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No.1178

歳入

自主財源：57.4％

依存財源：
42.6％

歳出

民生費
356億6434万円
48.5％（2.9％）

土木費
101億9562万円
13.9％（10.6％）

総務費
82億473万円
11.1％（－7.5％）

衛生費
52億4906万円
7.1％（－4.1％）

公債費
55億3925万円
7.5％（2.6％）

教育費
52億3616万円
7.1％（16.2％）

消防費24億2628万円
3.3％（6.2％）

議会費・商工費ほか
10億9756万円
1.5％（2.7％）

％は構成比率
（　）は前年度比増減率
1万円未満調整

市税
348億2969万円
47.3％（－0.5％）

諸収入
12億2331万円
1.7％（－23.4％）

地方交付税
35億5000万円
4.8％（－1.4％）

地方消費税
交付金
36億2600万円
4.9％（5.7％）

県支出金
42億1639万円
5.7％（7.9％）

市債
57億9210万円
7.9％（11.4％）

国庫支出金129億6981万円
17.6％（4.9％）

その他（依存財源）
11億7800万円
1.7％（3.9％）

その他（自主財源）
62億2770万円
8.4％（18.6％）

［歳出］［歳入］

■一般会計の内訳／予算額736億1300万円

■平成29年度当初予算一覧

公共下水道事業
交通災害共済事業
新田西部土地区画整理事業
駐車場事業
新田駅西口土地区画整理事業
国民健康保険
介護保険
後期高齢者医療

特別会計

水道事業
病院事業

企業会計

一般会計

予算区分 平成29年度（円） 増減率
（%）

総計

（1万円未満調整）

714億8400万
551億2073万
72億7892万

4221万
2億5033万
2億1600万
5億2862万

306億3516万
137億6342万
24億  607万
210億2012万
59億4852万
150億7160万

1476億2485万

平成28年度（円）

3.0
2.5
1.9

‒ 14.2
‒ 13.9
0.4
73.9
2.9
‒ 1.0
3.8
3.1
16.7
‒ 2.2

2.8

736億1300万
564億7342万
74億2057万

3623万
2億1549万
2億1676万
9億1940万

315億3773万
136億3026万
24億9698万
216億7644万
69億4122万
147億3522万

1517億6286万

　市議会2月定例会で平成29年度予算が原案どおり可決されまし
た。予算は第四次総合振興計画を踏まえ、市の将来像「快適都市
～地域の豊かさの創出～」の実現を目指し、3つの重点テーマ
「持続可能性の向上」「ブランド力の向上」「コミュニティ力の
向上」に基づき編成しました。一般会計予算の総額は736億1300
万円（前年度比3.0%増）、一般会計・特別会計・企業会計を合わ
せた総額は、1517億6286万円（同2.8％増）になりました。

　一般会計は、子どもや高年者、障が
い者などへの福祉サービスや、公園・
道路の整備、公民館、図書館の運営な
ど皆さんの暮らしに関わる会計です。
　歳入予算のうち、市税など市が自主
的に確保できる自主財源が全体の57.4
％を占め、国・県支出金や市債などの
依存財源が42.6％となっています。
　歳出予算のうち民生費は356億6434
万円で全体の48.5％を占め、前年度と
同じ構成比となっています。また、教
育費は52億3616万円でトイレ環境改善
整備事業の整備棟数を増やして実施す
ることや、ＩＣＴ機器を活用した情報
教育環境の整備などにより、前年度比
16.2％増額となりました。
　

　特別会計は、国民健康保険や介護保
険など特定の事業を行うための会計で、
全体で8会計があり、予算総額は564億
7342万円（前年度比2.5％増）となり
ました。
　

　企業会計は、事業に必要な資金をそ

平成29年度主要事業

の収入で賄う独立採算制の会計で、水
道事業会計と病院事業会計があり、予
算総額は216億7644万円（前年度比3.1
％増）となりました。

　

　

○危機管理体制整備事業　2889万円
〈事業の一例〉
　災害時の行政対応の強化を図るため、
地震被害想定調査の結果に基づき防災
業務計画を策定します。
○本庁舎建設事業　3226万円
〈事業の一例〉
　災害時の対策本部となる市役所を現
在の本庁舎敷地内において建て替える
ため、平成33年度中の完成に向けて基
本・実施設計を進めます。
○企業支援・育成事業　6288万円
〈事業の一例〉
　地域経済の活性化や雇用拡大に向け、
市内中小企業の新製品の開発や販路拡
大などを支援するほか、企業誘致の取
り組みを進めます。

○認知症検診事業　732万円
〈事業の一例〉
　認知症検診及び認知症に対する知識
を普及し、認知症の人やその家族を地
域で支えていく取り組みとして、市民
公開講座を開催します。
○自立支援給付事業　23億8322万円
〈事業の一例〉
　平成29年6月、柿木町に開所予定の
生活介護事業所（そよかぜの森）運営
にかかる経費について補助金を交付し、
施設利用にかかる給付費を合わせて支
給します。
○環境衛生事業　2532万円
〈事業の一例〉
　草加市家屋及び土地の適正管理に関
する条例の運用に当たり、審議会を設
置するとともに、市内全域の空き家調
査を行い、適正管理を推進します。
○柿木地区まちづくり推進事業　
　6636万円〈事業の一例〉　
　県企業局と連携して柿木地区での企
業誘致に向けた取り組みを行い、良好
な田園環境と調和した産業団地の形成
を図ります。
○排水施設整備事業　1億9185万円
〈事業の一例〉
　浸水被害のあった地域を中心に老朽
化した排水施設の改築及び更新を行い、
浸水被害の軽減を図ります。
○橋りょう整備事業　2億924万円
〈事業の一例〉
　橋りょうの計画的な修繕や、草加松
原の魅力を高めるため松原大橋や百代
橋のライトアップなどを実施します。
○非構造部材耐震化事業（小学校・中
学校）　  4億4325万円〈事業の一例〉
　災害時に避難所となる小・中学校体
育館の安全度を高めるため、窓ガラス

・照明などの耐震化を行います。

○草加駅周辺市街地活性化事業　
　1879万円〈事業の一例〉
　草加駅東口周辺のにぎわいを創出す
るため、遊休不動産等を活用したリノ
ベーションまちづくりを推進します。
○文化会館維持管理・芸術文化振興事
業　3億5452万円〈事業の一例〉
　文化活動の拠点である草加市文化会
館において必要な設備更新工事及び修
繕を実施し、長寿命化を図ります。
○草加松原魅力アップ事業　
　1億9538万円〈事業の一例〉
　草加松原の魅力をさらに高めるため、
草加松原遊歩道の照明設備を全面的に
改修し、桜のライトアップ設備を設置
します。また、歩道の拡幅及び草加市
文化会館の外構改修等を行います。
○観光推進事業　4980万円
〈事業の一例〉
　草加松原のにぎわいづくりに向けて、
市民団体と連携して実施している和舟
の舟行事業を推進します。
○民間保育推進事業　28億8628万円
〈事業の一例〉
　民間認可保育所等で保育を提供する
ほか、子育て環境を充実させ待機児童
の解消を図るため、民間認可保育所の
整備や既存施設の地域型保育事業等へ
の移行などの支援を行います。
○保育施設整備事業　1億3840万円
〈事業の一例〉
　保育園施設の改修のほか、子どもた
ちの安全を確保するため、あさひ保育
園の耐震補強工事、こやま保育園の耐
震補強設計など、園舎の耐震化を推進
します。

○子どもにやさしいまちづくり推進事
業　646万円〈事業の一例〉
　子どもと保護者に対するアンケート
を実施し、子どもの貧困状況等を把握
するとともに日常の子どもの動向調査
を行い、必要な施策を検討します。
○新田駅東口土地区画整理事業　
　9億3734万円〈事業の一例〉
　良好な住環境づくり及び未整備の都
市計画街路等の公共施設整備を進める
ため、土地区画整理事業を実施します。
○新田駅西口土地区画整理事業特別会
計繰出金　2億7844万円〈事業の一例〉
　災害に強いまちづくりの実現に向け
た公共施設整備と宅地の利用増進を図
るとともに、健全な住宅地として居住
環境の整備を行います。
○学力向上推進事業　1898万円
〈事業の一例〉
　市独自の学力・学習状況調査による
児童生徒の学力把握や、学力向上推進
校へ学力向上推進補助員を配置します。
○英語教育・国際理解教育推進事業  
　7511万円〈事業の一例〉
　グローバル社会に活躍できる児童生
徒を育成するため、中学3年生を対象
として英語検定試験の受検料を補助し

ます。
○トイレ環境改善整備事業（小学校）
　3億4947万円〈事業の一例〉
　トイレ環境の改善を図るため、校舎
9棟の実施設計、9棟の改修工事を行い、
整備を進めます。
○情報教育環境整備事業（小学校・中
学校）　2億4434万円〈事業の一例〉
　タブレット型コンピューターや電子
黒板などの整備を進めるとともに、Ｉ
ＣＴ支援員を各校に配置し、教育内容
・方法の充実を図ります。
○子ども教育連携推進事業　1850万円
〈事業の一例〉
　第二次子ども教育連携推進基本方針
・行動計画に基づき、幼保小中・家庭
・地域との連携を推進し、子どもたち
の育ちにふさわしい効果的な教育を実
施します。
○学校図書充実事業（小学校・中学校）
　1081万円〈事業の一例〉
　児童生徒の読書への関心や学習意欲
を高めるため、小・中学校の図書の充
実を図ります。
○校舎等大規模改造事業（中学校）　　
　1004万円〈事業の一例〉
　学校施設の大規模改造工事を計画的

に進めます。平成29年度は川柳中学校
Ｂ-2棟の改修工事実施設計を行います。
○公民館等事業（中央公民館）
　1億2054万円〈事業の一例〉
　市民の文化芸術活動に幅広く利用さ
れている中央公民館ホールについて、
音響設備の更新工事を行います。

