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問交通対策課　☎922-1641　5922-1030

「止まれ」の標識
がある場所は、必
ず止まって左右の
安全確認！

道路を横断中の
事故が多発 ！
横断歩道を渡る時も
左右の安全確認！

ルールを守って事故ゼロに！ルールを守って事故ゼロに！
ひとごとでは
いられない
ひとごとでは
いられない

スマートフォンを
見ながらの歩行や、
ながら運転は
絶対ダメ！

交通事故防止特別対策地域に指定交通事故防止特別対策地域に指定 交通事故件数・死者数の推移
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死者数 5人 5人 10人 3人 6人

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年
（3月末現在）

無理な追い越しやスピード
の出しすぎは危険！
ゆとりと思いやりを持った
安全運転を心がけましょう。

　平成29年1月から3月までの間に、市内では交通死
亡事故により6名の方が亡くなられました。この状況
から、埼玉県知事より「交通事故防止特別対策地域」
の指定を受けました。
　市では、これ以上このような痛ましい交通死亡事故
が発生しないよう、様々な場所で交通安全啓発・教育
及び安全対策を実施していきます。
「自分は大丈夫」と思わず、事故の加害者や被害者に
ならないよう、交通安全を心がけましょう。
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る
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■3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）

　職場の健康保険をやめた時、または加入した時などは、国民健康
保険（以下国保）の届け出が必要です。該当する人は、保険年金課
またはサービスセンターで手続きをしてください。
■国民健康保険の主な届け出

■国民健康保険税の課税
　保険税は、届け出をした月ではなく、職場の健康保険をやめた月
など、国民健康保険に加入しなければならない月の分から課税され
ます。届け出が遅れると、さかのぼって納めることになります。

　第三者からの請求で本籍入りの住民票等を交付した場合に、住民
票等に記載されている本人に交付事実を通知する「本人通知制度」
を実施しています。
　草加市の住民基本台帳、草加市が編製した戸籍、戸籍の附票に記
載されている人が対象。登録を希望する人は市民課または各サービ
スセンターに本人確認できる書類（運転免許証・保険証等）を持参
し申し込んでください。なお、本人以外による申し込みは同世帯の
家族でも委任状が必要となります。詳細は市ホームページで確認を。

　選挙をより身近に感じてもらう選挙啓発標語の優秀作品が応
募87点の中から決まりました。優秀作品は選挙啓発に活用しま
す。
■特選　「この街の　未来を変える　この一票」
　　　　（高砂2丁目　宮坂真司さん）
■入選　「町の為　自分の為に　この一票」
　　　　（瀬崎5丁目　内田安夫さん）
　　　　「たかが一票　されど一票　あなたの一票」
　　　　（金明町　石井曄子さん）
　　　　「届けよう　心の声を　一票に」
　　　　（長栄2丁目　武中敦子さん）
　　　　「これからを　創る一票　大切に」
　　　　（谷塚町　横田健一さん）

　現在の児童扶養手当・特別児童扶養手当の手当額は、毎年の消費
者物価指数の変動に応じて手当額を改定する物価スライド措置が取
られています。平成29年度は、全国消費者物価指数が対前年比0.1%
減となりました。手当額は下表のとおり。8月の支給から新手当額
になります。

　ひとり親家庭の母親・父親を対象としたキャリアアップのための
資格取得費用の補助や講座受講料の補助などの助成制度があります。

高等職業訓練促進給付金

　ひとり親家庭の親が看護師、保育士、介護福祉士、理学・作業療
法士、理美容師、調理士などの資格を取得する際、修業中の生活費
等の一部を支給します。受給するには、事前審査があります。1年
以上の課程を修了し、その資格取得が見込まれることが条件。すで
に修学していて受給していない人は、早めに相談してください。
■対象者　児童扶養手当を受給している人、または同等の所得水準

にある人
■支給額　月額…①非課税世帯　10万円、②課税世帯　7万500円
■支給期間　3年を限度に修業する全期間
　なお、県では入学準備金を50万円まで貸し付ける制度（返還免除
制度あり）があります。

自立支援教育訓練給付金

　医療事務、介護職員初任者研修など、雇用保険制度の指定教育訓
練講座を受講した人に、経費の一部を助成します。助成を受けるに
は、対象講座への申し込み前に申請が必要です。対象講座は厚生労
働省のホームページを閲覧するか、市に問い合わせてください。
■対象者　次のすべてを満たす人　①児童扶養手当を受給している、

または同等の所得水準にある　②訓練を受けることが就
職やキャリアアップに必要と認められる　③過去に教育
訓練給付金の交付を受けたことがない

■助成額　受講費用の60%（上限20万円。雇用保険の一般教育訓練
対象者は差額支給）
※受講費用が2万円を超えない場合は対象となりません

※各種届け出には、本人確認書類（運転免許証・パスポート等）と個人番号のわかるもの（通知カード・
個人番号カード等）が必要です。別世帯の人が手続きをするときは、「委任状」も持参してください。

