高年者健康エクササイズ　
4/11～9/12の第2㊋10時～12時　全6回
　軽体操　60歳以上対象　定員70人
▼にじいろタイム　4/14㊎11時～12時
　わらべ唄・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」
　4/14㊎13時30分～　胎教と友だちづ
くり　初妊婦対象
▼スプリングコンサート　4/16㊐14時
開演　出演は草加フィルハーモニー管
弦楽団　ラコッツィ行進曲・星野源
「恋」　定員400人（当日先着順）
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
4/19㊌10時～　親子友だち作り・簡単
工作ほか　乳幼児と保護者対象
▼バルーン教室　4/22㊏10時～12時　
小学生対象　定員15人
▼大人のための楽器体験講座　4/22㊏
　バイオリン・チェロ・フルート・ク
ラリネット・オーボエ・トランペット
・サクソフォン・トロンボーン・打楽
器　高校生以上の初心者対象　定員各

▼ロビー展　3/23㊍～4/4㊋…川柳
「ぬくとぼこ」展　4/8㊏～20㊍…キ
ャンバス油絵サークル作品展
▼おはなしの広場　4/14㊎・28㊎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　4/21㊎10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで

▼スプリングコンサート　4/2㊐14時
～16時　出演は草加東高校吹奏楽部、
軽音楽部、書道部ほか　
▼骨盤調整講座　4/6～9/7の第1・3㊍
（5/4を除く）10時～11時30分　全10回
　成人対象　定員16人　参加費1000円
▼おもちゃの病院　4/10㊊10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼SKT24高年者の元気ルーム　4/10～
7/24の第2・4㊊14時～15時30分　全8
回　健康体操　おおむね60歳以上対象
　定員30人　参加費1000円　　
▼親子で元気ルーム　4/13㊍10時～11
時30分　開校式・季節のおもちゃづく

▼すくすくクラブ　3/28㊋10時～12時
　リズム体操・手形スタンプほか　乳
幼児と保護者対象
▼谷塚元気ひろば　3/27㊊10時～13時
　調理実習（お好み焼き）　参加費
500円、4/24㊊13時～15時　人権映画
鑑賞　参加費100円　いずれも60歳以
上対象　定員25人　
▼綾瀬川コーラス教室　4/7㊎～平成
30年3/9の第1㊎10時～12時・第2㊎13
時～15時（8月を除く）　全22回　20
歳以上対象　定員30人　
▼谷塚少年少女合唱教室　4/15㊏～平
成30年3月の㊏10時～12時　全31回　
小学生対象　定員30人　
▼伝統文化茶道講座　4/22㊏～平成30
年3/24の第4㊏（1月を除く）10時～12
時…表千家　13時～15時…裏千家　成
人対象　定員各5人　参加費1回1500円
（茶菓子代含む）　　
▼利用者懇談会　4/26㊌13時30分～　
平成29年度の事業予定・意見交換ほか

▼思い出をカタチに（手作りアルバ
ム）　3/29㊌10時～12時　成人対象　
定員10人（保育あり定員5人）　参加
費1500円　　
▼すくすくクラブ　4/13㊍10時～11時
30分　子育て相談ほか　乳幼児と保護
者対象

定員のあるものは3/21㊋
8時30分から各館へ申し込みを

▼伝統文化茶道講座　4/15～平成30年
3/17の第3㊏（10月、平成30年1月を除
く）10時～12時…表千家　13時～15時
…裏千家　定員各5人　参加費1回1500
円（茶菓子代含む）　
▼味噌作り（5㌔）体験講座　4/20㊍9
時～、13時～　成人対象　定員各5人
　参加費3600円
▼のびのび広場　4/21㊎10時～11時　
季節のイベント・読み聞かせほか　乳
幼児と保護者対象
▼おもちゃの病院　4/28㊎10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼赤ちゃんとコミュニケーション英語
でベビーサイン講座　5/12・26、6/9
・23、7/7・21の㊎10時30分～11時30
分　全6回　2歳未満と保護者・妊婦対
象　定員15人　参加費800円

・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

4/1獨協大学前＜草加松原＞駅が誕生します！

柿木公民館 ☎931-3117

新田西文化センター ☎942-0778

川柳文化センター ☎936-4088

新里文化センター ☎927-3362

谷塚文化センター ☎928-6271

中央公民館 ☎922-5344

3月の
納税
日曜・夜間納税窓口 市役所第2庁舎

納税課で
9時～12時30分
㊌（㊗・㊡を除く）21時まで

日曜
夜間 納税は便利な口座振替で

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

＊＊＊さあ、公園に行こう！＊＊＊

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！

「親子ちらし寿司」

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

今月はコレ！

子育て支援コーディネーターの

子育てちょこっとヒント
子育て支援コーディネーターの

子育てちょこっとヒント

そうか子育て応援・情報サイト「ぼっくるん」　

★行政情報・民間事業の情報など子育ての情報が満載！
★子育てプラス（写真・おすすめレシピなど）、Hanaそうかへの投稿募集中！

イベント検索はこちら⇒
検索ぼっくるん

TOPページの　ぼっくるん＞行きたい＞公園・広場　を見てね

赤ちゃんの生活リズム
　生後4か月頃から赤ちゃんは体内時計が少
しずつ発達してきて、昼と夜の区別がつきは
じめます。朝起きたらカーテンを開けて、自
然の明るさをお部屋に取り込むようにしま
しょう。お風呂は寝る2時間位前に入れて、寝かしつけは、照明
を落として子守歌や絵本の読み聞かせなどして環境を整えてあげ
ましょう。睡眠時間のまとまってくる7～8か月頃からは早寝早起
きを心がけて。ハイハイや体を動かして遊ぶようになると寝つき
もよくなってきます。