○危機管理体制整備事業　2889万円
〈事業の一例〉
　小学校・中学校において、市内全域
を示した段ボール製の危機管理マップ
と、ハザードマップを活用した防災学
習を実施し、児童生徒と教員の防災意
識向上を図ります。
○自主防災活動等推進事業　5925万円
〈事業の一例〉
　防災力向上のため、自主防災組織の
活動支援、防災備蓄品の充実・強化を
図ります。
○生活安全推進事業　5663万円
〈事業の一例〉
　草加市安全安心まちづくり推進条例
に基づき、市長の諮問機関として「草
加市安全安心まちづくり推進協議会」

を設置します。
○都市計画マスタープラン推進事業　
　3519万円〈事業の一例〉
　第四次総合振興計画・今年度から施
行される改定都市計画マスタープラン
に掲げるまちの将来像を実現するため、
市民との協働により、詳細な地域のま
ちづくり計画（コミュニティプラン）
の策定に向けた検討を行います。

○地域経営の推進　431万円
〈事業の一例〉
　政策評価市民アンケートを実施し、
第四次総合振興計画の各施策に対する
市民の重要度・満足度評価を分析し、
活用します。
○財政運営事業　1億4936万円
〈事業の一例〉
　財務会計システムの改修等を行い、
国から示された統一的な基準による財
務書類を作成します。

一般会計

特別会計

企業会計

平成29年度の
主要事業

※金額は事業ごとの予算総額

持続可能性の向上

ブランド力の向上

問財政課☎922-07615922-1547
一般会計予算額736億1300万円
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草加市水道庁舎

草加駅（西） 西
口草加駅

草加駅（南）

草加駅（西口）
入口

草加神社（東）

水道庁舎（南）

水道庁舎（北）

迷惑行為対策重点区域

　平成27年11月からマイナンバー通知のために皆さんへ郵送され
た「通知カード」のうち、配達時に不在などで手渡せなかったもの
は返送され、市民課で保管をしています。平成29年1月末までに市
民課へ返送された通知カードは、保管期間が4月30日㈰で終了し廃
棄されます。まだ受け取りが済んでいない人は、早めの受け取りを。
　なお、2月以降に返送された通知カードについては、3か月保管
後、廃棄されます。
■受取場所　市民課
■受取時間　

■持 ち 物

　保管期間終了後は本人確認書類（顔写真つき公的証明は1点、そ
の他は2点）（代理人の場合は申請者と代理人の本人確認書類と委
任状）と手数料500円を市民課・サービスセンター（平日のみ）に
持参し、再交付申請してください。後日、簡易書留で郵送します。

　安全で安心なまちづくりに関する基本理念と公共の場所における
迷惑行為の適正化に必要な事項を定めた「草加市安全安心まちづく
り推進条例」が4月から施行されました。
主な内容は以下のとおり。

　なお、右図のとおり草加駅
西口周辺を迷惑行為対策重点
区域として定め、この区域内
で迷惑行為（不当な客引き、
迷惑ビラ等の配布）を行った
場合、違反者に指導を行い、
従わない時は1万円の過料を
科します。

マイナンバー「通知カード」の
保管期間は4月30日㈰まで　 草加市安全安心まちづくり推進条例を施行
問市民課☎922-15365920-1501

問くらし安全課☎922-36075922-1030

公共の場所での迷惑行為をなくしましょう

　一般会計は、子どもや高年者、障が
い者などへの福祉サービスや、公園・
道路の整備、公民館、図書館の運営な
ど皆さんの暮らしに関わる会計です。
　歳入予算のうち、市税など市が自主
的に確保できる自主財源が全体の57.4
％を占め、国・県支出金や市債などの
依存財源が42.6％となっています。
　歳出予算のうち民生費は356億6434
万円で全体の48.5％を占め、前年度と
同じ構成比となっています。また、教
育費は52億3616万円でトイレ環境改善
整備事業の整備棟数を増やして実施す
ることや、ＩＣＴ機器を活用した情報
教育環境の整備などにより、前年度比
16.2％増額となりました。
　

　特別会計は、国民健康保険や介護保
険など特定の事業を行うための会計で、
全体で8会計があり、予算総額は564億
7342万円（前年度比2.5％増）となり
ました。
　

　企業会計は、事業に必要な資金をそ

の収入で賄う独立採算制の会計で、水
道事業会計と病院事業会計があり、予
算総額は216億7644万円（前年度比3.1
％増）となりました。

　

　

○危機管理体制整備事業　2889万円
〈事業の一例〉
　災害時の行政対応の強化を図るため、
地震被害想定調査の結果に基づき防災
業務計画を策定します。
○本庁舎建設事業　3226万円
〈事業の一例〉
　災害時の対策本部となる市役所を現
在の本庁舎敷地内において建て替える
ため、平成33年度中の完成に向けて基
本・実施設計を進めます。
○企業支援・育成事業　6288万円
〈事業の一例〉
　地域経済の活性化や雇用拡大に向け、
市内中小企業の新製品の開発や販路拡
大などを支援するほか、企業誘致の取
り組みを進めます。

○認知症検診事業　732万円
〈事業の一例〉
　認知症検診及び認知症に対する知識
を普及し、認知症の人やその家族を地
域で支えていく取り組みとして、市民
公開講座を開催します。
○自立支援給付事業　23億8322万円
〈事業の一例〉
　平成29年6月、柿木町に開所予定の
生活介護事業所（そよかぜの森）運営
にかかる経費について補助金を交付し、
施設利用にかかる給付費を合わせて支
給します。
○環境衛生事業　2532万円
〈事業の一例〉
　草加市家屋及び土地の適正管理に関
する条例の運用に当たり、審議会を設
置するとともに、市内全域の空き家調
査を行い、適正管理を推進します。
○柿木地区まちづくり推進事業　
　6636万円〈事業の一例〉　
　県企業局と連携して柿木地区での企
業誘致に向けた取り組みを行い、良好
な田園環境と調和した産業団地の形成
を図ります。
○排水施設整備事業　1億9185万円
〈事業の一例〉
　浸水被害のあった地域を中心に老朽
化した排水施設の改築及び更新を行い、
浸水被害の軽減を図ります。
○橋りょう整備事業　2億924万円
〈事業の一例〉
　橋りょうの計画的な修繕や、草加松
原の魅力を高めるため松原大橋や百代
橋のライトアップなどを実施します。
○非構造部材耐震化事業（小学校・中
学校）　  4億4325万円〈事業の一例〉
　災害時に避難所となる小・中学校体
育館の安全度を高めるため、窓ガラス

・照明などの耐震化を行います。

○草加駅周辺市街地活性化事業　
　1879万円〈事業の一例〉
　草加駅東口周辺のにぎわいを創出す
るため、遊休不動産等を活用したリノ
ベーションまちづくりを推進します。
○文化会館維持管理・芸術文化振興事
業　3億5452万円〈事業の一例〉
　文化活動の拠点である草加市文化会
館において必要な設備更新工事及び修
繕を実施し、長寿命化を図ります。
○草加松原魅力アップ事業　
　1億9538万円〈事業の一例〉
　草加松原の魅力をさらに高めるため、
草加松原遊歩道の照明設備を全面的に
改修し、桜のライトアップ設備を設置
します。また、歩道の拡幅及び草加市
文化会館の外構改修等を行います。
○観光推進事業　4980万円
〈事業の一例〉
　草加松原のにぎわいづくりに向けて、
市民団体と連携して実施している和舟
の舟行事業を推進します。
○民間保育推進事業　28億8628万円
〈事業の一例〉
　民間認可保育所等で保育を提供する
ほか、子育て環境を充実させ待機児童
の解消を図るため、民間認可保育所の
整備や既存施設の地域型保育事業等へ
の移行などの支援を行います。
○保育施設整備事業　1億3840万円
〈事業の一例〉
　保育園施設の改修のほか、子どもた
ちの安全を確保するため、あさひ保育
園の耐震補強工事、こやま保育園の耐
震補強設計など、園舎の耐震化を推進
します。

○子どもにやさしいまちづくり推進事
業　646万円〈事業の一例〉
　子どもと保護者に対するアンケート
を実施し、子どもの貧困状況等を把握
するとともに日常の子どもの動向調査
を行い、必要な施策を検討します。
○新田駅東口土地区画整理事業　
　9億3734万円〈事業の一例〉
　良好な住環境づくり及び未整備の都
市計画街路等の公共施設整備を進める
ため、土地区画整理事業を実施します。
○新田駅西口土地区画整理事業特別会
計繰出金　2億7844万円〈事業の一例〉
　災害に強いまちづくりの実現に向け
た公共施設整備と宅地の利用増進を図
るとともに、健全な住宅地として居住
環境の整備を行います。
○学力向上推進事業　1898万円
〈事業の一例〉
　市独自の学力・学習状況調査による
児童生徒の学力把握や、学力向上推進
校へ学力向上推進補助員を配置します。
○英語教育・国際理解教育推進事業  
　7511万円〈事業の一例〉
　グローバル社会に活躍できる児童生
徒を育成するため、中学3年生を対象
として英語検定試験の受検料を補助し

ます。
○トイレ環境改善整備事業（小学校）
　3億4947万円〈事業の一例〉
　トイレ環境の改善を図るため、校舎
9棟の実施設計、9棟の改修工事を行い、
整備を進めます。
○情報教育環境整備事業（小学校・中
学校）　2億4434万円〈事業の一例〉
　タブレット型コンピューターや電子
黒板などの整備を進めるとともに、Ｉ
ＣＴ支援員を各校に配置し、教育内容
・方法の充実を図ります。
○子ども教育連携推進事業　1850万円
〈事業の一例〉
　第二次子ども教育連携推進基本方針
・行動計画に基づき、幼保小中・家庭
・地域との連携を推進し、子どもたち
の育ちにふさわしい効果的な教育を実
施します。
○学校図書充実事業（小学校・中学校）
　1081万円〈事業の一例〉
　児童生徒の読書への関心や学習意欲
を高めるため、小・中学校の図書の充
実を図ります。
○校舎等大規模改造事業（中学校）　　
　1004万円〈事業の一例〉
　学校施設の大規模改造工事を計画的