全部支給

一部支給

全部支給

一部支給

全部支給

一部支給

1級

2級

1人目

2人目

3人目
以降

児童
扶養手当

特別児童
扶養手当

4万2290円

4万2280円～9980円

9990円を加算

9980～5000円を加算

5990円を加算

5980～3000円を加算

5万1450円

3万4270円

4万2330円

4万2320円～9990円

1万円を加算

9990～5000円を加算

6000円を加算

5990～3000円を加算

5万1500円

3万4300円

■平成29年度の児童扶養手当額・特別児童扶養手当額（月額）

※変更後、最初の定期支払月は8月です。

平成29年4月以降 （参考）平成29年3月まで

問選挙管理委員会☎922-24905927-7693
選挙啓発標語優秀作品が決まりました

問市民課
　☎922-1526
　5920-1501住民票等の本人通知登録を

不正取得による権利侵害防ぐ

問保険年金課
　☎922-15925922-3178

職場の健康保険をやめた時・加入した時は
国民健康保険の届け出を 問子育て支援課　

　児 童 扶 養 手 当☎922-14765922-3274
　特別児童扶養手当☎922-14835922-3274

児童扶養手当・特別児童扶養手当の
手当額が変わります

問子育て支援課☎922-14765922-3274

ひとり親家庭の
お母さん、お父さんを応援します
○高等職業訓練促進給付金
○自立支援教育訓練給付金

他の市町村から転入してきた時

職場の健康保険をやめた時

職場の健康保険の被扶養者でなくなった時

子どもが生まれた時

生活保護を受けなくなった時

外国籍の人が入る時

他の市町村に転出する時

職場の健康保険に入った時

職場の健康保険の被扶養者になった時

国保加入者が死亡した時

生活保護を受けるようになった時

市内で住所が変わった時

世帯主の氏名が変わった時

世帯が分かれたり、一緒になったりした時

修学や施設入所のため、他の市町村に転出
する時

保険証をなくした時

汚れて使えなくなった時

入
る
時

や
め
る
時

そ
の
他

他の市町村の転出証明書

職場の健康保険をやめた証明書

被扶養者でなくなった証明書

世帯主の保険証、出生を証明するもの

保護廃止決定通知書

在留カード、パスポート

保険証

保険証、死亡を証明するもの

保険証、保護開始決定通知書

保険証

保険証、在学証明書または入所証明書、
他市町村住民票

本人確認書類

国保と職場の健康保険の両方の保険証
（職場の保険証が未交付の場合、入っ
たことを証明するもの）

こんな時 届け出に必要なもの
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　○PM2.5（単位：マイクログラム／㎥）最大値32.9／最小値4.3（花栗中学校内）　○給食の放射性物質の検出なし

　応援したい自治体に寄付の形で税を納められる制度で、市でも平
成27年6月より全国から寄せられたふるさと納税に対して返礼品を
贈呈し、市や製品のPRをしています。
■参加条件　①市内に事業所を有していること
　　　　　　②市内事業所等で製造・加工した商品または、市内産

の原材料を使用している商品であること

　奥日光自然の家は中禅寺湖畔千手ヶ浜にほど近い国有林に囲まれ
た保養施設。周辺は野鳥や鹿などの野生生物が生息する自然の宝庫
です。また、西ノ湖や戦場ヶ原などの名所に近く、ハイキングの拠
点として便利です。なお、自然保護のため車での現地乗り入れはで
きません。赤沼車庫駐車場から千手ヶ浜行き低公害バスを利用して
ください（約30分）。
■利用期間　5月3日㈷～11月上旬、火曜定休（祝日の場合は翌平
日）
■宿泊料金　1人1泊1540円（4歳～中学生770円）。1部屋1人での
利用不可
■食事料金（税込・現地払い）　朝食810円　昼食（おにぎり2個）
324円　夕食Ⓐ1512円・Ⓑ2700円・Ⓒ3240円■中小企業の新製品・新技術開発費用

　製品の軽量化、耐久性の強化、新技術などの開発に必要な経費の
一部を補助します。上限150万円。募集3件。審査会でのプレゼンテ
ーションなどによる審査の上決定
■展示会出展費用
　建築・建材展、国際宝飾展、中国国際環境保護博覧会など国内・
国外問わず、新・既製品の販路拡大のため各種展示会などへ出展す
るときに必要な経費の一部を補助します。上限50万円。募集は9件
（草加モノづくりブランド認定製品枠含む）
■ISO・エコアクション21認証取得費用
　ISO9001・14001、エコアクション21の認証取得に必要な審査・
登録機関に支払う経費の一部を補助します。ISOは上限30万円。エ
コアクション21は上限10万円（外部コンサルタント料を除く）。募
集は各1件
■産業財産権申請費用
　産業財産権（特許・実用新案・意匠・商標）の申請に必要な経費
の一部を補助（弁理士費用、海外申請の際の現地代理人費用を含
む）します。上限30万円。募集は4件

　臨時福祉給付金（経済対策分）の申請を郵送または特設窓口で受
け付けています。申請期限は、6月30日㈮（消印有効）です。早め
に手続きしてください。
■対 象 者　平成28年1月1日現在草加市に住民登録があり、平成28

年度市民税（均等割）が非課税かつ課税者に扶養され
ていない人（生活保護受給者等を除きます）

■特設窓口　本庁舎西棟1階　5月19日㈮までの平日の午前8時45分
～午後4時30分

　5月以降、荒川で避難勧告等の目安となる氾濫危険情報や氾濫発
生情報が発令されたときは、国土交通省荒川上流河川事務所（☎04
9-246-6384）から緊急速報メールが草加市全域の携帯電話やスマー
トフォンに自動的に配信されます（利用状況によっては受信できな
い場合があります）。

　4月29日㈷午後1時～。会場は高砂コミセン。平成28年度に助成
を受けた団体が活動実績の報告を行います。

　3月末に平成29年度高年者肺炎球菌予防接種の通知を対象者に郵
送しました。接種を希望する人は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。
■対象者　①市内在住の65歳（昭和27年4月2日～同28年4月1日生
まれ）、70歳（昭和22年4月2日～同23年4月1日生まれ）、75歳
（昭和17年4月2日～同18年4月1日生まれ）、80歳（昭和12年4月2
日～同13年4月1日生まれ）、85歳（昭和7年4月2日～同8年4月1日
生まれ）、90歳（昭和2年4月2日～同3年4月1日生まれ）、95歳
（大正11年4月2日～同12年4月1日生まれ）、100歳（大正6年4月2
日～同7年4月1日生まれ）。②市内在住の60歳以上65歳未満で心臓
・腎臓・呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能
に関する障害1級の身体障害者手帳を持っている人。①②とも既に
23価肺炎球菌ワクチンの接種を受けた人は対象外
■接種期間　平成30年3月31日㈯まで
■接種場所　市内指定医療機関
■費　　用　3000円。75歳以上の人および①②の人で生活保護・中

国残留邦人支援給付制度に該当する人は無料
■そ の 他　②に該当する接種希望者は保健センターに申し込みを。

県内のかかりつけ医での接種希望者は問い合わせを。
県外で接種する場合は、助成はありません

　妊娠を希望する女性と妊婦の夫に対し、3000円を上限として1人
1回限り予防接種費用を助成します。風しんは春から夏にかけ流行
します。過去に予防接種を受けていない人は早めの接種を。
■対象者　接種当日に市内在住で、過去に風しんにかかったことや、
予防接種を受けたことがない次の人　○妊娠を希望する16～49歳の
女性　○妊婦の夫で18歳以上の男性（接種当日に妊婦の夫であるこ
とが条件）
■対象となる予防接種　平成25年4月1日～同30年3月31日に国内の
医療機関で行った風しん単独または麻しん風しん混合ワクチンの予
防接種
■申請方法　予防接種後、平成30年3月31日㈯までに①医療機関の
領収書または支払証明書、②接種を証明する書類（予診票控え等）、
③銀行口座通帳の写し、④印鑑、⑤妊婦の夫の場合は母子健康手帳
を持参し、保健センターへ。郵送（3月31日㈯消印有効）も可。申
請書は市ホームページからも入手できます