　暖かな季節になりました。さくらの花も咲く時を待っているようです。子ども達にとって外
遊びはとても大切です。走ったり、葉っぱや土を触ったり･･･室内では得られないたくさんの
刺激や経験が、丈夫な体を育み、心の成長にも繋がります。
・どこの公園に行こうかな？
・どんな遊びが出来るかな？
・何を持っていけばいいかな？
と思ったら、子育て支援センター
の情報コーナー「みっけ」、子育
て情報スポット「プチみっけ」を
ご利用ください。複合遊具や多目
的トイレ・走り回れる広場など、
公園内施設や遊具などの情報をま
とめて紹介しています。近々、「そうか子育て応援・情報サイトぼっくるん」でも配信できる
ように準備を進めています。また、市外近隣の遊び場･公園情報として、大型遊具のある公
園・じゃぶじゃぶ池など、特色のある公園や遊び場の紹介もしています。

広場・遊具・日よけ・トイレ等、写真で紹介しています

5925-0152
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3人　楽器貸し出しあり
▼華道体験教室　5/12・19、6/2・9の
㊎10時～12時　全4回　定員12人　参
加費8000円（花代含む）
▼伝統文化茶道講座　5/20、6/10、
7/8、8/19、9/9、10/7、11/11、
12/9、平成30年2/10、3/10の㊏10時～
12時…裏千家　13時～15時…表千家　
全10回　初心者対象　定員各10人　参
加費1回1500円（茶菓子代含む）

▼ママといっしょにおはなし会　3/27
㊊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
▼おもちゃの病院　4/3㊊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」　
4/3㊊10時～12時　手遊び・リズム体
操ほか　乳幼児と保護者対象
▼放課後クラブ　4/6㊍17時～18時…
卓球・4/10㊊16時～17時…将棋・4/18
㊋17時～18時…スポーツ吹矢・4/20㊍
16時20分～16時50分…HIPHOP・4/3
～24の㊊（4/10を除く）16時～17時…
楽しく英語　小学生（（英語は小学4
～6年生）保護者同伴）対象
▼伝統文化茶道講座　4/8～平成30年
3/10の第2㊏10時～12時…裏千家　13
時～15時（4/8は10時～12時）…表千
家　定員各5人　参加費1回1500円（茶
菓子代含む）　

りほか　乳幼児と保護者対象
▼そうか生きもの調査会　4/16㊐9時
～12時　柿木の田んぼで植物中心の生
きもの調査・報告会　小学生（保護者
同伴）以上対象　定員30人　

▼こころを結ぶ光のひろば　4/4㊋10
時～12時　視覚障がいに関する相談コ
ーナーほか
▼SKT24高年者健康エクササイズ　
4/11～9/12の第2㊋10時～12時　全6回
　軽体操　60歳以上対象　定員70人
▼にじいろタイム　4/14㊎11時～12時
　わらべ唄・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」
　4/14㊎13時30分～　胎教と友だちづ
くり　初妊婦対象
▼スプリングコンサート　4/16㊐14時
開演　出演は草加フィルハーモニー管
弦楽団　ラコッツィ行進曲・星野源
「恋」　定員400人（当日先着順）
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
4/19㊌10時～　親子友だち作り・簡単
工作ほか　乳幼児と保護者対象
▼バルーン教室　4/22㊏10時～12時　
小学生対象　定員15人
▼大人のための楽器体験講座　4/22㊏
　バイオリン・チェロ・フルート・ク
ラリネット・オーボエ・トランペット
・サクソフォン・トロンボーン・打楽
器　高校生以上の初心者対象　定員各

▼ロビー展　3/23㊍～4/4㊋…川柳
「ぬくとぼこ」展　4/8㊏～20㊍…キ
ャンバス油絵サークル作品展
▼おはなしの広場　4/14㊎・28㊎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　4/21㊎10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで

▼スプリングコンサート　4/2㊐14時
～16時　出演は草加東高校吹奏楽部、
軽音楽部、書道部ほか　
▼骨盤調整講座　4/6～9/7の第1・3㊍
（5/4を除く）10時～11時30分　全10回
　成人対象　定員16人　参加費1000円
▼おもちゃの病院　4/10㊊10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼SKT24高年者の元気ルーム　4/10～
7/24の第2・4㊊14時～15時30分　全8
回　健康体操　おおむね60歳以上対象
　定員30人　参加費1000円　　
▼親子で元気ルーム　4/13㊍10時～11
時30分　開校式・季節のおもちゃづく