に進めます。平成29年度は川柳中学校
Ｂ-2棟の改修工事実施設計を行います。
○公民館等事業（中央公民館）
　1億2054万円〈事業の一例〉
　市民の文化芸術活動に幅広く利用さ
れている中央公民館ホールについて、
音響設備の更新工事を行います。

○危機管理体制整備事業　2889万円
〈事業の一例〉
　小学校・中学校において、市内全域
を示した段ボール製の危機管理マップ
と、ハザードマップを活用した防災学
習を実施し、児童生徒と教員の防災意
識向上を図ります。
○自主防災活動等推進事業　5925万円
〈事業の一例〉
　防災力向上のため、自主防災組織の
活動支援、防災備蓄品の充実・強化を
図ります。
○生活安全推進事業　5663万円
〈事業の一例〉
　草加市安全安心まちづくり推進条例
に基づき、市長の諮問機関として「草
加市安全安心まちづくり推進協議会」

を設置します。
○都市計画マスタープラン推進事業　
　3519万円〈事業の一例〉
　第四次総合振興計画・今年度から施
行される改定都市計画マスタープラン
に掲げるまちの将来像を実現するため、
市民との協働により、詳細な地域のま
ちづくり計画（コミュニティプラン）
の策定に向けた検討を行います。

○地域経営の推進　431万円
〈事業の一例〉
　政策評価市民アンケートを実施し、
第四次総合振興計画の各施策に対する
市民の重要度・満足度評価を分析し、
活用します。
○財政運営事業　1億4936万円
〈事業の一例〉
　財務会計システムの改修等を行い、
国から示された統一的な基準による財
務書類を作成します。

コミュニティ力の向上

その他

　オレンジカフェは、認知症の人やその人を支える家族
などの負担軽減と認知症への理解を深める場です。認知
症の人や介護している家族、地域住民等、認知症に関心
がある人など、誰でも参加できます。より身近な場で参
加できるよう、4月から新たにボンセジュール草加（氷
川町2149-3）でオレンジカフェを開催します。

オレンジカフェ
市内で４か所目がオープン
問長寿支援課☎922-12815922-3279

お気軽にお立ち寄りください ■市内のオレンジカフェ

参加費等会場 開催日時 テーマ

特別養護老人ホーム
草加キングス・ガーデン

4月8日㈯
午後2時～4時

介護予防・日常生活支援
総合事業について

参加費：100円

参加費：100円

定　員：80人
参加費：200円

定　員：40人
参加費：100円

認知症予防のための
体操教室

歳をとってからの
オシッコの話

慢性心不全について

4月8日㈯
午後2時～4時

4月15日㈯
午後2時～4時

4月22日㈯
午後1時30分～
3時30分

デイサービスセンター草加

埼友草加病院

ボンセジュール草加

月・火・木・金曜日…午前8時30分～午後5時
水曜日…午前8時30分～午後9時
日曜日…午前9時～午後0時30分
①本人または同一世帯員の場合…受け取りに来る人
の本人確認書類
②代理人が受け取る場合…本人と代理人の本人確認
書類、委任状、成年後見人登記事項証明書など

①土地建物所有者等に風俗営業関係法令で営業が禁止されている店
舗等への場所の提供を行わないよう協力してもらう

②公共の場所における迷惑行為（不当な客引き、迷惑ビラの配布
等）を是正指導する

③草加市安全安心まちづくり推進協議会を設置し、安全安心まちづ
くり行動計画や、迷惑行為を行った事業者のうち指導しても従わ
ない者の公表などについて
審議する

受け取りはお早めに



　平成29年度から乳がん検診の個別検診を実施します。実施期間内
に集団検診か個別検診のどちらか1回しか受けられません。
■対　　象　40歳以上の女性
　　　　　　※前年度に草加市の乳がん検診を受けていない人
■定　　員　400人（定員を超えた場合は集団検診を案内します）
■実施期間　6月1日㈭～10月31日㈫
■申込方法　8月31日㈭までに保健センター窓口または、はがきに

住所・氏名・生年月日・電話番号・乳がん検診の個別
か集団かの種別（集団は、検診日を第3希望まで）を
明記し、〒340-0016中央1-5-22保健センターへ

■受診方法　5月下旬から受診通知票を郵送しますので、通知票を
持参し、下記指定医療機関で受診してください

■費　　用　1300円
※無料対象者は75歳以上、65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制
度加入者、中国残留邦人等支援給付制度適応者、世帯全員が非課税
の人。

　資源の消費を抑制し、自然エネルギーを有効利用する活動を支援
するため、環境への負荷の少ない機器や設備等を購入・設置する場
合に補助を行います。重複申請も可。購入・設置をする前に環境課
へ申請してください。申し込みが予算に達した時点で締め切り。
■機器購入　補助額は①～⑥が2万円、⑦は1万円
　①太陽熱を利用した給湯器
　②地中熱を利用した給湯器
　③家庭用コージェネレーションシステム
　④燃料電池給湯器
　⑤家庭用蓄電池
　⑥次世代自動車（電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイ

ブリッド自動車）
　⑦ＨＥＭＳ
■雨水貯留施設設置　経費の2分の1で限度額1万円を補助
■太陽光発電システムの設置　1キロワットあたり1万5000円（限
度額10万5000円）
※太陽光発電システムの設置については、大規模災害時に近隣の人
に小電力機器への電力の提供を約束・宣言すればさらに１万円を補
助します。

　市営住宅は、現在空室はありませんが、空室が出たときの入居待
機者をあらかじめ決めておくため、募集を行います。
■入居者資格（①～⑦すべてを満たすこと）
　①現に同居し、または同居しようとする親族がある
　②現に住宅に困窮していることが明らかである
　③市内に1年以上住所を有している
　④市税等を滞納していない
　⑤外国人の場合、住民基本台帳に記録され、在留資格が永住者と

なっている
　⑥申し込み本人を含めた同居世帯の全員が暴力団員でない
　⑦世帯全員の合計収入月額が15万8000円以下、障がい者世帯、

高年者世帯、未就学児がいる世帯は21万4000円以下である
※優先入居待機者は合計収入月額10万4000円以下のひとり親世帯、
高年者世帯、障がい者世帯、離職退去者世帯。
■対象住宅

　市と姉妹都市提携をしているカーソン市への青少年派遣団員
を募集します。現地ではホームステイ体験をしながら、市の代
表として各種交流事業に参加します。
■派遣期間　7月22日㈯～8月6日㈰
■対　　象　簡単な日常英会話ができ、帰国後に国際交流協会

の各事業に協力・参加できる15～19歳
■定　　員　6人
■負 担 額　10～15万円（渡航代等により変動あり）
□申 5月9日㈫（必着）までに国際交流協会事務局（文化観光課
内）で配布する申込書（同協会ホームページでも入手可）に記
入し同事務局へ。面接、課題作文の選考会は5月14日㈰に実施。

　市の審議会等を傍聴できます。定
員5人で当日先着順。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。
■上下水道事業運営審議会＜水道総
務課☎920-56775925-5046＞…4月
21日㈮午前10時～　水道庁舎3階会
議室で

　身近な場所で植物・鳥・昆虫など42
種について調査・報告する個別調査を
行う人や、右表の集合調査に参加でき
る人を随時募集します。

　　指定医療機関名

二宮病院

メディカルトピア草加病院

八潮中央総合病院

　　  住所

新栄2-22-23

谷塚1-11-18

八潮市南川崎845

電話番号

941-2223

912-3300

998-8001

4月16日㈰

5月13日㈯

7月25日㈫

8月22日㈫

12月9日㈯

時間

午前9時

～正午

青柳地区（葛西用水）
植物中心

      名称

神明住宅

原町第1住宅

原町第2住宅

柳島住宅

篠葉住宅

花栗住宅

青柳住宅

　　住所

神明1-5-16

原町3-16-1

原町3-16-2

柳島町277

弁天6-23-20

花栗3-22-1

青柳8-3-10

間取り

2DK

2DK

2UDK

2UDK

2UDK

2UDK

2UDK

戸数

16

20

30

30

30

30

30

階　数

2階建て

5階建て

5階建て

5階建て

5階建て

5階建て

5階建て

申込案内は市役所資産活用課、庁舎案内、サービスセンターで配
布しています。

平成30年
2月25日㈰

場所・内容日程

柿木地区
植物中心

柿木地区
シギ、チドリ中心

柿木地区（そうか公園、田んぼ、中川）
植物・昆虫中心

獨協大学（キャンパス内）
植物・昆虫中心

新田西部地区（綾瀬川沿い）
鳥中心

乳がん検診の
　　　  個別検診が始まります

国際姉妹都市カーソン市への
青少年派遣団員募集

問保健センター☎922-02005922-1516

地球温暖化防止活動補助金を
利用してください

□申環境課へ。☎922-15195922-1030□申

平成29年度
市営住宅入居待機者募集
□申5月8日㈪～19日㈮（土・日曜日も可）に資産活用課へ。
☎922-17985924-3739
□申

問国際交流協会事務局（文化観光課内）
　☎922-29685922-3406

審議会等の
開催日程

生きもの調査員を
募集します

草加の動植物を調査
してみませんか

□申環境課へ。☎922-1519
　　　　　　5922-1030
kankyoka@city.soka.saitama.jp

□申
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　市内農家が栽培した新鮮な野菜を庭
先で販売している場所をまとめた庭先
販売マップを市内公共施設などで配布
しています。市内で採れた安心・安全
で新鮮な野菜を味わってみてはいかが
でしょうか。問産業振興課☎922-0842
5922-3406