　平成29年度草加市新規職員採用試験を実施します。詳細は草
加市ホームページまたは5月5日号広報そうかをご覧ください。

ふるさと納税返礼品協力事業者募集
□申産業振興課☎922-08395922-3406□申

奥日光自然の家は5月3日㈷開所

市内事業者向け補助金制度

臨時福祉給付金（経済対策分）
の申請受付中 問草加市給付金コールセンター

　☎0570-071-133

問危機管理課☎922-06145922-6591

ふるさとまちづくり応援基金助成事業
実績報告会問市民活動センター☎920-35805925-1872

高年者肺炎球菌予防接種
問保健センター☎922-02005922-1516

大人の風しん予防接種 費用の一部助成

通知を
郵送しました

問保健センター☎922-02005922-1516

意欲ある中小企業を支援します

問職員課
　☎922-0983草加市新規採用職員募集

□申5月19日㈮までに産業振興課へ。☎922-34775922-3406□申

□申利用希望日の2か月～4日前に宿泊料を添えて総務企画課へ。
　☎922-26435928-1178
□申

申込
受付中！

5/1配信
開始 荒川の洪水情報が携帯電話等に

申請は
6月30日
㈮まで
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④ 2017年4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。

　4/22㊏10時～16時。会場は伝統産業
展示室「ぱりっせ」。レザークラフト
体験（革の動物アクセサリー・革のネ
ームプレートづくり）1回500円。□申ぱ
りっせへ。☎5931-1970

　6/2～16、7/7～8/4の㊎19時～21時。
全8回。会場は高砂コミセン。転倒予
防・認知症予防のためのいつでもどこ
でも出来るオリジナル体操講座。新聞
紙を利用し、音楽に合わせ楽しく体操
を行います。講師は健康運動指導士の
田邉雅子氏。定員20人。□申スポーツ振
興課へ。☎922-28615922-3172

　5/14㊐10時～16時。会場は原町コミ
セン。利用団体等による舞台発表や作
品展示、各種模擬店、子ども遊びほか。
問原町コミセン☎5941-5353

リニューアルしたぱりっせで
草加の地場産業「レザークラフト体験」

一本棒・バッテン棒体操講座

　5/16㊋18時30分開演。会場は中央公
民館。出演は「笑点」でおなじみの三
遊亭小遊三、明るく粋な芸風で観客を
江戸情緒の世界へと引き込む古典落語
の名人入船亭扇遊ほか。料金は前売り
2600円、当日3100円。□申草加市文化会
館ほかプレイガイドへ。☎931-93255 
936-4690

■サステナブル体操　5/11㊍13時15分
～14時45分。会場は勤労福祉会館。さ
びない身体をつくるための講義と体操。
65歳以上対象。定員50人。□申4/21㊎か
ら新田（包）へ。☎946-05205946-05
23

　勤務は6月から月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・窓口受付ほか。60歳以
下で保健・医療業務経験者対象。募集
は1人。日額9500円（交通費込み）。
面接は5/8㊊に実施。□申5/1㊊（必着）
までに履歴書を職員課へ。☎922-0983

草加落語会

■ママ＆ベビー体操教室（ハイハイコ
ース）　9時30分～10時30分。ママと
まだ歩けない乳児対象。　ママ＆ベビ
ー体操教室（ヨチヨチコース）　10時
30分～11時30分。ママと歩ける3歳ま
での幼児対象。
　いずれも5/19～7/21（6/30、7/14を
除く）の㊎。全8回。定員20組。参加
費4000円
■シェイプアップトレーニング教室
（記念体育館コース）　5/19～7/21
（6/30、7/14を除く）の㊎11時40分～
12時40分。全8回。18歳以上対象。定
員25人。参加費4000円
■にこにこシニアトレーニング教室　
5/19～7/7の㊎15時～16時30分。全8回。
55歳以上対象。定員15人。参加費4000
円
　いずれも会場は記念体育館。
□申5/5㊗（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。
☎928-63615922-1513

体協体操教室

非常勤嘱託員（介護認定調査員）募集

　4/29㊗及び5/3㊗～5/5㊗のゴールデ
ンウィーク期間に緊急で手話通訳が必
要となった場合、住所・氏名・ファク
ス番号・依頼内容・時間・行き先・通
訳との待ち合わせ時間と場所を記入し、
5997-4119（夜間、土・日曜日、祝日
の緊急時の依頼方法と同様）へファク
スしてください。消防局が受け付けを
代行し、手話通訳者を派遣します。な
お、救急車や消防車が必要な場合は、
5119（消防局）へ。事前に分かって
いる場合は、4/28㊎までに草加市社会
福祉協議会に依頼してください。問同
協議会☎932-67705932-6781

原町コミセンまつり

　5/20㊏9時30分～13時30分（雨天時
27㊏）。会場はそうか公園。体育協会
職員と一緒に園内で散策やレクリエー
ション後、キャンプ場で調理と昼食。
小学生以上の知的障がい者と保護者対
象。定員25人。参加費500円。□申4/21
㊎9時からそうか公園へ。☎931-9833 
5935-8510

障がい者野外活動参加者募集

　5/28㊐9時～17時。会場は記念体育
館。考試員・審判員の在り方や昇級・
昇段審査基準の確認、対象別指導法を
学びます。少林寺拳法有段者対象。定
員50人。□申4/21㊎から電話で草加市体
育協会へ。☎928-63615922-1513

少林寺拳法指導者講習会

　5/5㊗10時～。会場は歴史民俗資料
館。企画展「端午の節句～草加宿つる
し飾りと鎧兜」を開催中の同館で、お
いしい抹茶とお菓子で端午の節句を楽
しんでみませんか。なくなり次第終了。
企画展は5/14㊐まで開催。問同館☎
5922- 0402

　警察署員が指導します。㊍17時30分
～19時。会場は草加警察署道場。小・
中学生対象。定員20人。年額5000円
（保険料別途）。なお、保護者には引
率、運営役員等の協力をお願いします。
問同警察署少年係こうさか☎943-0110

端午の節句を楽しむ野だて

　4/26㊌19時～。会場は中央公民館。
議題は「草加市の魅力と経済活性化」。
まちづくり登録員対象。まちづくりを
始めたい人も登録して参加を。問みん
なでまちづくり課☎922-07965922-34 
06

みんなでまちづくり会議開催

　4/29㊗9時30分～15時。会場は稲荷
コミセン。利用者団体やサークル等に
よる演芸発表や手芸などの作品展示、
各種模擬店ほか。問稲荷コミセン☎
5931-5333