▼すくすくクラブ　3/28㊋10時～12時
　リズム体操・手形スタンプほか　乳
幼児と保護者対象
▼谷塚元気ひろば　3/27㊊10時～13時
　調理実習（お好み焼き）　参加費
500円、4/24㊊13時～15時　人権映画
鑑賞　参加費100円　いずれも60歳以
上対象　定員25人　
▼綾瀬川コーラス教室　4/7㊎～平成
30年3/9の第1㊎10時～12時・第2㊎13
時～15時（8月を除く）　全22回　20
歳以上対象　定員30人　
▼谷塚少年少女合唱教室　4/15㊏～平
成30年3月の㊏10時～12時　全31回　
小学生対象　定員30人　
▼伝統文化茶道講座　4/22㊏～平成30
年3/24の第4㊏（1月を除く）10時～12
時…表千家　13時～15時…裏千家　成
人対象　定員各5人　参加費1回1500円
（茶菓子代含む）　　
▼利用者懇談会　4/26㊌13時30分～　
平成29年度の事業予定・意見交換ほか

▼思い出をカタチに（手作りアルバ
ム）　3/29㊌10時～12時　成人対象　
定員10人（保育あり定員5人）　参加
費1500円　　
▼すくすくクラブ　4/13㊍10時～11時
30分　子育て相談ほか　乳幼児と保護
者対象

▼ガガ大会　3/27㊊14時～　小・中学
生対象

定員のあるものは3/21㊋
10時から各館へ申し込みを

▼伝統文化茶道講座　4/15～平成30年
3/17の第3㊏（10月、平成30年1月を除
く）10時～12時…表千家　13時～15時
…裏千家　定員各5人　参加費1回1500
円（茶菓子代含む）　
▼味噌作り（5㌔）体験講座　4/20㊍9
時～、13時～　成人対象　定員各5人
　参加費3600円
▼のびのび広場　4/21㊎10時～11時　
季節のイベント・読み聞かせほか　乳
幼児と保護者対象
▼おもちゃの病院　4/28㊎10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼赤ちゃんとコミュニケーション英語
でベビーサイン講座　5/12・26、6/9
・23、7/7・21の㊎10時30分～11時30
分　全6回　2歳未満と保護者・妊婦対
象　定員15人　参加費800円

▼卓球大会　3/28㊋14時～　小学3年
生～中学生対象
▼親子で作ろう　4/14㊎・28㊎14時～
　こいのぼり　幼児と保護者対象
▼初心者のための将棋教室　4/15㊏13
時30分～　小学生対象　　
▼ともだち文庫の「おはなしポケッ
ト」　4/17㊊11時～　わらべ唄ほか　
乳幼児と保護者対象

▼春のゲーム大会　3/22㊌14時～　会
場は中央図書館　小学生対象
▼わくわくリビング　3/23㊍・27㊊～
31㊎、4/5㊌・6㊍10時～17時30分　会
場はコンフォール松原12号棟　自由時
間　幼児（保護者同伴）～小学生対象
　昼食持参可　
▼読み聞かせ「たんぽぽ」　3/30～
4/20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
▼わくわく広場～春～　4/3㊊・7㊎10
時～12時、13時30分～17時30分　会場
は中央図書館　自由時間　幼児（保護
者同伴）～小学生対象　　
▼みんなであそぼう　4/10㊊　中央図
書館・4/11㊋　コンフォール松原19号
棟　いずれも14時～　小学生対象

▼飛ばせ！飛ばせ！Week　4/12㊌～
21㊎15時～17時30分　㊊・㊎は中央図
書館　㊋～㊍はコンフォール松原19号
棟　ブーメラン飛ばそう　小学生対象
▼おもちゃ病院　4/21㊎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
▼初めてのお誕生日会　4/25㊋11時～
　会場はコンフォール松原19号棟　平
成28年4月生まれ対象　定員8人　□申
4/3㊊10時から電話で同館へ

　
▼卓球大会　3/30㊍16時～17時　小学
3年生以上対象　定員20人
▼ピカピカの泥団子づくり　4/3㊊～5
㊌13時30分～16時　幼児（保護者同
伴）以上対象
▼おもちゃ病院　4/6㊍13時～15時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
▼カプラ王国　4/7㊎16時～17時　カ
プラでタワー作り　幼児（保護者同
伴）以上対象
▼パパサロン・リズム&ストレッチ　
4/9㊐11時～12時　0～2歳児と保護者
対象　定員15組

▼なかよしランチ　4/12㊌11時30分～
13時　フルーツタルト作り　幼児と保
護者対象　定員15組　
▼洋服・靴のくるくるリサイクル　4/ 
17㊊11時～12時　洋服・靴の交換会　
0～2歳児と保護者対象
▼赤ちゃんスキンケア　4/17㊊11時～
13時、14時～16時（各回15分間）　0～
2歳児と保護者対象　定員各回3組　□申
当日10時から同センターで整理券配布
▼ママのためのリラックスヨガ　4/20
㊍16時～16時40分　0～2歳児と保護者
対象　定員15組

▼おもちゃ病院　3/23㊍10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
▼ふれあい囲碁・将棋教室　3/25㊏、
4/8㊏14時～15時　幼児（保護者同
伴）～高年者対象
▼学年お別れ会　3/30㊍14時～　ゲー
ムほか　小学生対象
▼グラウンド・ゴルフで遊ぼう　4/6
㊍10時30分～12時　小学生以上対象　
▼オセロ大会　4/13㊍　マンカラ大会
　4/20㊍　いずれも16時～　小学生対
象