　3月末に日本脳炎2期、麻しん・風し
ん混合（MR）2期、二種混合の予防接
種の通知を郵送しました。接種対象者
や接種期間は下表のとおり。接種回数
は1回。通知に同封の指定医療機関で
接種してください。転入などで通知が
届かなかった人は連絡を。問保健セン
ター☎922-02005922-1516

　交通遺児の学業継続を援助し、人材
を育成することを目的に、市内の篤志
家の善意により発足した制度。小学生
から大学生までの交通遺児対象。月額
支給奨学金は小学生7000円、中学生1
万3000円、高校生2万円、大学生3万円
（短大、大学院、専門学校を含む）。返
済の必要はありません。□申5/2㊋まで
に交通対策課へ。☎922-16415922-10
30

　4/19㊌～25㊋9時～21時（19㊌は13
時から、25㊋は14時まで）。会場は草
加市文化会館。栄平成塾で制作した絵
画・書道・生け花・手芸・ステンドグ
ラスの作品展示。問生涯学習課☎922-
28195922-3498

■おはよう「健康ラジオ体操」　4/1
～平成30年3/31の㊏8時45分～
■のんびりストレッチ　4/2～平成30
年3/25の㊐11時～。高年者対象
■大人のドリル　4/7～平成30年3/30
の㊎9時～。漢字の書き取りと計算等。
60歳以上対象。定員150人
問ふれあいの里☎920-62225920-6251

　2/4㊏に開催したそう
か市民大学特別公開講座
「今かもしれない草加市
直下の大地震」の講演

（約80分）を収録したDVDの貸し出
しを、生涯学習課と中央図書館で行い
ます。防災意識の向上に、ぜひ活用し
てください。
■内容　東京大学地震研究所地震予知
研究センター長で政府の地震調査委員
会委員長も務める平田直教授が、科学
的な見地から地震の起こり方や防災上
の心構えなどを分かりやすく解説
問生涯学習課☎922-28195922-3498

　音楽サークルが駅コンコースや市内
の様々な施設で日頃の練習の成果を発
表できる音楽の森ミニコンサートの申
し込み先が、4月から変わりました。
□申草加市文化協会へ。☎931-9326593
6-4690

　田植えのシーズンを迎え、見沼用水
は4/16㊐、八条用水は24㊊、葛西用水
は26㊌に通水を始めます。水量が増加
するので、事故に合わないよう注意し
てください。通水は9月下旬まで行い
ます。問産業振興課☎922-08425922-
3406

　場所は児童発達支援センター支所
（子育て支援センター内）。勤務は㊊
～㊎のうち月16～20日、8時30分～17
時。保育所等訪問支援ほか。日額1万
1700～1万6900円。社会保険、厚生年
金、雇用保険、有給休暇、特別休暇あ
り。63歳以下の臨床心理士または臨床
発達心理士の有資格者対象。募集は1
人。□申履歴書と資格証の写しを〒340-
0041松原1-3-1子育て支援センターへ。
☎941-67915941-6828

　埼玉県都市競艇組合は草加市を含む
15市で構成されています。ボートレー
ス事業の収益金は、市内の道路整備に
充てられます。なお、競艇の開催期間
は4/11㊋～16㊐、5/2㊋～7㊐・11㊍～
14㊐、6/1㊍～4㊐・10㊏～13㊋。会場
はボートレース戸田。問財政課☎922-
07615922-1547

　4/27㊍10時～16時30分。会場はイト
ーヨーカドー新田店。草加中央ボラン
ティアクラブの協力。問福祉政策課
☎922-12345922-1066

　草加市体育協会では、健康運動指導
士の資格を持っている指導者を募集し
ます。応募者は草加市体育協会のスポ
レクバンクに登録され、高年者対象の

体操指導を行います。また、資格を持
っていない人でもスポーツ活動や健康
づくりの指導を実践している人、地域
に貢献したい人は、スポレクバンクに
登録できます。□申体育協会ホームペー
ジから登録申請書を入手し、必要事項
を記入し同協会へ。☎928-63615922-
1513

　平成29年度の狂犬病予防集合注射と
犬の登録手続きを、次表の日程・会場
で行います（雨天決行）。飼い主は毎
年、狂犬病予防注射を受けさせる義務
があります。注射費用は3300円です。
また、生後91日以上の未登録の犬は、

必ず狂犬病予防注射と犬の登録を行っ
てください。登録料は3000円です。登
録済みの犬の飼い主は、市が送付した
狂犬病予防注射済票交付申請書を持参
してください。次表の日程で狂犬病予
防注射を受けられない場合は、動物病
院で注射を受けてください。問くらし
安全課☎922-36425922-1030

■介護者のつどい　4/11㊋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

■男性介護者のつどい　4/17㊊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　4/24㊊14時～15
時30分。会場は新里文化センター。定
員35人。運動靴持参。運動しやすい服
装で。□申4/6㊍から谷塚西部（包）へ。
☎929-00145929-5222
■はつらつチャレンジ教室　4/26㊌13
時15分～14時45分。会場は川柳文化セ
ンター。定員30人。上履き持参。運動
しやすい服装で。□申4/6㊍から川柳・
新田東部（包）へ。☎932-70075931-0
993

　4/15㊏13時30分～。認知症の種類や
検査方法、予防について。定員100人
（当日先着順）。講師はみなみ草加ク
リニック白井将志院長。問ふれあいの
里☎920-62225920-6251

　4/15㊏～5/14㊐。会場は歴史民俗資
料館。収蔵品の五月人形や、市民が制
作したつるし飾り等を展示。屋上から
は鯉のぼりをつるします。季節感あふ
れる日本の伝統文化を楽しみませんか。
問同館☎5922-0402

　4/28～7/14の㊎（5/5、6/2を除く）
20時～20時50分。全10回。会場は市民
温水プール。18歳以上対象。定員10人。
参加費1回500円。□申4/6㊍から電話で
市民温水プールへ。☎936-6824

（注）平成9年4/2～同19年4/1生まれの人は、20歳の誕
生日の前日まで、日本脳炎予防接種の定期接種（無料）が
受けられます。母子健康手帳を確認し、接種が不十分な人
は早めに接種してください。

予防接種名 接種対象者（接種期間）

日本脳炎
２期（注）

麻しん・風しん
混合（MR）
２期

平成19年4/2～
同20年4/1生まれ
（9～13歳の誕生日の前日まで）

二種混合
平成17年4/2～
同18年4/1生まれ（11～13歳
の誕生日の前日まで）

平成23年4/2～
同24年4/1生まれ
（平成30年3/31まで）

9時30分～11時30分 13時～15時

4/11㊋

4/12㊌

4/13㊍

4/14㊎

4/15㊏

4/17㊊

4/18㊋

4/19㊌

4/20㊍

4/22㊏

4/23㊐

ベルクス草加
青柳店第2駐車場

市役所本庁舎駐車場

吉町集会所

勤労福祉会館
第２駐車場

北谷町会峯分会館

谷塚上町会館

草加保健所

環境業務センター

旧柿木公民館跡地 そうか公園ドッグラン

市役所本庁舎駐車場

旧谷塚西公民館跡地

谷塚サービスセンター

稲荷コミセン

中央公民館

弁天公園

瀬崎コミセン

新栄中央公園

原町コミセン

草加保健所

環境業務センター

市民体育館駐車場

地域包括支援センター(包)
介護予防教室・介護者のつどい

講演会「今かもしれない草加市直下の
大地震」のDVDを貸し出します

スポーツ指導者
スポレクバンク登録指導者募集

音楽の森ミニコンサートの申し込みは
草加市文化協会へ

子どもの予防接種
各種予防接種の通知を郵送しました

狂犬病予防集合注射と犬の登録

農業用水の水量増加に注意を 臨床心理士（非常勤嘱託員）募集

愛の献血

ボートレース事業の収益金で道路整備

草加市庭先販売マップ2017を配布

高橋記念草加市交通遺児奨学基金

栄平成塾ふれあい作品展

ふれあいの里健康講座「認知症」

端午の節句　草加宿つるし飾り展

ふれあいの里の催し

げんきがでるアクア教室

・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

4/6㊍～15㊏は「春の全国交通安全運動」期間。ながらスマホは事故のもと。

4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

④ 2017年4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）3月20日現在　人身事故198件（－52）　死者5人（＋3）



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30年3/31現在☎922‒0200   5922‒1516

名称（会場） 対象と定員 申し込み・持ち物など内容と費用実施日 時間

母
子
保
健

成
人
保
健

4/26㊌

4/24㊊

【要申込】
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

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

5/9㊋

5/23㊋

平成27年10/1～15生まれ

平成27年10/16～31生まれ

対象者に4月末に診査票を送付
診査票がなくても2歳になる前日までは母子健康手帳とバスタオル
を持参すれば受診可13時～

（受付：13時～13時45分）

ぽかぽか広場
（中央図書館） 4/19㊌

6/1㊍・7㊌・15㊍・17㊏、
7/25㊋・30㊐・31㊊

5/18㊍、6/2㊎・5㊊・14㊌、
7/3㊊・12㊌・20㊍

6/1㊍～12/15㊎
（休診日を除く）

5/15㊊～平成30年1/31㊌
（休診日を除く）

6/1㊍～10/31㊋
（休診日を除く）

7/1㊏～9/30㊏
（休診日を除く）

6/1㊍～12/15㊎
（休診日を除く）　

初参加の4～7か月児（開催日当日）と保護
者　定員30組

30歳以上
胃の手術経験のある人や胃痛など何らかの
自覚症状がある人は医療機関へ
定員各日140人

40歳以上で、これまでに市の肝炎ウイルス
検診を受けていない人

20歳以上で、前年度市の子宮がん検診を
受けていない人

50歳以上

40歳以上

30歳以上

40歳以上の女性で、前年度市の乳がん検診
を受けていない人　妊娠中・授乳中・断乳後
6か月以内・乳房整形・ペースメーカー使用
者は不可　定員各日90人

【要申込】
母子健康手帳、バスタオル持参

【要申込】8/31㊍（消印有効）までに窓口またははがきに希望の検診
名・住所・氏名・生年月日・電話番号、胃・大腸・乳がん検診は検診日
の第3希望までを明記し、保健センターへ。乳がん検診は集団か個別
を明記。（健康カレンダー掲載の「申込書」を参照）
全日程の申し込み可。全日程は健康カレンダー・ホームページを参照
＜決定通知（受診券）送付時期＞
胃・大腸・(集団)乳がん検診…決定した検診日の約1か月前に送付
子宮がん・肝炎検診・(個別)乳がん検診…5月下旬から送付
口腔がん検診…5月上旬から送付
＜無料対象者＞
75歳以上の人・65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制度被保険
者
生活保護受給者
中国残留邦人等支援給付制度適用の人
世帯全員が非課税の人
※乳がん検診・子宮がん検診の対象者のうち、一部の対象者には無
料クーポン券を送付予定