稲荷コミセンまつり

□申各開講日の3日前までに生涯学習課
へ。☎922-28195922-3498
■母の日のプリザーブドフラワー　
5/12㊎10時～11時30分。会場は新里文
化センター。定員8人。材料費2000円。
はさみ・持ち帰り用の袋持参
■はじめての大正琴　5/12～26の㊎14
時～16時。全3回。会場は新里文化セ
ンター。定員10人。琴の貸し出しあり
■はじめての盆踊り　5/15～29の㊊10
時～12時。全3回。会場は川柳文化セ
ンター。定員20人。室内履き持参
■春の着物デビュー　5/16～30の㊋10
時～12時。全3回。会場は新里文化セ
ンター。定員8人。着物一式持参
■ガラス工芸「サンドブラスト」　
5/23㊋14時～16時。会場は新里文化セ
ンター。定員10人。材料費1000円。持

生涯学習体験講座

　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。稲荷コミセン…5月の
㊊・㊍（4㊗を除く）、柳島コミセン
…5月の㊌・㊎（3㊗・5㊗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

血管年齢測定
あなたの血管は大丈夫？

ち帰り用のタオルと袋持参
■おいしい紅茶の淹れ方　6/1㊍・8㊍
10時～13時。全2回。会場は谷塚文化
センター。材料費3600円。ふきん持参
■終活講座「老いの支度」　6/2㊎・9
㊎10時～12時。全2回。会場は草加市
文化会館。定員20人。資料代500円

三遊亭小遊三 入船亭扇遊

高年者向け

子ども・親子向け

地域包括支援センター（包）
介護予防教室

ゴールデンウィーク中の
緊急時の手話通訳依頼方法

　ヘイトスピーチとは特定の民族や国
籍の人々を排斥する不当な差別的言動
のことです。こうした言動は、人とし
ての尊厳を傷つけたり、差別意識を生
じさせたりすることになりかねず、許
されるものではありません。違いを認
め、互いの人権を尊重し合う社会を築
きましょう。ヘイトスピーチによる被
害など、人権に関する問題は、みんな
の人権110番（☎0570-003-110）へ相談
してください。問人権共生課☎922-08 
255927-4955

ヘイトスピーチを許さない
みんなの人権110番に相談を

草加警察署少年柔道教室

・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

5/6㊏奥の細道文学賞、ドナルド・キーン賞授賞式。ドナルド・キーン氏らによる対談も開催

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
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定員のあるものは4/21㊎
8時30分から各館へ申し込みを

▼ふれあい囲碁・将棋教室　4/22㊏、
5/13㊏14時～15時　幼児（保護者同
伴）～高年者対象
▼おもちゃ病院　4/27㊍10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
▼ドッジボールで遊ぼう　4/27㊍16時
～　小学生対象
▼みんなで児童センターの看板を作ろ
う　5/5㊗10時30分～12時　壁面に手
形で看板作成　乳幼児（保護者同伴）
～高年者対象　汚れても良い服で
▼母の日プレゼント作り　5/11㊍・12
㊎15時30分～　ビーズアクセサリー　
小学生対象
▼オセロ大会　5/18㊍　16時～　小学
生対象

▼ママにはナイショのプレゼント作り
　4/24㊊～5/12㊎（㊋を除く）15時～
　㊊・㊎は中央図書館　㊌・㊍はコン
フォール松原19号棟　小学生対象
▼春の工作　5/8㊊～12㊎（9㊋を除
く）15時～　㊊・㊎は中央図書館　㊌
・㊍はコンフォール松原19号棟　ちぎ
り絵　小学生対象
▼読み聞かせ「たんぽぽ」　5/11㊍・
18㊍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

　子育てを応援する会員組織のファミ
リー・サポート・センターでは、保育
施設等への送迎や会員宅での預かりの
ほか、病児・病後児預かりも行ってい
ます。同センターの利用希望者と子育
てを支援する会員を募集します。入会
説明会5/13㊏10時～12時（要予約）。
会場は高砂コミセン。□申ファミリー・
サポート・センターへ。☎920-1100

　借金・電子マネー（プリペイドカー
ド）などの困りごと電話相談を受け付
けています。◆借金…☎048-600-1113
◆電子マネー…☎048-600-1152。祝日
以外の㊊～㊎9時～12時、13時～17時。
問関東財務局☎048-600-1113

▼ロビー切手展　4/25㊋～5/7㊐
▼利用者懇談会　4/26㊌10時～11時30
分、19時～20時30分　主催事業・利用
方法等の説明ほか　利用サークル・団
体対象
▼川柳教室　4/26からの第4㊌13時30
分～15時30分　
▼地域はつらつ元気体操教室　5/10～
7/26の㊌（5/17、6/7・21、7/19を除
く）13時30分～15時　全8回　65歳以
上対象　定員30人　上履き持参
▼おもちゃ病院　5/19㊎10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
▼プールのヤゴ救出大作戦　5/20㊏9
時30分～11時　幼児以上対象（幼児・
小学低学年は保護者同伴）　定員30人
　濡れても良い服装で　あれば小型水
槽持参

▼すくすくクラブ　5/11㊍10時～11時
30分　子育て相談ほか　乳幼児と保護
者対象
▼書道教室　5/16㊋10時～11時30分　
使って飾れるうちわ作り　成人対象　
定員20人　参加費500円　書道用具持
参
▼のびのび広場　5/19㊎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
▼サロンコンサート　5/20㊏12時～　
出演はステルハージ弦楽四重奏団　モ
ーツァルト弦楽四重奏曲第19番「不協
和音」第1楽章ほか
▼おもちゃの病院　5/26㊎10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで

ファミリー・サポート・センター
会員募集

借金・投資詐欺・電子マネーのトラ
ブルに関する相談は関東財務局へ

定員のあるものは4/21㊎
10時から各館へ申し込みを

5922-3274

わくわくタウン松原 ☎941-2905

新栄児童センター ☎942-9876

▼すくすくクラブ　4/25㊋10時～12時
　リズム体操・手遊びほか　乳幼児と
保護者対象
▼少年少女発明教室　5/20～平成30年
3/17の第3㊏（8月、10月を除く）9時
30分～11時30分　全9回　小学4年～中
学生対象　定員15人　材料費1800円　
定規・はさみ持参
▼ロビーステージ　5/23㊋12時～12時
40分　フラダンス
▼ロビーコンサート　5/28㊐12時～12
時40分　バイオリンとキーボード
▼高年者学級コスモス受講者募集　
6/21～平成30年3月の第3㊌10時～12時
　全10回　講義・課外活動ほか　1年
間受講可能な60歳（申込日現在）以上
対象　定員70人（応募多数の場合は抽
選　結果は5月中旬に通知）　□申4/28
㊎までに往復はがきに住所・氏名・生
年月日・電話番号を記入し、〒340-00
25谷塚仲町440同センターへ