▼スプリングコンサート　3/23㊍11時
～11時45分　会場は勤労青少年ホーム
　出演はぽこあぽこ　小学生対象
▼工作教室　3/27㊊・28㊋14時～　竹
とんぼ　小学生対象　定員各15人
▼映画会　3/31㊎10時30分～12時　小
学生対象
▼オセロ大会　4/7㊎13時30分～　マ
ンカラ大会　4/14㊎16時～　いずれも
小学生対象　参加賞・優勝賞品あり
▼おもちゃ病院　4/15㊏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
▼こぶたのしっぽ　4/19㊌11時～　パ
ネルシアター　乳幼児と保護者対象

ピヨピヨ広場・よちよちクラブ・幼児のひろば

　「0・1・2歳クラブ」「つどいの広場」「ピ
ヨピヨ広場」は、気軽にいつでも遊びにいけ
るスペースです。開催当日、直接会場へ。
　「よちよちクラブ」「幼児のひろば」は、
説明会への参加や定員があるものがあるので、
申し込み方法を確認してください。
　スタッフが自由遊びや年齢に応じたプログ
ラムなどを提供します。子どもの集団生活の
第一歩・親同士の交流・子育ての相談の場と
して利用してみてはいかがですか。なお、開
催日は変更になることがあります。
問子ども育成課☎928-64215928-9632

0・1・2歳クラブ
《0～2歳対象》

♬

♬

会場

柳島コミセン

瀬崎コミセン

原町コミセン

稲荷コミセン

開催日

第1・3㊎

第2・3㊋

第1・2㊌

第2・4㊎

時間

10時～12時

10時～10時50分
「ねんねとハイハ
イ組」
11時～11時50分
「あんよ組」

施設
開催日時 クラスと対象 定員

各
30組

各
15組

20組

30組

各
25組

30組

30組

－

申し込み方法 クラスと対象開催日時 開催日 開催時間 説明会日時
ピヨピヨ広場《0～2歳児対象》 よちよちクラブ《歩行可能な子ども対象》 幼児のひろば

4/26からの
第2・4㊌

10時～12時30分

4/26からの
㊌

4/28からの
㊎

4/25からの
㊋

4/28からの
㊎

4/18からの
㊋

4/21からの
㊎

4/14からの
㊋・㊎

4/14からの
㊎

4/12からの第2㊌
10時～13時

4/20からの第1・3㊍
10時～12時30分

4/3からの㊊・㊍
（9～11月は㊍のみ）
10時30分～11時30分

4/24からの㊊
10時～11時20分
※会場：栄児童クラブ
（栄小内）

5/11からの第1・3㊍
2部…11時20分～12時
5/11からの第1・3㊍

1部…10時30分～11時10分

10時30分
～11時30分

1部…10時5分
～10時45分
2部…11時
～11時40分

11時15分
～12時
10時15分
～11時
10時30分
～11時15分

10時30分
～11時15分

4/26からの第4㊌
10時～13時

4/27からの第2・4㊍
1部…10時5分～10時45分
　2部…11時～11時40分　　 

4/20からの第1・3㊍
10時30分～11時10分

4/12からの㊌
10時30分～11時15分

4/25からの㊋10時～10時35分
　※会場：コンフォール松原
　　19号棟（集会所）

みつばち組
（2歳以上）
ちょうちょ組
（2歳以上）

2歳以上

からだで遊ぼうⅡ
（3歳以上）

4/11からの
㊋

からだで遊ぼうⅠ
（2歳以上）

つくって遊ぼう
（2歳以上）

平成27年4/2～
10/31生まれ

平成27年11/1～
同28年4/1生まれ

平成27年4/2～
9/30生まれ

平成27年10/1～
同28年4/1生まれ

「よちよち探検」
満1歳以上

歩行可能な満1歳以上

わくわくタウン松原
☎941-2905

住吉児童館
☎928-5736

谷塚児童センター
☎925-1856

氷川児童センター
☎928-2341

新栄児童センター
☎942-9876

ホームページより「よち
よちクラブ申込書」を入
手し、必要事項を記入し
往復はがきに貼り、返信
はがきに住所･保護者と
幼児の氏名を記入の上、
3/27㊊（消印有効)まで
に同館へ
※印刷ができない場合
は、必要事項をはがきに
直接記入してください

ホームページより「チャイ
ルド申込書」を入手し、必要
事項を記入し往復はがきに
貼り、返信はがきに住所･保
護者と幼児の氏名を記入
の上、3/27㊊（消印有効)
までに同館へ
※印刷ができない場合は、
必要事項をはがきに直接記
入してください