各検診は、実施期間内に１回のみの受診となり、同様の検診の２回目
以降は全額自己負担

【直接指定医療機関で受診】
指定医療機関は5月中旬以降、保健センター、ホームページ、
市役所、サービスセンター、公民館、コミセンで確認可

絵本の読み聞かせと
ふれあい遊び

問診・胃部バリウムX線検査・便潜血検査
費用　胃がん900円　大腸がん500円

視触診・マンモグラフィ検査
費用　1300円

10時～11時

すくすく赤ちゃん相談
栄児童クラブ（栄小学校内） 5/1㊊ 乳幼児と保護者 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10時～11時15分

8時15分～（受付：8時15分～10時）
※所要時間　約2～3時間
大腸がん検診のみ　9時30分～
（受付：9時30分～10時30分）

13時～
（受付：13時～14時）
※所要時間　約2～2時間30分

Ｂ・Ｃ型肝炎検査　費用　1000円

便潜血検査　費用　500円

問診・視診・触診　費用　700円

費用　頸部検診　1700円
頸部・体部検診　2500円（医師が必要と認め、本人が同意したとき）

胸部レントゲン直接撮影・かく痰検査（医師が必要と認めたとき）
費用　レントゲン800円　かく痰検査900円

マタニティサロン 4/19㊌ 妊婦と夫　定員30人 【要申込】
母子健康手帳持参

歯科講話・妊娠期おすすめメニューの試
食・骨密度測定（希望者のみ：１００円）13時～15時30分

13時15分～15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10時～11時30分

10時～12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 4月下旬～5月中旬 平成29年3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）。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、乳児（4・10か月児）診査票を配布

助産師等の家庭訪問を受けた人には訪問せず予診票・診査票等を
送付。転入等で届かない人は連絡を

対象者に3月末に診査票を送付済み。届かない人は連絡を
4/11㊋

4/25㊋

平成26年1/1～15生まれ

平成26年1/16～31生まれ

マタニティクラス
両親学級 5/14㊐・17㊌

7～9月出産予定の初妊婦と夫
定員30組

【要申込】
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15分～12時15分

乳幼児相談 5/10㊌ 乳幼児と保護者　定員30組 【要申込】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

【要申込】　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 4/12㊌ 【要申込】
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

胃がん・大腸がん検診
◇集団検診

乳がん検診
◇集団検診

6/1㊍～10/31㊋
（休診日を除く）

40歳以上の女性で、前年度市の乳がん検
診を受けていない人　妊娠中・授乳中・断
乳後6か月以内・乳房整形・ペースメーカー
使用者は不可　定員400人

視触診・マンモグラフィ検査　費用　1300円　乳がん個別検診
（指定医療機関）

肝炎ウイルス検診
（指定医療機関）

口腔がん検診
（指定医療機関）

子宮がん検診
（指定医療機関）

肺がん・結核検診
（指定医療機関）

大腸がん個別検診
（指定医療機関）

　4/21㊎10時～13時。会場は新田西文
化センター。トルティーヤ、エビとト
マトのチリソース、デザートほか。定
員20人。材料費500円。□申4/6㊍から保
健センターへ。☎922-02005922-1516

　4/21㊎14時～16時。会場は歴史民俗
資料館。定員60人。□申4/6㊍から電話
で同館へ。☎922-0402

　4/29㊗。①審判講習会　9時～12時。
9人制バレーボールの競技者対象。審
判技術や公式記録技術について学びま
す。②技術講習会　13時～17時。小学

生以上対象。バレーボールの基礎技術
を学び簡易ゲームを行います。
　いずれも会場は市民体育館。参加費
500円。あればルールブック持参。□申
4/21㊎までに電話で草加市体育協会へ。
☎928-6361

　手話は、聴覚障がい者の生活の中か
ら生まれた言葉です。講習会では手話
の技術だけでなく、聴覚障がい者の生
活や特性、福祉制度などについても学
べます。
①手話奉仕員養成講座「入門」　5/18
～10/26の㊍9時30分～11時30分。全23
回。初めての人対象。定員40人。受講
料3240円
②手話奉仕員養成講座「基礎」　6/2
～平成30年1/19の㊎19時15分～21時15

分。全30回。入門講座受講または同等
レベルの人対象。過去に1度受講した
人も可。定員30人。受講料3240円
　いずれも会場は草加市文化会館ほか。
応募多数の場合は抽選。保育希望者は
はがきに明記を。□申①4/6㊍～17㊊
（必着）②4/10㊊～21㊎（必着）に、
往復はがきに住所・氏名・年齢・電話
番号・講座名・受講動機を記入し、〒
340-0013草加市社会福祉協議会へ。☎
932-67705932-6781

　5/10㊌・24㊌、6/7㊌
・14㊌14時～15時30分。
全4回。講師は映画評論
家の渡辺俊雄さん。貴重
な映像を基にアカデミー
賞受賞曲や、ゴジラなど邦画の名曲、
懐かしい国内外の名俳優の歌声を紹介。
会場は中央図書館。受講料4000円。□申
4/6㊍から生涯学習課へ。住所・氏名
・年齢・電話番号を明記しファクス・Ｅ
メールでも可。☎922-28195922-3498

shogaigaku@city.soka.saitama.jp

　離婚、相続、遺言、借金などあらゆ
る問題について相談に応じます。5/9㊋
13時30分～15時30分。会場は中央公民
館。問埼玉弁護士会越谷支部☎962-11
885962-1422（㊊～㊎10時～16時30分）

　4/12㊌～5/15㊊9
時～20時（㊐・㊗は17
時まで）。会場は中
央図書館（㊋休館）。
ドナルド・キーンセ
ンター柏崎の協力に
より、ドナルド・キ
ーン氏の生涯やおくのほそ道について
の研究、現在の研究テーマについての
資料を展示します。問文化観光課☎92
2-29685922-3406

　4/29㊗9時～16時（雨天中止）。会
場はそうか公園。募集は16区画。出店
料1区画2160円。□申4/6㊍からみどり公
園課へ。☎922-19735922-3145

　4/29㊗9時～16時（雨天中止）。会
場はそうか公園。輪投げ、電動ミニＳ
Ｌ、模擬店、観葉植物・花苗等販売ほ
か。問みどり公園課☎922-19735922-
3145

ヘルシー料理教室
トルティーヤでパーティーメニュー

　5/14㊐9時30分開会。会場は記念体
育館。5分間走・立ち幅跳び・上体お
こし・時間往復走・腕立て伏せに挑戦。
小学生以上対象。室内履き持参。□申
4/14㊎までに草加市体育協会へ。☎92
8-63615922-1513

　6/4㊐9時30分～15時。会場は記念体
育館。卓球バレーや障がい者スポーツ
を体験できます。障がいのある人とそ
の家族対象。定員300人。参加費300円。
室内履き・あればラケット持参。□申
4/30㊐までに電話で草加市体育協会へ。
☎928-6361

　音楽や軽運動を取り入れた認知症予
防教室。
■草加市文化会館　5/1㊊・9㊋・15㊊
・23㊋、6/5～26の㊊9時15分～10時45分
■新田西文化センター　5/8～6/26の
㊊13時15分～14時45分
　いずれも全8回。物忘れ等認知症の
症状が心配で軽運動が可能な65歳以上
対象。定員各30人。運動しやすい服装
・靴で。□申4/6㊍から電話で長寿支援
課へ。☎922-2862

歴民講座「綾瀬川の開削と松並木」

バレーボール審判・技術講習会

そうか市民大学前期講座「映画音楽の
魅力～名曲はこうして誕生した～」

ドナルド・キーン展開催

そうか公園フリーマーケット

そうか公園まつり

平成29年度手話講習会

弁護士による無料法律相談会

草加市スポーツ少年団「体力祭」

草加パリポリレクリエーションの集い

ドレミ♪でスッキリ教室

高年者向け

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4月5日号

4月の「なくそう暴力」標語　きみの手は　だれかを救う　希望の手
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■不動橋こいのぼりフェスティバル　
4/29㊗（雨天時は5/3㊗）9時40分～14
時　会場は不動橋・相模町スポット広
場　問大相模地区コミュニティ推進協
議会☎988-7370

■春の花いっぱい運動　4/29㊗10時～
12時（なくなり次第終了）　草花や苗
木の配布・緑の募金活動　会場は早稲
田公園　問みどり公園課☎930-7745

■シネマdeライブラリー「47ＲＯＮ
ＩＮ」　5/7㊐14時～16時　会場は市
民交流センターおあしす　定員100人
（当日先着順）　問市立図書館☎984- 
1888

■東京ヴィヴァルディ合奏団特別演奏
会　5/21㊐14時開演　会場は田園ホー
ル・エローラ　「四季」全曲ほか　料
金大人4000円、高校生以下2000円（未
就学児入場不可）　問同ホール☎992-
1001