▼おはなしの時間　4/26㊌10時30分～
11時　読み聞かせ・手遊びほか　乳幼
児と保護者対象
▼おもちゃの病院　5/8㊊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　5/11㊍10時～11
時30分　親子遊び・読み聞かせほか　
乳幼児と保護者対象
▼そうか生きもの調査会　5/13㊏9時
～12時　柿木の田んぼで野鳥観察　小
学生（保護者同伴）以上対象　定員30人
▼野菜作りを体験しよう　5/14㊐～12
月（5/14㊐は9時から）　さつまいも・
スイカ・大根の植え付け、雑草取り、
収穫　小・中学生対象　定員20人　参
加費500円　汚れても良い服装で　長
靴・手袋持参

▼ママといっしょにおはなし会　4/24
㊊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　5/1㊊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」　
5/1㊊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　5/1～29の㊊（5/8を
除く）16時～17時…楽しく英語・5/8
㊊16時～17時…将棋・5/16㊋17時～18
時…スポーツ吹矢・5/18㊍16時20分～
16時50分…HIPHOP　小学生（（英語
は小学4～6年生）保護者同伴）対象
▼子どもバレエ体験教室　5/12㊎・19
㊎17時～18時30分　4歳～小学生（保
護者同伴）対象　定員20人　上履き持
参

▼こころを結ぶ光のひろば　5/2㊋10
時～12時　視覚障がいに関する相談コ
ーナーほか
▼地域はつらつ健康体操教室　5/11～
7/13の㊍（5/25、6/29を除く）15時～
16時30分　全8回　65歳以上対象　定
員30人　上履き持参
▼利用者懇談会　5/12㊎19時～・13㊏
10時～　主催事業・利用方法等の説明
ほか　利用サークル・団体対象
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
5/17㊌10時～　親子友だち作り・簡単
工作ほか　乳幼児と保護者対象
▼にじいろタイム　5/19㊎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人
▼マタニティー「だっこままぎゅっ」
　5/19㊎13時30分～　胎教と友だちづ
くり　初妊婦対象
▼ブリリアントコンサート　5/21㊐14

時～　出演はねずみの森混声合唱団　
「空とぶうさぎ」「一番はじめは」ほ
か　定員400人（当日先着順）
▼パンをつくろう　6/3㊏10時～13時
　小・中学生対象　定員20人　参加費
300円

▼脳トレWeek　5/15㊊・19㊎・22㊊
・26㊎15時～　会場は中央図書館　ペ
ンシルパズルに挑戦　小学生対象
▼作ってあそぼう　5/17㊌・18㊍・24
㊌・25㊍15時～　会場はコンフォール
松原19号棟　スライム　小学生対象　
定員各日8人（当日先着順）
▼おもちゃ病院　5/19㊎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
▼初めてのお誕生会　5/30㊋11時～　
会場はコンフォール松原19号棟　平成
28年5月生まれ対象　定員8人　□申5/1
㊊10時から電話で同館へ

▼手芸　4/23㊐13時30分～16時　布で
カーネーションのコサージュ作り　幼
児（保護者同伴）以上対象
▼子ども歳時記　5/3㊗～5㊗13時30分
～16時　アルミ板で鯉のぼりのバッジ
作り　幼児（保護者同伴）以上対象
▼なかよしランチ　5/10㊌11時30分～
13時　ウエハースでお菓子の家作り　
幼児と保護者対象　定員15組　参加費
300円
▼おもちゃ病院　5/11㊍13時～15時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
▼パパサロン・リズム&ストレッチ　
5/13㊏11時～12時　0～2歳児と保護者
対象　定員15組
▼みなクル工房　5/13㊏13時30分～16
時　母の日のポップアップカード作り
　幼児（保護者同伴）以上対象
▼ママのためのリラックスヨガ　5/18
㊍16時～16時40分　0～2歳児と保護者
対象　定員15組
▼ひ革工房　5/20㊏13時30分～16時　
革で動物マスコット作り　幼児（保護
者同伴）以上対象
▼ワークわくランチ　5/21㊐10時～13
時　炊き込みご飯作り　小学生以上対
象　定員15人

▼おもちゃ病院　4/27㊍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
▼マンカラ・オセロ大会　5/6㊏14時
～…マンカラ　15時～…オセロ　小学
生対象
▼母の日制作　5/7㊐10時30分～、14
時～　ポケットティッシュ入れ　小学
生対象　定員各10人
▼親子で作ろう　5/12㊎・26㊎14時～
15時　折り紙でふしぎなお家作り　幼
児と保護者対象　定員各日10組
▼パパも一緒のティータイム　5/13㊏
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6組　□申参加費100円を添えて同
館へ
▼将棋教室　5/13㊏13時30分～　将棋
大会　5/21㊐13時30分～16時　いずれ

も小学生対象　定員10人
▼ともだち文庫の「おはなしポケッ
ト」　5/15㊊11時～　わらべ唄ほか　
乳幼児と保護者対象
▼ママのためのリフレッシュヨガ　
5/20㊏10時30分～11時30分　定員15人
　ヨガマット持参
　

▼読み聞かせ「バンビ」　4/24㊊、
5/15㊊11時～　乳幼児と保護者対象
▼ABCで遊ぼう　4/24㊊、5/22㊊15時
30分～16時30分　幼児（保護者同伴）
～小学生対象
▼母の日の制作　5/8㊊・9㊋16時～　
切り絵のコースター　小学生対象　定
員各日10人
▼オセロ大会　5/12㊎16時～　参加賞
・優勝賞品あり　マンカラ大会　5/19
㊎16時～　いずれも小学生対象　
▼ふれあいグラウンド・ゴルフ　5/13
㊏10時30分中央防災広場集合（雨天中
止）　小学生～高年者対象
▼おもちゃ病院　5/20㊏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

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

5925-0152

現在の松並木の様子昭和30年代後半の松並木の様子

古木は
何本

あるの？

保存会の保護・
補植前から現在まで
残っている松は

52本。

　綾瀬川沿い1.5kmにわたって続く松並木。松並木の本数は、昭和
40年代には排気ガス等の影響により一時70本程度にまで減少して
しまいましたが、草加松並木保存会による保護・補植や、県と共
同で実施した遊歩道としての整備により、多くの市民の憩いの場
として復活し、草加のシンボルとなっています。
　平成24年には、東京スカイツリーの高さ634ｍにあわせて補植を
行い、634本の松並木となりました。その後、平成26年3月18日には、
「おくのほそ道の風景地」の一群をなすものとして、国の名勝に
指定されています。