4/21㊎10時30分から同
館で行う説明会に参加

4/7㊎10時30分から同館
で行う説明会に参加

対象年齢になり次第随時
参加可。初回は窓口へ

4/27㊍11時から同館で
行う説明会に参加

4/27㊍10時30分から
同館で行う説明会に参加

3/26㊐までにはがき
の宛先に住所・保護者
と幼児の氏名を記入
の上、同館へ。応募多
数の場合は抽選

3/26㊐までにはがきの宛
先に住所・保護者と幼児の
氏名を記入の上、同館へ。
応募多数の場合は抽選

チャイルド
【水曜日コース】
（平成25年4/2～
同27年4/1生まれ）

チャイルド
【金曜日コース】
（平成25年4/2～
同27年4/1生まれ）

1部…10時～
10時45分
2部…11時～
11時45分
※会場：中央図
書館（多目的ホ
ール）

平成27年4/2～
9/30生まれ

（同27年10/1以降生まれ
は9月下旬に申込受付）

4/3㊊10時から同館
で受け付け

対象年齢になり次第随
時参加可。初回は窓口
へ

子育て中の親と子どもの交流・遊びの場
平成29年度　乳幼児対象

リス組
（2歳以上）

パンダ組
（2歳以上）

つどいの広場《0～3歳対象》♬

谷塚1-7-4

旭町4-8-11

青柳5-22-28

弁天6-5-16

谷塚町752
（谷塚児童センター内）
氷川町934-5
（氷川児童センター内）
松原1-3-1
（子育て支援センター内）
中央1-2-5
（高砂児童クラブ内）

つどいの広場
おひさま
乳幼児サロン
おもちゃばこ
つどいの広場
ろけっと
子育て広場トットちゃん
（0歳～未就学児対象）
ママサロン
もくば
つどいの広場
きらりん
親子のひろば
のび～すく旭町
親子のひろば
のび～すく青柳
つどいの広場
ばぶハウス

新栄4-813-32
（新栄児童センター内）

住所 開催日時

925-1856

928-2341

941-6791

922-0674

942-9876

923-1313

942-7141

931-0118

932-7334

利用料金
㊊・㊋・㊎・㊏
10時～15時
㊊～㊎
10時～16時
㊊～㊎
10時～16時（8時30分から利用可）
4/24㊊ からの㊊・㊌・㊍10時～13時
※高砂小授業・休校日等により除外日あり
4/10㊊からの㊊・㊌・㊍　
10時～13時
㊊～㊏
10時～16時
10時～16時
（㊊は10時30分～13時）
10時～16時
（㊌は10時30分～13時）
㊋～㊏　10時～16時
（第2～4㊊13時30分～16時）

1日利用
300円

1か月利用
1200円
※兄弟割引
きあり

無料

電話番号名称

ひろば「ひよこ」
平成27年10/1～
同28年4/1生まれ

4/24からの㊊
1部…10時～10時35分
2部…11時～11時35分
※会場：栄平成塾（栄小内）

4/27からの㊍
1部…10時～10時35分
2部…11時～11時35分

※会場：栄児童クラブ（栄小内）

5922-3274

わくわくタウン松原 ☎941-2905

氷川児童センター ☎928-2341

☎925-1856谷塚児童センター

新栄児童センター ☎942-9876



⑥ 2017年3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。

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（3/21～4/20）

4/12㊌

4/13㊍

4/14㊎

4/19㊌

4/20㊍　　　　　　　　　　

瀬崎・青柳小

新栄小

新里・高砂小

稲荷・八幡北小

両新田小

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

14時～16時9時30分～11時30分

▼ガガ大会　3/27㊊14時～　小・中学
生対象

■木曜シアター　3/23㊍14時～15時30
分　にっぽん百名山⑾「伊吹山、大峰
山、剣山」　成人対象　定員90人（当
日先着順）
■おはなし会　3/25㊏11時30分～12時
　「こねこのチョコレート」ほか　4
歳（幼児保護者同伴）以上対象
■小学生のための読み聞かせ　3/26㊐
13時30分～14時　
■ビデオ上映会　4/9㊐14時～16時　
「LIFE！」　成人対象　定員90人（当
日先着順）
■図書館誕生とともに歩んできた図書
館ボランティア草加の展示・読み聞か
せワークショップ　展示…4/10㊊まで
　読み聞かせワークショップ…4/1㊏
10時～15時30分　幼児～小学生と保護
者対象　　
■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）

　各コミセンで実施している地域健康
相談で、血管年齢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。氷川コミセン…4月の
㊋・㊎（㊗を除く）、瀬崎コミセン…

　ランニング初心者のための定期練習
会。市民体育館…㊋19時30分～21時。
㊍9時30分～11時。㊎19時30分～21時。
記念体育館…㊌9時30分～11時。月3回
程度。18歳以上対象。年会費6000円
（65歳以上は5500円）。□申 4/3㊊から
草加市体育協会へ。☎928-63615922- 
1513 　市では自宅で飼っていた犬や猫等の

ペットの死体を有料で引き取っていま
すが、4/1㊏から引取手数料が7560円
になります。なお、手数料の支払いは
引き取り時に集金となります。問くら
し安全課☎922-36425922-1030

　5/14㊐10時30分～。会場は草加市文
化会館。ピアノ、声楽、管・弦・打楽
器の演奏をしている小学生から高校生
対象。定員80人。参加費5000円。□申
4/17㊊（消印有効）までに草加市文化
会館ほかで配布する申込用紙（草加市
演奏家協会ホームページからも入手
可）に必要事項を記入し〒340-0013松
江1-1-5草加市文化会館へ。郵送または
持参。☎931-93255936-4690

　3/25㊏～4/7㊎。会場は草加市立病
院。無視覚造形作家の持田健史さんが
制作した色鮮やかに彩色された口・鼻
・手・顔をモチーフとした小物粘土作品
を展示します。問文化観光課☎922-29 
685922-3406

　開発途上国で活躍するJICAボラン
ティアの制度や内容についての説明会。
3/28㊋、4/27㊍19時～21時。会場は大
宮ソニックシティ。当日直接会場へ。
問JICA青年海外協力隊事務局☎03-52 
26-9813

　4/20～5/25（5/4は除く）の㊍10時
～11時。全5回。会場は記念体育館。
平成25年4/2～同27年4/1生まれの子と
保護者対象。定員30組。参加費2500円。
□申 4/5㊌（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〒340-00 
22瀬崎6-31-1草加市体育協会へ（同協
会ホームページからも可）。応募多数
の場合は抽選。☎928-63615922-1513