■季節展示「端午の節句」　4/16㊐～
5/7㊐9時～15時45分　会場は資料館及
び併設の古民家　問同館☎997-6666

子ども・親子向け
　4/21㊎13時30分～。定員50人。普通
自動車運転免許を持つ60歳以上対象。
動画シミュレーターを活用した運転危
険度チェックなど。講師は県防犯・交
通安全課。□申4/6㊍9時からふれあいの
里へ。☎920-6222

　5/6～9/30の㊏。①そうか公園テニ
スコート…8時～10時。定員20人。②
吉町テニスコート…13時～15時。定員
15人。いずれも小学生対象。参加費1
万3000円。□申4/15㊏（必着）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・学校名
・学年・希望会場を記入し、〒340-00 
22瀬崎6-31-1草加市体育協会へ。☎928-
63615922-1513

①スローストレッチで筋力アップ　

■車いすを希望する社会福祉団体募集
　草加市スポーツ少年団がプルタブを
集めて購入した車いすを寄贈します　
□申4/25㊋までに草加市スポーツ少年団
事務局☎927-6774

5/18、6/1・15・29、7/6・20の㊍10時
～11時30分。全6回。定員30人。タオ
ル・上履き持参
②折り紙を楽しもう　5/10㊌10時～12
時。定員20人。材料費100円。のり・
はさみ持参
③フラダンス教室　5/8・29、6/12・
26、7/10・24、8/7・28の㊊10時～11
時30分。全8回。定員30人。上履き・
タオル持参。初参加者優先
　いずれも60歳以上対象。□申①は4/6
㊍、②は4/7㊎、③は4/10㊊の10時か
ら電話でであいの森へ。☎936-2791

であいの森講座

　ストレッチ体操を中心に楽しみなが
ら筋力アップ。マッサージも学べます。
■柳島コミセン　5/8～7/10の㊊
■稲荷コミセン　5/11～7/13の㊍
　いずれも9時～11時。全10回。定員
各40人。65歳以上対象。初参加者優先。
タオル・上履き持参。
□申いずれも4/6㊍から保健センターへ。
☎922-02005922-1516

　文化庁から助成を受けた体験教室
に、小・中学生の親子を募集します。
■和装礼法教室　4/30～12/24の月1回
㊐11～15時。会場は高砂コミセン。定
員各回10組。□申中山へ。☎090-4604-42 
86
■日本舞踊クラブ　4/29～12/23の月2
回㊏14時～15時30分。会場は谷塚文化
センター。定員各回20組。□申中村へ。
☎090-9965-3278
■伝統文化いけばな教室松原地区　
5/20～平成30年1月の月1回㊏14時30分
～16時。会場は草加市文化会館。参加
費1回900円（花材費込み）。定員各回
20組。□申黒崎へ。☎090-1460-2705
■伝統文化いけばな教室新田西地区　
5/27～平成30年1月の月1回㊏　①14時

ふれあいの里講座
高年者のための安全運転教室

いつまでも元気に動きたい人へ
マッサージ・ストレッチ体操教室

伝統文化親子体験教室参加者募集

ジュニアテニス教室

　5/13㊏13時～14時。会場は市民体育
館。年長～小学3年生対象。定員30人。
チアダンスの基本動作を学べます。室
内履き持参。体験会前後にチアダンス
クラブWINGFLAPの活動を見学でき
ます。□申4/20㊍までに草加市体育協会
へ。☎928-63615922-1513

チアダンスジュニア体験

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㊊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

■スポーツ吹矢体験会　4/7～28の㊎9
時～11時　中央公民館で　初心者大歓
迎　無料　問田岡☎090-4335-7987
■卓球体験会　4/7㊎・14㊎・28㊎15
時～17時　4/21㊎13時～15時　市民体
育館で　参加費1回200円　□申才間☎93 
6-2845
■スポーツ吹矢体験　4/8～29の㊏13
時～15時　八幡コミセンで　全4回　
参加費800円　□申山田☎944-8837
■視覚障がい者虹の会　おしゃべりサ
ロン　4/8㊏13時～16時　アコスホー
ルA会議室で　目の不自由な方、ご家
族の方、支援者の方の交流・情報交換
会　問宮田☎931-6045
■草加史談会講演会「近代文学から現
代文学へ・三上於菟吉と豊田三郎」　
4/9㊐13時30分～15時　歴史民俗資料
館で　定員50人　参加費100円　□申草
加史談会浅古☎924-3403
■スポーツ吹矢体験会　4/10㊊・24㊊
9時～11時　瀬崎コミセンで　初心者
歓迎　無料　問下田☎080-5477-3719
■健康マージャン説明会　4/10㊊14時
30分～15時30分　草加市文化会館で　
入門講座全8回　定員16人　□申健康麻
将全国会青沼☎070-6454-8141
■ミシン洋裁基礎講座　4/11㊋・12㊌
9時30分～12時　勤労福祉会館で　ミ
シンと洋裁の基礎を個々のペースに合
わせて1から学びましょう　教材費
1000円　□申竹花☎090-6657-4005
■不登校相談会　4/11㊋15時30分～16
時50分　草加市文化会館第2研修室で
　不登校にお困りの生徒・保護者対象
　問国際高等学院☎932-5139
■スポーツ吹矢体験会　4/12㊌・19㊌
15時～17時　4/26㊌13時～15時　市民
体育館で　参加費1回200円　□申石崎☎
935-7231
■食べて応援！東北復興支援販売会　
4/13㊍10時30分～16時　物産・観光情
報センターで　被災地で生産された
品々を販売します　問池島☎090-1408 
-6431

■プリザーブドフラワーのギフト作り
　4/14㊎、5/12㊎　勤労福祉会館で　
4/15㊏・17㊊、5/13㊏　谷塚文化セン
ターで　各10時～　参加費2000円　□申
梅原☎090-8304-0579
■スポーツ吹矢体験会　4/15㊏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
■相続の7割は不動産！遺言で安心不
動産相続　4/15㊏13時～15時　草加市
文化会館音楽室で　終活セミナー　定
員8人　参加費無料　□申不動産相続と
住まいの窓口坂斉☎923-0021
■ボランティアガイド開催　4/15㊏14
時30分～16時30分　中央図書館多目的
ホールで　図書館ボランティア草加
（L.V.S）の説明と募集　同時開催L.V.S
総会（13時）　問大貫☎090-4615-5204
■第24回チャリティ「歌と踊りの祭
典」　4/16㊐10時～　草加市文化会館
で　歌と踊りの共演　無料（募金は社
会福祉協議会へ）　記念品有　問草加
市カラオケ連合会高橋☎090-3902-7570
■油絵「炎（えん）」展　4/16㊐～21
㊎10時～18時（16㊐は13時～、21㊎は
16時まで）　アコスギャラリーで　会
員の油絵・水彩画の展示　問梶原☎92 
8-9766
■八幡ダンスサークル　フリーダンス
　4/16㊐13時20分～16時20分　谷塚文
化センターで　トライアル有　飲み物
付　参加費500円　問千代田☎090-357 
4-3430
■健康ボウリング教室　月曜コース　
4/17～5/22の㊊13時～　全6回　松原
スターボウルで　初心者大歓迎！　参
加費3000円　□申草加市ボウリング協会
☎090-5780-2778
■新婦人フェスタ　4/19㊌～21㊎　谷
塚ミニコミセンほか　絵手紙・着物リ
メークほか（展示）、ヨガ・ダンス・
フラダンスほか（体験）　詳細は問い
合わせを　問塩出☎070-5022-3832　
■未就学児のための合気道教室　4/20
㊍17時45分～18時45分　中央公民館第

2体育室で　4歳～小学校低学年対象　
定員10人　参加費無料　草加合気道ク
ラブ飯塚☎080-6726-0130
■介護者サロン「らくだ」　4/21㊎　
わ～くわっく草加で　「こもれび」　
4/27㊍　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
■家庭倫理講演会「つながる」　4/22
㊏10時～11時40分　中央公民館で　子
育てセミナー　4/20㊍10時15分～11時
30分　草加市文化会館で　参加費200
円　問家庭倫理の会田中☎934-5295
■遺言書の書き方と終活を学ぼう　4/ 
22㊏10時～12時　アコスホール会議室
Aで　一般対象　定員15人　参加費無
料　□申遺言相続後見ネット☎946-5152
■ボーイスカウト体験集会　4/23㊐10
時～　松原団地西口公園で（雨天時は
ハーモネス集会所）　小山・花栗南・
松原小学校区の小学1～5年生男女対象
　問草加第4団中山☎944-4523
■おりがみ教室　4/23㊐13時～15時　
谷塚文化センターで　定員30人　参加
費1500円　□申はがきに住所・氏名（同
伴者も）・電話番号を記入して4/20㊍
必着で瀬崎3-26-1-203折原☎925-6457
■ロマンフリーダンスパーティー　
4/23㊐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
■歴史学講座「再成塾」回教［イスラ
ム教］の歴史　4/23㊐13時30分～16時
30分　草加市文化会館で　問小嶋☎09 
0-1261-7366
■合気道無料体験会　4/23㊐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
■抱っこでエクササイズ～ベビーダン
ス～　4/27㊍11時15分～12時30分　勤
労青少年ホームで　首の座った3か月
～2歳児と保護者対象　参加費1000円
　問亀山☎090-3326-9399

　4/24㊊9時～12時。会場は八潮自動
車教習所。自動車学校教習技能員が指
導します。65歳以上の普通免許以上取
得者対象。定員30人。草加駅、獨協大
学前駅から送迎あり。運転免許証と眼
鏡等条件の人は眼鏡等を持参。□申草加
警察署交通課へ。☎943-0110

