
折り込んである「そうか市議会報」「国民健康保険特集号」は、抜いて読んでください。

問職員課　☎922-0983　5922-3098　採用試験の詳細は２面参照

「いつまでもこのまちで暮らしたい」「このまちで子どもを育てたい」
市では、地域の豊かさを実感できる「快適都市」の実現に向け、誰もが安心していきいきと暮らせるまちづくりを進めています。
市民の声を聴き、市民と共に考え、草加の未来につながる仕事を積極的に行う職員を募集します。

●やりがいのある魅力的な仕事が待っています●やりがいのある魅力的な仕事が待っています

●様々な職種の職員が働いています●様々な職種の職員が働いています
・各種施策・計画の策定、各種証明書の発行などを行う事務職
・道路や公共建築物の設計や施工管理などを行う土木・建築技師職
・保育園などで児童の保育を行う保育士職
　など、様々な職種の職員が市民と共に草加の未来につながるまちづ
　くりを進めています。

・各種施策・計画の策定、各種証明書の発行などを行う事務職
・道路や公共建築物の設計や施工管理などを行う土木・建築技師職
・保育園などで児童の保育を行う保育士職
　など、様々な職種の職員が市民と共に草加の未来につながるまちづ
　くりを進めています。

■「業務分野が広く日々勉強ですが、何事にも積極的に挑戦できる職
　場です。」（事務）
■「様々な準備や調整を重ねて設計し、完成した道路が市民に利用さ
　れているとやりがいを感じます。」（技師）
■「子どもたちの成長を保護者の皆さんと喜び合えるなど、感動のあ
　る職場です。」（保育士）

■「業務分野が広く日々勉強ですが、何事にも積極的に挑戦できる職
　場です。」（事務）
■「様々な準備や調整を重ねて設計し、完成した道路が市民に利用さ
　れているとやりがいを感じます。」（技師）
■「子どもたちの成長を保護者の皆さんと喜び合えるなど、感動のあ
　る職場です。」（保育士）

市民とともに草加の未来を創る市民とともに草加の未来を創る

採用試験の特徴
筆記試験で「教養・論文」または

「教養・専門・論文」を選択可（大卒事務等）

新卒者に加え３５歳まで
経験者を募集（事務・技師）

保育士（経験者）は５５歳まで
受験資格を拡大

草加人のための情報紙　広報「そうか」 毎月5日・20日発行
編集・発行　草加市市長室広報課

で無料配信中

〒340-8550
草加市高砂1-1-1

草加 検索ホームページ

☎048-922-0151
5048-922-3173SOKA ☎048-933-9500

☎048-928-9211

配布に関する問い合わせは（土・日曜日、祝日を除く）
松原1～4丁目
松原団地見守りネットワーク・・・

シルバー人材センター・・・・・・・・・
その他の地域
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　経済的に困窮している人の相談窓口
の名称が、生活困窮者自立相談支援窓
口から、「まるごとサポートSOKA」
へ変わります。場所は生活支援課内
（NTT東日本草加ビル１階）。支援メ
ニューは①就労支援員による就職相談
支援、②離職で住居を失うおそれのあ
る人への住居確保給付金支給の支援、
③生活困窮世帯の小学生～高校生に対
する学習支援（無償）など。対象は経
済的に困窮している人（③のみ生活保
護受給世帯を含む）。受付時間は平日
の8時30分～12時、13時～16時。問ま
るごとサポートSOKA☎922-0185592
8-6635

　自動車税・軽自動車税は、5/31㊌ま
でに指定の金融機関・郵便局・コンビ
ニエンスストアで納めてください。自
動車税はインターネット「Yahoo!公金
支払い」からクレジットカードでも納
付できます。問自動車税コールセンタ
ー☎050-3786-1222、軽自動車は市民税
課☎922-10495920-1502

　6/3㊏10時30分～（なくなり次第終
了）。会場はアコス北館（マルイ）前。
緑化によるまちの低炭素化の推進を図
る一環として、「みどりのカーテン」
用のゴーヤの苗を配布します。後日、
カーテン設置の結果を環境課へ報告し
た人には記念品を贈呈。問環境課☎
922-15195922-1030

　6/9㊎、7/14㊎9時～12時。会場は子
育て支援センター。ワークショップや
講座形式などで来場者へ活動のアピー
ルができます（禁止条件あり）。市内
で子ども・子育て活動を行っている団
体・個人対象。参加には子育て応援隊
への登録が必要です。詳細はそうか子
育て応援・情報サイト「ぼっくるん」
で確認してください。□申5/19㊎までに
子育て支援センター、プチみっけ、
「ぼっくるん」で配布する応募用紙を
同センターへ。応募多数の場合は抽選。
☎941-67915941-6828