　水質検査計画とは、安全で良質な水
道水を届けるため、1年間に行う水道
水の水質検査項目、検査場所、回数等
をまとめたものです。計画の詳細・検
査結果は水道施設課・市のホームペー
ジで閲覧できます。問水道施設課☎92 
4-38075929-5291

　市民や小・中学生から投稿された小
説や短歌等の文芸作品を掲載したふれ
あい文芸草加第32号が刊行されました。
1冊700円。市役所情報コーナー、各公
民館、中央図書館で販売しています。
問文化観光課☎922-29685922-3406

　4/7～28の㊎（21㊎を除く）13時～
14時30分。会場は高砂コミセン。定員
10人。月額1600円。□申 4/4㊋までにシ
ルバー人材センターへ。☎928-9211

　3/31㊎までの11時～16時。お休み処
草加宿神明庵（㊊休館　20㊗は開館）
で運営ボランティアによる絵画・つる
し雛などの作品展を開催しています。
問文化観光課☎922-24035922-3406

　4/13・27、5/11・25の㊍13時30分～
15時。全4回。講師はNPO法人ウオー
キング研究所の駒崎優氏。動きやすい
服装で。室内履き・タオル持参。□申
3/21㊋から瀬崎コミセンへ。☎5924- 
5300

■バレエ赤いくつ　㊊17時～18時30分
　新田西文化センターで　クラシック
バレエ　夢はバレリーナ　4歳～小学
生対象　入会金3000円　月額3500円　
問金丸☎080-6890-9377
■義和流拳法（拳法・空手ほか）　㊌
19時～、㊏15時～　いずれも谷塚ミニ
コミセンで　4歳以上対象　入会金
2000円　月額2500円　問福島☎090-47 
47-1190
■清門詩吟同好会　第1・3㊌10時～12
時　新田西文化センターで　詩吟を吟
じたい人・初心者歓迎　月額1500円　
問片山☎080-5019-2148
■新婦人和・リメーク　第4㊍13時～
17時　稲荷コミセンで　タンスにねむ
っている着物のリメークを楽しみませ
んか　基本手縫い　入会金100円　月
額1900円　問森田☎080-1024-5615

子ども・親子向け

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。

☎946-3000 5944-3800

住吉児童館 ☎928-5736
▼卓球大会　3/28㊋14時～　小学3年
生～中学生対象
▼親子で作ろう　4/14㊎・28㊎14時～
　こいのぼり　幼児と保護者対象
▼初心者のための将棋教室　4/15㊏13
時30分～　小学生対象　　
▼ともだち文庫の「おはなしポケッ
ト」　4/17㊊11時～　わらべ唄ほか　
乳幼児と保護者対象

▼春のゲーム大会　3/22㊌14時～　会
場は中央図書館　小学生対象
▼わくわくリビング　3/23㊍・27㊊～
31㊎、4/5㊌・6㊍10時～17時30分　会
場はコンフォール松原12号棟　自由時
間　幼児（保護者同伴）～小学生対象
　昼食持参可　
▼読み聞かせ「たんぽぽ」　3/30～
4/20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
▼わくわく広場～春～　4/3㊊・7㊎10
時～12時、13時30分～17時30分　会場
は中央図書館　自由時間　幼児（保護
者同伴）～小学生対象　　
▼みんなであそぼう　4/10㊊　中央図
書館・4/11㊋　コンフォール松原19号
棟　いずれも14時～　小学生対象

▼飛ばせ！飛ばせ！Week　4/12㊌～
21㊎15時～17時30分　㊊・㊎は中央図
書館　㊋～㊍はコンフォール松原19号
棟　ブーメラン飛ばそう　小学生対象
▼おもちゃ病院　4/21㊎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
▼初めてのお誕生日会　4/25㊋11時～
　会場はコンフォール松原19号棟　平
成28年4月生まれ対象　定員8人　□申
4/3㊊10時から電話で同館へ

　
▼卓球大会　3/30㊍16時～17時　小学
3年生以上対象　定員20人
▼ピカピカの泥団子づくり　4/3㊊～5
㊌13時30分～16時　幼児（保護者同
伴）以上対象
▼おもちゃ病院　4/6㊍13時～15時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
▼カプラ王国　4/7㊎16時～17時　カ
プラでタワー作り　幼児（保護者同
伴）以上対象
▼パパサロン・リズム&ストレッチ　
4/9㊐11時～12時　0～2歳児と保護者
対象　定員15組

▼なかよしランチ　4/12㊌11時30分～
13時　フルーツタルト作り　幼児と保
護者対象　定員15組　
▼洋服・靴のくるくるリサイクル　4/ 
17㊊11時～12時　洋服・靴の交換会　
0～2歳児と保護者対象
▼赤ちゃんスキンケア　4/17㊊11時～
13時、14時～16時（各回15分間）　0～
2歳児と保護者対象　定員各回3組　□申
当日10時から同センターで整理券配布
▼ママのためのリラックスヨガ　4/20
㊍16時～16時40分　0～2歳児と保護者
対象　定員15組