シルバー・ドライバー・ドック

■草加高校吹奏楽部第10回スプリング
コンサート　4/30㊐13時開場13時30分
開演　草加市文化会館で　入場無料
（チケット不要）　問田口☎935-4521
■フリーダンスパーティー　4/30㊐13
時20分～16時15分　谷塚文化センター
で　軽飲食付　男女競技選手待機　参
加費700円　問氷川ダンス倶楽部太田
☎090-3520-7309
■ふれあいダンスパーティー　4/30㊐
13時30分～16時30分　中央公民館で　
参加費500円　問H&Yダンスサークル
佐藤☎090-8036-8059
■アクティブストレッチ体操　5/1㊊
11時15分～12時15分　瀬崎コミセンで
　ストレッチングで心とからだをリフ
レッシュ　女性対象　参加費500円　
問北村☎927-0705
■障害年金・成年後見無料相談会　5/
7㊐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
■日曜ゴルフ教室　5/7～6/11の㊐19
時～21時　水曜ゴルフ教室　5/10～
6/14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
草加市ゴルフ協会石鳥☎922-3065
■バレーボール実技体験教室　5/12㊎
・19㊎・26㊎9時～11時　市民体育館
で　女性対象　参加費無料　問バレー
ボール草加クラブ大西☎090-4447-7077
■家庭婦人バウンドテニス教室　5/12
～6/9の㊎9時30分～11時　市民体育館
で　全5回　初心者歓迎　参加費1850
円（保険料）　□申4/25㊋までに戸木☎
090-6046-2729
■宅建士講習会　5/14～10/8の㊐9時
45分～12時15分　草加市文化会館で　
全20回　参加費1回500円（資料代）　
□申髙橋☎090-9957-3862
■女声コーラス体験会　5/19・26、
6/16・23・30の㊎10時～12時　全5回
　谷塚文化センターで　参加費1000円
　問なのはな谷塚石井☎080-3000-7298

～15時②15時～16時。会場は新田西文
化センター。参加費1回900円（花材費
込み）。定員各回15組。□申北岡へ。☎
090-1880-3271
問文化観光課☎922-29685922-3406

■キッズクラブ年少体験

記念
体育館
市民
体育館

各日36人

各日27人
会場 教室名

キッズクラブ
年少体験

開始日 曜日 時間 回数 対象 定員 参加費

15時～16時

㊋
㊎
㊌
㊍

1回 
500円2

5/16・23
5/19・26
5/17・24
5/18・25

年少

スポーツ教室・キッズクラブ
申□4/20㊍（消印有効）までに往復はがきに教室名（コース名）・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。詳細は同協会ホームページで。☎
928-63615922-1513

申□4/6㊍9時から電話で各会場へ。記念体育館☎922-1151、市民体育館☎
936-6239

■スポーツ教室
会場

温水
プール

温水
プール

瀬崎小

そうか
公園

草加中

高砂
コミセン

教室名（コース名）

シニアテニス教室

健康ウォーキング教室

ジュニアソフトテニス教室

スポーツ吹矢教室

空手道教室

少林寺拳法体験教室

開始日 曜日 時間 回数 対象 定員 参加費

14時～15時

15時～16時

16時～17時

9時～11時

11時～13時

9時～11時

11時～13時

10時～12時

10時～11時30分

14時～16時

19時～20時

15時～17時

19時～21時

18時～20時

㊏

㊊

㊌

㊎

㊋

㊏

㊋

㊏

㊍

㊎

4000円

6000円

6000円

1500円

7000円

4000円

1000円

1500円

2000円

25人

20人

25人

25人

20人

20人

20人

小学1・2年生

小学1・2年生

小学3・4年生

18歳以上

55歳以上

18歳以上

小学4～6年

18歳以上

18歳以上

幼児以上

年少以上

8

8

8

6

16

8

4

3

8

ジュニア初心者水泳
（1・2年A）

ジュニア初心者水泳
（1・2年B）

ジュニア初心者水泳
（3・4年）
初級硬式テニス
（月曜A）

初級硬式テニス
（月曜B）

中級硬式テニス
（月曜A）

中級硬式テニス
（月曜B）

初級硬式テニス
（水曜A）

初級硬式テニス
（水曜B）

中級硬式テニス
（水曜A）

中級硬式テニス
（水曜B）

シェイプアップトレーニング
教室（草加中学校）

5/6

5/8

5/10

5/12

5/23

5/6

5/9

5/13

5/11

5/12

会場

市民
体育館

記念
体育館

教室名（コース名）

健康エクササイズ教室

幼児器械体操教室

小学生器械体操教室

ヨガ教室

初心者フラダンス教室

バレエ教室

幼児トランポリン教室

親子リズム体操教室

おはようストレッチ教室

３B体操教室

体幹・美ボディトレーニング教室

ステップ＆ストレッチ教室

バランス＆コアトレーニング教室

フォークダンス教室

トランポリン教室

親と子供の水泳教室

開始日 曜日 時間 回数 対象 定員 参加費

16時～17時

17時～18時

17時～18時

16時～17時

11時～12時

10時～11時

11時～12時

15時～16時

16時～17時

9時～10時

10時～11時

13時～14時

19時30分～21時

11時～13時

11時～13時

11時～13時

10時～10時50分

14時～15時

㊊

㊌

㊍

㊌

㊌

㊊

㊎

㊎

㊌

㊍

㊎

㊏

㊎

㊍

㊏

4000円

3000円

4000円

3000円

2500円

3000円

3000円

4000円

5000円

4000円

2100円

3000円

2500円

4000円

40人

25人

24人

30組

30組

20組

40人

80人

20人

20組

20人

20人

15人

20組

40歳以上

年中・年長

小学生

18歳以上

18歳以上女性

小学生

年中・年長

年中・年長

18歳以上

18歳以上

40歳以上

18歳以上

18歳以上

小学生と親

中学生以上

18歳以上

18歳以上

H23.4.2～同26.4.1
生まれの幼児と親

8

6

8

8

10

6

5

6

6

8

10

8

7

8

5

8

H25.4.2～同27.4.1
生まれの幼児と親

幼児体操マット編教室
（A）

親子体操教室
（月曜コース）
親子体操教室
（金曜コース）

11時～
12時30分

11時30分～
12時30分
11時15分～
12時15分

13時45分～
14時45分

幼児体操マット編教室
（B）

5/8

5/15

5/10

5/11

5/10

5/10

5/12

5/10

5/11

5/19

5/20

5/12

5/11

5/6

初心者ダンススポーツ入門
（親子）

初心者ダンススポーツ入門
（一般）

機能改善アクア教室
（5月～7月コース）

各
12人

30人

30人

30人

5/8

5/12

30人

30人

20人

20人

30人

30人

25人

25人

25人

5000円
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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

■車いすを希望する社会福祉団体募集
　草加市スポーツ少年団がプルタブを
集めて購入した車いすを寄贈します　
□申4/25㊋までに草加市スポーツ少年団
事務局☎927-6774

■スポーツ吹矢体験会　4/7～28の㊎9
時～11時　中央公民館で　初心者大歓
迎　無料　問田岡☎090-4335-7987
■卓球体験会　4/7㊎・14㊎・28㊎15
時～17時　4/21㊎13時～15時　市民体
育館で　参加費1回200円　□申才間☎93 
6-2845
■スポーツ吹矢体験　4/8～29の㊏13
時～15時　八幡コミセンで　全4回　
参加費800円　□申山田☎944-8837
■視覚障がい者虹の会　おしゃべりサ
ロン　4/8㊏13時～16時　アコスホー
ルA会議室で　目の不自由な方、ご家
族の方、支援者の方の交流・情報交換
会　問宮田☎931-6045
■草加史談会講演会「近代文学から現
代文学へ・三上於菟吉と豊田三郎」　
4/9㊐13時30分～15時　歴史民俗資料
館で　定員50人　参加費100円　□申草
加史談会浅古☎924-3403
■スポーツ吹矢体験会　4/10㊊・24㊊
9時～11時　瀬崎コミセンで　初心者
歓迎　無料　問下田☎080-5477-3719
■健康マージャン説明会　4/10㊊14時
30分～15時30分　草加市文化会館で　
入門講座全8回　定員16人　□申健康麻
将全国会青沼☎070-6454-8141
■ミシン洋裁基礎講座　4/11㊋・12㊌
9時30分～12時　勤労福祉会館で　ミ
シンと洋裁の基礎を個々のペースに合
わせて1から学びましょう　教材費
1000円　□申竹花☎090-6657-4005
■不登校相談会　4/11㊋15時30分～16
時50分　草加市文化会館第2研修室で
　不登校にお困りの生徒・保護者対象
　問国際高等学院☎932-5139
■スポーツ吹矢体験会　4/12㊌・19㊌
15時～17時　4/26㊌13時～15時　市民
体育館で　参加費1回200円　□申石崎☎
935-7231
■食べて応援！東北復興支援販売会　
4/13㊍10時30分～16時　物産・観光情
報センターで　被災地で生産された
品々を販売します　問池島☎090-1408 
-6431

■プリザーブドフラワーのギフト作り
　4/14㊎、5/12㊎　勤労福祉会館で　
4/15㊏・17㊊、5/13㊏　谷塚文化セン
ターで　各10時～　参加費2000円　□申
梅原☎090-8304-0579
■スポーツ吹矢体験会　4/15㊏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
■相続の7割は不動産！遺言で安心不
動産相続　4/15㊏13時～15時　草加市
文化会館音楽室で　終活セミナー　定
員8人　参加費無料　□申不動産相続と
住まいの窓口坂斉☎923-0021
■ボランティアガイド開催　4/15㊏14
時30分～16時30分　中央図書館多目的
ホールで　図書館ボランティア草加
（L.V.S）の説明と募集　同時開催L.V.S
総会（13時）　問大貫☎090-4615-5204
■第24回チャリティ「歌と踊りの祭
典」　4/16㊐10時～　草加市文化会館
で　歌と踊りの共演　無料（募金は社
会福祉協議会へ）　記念品有　問草加
市カラオケ連合会高橋☎090-3902-7570
■油絵「炎（えん）」展　4/16㊐～21
㊎10時～18時（16㊐は13時～、21㊎は
16時まで）　アコスギャラリーで　会
員の油絵・水彩画の展示　問梶原☎92 
8-9766
■八幡ダンスサークル　フリーダンス
　4/16㊐13時20分～16時20分　谷塚文
化センターで　トライアル有　飲み物
付　参加費500円　問千代田☎090-357 
4-3430
■健康ボウリング教室　月曜コース　
4/17～5/22の㊊13時～　全6回　松原
スターボウルで　初心者大歓迎！　参
加費3000円　□申草加市ボウリング協会
☎090-5780-2778
■新婦人フェスタ　4/19㊌～21㊎　谷
塚ミニコミセンほか　絵手紙・着物リ
メークほか（展示）、ヨガ・ダンス・
フラダンスほか（体験）　詳細は問い
合わせを　問塩出☎070-5022-3832　
■未就学児のための合気道教室　4/20
㊍17時45分～18時45分　中央公民館第