　児童サポーターは、市内20小学校で
開催している子ども教室の運営や子ど
も達の活動の見守りなどを行う地域の
有償ボランティアです。対象は子ども
を支援する地域活動に関心のある人。
□申子ども育成課へ。☎922-10645922-
3274

　5/15㊊10時～11時30分。会場は勤労
福祉会館。クリーニングの仕組みやシ
ミ・汚れの落とし方、アイロンのかけ
方など実験を交えて講義します。定員
25人。□申5/8㊊からくらし安全課へ。
☎941-61115941-6157

　5/24㊌13時～16時。会場は市役所西
棟ロビー。問福祉政策課☎922-12345
922-1066

　6/1㊍に開所する生活介護事業所そ
よかぜの森（柿木町1213-1）の施設内
覧会を行います。5/25㊍11時～12時。
内覧を希望する人は当日直接会場へ。
室内履き持参。問社会福祉事業団☎
930-03115930-0313

　5/6㊏11時～。会場は物産・観光情
報センター。つばさの森オリジナルマ
ドレーヌとリッケンファクトリーの草
加モノづくりブランド認定製品を販売
します。問同センター☎921-1800592
1-1811

手作りパン講習会　5/13㊏・20㊏10時
～12時。定員12人。材料費200円。エ
プロン、三角巾持参。パッチワーク教
室　6/1・15・22・29の㊍10時～12時。
定員20人。材料費1000円。いずれも会
場は柳島コミセン。□申5/6㊏9時から同
コミセンへ。☎5928-2321

　5/14㊐13時～16時。会場は市民体育
館。普及指導員資格所有者・指導員を
目指す人対象。トランポリンジュニア
指導者の資質の向上や育成を図る実技
などの指導法を学ぶ講習会。定員20人。
参加費500円。室内用運動靴持参。□申
5/6㊏から電話で草加市体育協会へ。
☎928-6361

　一定以上の障がいのある人のために
使用する軽自動車の軽自動車税を減免
します。対象は①障がい者本人または
障がい者と生計を一にする人が軽自動
車を所有し運転する場合、②障がい者
のみで生活する人が所有する軽自動車
を常時介護する人が運転する場合（障
がいの等級により減免されない場合あ
り）。なお、車の所有者や運転者が障
がい者と別住所の場合は生計を一にす
ることが分かる書類、運転者が常時介
護する人の場合は常時介護の誓約書が
必要です。減免は普通自動車などを含
め、障がい者1人につき1台に限ります。
□申5月上旬に郵送する納税通知書と運
転免許証、自動車検査証、身体障害者
手帳（療育手帳・精神障害者保健福祉
手帳）、納税義務者のマイナンバーが
分かるものを持参し、5/31㊌までに市
民税課へ。☎922-10495920-1502
　軽自動車税以外の自動車税の減免に
ついては、県越谷県税事務所（☎962-
2191）へ問い合わせてください。

　対象は特別支援学校へ就学、転学、
進学を希望する人や保護者等。見学・
学校説明会の参加希望者は希望日の5
日前までに各学校へ連絡を。問教育支
援室☎933-75915933-7590
■草加かがやき特別支援学校（松原4-
6-1）☎946-21315946-5670　見学・学
校説明会…小学部6/29㊍、9/12㊋・中
学部6/30㊎、9/11㊊・高等部7/7㊎、
10/24㊋の9時45分～11時40分。学校公
開…11/1㊌・2㊍の10時～12時10分
■越谷特別支援学校（越谷市大字船渡
字福島500）☎975-21115973-1182　
学校公開…5/11㊍、6/14㊌、7/11㊋、

9/12㊋、10/10㊋、11/10㊎、12/19㊋、
平成30年1/16㊋、2/6㊋、3/7㊌の10時
～12時

　認知症の不安や心配を抱えている人
やその家族などが気軽に交流し、介護
負担の軽減や認知症理解を深める憩い
の場。定員のあるものは当日先着順。
■草加キングス・ガーデン　5/13㊏14
時～16時。今月のテーマ「介護体験
談」。参加費100円
■デイサービス草加　5/13㊏14時～16
時。今月のテーマ「認知症って何？」
「認知症予防体操」。参加費100円
■埼友草加病院　5/20㊏14時～16時。
今月のテーマは脳神経外科後藤善和医
師の講演「脳卒中を知ろう」。定員80
人。参加費200円
■ボンセジュール草加　5/27㊏13時30