▼おもちゃ病院　3/23㊍10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
▼ふれあい囲碁・将棋教室　3/25㊏、
4/8㊏14時～15時　幼児（保護者同
伴）～高年者対象
▼学年お別れ会　3/30㊍14時～　ゲー
ムほか　小学生対象
▼グラウンド・ゴルフで遊ぼう　4/6
㊍10時30分～12時　小学生以上対象　
▼オセロ大会　4/13㊍　マンカラ大会
　4/20㊍　いずれも16時～　小学生対
象

▼スプリングコンサート　3/23㊍11時
～11時45分　会場は勤労青少年ホーム
　出演はぽこあぽこ　小学生対象
▼工作教室　3/27㊊・28㊋14時～　竹
とんぼ　小学生対象　定員各15人
▼映画会　3/31㊎10時30分～12時　小
学生対象
▼オセロ大会　4/7㊎13時30分～　マ
ンカラ大会　4/14㊎16時～　いずれも
小学生対象　参加賞・優勝賞品あり
▼おもちゃ病院　4/15㊏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
▼こぶたのしっぽ　4/19㊌11時～　パ
ネルシアター　乳幼児と保護者対象

JICAボランティア「体験談＆説明会」

膝痛・腰痛が和らぐ歩き方講座

草加宿神明庵ボランティア作品展

血管年齢測定　
あなたの血管は大丈夫？

□申各開講日の3日前までに生涯学習課
へ。☎922-28195922-3498
■ストレッチ＆リラックス体操　4/14
㊎・21㊎10時～11時30分。全2回。会
場は新田西文化センター。定員15人。
バスタオルまたはヨガマット持参
■ヨガ入門　4/17㊊・24㊊10時～11時
30分。全2回。会場は中央公民館。定
員20人。バスタオルまたはヨガマット
持参
■プリザーブドフラワーアレンジメン
ト　4/26㊌10時～12時。会場は草加市
文化会館。定員14人。材料費2000円。
キッチン用はさみ・あればニッパー持
参
■リボンで勲章型のチャーム作り　
5/11㊍10時～12時。会場は中央公民
館。定員10人。材料費1000円。はさみ
・チャコペン（鉛筆も可）・手芸用ボ
ンドまたはグルーガン持参

　4/1㊏に伝統産業展示室「ぱりっ
せ」がリニューアルオープンします。
せんべいや皮革製品などの地場産業製
品の購入や貴重な展示物の見学ができ
ます。当日先着100人に記念品を配布。
せんべい手焼き&レザークラフト体験
もあり。また、4/10㊊まで店内商品を
定価の10㌫引きで販売します。問草加
市文化会館☎931-93255936-4690

　サイクリングで楽しく健康づくりを
行うクラブです。入会には入門講習会
の受講が必要です。内容はパンク修理
・ミニツーリングほか。4/22㊏、5/13
㊏8時市民温水プール集合。全2回。18
歳以上対象。定員15人。参加費1000
円。□申 3/21㊋から電話で草加市体育
協会へ。☎928-63615922-1513

生涯学習体験講座 伝統産業展示室「ぱりっせ」

親子トランポリン教室

水道水の水質検査計画を策定

ふれあい文芸草加を刊行

シルバーカルチャー教室
はじめてのABC

地域ランニングクラブ
草加JOGS（ジョグス）参加者募集

クラシック音楽ジュニアコンクール
出場者募集

無視覚造形作家
持田健史さん作品展in市立病院

地域サイクリングクラブ
ツール・ド・そうか参加者募集

亡くなったペット等の
引取手数料が変わります

　中川河川敷の築堤工事で廃止となっ
た柿木グランドを「柿木運動広場」と
して新たに整備しました。利用を希望
する団体は4/14㊎までに団体登録を行
ってください。問スポーツ振興課☎92
2-28615922-3172

■住所　柿木町1929-1　面積6819㎡
（約200m×30m）　駐車場30台

柿木運動広場オープン
利用希望団体は申請を

㊌・㊎（第3㊌を除く）。いずれも9時
～12時。当日直接会場へ。問保健セン
ター☎922-02005922-1516

そ
う
か
公
園

東
埼
玉
道
路

埼玉県柿木
浄水場

中
川

柿木運動広場

女体神社（南）
柿木浄水場前

そうか公園東



3/21㊋～4/20㊍（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

休日当番医
QRコード

☎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。

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

■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

【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　3/23㊍、4/13㊍…谷塚児童センター☎925-1856　4/20

㊍…新栄児童センター☎942-9876　4/19㊌…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
■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）
【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　3/22㊌13時～16時…氷川コミセン☎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 ）　4/6㊍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
歯科
内科
外科
内科
外科

3/19
㊐

3/20
㊗

3/26
㊐

4/2
㊐

レン・ファミリークリニック
さくら整形外科
かたい内科クリニック
木原整形外科医院
市ノ澤歯科クリニック
井口小児科クリニック
かとうファミリークリニック
石関医院
山崎クリニック

新善町373
谷塚上町235-1
松江1-25-13
住吉1-5-6
小山2-16-18
松原5-1-7
青柳4-26-16
吉町3-2-51
中央2-4-11

☎944-2200
☎921-7155
☎936-6612
☎922-5103
☎944-8148
☎941-8686
☎933-0333
☎922-2943
☎924-1375