当時は松並木の間に道路がありました。 遊歩道として整備された草加のシンボル。

国指定名勝 おくのほそ道の風景地  草加松原草加って

こんなまち
数字でわかる草加市

松並木の松の本数は？

６３４本



⑥ 2017年4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。

■小学生のための読み聞かせ　4/23㊐
13時30分～14時　
■木曜シアター　4/27㊍14時～15時30
分　にっぽん百名山⑾「祖母山、霧島
山、開聞岳」　成人対象　定員90人
（当日先着順）
■ビデオ上映会　5/14㊐14時～16時　
「人間になりたがった猫」　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）

■ボイストレーニング新田西　㊍13時
～15時　新田西文化センターで　発声
法と訓練・合唱・カラオケ・朗読に応用　
月額1500円　問藤田☎080-5046-7499
■一静会（写経）　㊊15時～17時　瀬
崎コミセンで　月額1000円　問秋屋☎
927-9141

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

▼ふれあい囲碁・将棋教室　4/22㊏、
5/13㊏14時～15時　幼児（保護者同
伴）～高年者対象
▼おもちゃ病院　4/27㊍10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
▼ドッジボールで遊ぼう　4/27㊍16時
～　小学生対象
▼みんなで児童センターの看板を作ろ
う　5/5㊗10時30分～12時　壁面に手
形で看板作成　乳幼児（保護者同伴）
～高年者対象　汚れても良い服で
▼母の日プレゼント作り　5/11㊍・12
㊎15時30分～　ビーズアクセサリー　
小学生対象
▼オセロ大会　5/18㊍　16時～　小学
生対象

▼ママにはナイショのプレゼント作り
　4/24㊊～5/12㊎（㊋を除く）15時～
　㊊・㊎は中央図書館　㊌・㊍はコン
フォール松原19号棟　小学生対象
▼春の工作　5/8㊊～12㊎（9㊋を除
く）15時～　㊊・㊎は中央図書館　㊌
・㊍はコンフォール松原19号棟　ちぎ
り絵　小学生対象
▼読み聞かせ「たんぽぽ」　5/11㊍・
18㊍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

▼脳トレWeek　5/15㊊・19㊎・22㊊
・26㊎15時～　会場は中央図書館　ペ
ンシルパズルに挑戦　小学生対象
▼作ってあそぼう　5/17㊌・18㊍・24
㊌・25㊍15時～　会場はコンフォール
松原19号棟　スライム　小学生対象　
定員各日8人（当日先着順）
▼おもちゃ病院　5/19㊎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
▼初めてのお誕生会　5/30㊋11時～　
会場はコンフォール松原19号棟　平成
28年5月生まれ対象　定員8人　□申5/1
㊊10時から電話で同館へ

▼手芸　4/23㊐13時30分～16時　布で
カーネーションのコサージュ作り　幼
児（保護者同伴）以上対象
▼子ども歳時記　5/3㊗～5㊗13時30分
～16時　アルミ板で鯉のぼりのバッジ
作り　幼児（保護者同伴）以上対象
▼なかよしランチ　5/10㊌11時30分～
13時　ウエハースでお菓子の家作り　
幼児と保護者対象　定員15組　参加費
300円
▼おもちゃ病院　5/11㊍13時～15時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
▼パパサロン・リズム&ストレッチ　
5/13㊏11時～12時　0～2歳児と保護者
対象　定員15組
▼みなクル工房　5/13㊏13時30分～16
時　母の日のポップアップカード作り
　幼児（保護者同伴）以上対象
▼ママのためのリラックスヨガ　5/18
㊍16時～16時40分　0～2歳児と保護者
対象　定員15組
▼ひ革工房　5/20㊏13時30分～16時　
革で動物マスコット作り　幼児（保護
者同伴）以上対象
▼ワークわくランチ　5/21㊐10時～13
時　炊き込みご飯作り　小学生以上対
象　定員15人

▼おもちゃ病院　4/27㊍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
▼マンカラ・オセロ大会　5/6㊏14時
～…マンカラ　15時～…オセロ　小学
生対象
▼母の日制作　5/7㊐10時30分～、14
時～　ポケットティッシュ入れ　小学
生対象　定員各10人
▼親子で作ろう　5/12㊎・26㊎14時～
15時　折り紙でふしぎなお家作り　幼
児と保護者対象　定員各日10組
▼パパも一緒のティータイム　5/13㊏
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6組　□申参加費100円を添えて同
館へ
▼将棋教室　5/13㊏13時30分～　将棋
大会　5/21㊐13時30分～16時　いずれ

も小学生対象　定員10人
▼ともだち文庫の「おはなしポケッ
ト」　5/15㊊11時～　わらべ唄ほか　
乳幼児と保護者対象
▼ママのためのリフレッシュヨガ　
5/20㊏10時30分～11時30分　定員15人
　ヨガマット持参
　

▼読み聞かせ「バンビ」　4/24㊊、
5/15㊊11時～　乳幼児と保護者対象
▼ABCで遊ぼう　4/24㊊、5/22㊊15時
30分～16時30分　幼児（保護者同伴）
～小学生対象
▼母の日の制作　5/8㊊・9㊋16時～　
切り絵のコースター　小学生対象　定
員各日10人
▼オセロ大会　5/12㊎16時～　参加賞
・優勝賞品あり　マンカラ大会　5/19
㊎16時～　いずれも小学生対象　
▼ふれあいグラウンド・ゴルフ　5/13
㊏10時30分中央防災広場集合（雨天中
止）　小学生～高年者対象
▼おもちゃ病院　5/20㊏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