分～15時30分。今月のテーマ「慢性心
不全について」。定員40人。参加費100円
問長寿支援課☎922-12815922-3279

　製造業を営む事業所を対象にした工
業統計調査を実施します。この調査は、
中小企業施策や地域振興などの基礎資
料として広く利活用されます。5月中
旬から調査員が各事業所を訪問するの
で協力をお願いします。なお、調査票
は統計の目的以外には使用しません。
問庶務課☎922-09545922-3091

　6/1・15・29、7/13・27の㊍13時～
14時30分。全5回。会場はであいの森。
18歳以上の身体に障がいのある人対象
（手話通訳あり）。定員15人。□申5/8
㊊10時からであいの森へ。☎936-2791
5936-2792

　6/10㊏9時～18時。会場は八潮消防
署。心肺蘇生法・AEDの使用法・異
物除去法ほか。市内または八潮市在住
・在勤の人対象。定員20人。応募多数
の場合は抽選。□申5/28㊐までに八潮消
防署へ。☎998-01195997-8519

　7月は河川愛護月間です。これにち
なみ、市内の川・橋・水辺を題材にし
た写真を募集します。入賞作品は、
7/14㊎～27㊍にであいの森で、8/16㊌
～21㊊に中央公民館で展示します。ア
マチュア写真家対象。市内で撮影した
未発表作品で、四つ切りまたは六つ切
り相当のカラー写真、1人5点まで。□申
6/23㊎までに河川課で配布する応募用
紙を作品に添付し同課へ。☎922-2172
5922-2124

みどりのカーテンで環境を守ろう
ゴーヤの苗を配布します 

特別支援学校の見学・学校説明会、
学校公開を行います

マドレーヌと草加モノづくりブランド
認定製品の販売

放課後子ども教室
児童サポーターを募集

消費生活講座「家庭洗濯にも役立つ
クリーニング屋さんの話」

障がい者のためのリフレッシュ
健康教室（カローリング）

子育て支援センターで子ども・
子育て活動をアピールしませんか

上級救命講習

5月は自動車税の納期です

障がい者の軽自動車税を減免

工業統計調査の実施に協力を

愛の献血

そよかぜの森の内覧会を行います

柳島コミセンの催し

トランポリンジュニア指導者講習会

生活困窮者相談窓口の名称が
「まるごとサポートSOKA（生活困窮者
自立相談支援窓口）」に変わります オレンジカフェ（認知症カフェ）

・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

大自然の真ん中に泊まろう。奥日光自然の家利用申し込み受付中

▶固定資産税・都市計画税　第1期
▶軽自動車税　全期

5月の
納税
・
納付

日曜・夜間納税窓口
市役所第2庁舎納税課で

日曜
夜間

9時～12時30分
㊌（㊗・㊡を除く）21時まで5/31㊌までに最寄りの市指定金融機関・

コンビニで納めてください 納税は便利な口座振替で

７月は河川愛護月間
川などを題材にした写真を募集

④ 2017年5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）4月20日現在　人身事故288件（－39）　死者7人（＋5）



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

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

5/29㊊

5/31㊌

【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

6/6㊋

6/20㊋

平成27年11/1～15生まれ

平成27年11/16～30生まれ

対象者に5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）

6/17㊏、7/25㊋・30㊐・31
㊊、9/7㊍・21㊍・25㊊・30㊏

7/3㊊・12㊌・20㊍、8/3㊍・
21㊊・28㊊、9/13㊌・15㊎

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）　

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】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。（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・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・・・・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】
指定医療機関一覧は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、コミセンに配置

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

ぽかぽか広場（中央図書館） 5/24㊌ 初参加の4～7か月児（開催日当日）と保護者　定員30組 【要申込】母子健康手帳、バスタオル持参絵本の読み聞かせとふれあい遊び10時～11時

すくすく赤ちゃん相談
（谷塚児童センター） 5/18㊍ 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

おやこでブラッシング
（谷塚児童センター） 6/19㊊ 未就学児と保護者　定員36組 【要申込】母子健康手帳、タオル、普段使用している歯ブラシ持参ブラッシング指導とだ液のＰＨテスト10時～12時（4回実施）

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

頸部検診　費用　1700円
頸部・体部検診　費用　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 6/21㊌ 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 5月下旬～6月中旬 平成29年4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4月末に診査票を送付済み。届かない人は連絡を
5/16㊋

5/30㊋

平成26年2/1～15生まれ

平成26年2/16～28生まれ

マタニティクラス両親学級 6/11㊐・14㊌ 8～10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 6/12㊊ 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 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 5/24㊌ 【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