2体育室で　4歳～小学校低学年対象　
定員10人　参加費無料　草加合気道ク
ラブ飯塚☎080-6726-0130
■介護者サロン「らくだ」　4/21㊎　
わ～くわっく草加で　「こもれび」　
4/27㊍　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
■家庭倫理講演会「つながる」　4/22
㊏10時～11時40分　中央公民館で　子
育てセミナー　4/20㊍10時15分～11時
30分　草加市文化会館で　参加費200
円　問家庭倫理の会田中☎934-5295
■遺言書の書き方と終活を学ぼう　4/ 
22㊏10時～12時　アコスホール会議室
Aで　一般対象　定員15人　参加費無
料　□申遺言相続後見ネット☎946-5152
■ボーイスカウト体験集会　4/23㊐10
時～　松原団地西口公園で（雨天時は
ハーモネス集会所）　小山・花栗南・
松原小学校区の小学1～5年生男女対象
　問草加第4団中山☎944-4523
■おりがみ教室　4/23㊐13時～15時　
谷塚文化センターで　定員30人　参加
費1500円　□申はがきに住所・氏名（同
伴者も）・電話番号を記入して4/20㊍
必着で瀬崎3-26-1-203折原☎925-6457
■ロマンフリーダンスパーティー　
4/23㊐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
■歴史学講座「再成塾」回教［イスラ
ム教］の歴史　4/23㊐13時30分～16時
30分　草加市文化会館で　問小嶋☎09 
0-1261-7366
■合気道無料体験会　4/23㊐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
■抱っこでエクササイズ～ベビーダン
ス～　4/27㊍11時15分～12時30分　勤
労青少年ホームで　首の座った3か月
～2歳児と保護者対象　参加費1000円
　問亀山☎090-3326-9399

■草加高校吹奏楽部第10回スプリング
コンサート　4/30㊐13時開場13時30分
開演　草加市文化会館で　入場無料
（チケット不要）　問田口☎935-4521
■フリーダンスパーティー　4/30㊐13
時20分～16時15分　谷塚文化センター
で　軽飲食付　男女競技選手待機　参
加費700円　問氷川ダンス倶楽部太田
☎090-3520-7309
■ふれあいダンスパーティー　4/30㊐
13時30分～16時30分　中央公民館で　
参加費500円　問H&Yダンスサークル
佐藤☎090-8036-8059
■アクティブストレッチ体操　5/1㊊
11時15分～12時15分　瀬崎コミセンで
　ストレッチングで心とからだをリフ
レッシュ　女性対象　参加費500円　
問北村☎927-0705
■障害年金・成年後見無料相談会　5/
7㊐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
■日曜ゴルフ教室　5/7～6/11の㊐19
時～21時　水曜ゴルフ教室　5/10～
6/14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
草加市ゴルフ協会石鳥☎922-3065
■バレーボール実技体験教室　5/12㊎
・19㊎・26㊎9時～11時　市民体育館
で　女性対象　参加費無料　問バレー
ボール草加クラブ大西☎090-4447-7077
■家庭婦人バウンドテニス教室　5/12
～6/9の㊎9時30分～11時　市民体育館
で　全5回　初心者歓迎　参加費1850
円（保険料）　□申4/25㊋までに戸木☎
090-6046-2729
■宅建士講習会　5/14～10/8の㊐9時
45分～12時15分　草加市文化会館で　
全20回　参加費1回500円（資料代）　
□申髙橋☎090-9957-3862
■女声コーラス体験会　5/19・26、
6/16・23・30の㊎10時～12時　全5回
　谷塚文化センターで　参加費1000円
　問なのはな谷塚石井☎080-3000-7298

4/9㊐

4/16㊐

内科

外科

内科

外科

松本医院

草加中央診療所

いしどりクリニック

草加脳神経外科クリニック

松原2-2-7

中央1-2-22

苗塚町418-1

栄町2-1-33 1F

☎942-5462

☎922-2159

☎969-4990

☎949-6112

　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。

㈲平和電気商会
㈲井戸浅水道工事店

住吉1-12-5
八幡町802

☎924-3071
☎931-3330

4/ 9㊐
  4/16㊐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



　乗り方教室に参加してくれたみんなに
は、好きな停留所で乗って降りることが
できる「1周年記念乗車券」をプレゼン
ト。634枚限定のレアチケットをゲット
してパリポリくんバスを楽しんでね。
問交通対策課☎922-16855922-1030

　健康づくりに役立つ実技中心の講座です。時間はいずれも午
前9時～11時。60歳以上対象。各期初回に保険料が必要です。□申
卓球のみ4月21日㈮（必着）までに往復はがきに住所・氏名・
年齢・電話番号を記入し、〒340-8550スポーツ振興課へ。定員
80人（応募多数の場合抽選）。その他は開講日に直接会場へ。

　春の子どもフェスタ実行委員会では、「チャレンジ」をテーマ
に『第18回春の子どもフェスタ』を開催します。ユースサミット
を中心とした子どもたちが企画した様々なブースや模擬店などイ
ベントが盛りだくさん！ご家族揃って出かけませんか。
※ユースサミット…草加青年会議所が運営する小学生の会
■日　時　4月29日㈷午前9時～午後4時（雨天時は30日㈰）
■会　場　綾瀬川左岸広場
■内　容　逆バンジージャンプ、ボルダリング、スピードガンほ

か

　12日、草加松原太鼓橋ロードレース大会
を約3000人の市民ランナーが駆け抜けまし
た。手をつないで走る姿が印象的な親子の
部や、趣向を凝らした衣装
が目を引く仮装の部の参加
者も多く、沿道での応援も
楽しい大会になりました。

　この春、進学や就職などで草加に引っ越してきた皆さんに草
加の魅力を伝えようと草加駅東口にある8商店会と丸井・イト
ーヨーカドー・ヴァリエが合同で開催します。
■日　時　4月15日㈯・16日㈰・22日㈯・23日㈰午前11時～午
　　　　　後5時
■会　場　草加駅東口周辺
■内　容　地場産野菜の販売、音楽ライブ、
　　　　　キッズ向けワークショップなど

　明るく元気にさわやかに草加の魅力をPRしてくれる「草加
さわやかさん」を募集します。主催は観光協会。
■応募資格　次の3条件を満たす人
　　　　　　・1年間、草加市・観光協会主催の行事等に参加

　　できる
　　　　　　・市内在住・在勤・在学で18歳以上の女性
　　　　　　・これまでさわやかさんに選ばれたことがない
■部　　門　①18歳以上39歳以下の部
　　　　　　②40歳以上の部
　　　　　　※各部門2人まで。該当者なしの場合あり
■審　　査　5月27日㈯午後2時から草加市文化会館で面接
　応募多数の場合は事前に書類選考を行います。
□申 5月12日㈮までに文化観光課、物産・観光情報センターほか
で配布する応募用紙（市ホームページからも入手可）に写真を
貼付し、観光協会事務局（文化観光課内）へ。

3月かどまちごとでき

　5月6日㈯午後2時開式。会場はアコスホール。各賞授賞式の
ほか、選考委員の堀切実氏（国文学者）、長谷川櫂氏（俳人）
の講評、ドナルド・キーン氏（日本文学研究者）と黒田杏子氏
（俳人、選考委員）の対談等が行われます。
□申 4月14日㈮（消印有効）までに、はがきに住所・氏名・電話
番号を記入し、〒340-8550文化観光課「奥の細道文学賞、ドナ
ルド・キーン賞授賞式観覧」係へ。ファクス・Eメールでも
可。1通5人まで（重複無効）。

問スポーツ振興課
　☎922-28615922-3172

パリポリくんバス
乗り方教室も
あるよ！

パリポリくんバス
乗り方教室も
あるよ！

Rare
!

Rare
!

草加 Welcome Festival

60歳からのスポーツサロン
問産業振興課☎922-08395922-3406

問子ども育成課☎928-64215928-9632

春の子どもフェスタ

問文化観光課
　☎922-29685922-3406
　*bunkakanko@city.soka.saitama.jp

第8回奥の細道文学賞
第2回ドナルド・キーン賞

問観光協会事務局
　（文化観光課内）
　☎922-24035922-3406

草加さわやかさん募集

こんな可愛い
応援もありました！

6/28～8/9
（7/19を除く）

 9/6～10/25
（9/27を除く）

5/12～6/23
金6/30～8/4

9/1～10/13

7/18～9/12
（8/8～22を除く）

10/17～11/7
11/14～28

5/9～7/4（5/23、
6/13を除く）

前期

前期

前期

中期

中期

中期

後期

後期

後期

回数会場
7
6
7

7

6

4
3
7

6

7

20

民踊

ニュースポーツ
（カローリング、
ペタンクなど）

卓球

レクリエーションダンス
（流行のメロディにあわせ
て楽しく踊れるダンス）

曜日実施日種目

5/10～6/21

5/11～11/2
（6/8・15、
8/10、10/5・
12・19を除く）

火

水

木

新田西文化センター
中央公民館
勤労福祉会館

谷塚文化センター

勤労福祉会館

市民体育館
勤労福祉会館
勤労福祉会館

谷塚文化センター

中央公民館

市民体育館

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4月5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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