■松原将棋クラブ　㊐13時～18時　ハ
ーモネスタワー松原2階集会室で　約
30人在籍　女性・子ども歓迎　入会金
500円　月額300円　女性・高校生以下
150円　問加藤☎941-9007
■アップル（健康体操）　㊎13時30分
～15時　川柳文化センターで　健康寿
命を伸ばす優しい体操　男女歓迎　体
験可　入会金1000円　月額2500円　問
沢出☎995-4261
■ピラティス　㊍・㊎9時45分～　市
民体育館で　リンパマッサージで血行
促進と体の歪み改善でしなやかな体作
り　成人対象　月額2500円　問ヒダカ
☎090-3400-7290
■アートサークルそれいゆ（児童美
術）　月2回㊏10時30分～12時　中央
公民館で　年少児～小学生対象　無料
体験可　五感を豊かに　月額2500円　
問坂本☎080-5445 -1062　
■舞駒会（日本民踊）　第2・4㊌9時
～11時　稲荷コミセンで　皆で楽しく
輪になって日本各地の民踊・盆踊りを
踊りましょう　見学・体験可　月額10 
00円　問金丸☎931-3988
■松原フォトクラブ　㊋15時～17時　
草加市文化会館で　例会後の作品は八
幡コミセンに展示します　月額500円
　問橋本☎936-1889
■男の料理クラブ　第3㊏10時～13時
　川柳文化センターで　講師の指導を
受け全員で家庭料理を作り会食する　
入会金1000円　月額1200円　問川村☎
943-5138
■草加論語塾　第2㊐15時～17時　中
央公民館ほかで　論語を優しく学ぶ集
まりです　1回2000円　問坪井☎090-3 
877-7058
■佐和会（茶道裏千家）　第2・4㊎9
時～13時　新里文化センターで　立礼
席（イス席）でのお稽古です　初心者
歓迎　入会金1000円　月額3000円　問
丸野☎924-7619
■彩の会（囲碁）　㊏または㊐13時～
17時　勤労青少年ホームで　シニア・
女性歓迎　初級者には楽しく指導もし
ます　月額300円　問生田☎943-4475
■幸龍会（パソコン）　第2・3㊍13時
～15時　谷塚文化センターで　ワード
・エクセルほか　初・中級者対象　1
回900円　問木村☎080-1330-5591
■リフレッシュ体操クラブ　㊋13時15
分～14時45分　新田西文化センターで
　ヨガ・ストレッチ・ダンス　初心者
歓迎　入会金1000円　月額2500円　問
渡辺☎941-7806
■韓国語サークルチョアチョア　第2
・4㊐10時～12時　新田西文化センタ
ーで　ハングルが読める人対象　入会
金1000円　3か月8000円　問岩澤090-2 
169-9132
■草加太極拳同好会　㊎10時～12時30
分　中央公民館で　ゆったりした動き
で足腰丈夫に　健康維持に　見学・体
験無料　入会金2000円　月額3000円　
問加藤☎943-4691

■ゆたかペン　月2回㊊10時～12時　
稲荷コミセンで　手書きにより脳の活
性化を促すペン習字を楽しく学んでい
ます　入会金1000円　月額2000円　問
高橋☎935-4188　
■少林寺流空手道草加教室　㊎16時～
　谷塚文化センターで　少林寺流の八
つの型と棒術を学ぶ　月額小学生500
円　成人2000円　問澤口☎928-1832　
■彩の会（油絵）　第1・3㊎10時～15
時　勤労福祉会館で　入会金1000円　
月額3500円　問多賀☎925-3107
■フォトクラブ東武会　第2㊎15時～
17時　草加市文化会館で　カメラ操作
や撮影方法を身につけ写真を楽しみま
しょう　入会金1000円　年額5000円　
問水落☎080-3691-0641
■小山パイレーツ（グラウンド・ゴル
フ）　㊐　小山小で　㊊13時～　綾瀬
川左岸広場で　初心者歓迎　大人対象
　年額3000円　問遠藤☎942-8136
■七夕会（ギター）　第1㊌14時～16
時（日曜コースあり）　高砂コミセン
で　ギターアンサンブルを楽しみませ
んか　月額1000円　問髙田☎080-1348- 
8766
■カノン（マンドリン）　第1㊐13時
～15時　高砂コミセンで　マンドリン
とギターで小合奏を楽しみませんか　
月額1000円　問前田☎924-5192
■新大正琴愛好会　第1・3㊏13時～15
時　中央公民館で　初心者大歓迎　月
額2500円　問田代☎927-1631
■キッズスマイル松原（リズム体操ほ
か）　月3回㊌9時50分～10時50分　市
民体育館で　親子で楽しくみんなで遊
ぼう　0歳～未就園児対象　月額1200
円　問志賀☎090-1558-1724
■筆びより　月2回㊋9時30分～11時　
谷塚文化センターで　ボールペン字と
筆ペン字を使用した日常の書の練習　
初心者歓迎　まずは体験を　月額3000
円　問川嶋☎922-0941
■ソシアルダンスすずらん（社交ダン
ス）　㊋11時～13時　高砂コミセンで
　お気軽に見学に来てください　入会
金1000円　月額3000円　問秋元☎090- 
4419-0440
■チェリー（社交ダンス）　㊍15時～
17時　谷塚文化センターで　現役プロ
教師が直接組んで指導します　入会金
1000円　月額4000円　問小柳☎090-23 
02-1351
■シュークリームの会（料理）　第4
㊊9時～13時　谷塚文化センターで　
入会金1000円　月額1000円　問海和☎
925-4095
■西町バドミントンクラブ　㊍19時～
21時　西町小で　バドミントン練習と
親睦　エンジョイ・バドミントン　月
額1000円　問張替☎941-7141
■瀬崎クラブ（軟式テニス）　㊊19時
～21時　吉町テニスコートで　年齢を
問わず楽しくやっています　成人対象
　入会金1000円　月額1000円　問三浦
☎928-6769

あや

さい

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（4/21～5/20）

4/21㊎、
5/19㊎
4/26㊌、
5/10㊌
4/27㊍、
5/11㊍
4/28㊎、
5/12㊎

5/17㊌

5/18㊍

氷川・西町小

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

小山・新田小

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

氷川児童センター ☎928-2341

谷塚児童センター ☎925-1856



4/21㊎～5/20㊏（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

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

【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　4/21㊎、5/11㊍・19㊎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・年金・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　4/24㊊、5/15㊊…住吉児童館☎928-5736　4/27㊍、

5/11㊍…谷塚児童センター☎925-1856　5/18㊍…新栄児童センター☎942-9876
5/17㊌…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　4/26㊌13時～ 16時…八幡コミセン☎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 ）　5/18㊍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）

4/23
㊐ 5/4

㊗

5/5
㊗

4/29
㊗

4/30
㊐

5/3
㊗

月 日 診療科 当番医名 住　所 電話番号 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

歯科

草加循環器クリニック

メディクス草加クリニック

メディカルハブクリニック

鳳永病院

弁天町歯科医院

草加きたやクリニック

かがわ医院

草加内科呼吸ケアクリニック

横内整形外科クリニック

ひぐち歯科クリニック

中町クリニック

メディカルトピア草加病院

ませ歯科医院

水野クリニック

さくら整形外科

西倉歯科医院

ネオ歯科医院

氷川町2131-6

氷川町2149-3

金明町516-1-1

谷塚2-12-15

中根3-23-17

北谷1-22-13

草加3-8-21

草加1-4-5

松原4-5-8

瀬崎6-21-22

☎927-4811

☎920-6161

☎943-8292

☎924-2631

☎931-0113

☎941-7800

☎942-6062

☎999-5941

☎941-0211

☎927-8867

谷塚1-22-18

谷塚1-11-18

栄町3-2-13 2Ｆ

栄町3-6-6

谷塚上町235-1

旭町4-9-2

栄町3-2-2 2Ｆ

☎954-8962

☎928-3111

☎935-8214

☎930-1700

☎921-7155

☎946-4182

☎932-6500

内科

外科

歯科

内科

外科

歯科

歯科

防災テレフォンサービス ▶防災行政無線放送　☎922-9911　▶火災・防災情報　☎997-8511
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㈱セントラル設備
㈲やまと水道
東京管工機材㈱
草加支店