骨密度測定 5/24㊌・6/16㊎ 【要申込】5/8㊊から受け付け
健康手帳、拭き取り用のタオルまたはティッシュペーパー持参

①9時30分～10時  ②10時30分～11時
③13時～13時30分  ④14時～14時30分

18歳以上で前年度測定していない人
定員80人

超音波による骨密度測定（簡易検査）
費用100円

胃がん・大腸がん検診
◇集団検診

乳がん検診
◇集団検診

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）

　5/20㊏清門小、6/3㊏栄小、6/10㊏
高砂コミセン。いずれも9時30分～11
時。正しい身体の動かし方や効果的な
ラジオ体操が学べます。当日直接会場
へ。保険代50円持参。駐車場利用不可。
問スポーツ振興課☎922-28615922-31
72

■介護者のつどい　5/9㊋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
■脳力アップ学習教室　5/12～7/28の
㊎13時30分～14時30分、14時30分～15
時30分の2部制。会場は草加市文化会
館。認知症予防のための読み書き・計
算ほか。65歳以上対象。定員各16人。
月額1800円。□申松原・草加東部（包）
へ。☎932-67755932-6779
■初心者のための気功教室　5/12㊎9
時15分～10時45分。高砂コミセン。65
歳以上対象。定員30人。上履き持参。
□申5/6㊏から草加中央・稲荷（包）へ。
☎959-91335922-3801
■男性介護者のつどい　5/15㊊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
■介護者のつどい　5/17㊌13時15分～
14時30分。会場は勤労福祉会館。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。問新
田（包）☎946-05205946-0523

■いきいき体操教室　5/22㊊14時～15
時30分。会場は新里文化センター。65
歳以上対象。定員35人。運動靴持参。
□申5/8㊊から谷塚西部（包）へ。☎929-
00145929-5222
■コツコツ貯筋体操～いつまでも若々
しく～　5/24、7/26、9/27の㊌。全3
回。14時～15時30分。会場は花栗会館。
65歳以上対象。定員20人。トレーナー
による運動機能向上プログラム。動き
やすい服装で。□申5/8㊊から安行（包）
へ。☎921-21215928-8989
■介護者のつどい　5/26㊎13時30分～
15時。会場は草加キングス・ガーデン。
介護者の会代表による体験談。介護の
情報交換と交流。介護をしている人、
する予定の人対象。□申5/8㊊から谷塚
西部（包）へ。☎929-00145929-5222

　6/3～17の㊏10時～11時30分。全3回。
会場は草加市文化会館。市内在住の現
役行司、木村銀治郎さんが大相撲の楽
しみ方や角界の仕組みを解説します。
定員25人。受講料3000円。□申生涯学習
課へ。ファクス・Ｅメールも可。☎92

2-28195922-3498 shogaigaku@city.
soka.saitama.jp

　5/26㊎、6/2㊎・12㊊・21㊌10時～
11時30分。会場は市民体育館。18歳以
上対象。健康体力づくりに効果的なウ

オーキング、ストレッチ体操、筋力ト
レーニングを行います。定員各日20人。
参加費各日100円。□申電話で草加市体
育協会へ。☎928-6361

　7/2㊐まで。会場は歴史民俗資料館。
浮世絵の題材、江戸明和三美人のひと
りであり、草加出身といわれている
「笠森お仙」に関する資料を展示しま
す。問同館☎5922-0402

　5/24㊌13時～。会場はふれあいの里。
定員80人。出演はハーモニー工房。
「母さんの歌」「瀬戸の花嫁」ほか。
問ふれあいの里☎920-62225920-6251

　収容人員が30人以上の店舗等と収容
人員が50人以上の共同住宅・工場等で
は、この資格取得者を置くことが消防
法で定められています。6/22㊍・23㊎
9時20分～16時50分。会場は草加市文
化会館。全2回。定員70人。受講料
6500円。□申消防局予防課で配布する申
込書に顔写真（縦3cm×横2.4cm）1枚
と「郵便振替払込請求書兼受領書」を
添付し、5/30㊋～6/1㊍9時～16時にフ
ァクス（503-3591-7130）で日本防火
・防災協会へ。申込書は同協会ホーム
ページからも入手可。問消防局予防課
☎996-06605997-1300

　5/20㊏10時～15時。会場は歴史民俗
資料館。小学3年生以上対象（小学生
は保護者同伴）。定員10人。□申5/6㊏
から電話で同館へ。☎922-0402

　5/26㊎14時～16時。会場は歴史民俗
資料館。定員60人。□申5/6㊏から電話
で同館へ。☎922-0402

　6/10㊏16時～19時。会場は記念体育
館。スポーツ活動中の正しい手当の仕
方や知識と技術を習得します。18歳以
上対象。定員50人。□申5/6㊏から電話
で草加市体育協会へ。☎928-6361