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

竹内セントラル㈱
㈲正木設備
㈲寺島管工設備
㈲イワセポンプ店

苗塚町438-16
栄町3-9-30
柳島町193-5
手代町1027-8

☎928-5525
☎931-3933
☎925-4566
☎922-2429

3/19㊐
3/20㊗
3/26㊐
4/2㊐

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3月20日号



問文化観光課☎922-24035922-3406 問文化観光課☎922-24035922-3406

　桜の名所「葛西用水（稲荷地区）」
と名勝「草加松原（札場河岸公園付
近）」で、草加さわやかさんをモデル
とした桜並木撮影会が開催します。春
の1枚を写真に収めてみませんか。撮
影会参加希望者は直接会場へ。
＜午前の部＞葛西用水（稲荷地区）
■時　　間　午前10時～11時30分
■集合場所　稲荷橋（稲荷地区）
■アクセス　草加駅東口より東武バス
①「稲荷五丁目行き」乗車、「稲荷五丁目」停留所下車徒歩5分
②「八潮団地行き」乗車、「伊草天満宮」停留所下車徒歩5分
＜午後の部＞草加松原（札場河岸公園付近）
■時　　間　午後1時～2時30分
■集合場所　札場河岸公園（望楼前）
■アクセス　草加駅・松原団地駅から徒歩約15分
　　　　　　※駐車場はありません

　約450本の桜並木がある葛西用水沿い（稲荷地区）で草加さ
くら祭り（さくら祭り実行委員会主催）を開催します。
　1日は草加さわやかさんをモデルにした桜並木撮影会や船上
金婚式、稲荷葵太鼓のパフォーマンス、2日は和舟の乗船体験
などが行われます。なお、両日とも姉妹都市福島県昭和村によ
るそばや特産品の販売、地元町会による模擬店などを行います。
■期間　3月26日㈰～4月2日㈰
■時間　午前10時から
■場所　葛西用水（稲荷地区）
　　　　※駐車場はありません

船上金婚式　
午前10時～　結婚50年
を迎えたご夫婦を祝い
ます。

桜並木撮影会

和舟乗船体験会　
午前10時～午後3時（正午～午後1時を除く）
（荒天時は中止）

　25日、そうか革職人会主催
による草加レザーフェスタ
2017「革で作ろう！革で遊ぼ
う！」が高砂小で開催され親
子連れなど775人が来場しま
した。
　会場では、様々な動物の革
や製品を展示したコーナーや
クラフト体験コーナーなどが
あり、子どもたちは真剣に動
物のアクセサリー作りに挑戦
していました。

■日　　時
■会　　場
■出　　演
■チケット

□申

　ゴスペルの本場アメリカでの演奏経験豊富な歌手やパーカッショニストによる客席参加型のコン
サート。ゴスペルの名曲をはじめ、ポップスやロックのヒット曲でリズム合戦やウェーブ、コール
＆レスポンスなど出演者も客席も一体になって熱いステージを作り上げます。
■日　　時　6月11日㈰午後2時30分開演
■会　　場　草加市文化会館
■出　　演　Love＝a Rainbow、KO-TANG
■チケット　18歳以上…2500円、4～17歳…1500円。ペアチケット（親子…3000円、大人…4000円）

（当日は500円増し、ペアチケット取扱なし。3歳以下のひざ上鑑賞可）
□申 3月26日㈰午前10時から草加市文化会館ほかプレイガイドへ。

■日　　時
■会　　場
■チケット

□申

　劇団東少によるファミリー向け名作ミュージカル。みんなの
知っている「3びきのこぶた」とは一味違ったオリジナルスト
ーリー。
■日　　時　5月4日㈷午後2時開演
■会　　場　草加市文化会館
■チケット　大人2000円、中学生
以下1200円（全席指定、2歳以下の
ひざ上鑑賞可）
□申3月25日㈯午前10時から草加市文
化会館ほかプレイガイドへ。

■日時

■場所

■定員

　約40分の舟の旅。満開の桜並木を綾
瀬川から眺めてみませんか。
■日時　4月8日㈯午後1時～4時
　　　　    9日㈰午前10時～午後3時
　　　　※雨天中止
■場所　綾瀬川左岸広場第2ラグーン
　　　　※駐車場はありません
■定員　8日…60人　9日…100人
□申各日開始時間の30分前から現地で
受け付け

■期間
■時間
■場所

　国指定名勝「おくのほそ道の風景地　草加
松原」周辺のにぎわいの創出と魅力ある景観
づくりのため、草加松原に隣接する札場河岸
公園内の桜並木をライトアップします。期間
限定のライトアップされた夜桜と歴史・文化
漂う景色のコントラストを堪能してください。 
■期間　3月21日㈫～4月9日㈰
■時間　午後6時30分～9時
■場所　札場河岸公園内桜並木
　　　　※駐車場はありません

2月かどまちごとでき

船上金婚式

和舟乗船体験会

1日
土

1日
土

2日
日

和舟に乗って綾瀬川から
桜並木を眺めてみませんか 札場河岸公園の桜をライトアップ

問草加市文化会館☎931-93255936-4690

問草加市文化会館
☎931-93255936-4690

問文化観光課☎922-24035922-3406

見て・作って楽しめる
草加レザーフェスタ

ミュージカル「3びきのこぶた」

魂のゴスペル＆Ｈａｐｐｙサウンド！

3月26日㊐～
4月2日㊐ 草加さくら祭り

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3月20日号

市の人口　平成29年3月1日現在　24万7071人（男12万5388人・女12万1683人）／前月比63人増／世帯数11万2957世帯
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