青柳8-29-2
氷川町429-4
住吉1-14-20

☎936-1000
☎927-8519
☎927-0041

4/23㊐
4/29㊗
4/30㊐

萬設備
㈲正木設備
㈲石田水道

長栄1-779-1
栄町3-9-30
吉町1-5-12

☎942-1200
☎931-3933
☎922-2736

5/3㊗
5/4㊗
5/5㊗



　市の姉妹都市「奥会津　昭和村」は大自然の宝庫。この交流事業で
は田植え体験や新緑散策が楽しめ、草加では味わえない山里の春を感
じることができます。
■日　　時　5月20日㈯～21日㈰
■集　　合　20日㈯午前7時30分市役所集合（バスで移動　片道約4時

間半）
■宿　　泊　昭和温泉しらかば荘
■内　　容　ふれあい水田での田植え体験、新緑散策とからむし織の

しおり作り（内容は変更することがあります）
■定　　員　15人（部屋数、家族構成により前後する場合あり）
■対　　象　市内在住・在学者（高校生以下は保護者同伴）
■参 加 費　宿泊代、2日目の昼食代、有料道路通行料、各種体験料

含め小学生以下9000円、中学生以上1万500円
■旅行業者　㈲共栄旅行サービス（埼玉県知事登録第3-1146号　草加

市松江6-1-1☎932-4236 ）

　市と昭和村は昭和60年から
姉妹都市として交流を続けて
います。市では、昭和村の高
原野菜をはじめとする特産品
を紹介する物産展を開催する
とともに、自然、文化、産業
の体験ツアーの開催等、様々
な取り組みを相互に行い、市
と昭和村の交流に努めていま
す。

　村内唯一の温泉施設「昭和
温泉しらかば荘」は、市内在
住・在学の人であれば、村民
料金で泊まれてお得（1泊2食
付き6500円。通常は8000円）。
宿泊の際は、身分証または学
生証の提示が必要です。詳し
くは文化観光課☎922-2968へ。

□申 5月8日㈪（必着）までに往復はがきに住所・氏名・性
別・年齢・電話番号を記入し、〒340-8550文化観光課
へ。1枚につき4人まで。申込多数の場合初回者優先、は
がき単位で抽選。5月10日㈬以降に当落を通知。支払方
法は旅行業者から当選者に連絡。 ☎922-29685922-3406

　東京藝術大学にゆかりのあるチェロ奏者中
木健二とバイオリン奏者岡本彩香の2人に草加市出身のピアノ奏者
守田絢子が加わり「音楽のまち・草加」と「文化の杜・上野」を音
楽で結びつける草加ならではのコンサート。

■日　　時　8月26日㈯午後2時開演
■会　　場　草加市文化会館
■曲　　目　モーツァルト：ピアノ三重奏曲 ト長調 K.564
　　　　　　フランク：バイオリンソナタ イ長調
　　　　　　バッハ：無伴奏チェロ組曲 第1番 ト長調 BWV1007
　　　　　　ラベル：ピアノ三重奏曲 イ短調
■チケット　4月29日㈷から草加市文化会館ほかで。一般2000円　
　　　　　　学生500円（全席指定・未就学児入場不可）

4月かどまちごとでき
　1日、松原団地駅名変更協議会（野崎友義会
長）主催による新駅名「獨協大学前〈草加松原〉
駅」誕生記念式典が開催されました。駅名改称
により、「大学のあるまち」として地域のイメ
ージアップが図られ、国指定名勝「おくのほそ
道の風景地　草加松原」の名がPRされ、駅周
辺地域の更な
るにぎわいと
活性化が期待
されます。

　プロのソリスト・オーケストラと公募による市民合唱団が
共演するオペラ。カルメン役に河野めぐみ（アルト）、ドン
・ホセ役に田代誠（テノール）など第一線で活躍するソリス
トを迎える豪華な公演です。
■日　　時　6月25日㈰午後2時開演
■会　　場　草加市文化会館
■出　　演　カルメン　河野めぐみ（アルト）
　　　　　　ドン・ホセ　田代誠（テノール）
　　　　　　エスカミーリョ　伊藤和広（バリトン）ほか
■料　　金　全席指定　S席4500円　A席3500円　B席3000円
 C席2000円
■チケット　草加市文化会館ほかプレイガイドへ

　3月26日～4月2日、葛西用水沿いでさ
くら祭りが開催されました。1日はあい
にくの小雨まじりの天候でしたが、姉妹
都市昭和村のそばや模擬店などで賑わ
い、船上金婚式には、11組の夫婦が参
加。川岸からお祝いの声がかけられまし
た。桜並木撮影会では、多くのアマチュ
アカメラマンが集まり、着物姿の草加さ
わやかさんと桜の華やかな春の風景を切
り取っていました。

■日　　時
■対　　象
■定　　員
■持ち物等

　全長約9kmのコースを楽しくウオーキングしてみませんか。
距離の短いコースもあるので初心者の人も楽しめます。
■日　　時　5月21日㈰午前8時30分市役所立体駐車場集合
■対　　象　小学生以上
■定　　員　200人
■持ち物等　帽子、タオル、飲み物、カッパ（傘・日傘は使用不可）

健康づくり
ウオーキング大会
⃞申4月21日㈮から電話で
草加市体育協会へ。
☎928-6361

◆姉妹都市「福島県昭和村」とは？

◆お得に泊まれる「しらかば荘」

春の体験ツアー
山里の春を楽しもう山里の春を楽しもう

誕生

問草加市文化会館☎931-93255936-4690
「カルメンソウカパインオペラコンサート「カルメン」

問草加市文化会館☎931-93255936-4690
～スペシャルトリオ・コンサート～～スペシャルトリオ・コンサート～

昭和村

草加に藝大
が

やってきた
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中木健二 守田絢子岡本彩香
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市の人口　平成29年4月1日現在　24万7481人（男12万5628人・女12万1853人）／前月比410人増／世帯数11万3620世帯
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