覚えておきたい
スポーツ現場での応急処置

ラジオ体操地域訪問講習会

市民参加ギャラリー「笠森お仙」

ハーモニカミニコンサート

甲種防火管理者資格取得講習会
土曜体験教室「布ぞうり作り」

スポーツウオーキング参加者募集

歴民講座
「近世の道しるべ調査報告について」

そうか市民大学前期講座
「大相撲を楽しむ」

地域包括支援センター(包)
介護者の集い・介護予防教室など
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5月の「なくそう暴力」標語　救いの手　人に差し出す　その勇気







　「行列のできる法律相談所（日本テ
レビ）」などでおなじみの菊地幸夫弁
護士が、通信販売・訪問販売トラブ
ル、架空請求など身近な悪質商法の事
例や契約前に注意すること、問題解決
方法について講演します。
■日時　6月10日㈯10時～11時30分
■会場　勤労福祉会館
■定員　200人

入5月8日㈪からくらし安全課へ。
　ファクスでも可。
　☎941-61115941-6157

　松尾芭蕉のおくのほそ道「旅立ち」を記念して、札場河岸公
園に建立されている松尾芭蕉翁像とおせん公園に建立されてい
る河合曾良像のお身拭いを行います。
　国指定名勝「おくのほそ道の風景地　草加松原」の散策も兼
ねて、お身拭いに参加してみませんか。草加ペンクラブ松本孝
氏による講話もあります。参加希望者は、直接会場へ。来訪者
には記念証をお配りします。
■日時　5月16日㈫午前10時（おせん公園曾良像前集合）

　5月28日㈰、公共的な場所を清掃する美化運動を市内全域で行い
ます。時間は町会・自治会で異なるので確認してください。
　ごみは、可燃・不燃・資源物に分別し、美化運動専用ごみ袋に入
れ専用集積所へ。家庭ごみや事業所ごみ、テレビや自転車、石、コ
ンクリートなどは収集しません。U字溝等の清掃を行う町会・自治
会は、事前に同協議会にヘドロ収集を依頼してください。また、収
集作業中のごみ収集車は危険ですので近づかないでください。
　美化運動は、まちの美化やごみ問題に対する意識の啓発を目的
に、毎年春・秋に行い、今回が73回目。多くの皆さんの参加と協力
をお願いします。

　17日、瀬崎小で交通安全・防犯教室が行
われ、1年生が道路の渡り方や標識の意味
などを学びました。人形を使った車との衝
突事故実演では、悲鳴も上がり、飛び出し
の危険性を再確認していました。　15～23日、草加駅東口周

辺の8商店会とイトーヨーカ
ドー、ヴァリエ、マルイ合同
の「お得で楽しい草加」を見
つける9日間「草
加ウェルカムフェ
スティバル」を開
催。会場の駅構内
やカーソンプラザ
は、楽しむ人で賑
わいました。

　同教室は小学1年生を
対象に、6月初旬までに
全小学校で開催し、意識
啓発を図ります。

□申

□申

　6月4日～10日は「歯と口の健康週間」です。健康寿命に大切
な歯の健康を家族みんなで考えてみませんか。
■日時　6月4日㈰午前10時～午後2時
■会場　保健センター（当日は車での来場不可）
①歯科検診・相談・指導…午後1時30分まで受け付け。当日直
接会場へ。
②ブラッシング指導・フッ素塗布…12歳以下対象。定員150人。
□申 6月2日㈮までに同センターへ。
③高年者よい歯のコンクール…70歳以上で自分の歯が20本以上
残っている人対象（さし歯・インプラント・入れ歯等は該当し
ません）。定員60人。□申 5月26日㈮までに同センターへ。

4月かどまちごとでき

5/16㈫ 問文化観光課☎922-24035922-3406

問草加市クリーンふるさと推進協議会
 （廃棄物資源課内）☎931-39725931-9993

おくのほそ道「旅立ちの日」
芭蕉翁像・曾良像のお身拭い

～まちをきれいに～
5月28日日は春の美化運動
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「消費者の日」記念講演会
行列のできる弁護士が教える！
悪質商法の手口と対策

問保健センター☎922-02005922-1516

～歯科医が無料で検診・相談～
歯の健康フェア＆
高年者よい歯のコンクール

6/4日

ようこそ
　草加へ！

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5月5日号

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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