
問子育て支援センター ☎941-6791 5941-6828
折り込んである「そうか教育だより」は、抜いて読んでください。

■２階は子育て相談の総合窓口
発達支援センター診療所

児童デイサービスセンター

子育て支援センターは

子育て家庭を応援します!

子育て支援センターは

子育て家庭を応援します!
子育て中の知りたい！ 迷ってる…悩んでる…

まずは、子育て支援センターに相談してください。

獨協大学前〈草加松原
〉駅

西口徒歩3分
獨協大学前〈草加松原

〉駅

西口徒歩3分

　２階にあるつどいの広場
「ろけっと」は、３歳までの
子どもと家族が集えるつ
ながりの場。
　自由に気軽に遊びにき
てください。 

　子育て相談の総合窓口には、子育て支援コーディネーター、
ケースワーカー、家庭児童相談員がいます。
　子ども・子育てのことを何でも相談できます。 
◇子育て情報コーナーみっけ（子育て支援センター2階）
　子育て情報スポットプチみっけ（市役所第2庁舎2階）
　「みっけ」「プチみっけ」は子育てに関する情報を揃えています。
『近くの遊び場はどこ？』『幼稚園と保育園の違いって？』など、誰
に聞いたらいいかわからない、こんなこと聞いていいの？と思うこと
でも、子育て支援コーディネーターに声をかけてみてください。
　どんなことでもお話を伺い、様々な情報をお伝えします。
　電話でも…子育てなんでもダイヤル☎944-0621

3階は、子どもの発達支援を行っています。
◆発達支援センター診療所・・・小児科医師の診療や臨床心理士
　など専門のスタッフによる個別療育を行っています。
◆児童デイサービスセンター・・・少人数での集団療育で、日常
　生活やコミュニケーション能力の向上を図ります。
※初めて３階を利用する場合は、2階のケースワーカーにご相談く
ださい｡

◇インターネットでも情報収集！
　そうか子育て応援・情報サイト
　ぼっくるん
　　子育て情報に特化したサイトです。
　外出が難しいときなど、
　「ぼっくるん」からも情
　報収集や相談ができます。

発達支援センター
診療所管理者
土屋史郎医師

発達支援センター
診療所管理者
土屋史郎医師
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■３階は発達支援の拠点

　子育てには悩みや心配がつきもので
すが、保護者の方が育てにくいと感じ
ていることは、お子様の発達のバラン
スに原因がある場合があります。私た
ちスタッフみんなで、お子様、保護者
の方を支援いたします。
　ひとりで抱え込まず、お気軽にご相
談ください。

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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■4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）

　市では、困難を抱え支援を必要とする子どもを把握するため、子
どもと保護者に対する実態調査をアンケート形式で行います。平日
・休日の子どもの動向把握とともに、子どもの貧困状況等を分析し、
今後の施策に反映していきます。
　調査票は6月上旬、対象の小学3年生と中学1年生には学校を通じ
て、また0歳児、4歳児の保護者には郵送でアンケート用紙を配布し
ます。回答は統計処理し、結果は子どもに関する政策立案のために
活用します。調査内容は目的外に使用することはありません。皆さ
んの協力をお願いします。

　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。
■郵送での登録…①市ホームページから「本人通知制度事前登録申
込書」を入手し必要事項を記入（連絡先は昼間連絡ができる電話番
号に）　②登録者の本人確認ができる書類（運転免許証・保険証
等）のコピーを用意　③封筒に①と②のコピーを同封し〒340-8550
市民課へ。詳細は市ホームページで確認を。

　市では、地震による被害を最小限にするために、住宅の耐震診断
と耐震改修に要した費用の一部を補助しています。
　昭和56年5月31日以前に建築確認を受け工事に着手した建築物
（分譲マンションは若干数）で市内に建物を所有し、自ら1年以上
居住している個人（マンションは管理組合等）が対象となり、所有
者が複数名の場合は、他の所有者の同意を得ている必要があります。
また、耐震改修の場合は、市税を滞納していないことや施工業者が
建設業法に規定する業者もしくは草加市小規模契約希望者登録をし
ている業者であるなどの条件があります。

補助金の申請
　耐震診断および耐震改修の補助金を受ける場合は、事前に申請が
必要で、交付が決定するまでは契約・着手は不可。また、既に完了
している場合は補助対象外。申請から交付決定まで約2～3週間の期
間を要します。耐震診断もしくは耐震改修の完了後に実績報告を平
成30年2月28日までに提出する必要があります。

簡易診断は無料
　補助金交付制度の他にも、簡易な診断を無料で行っています。図
面をもとに行う簡易診断のため現地調査は行いません。平面図や間
取り図を用意し、電話で建築指導課まで申し込みをしてください。

　市長は市議会２月定例会で議会の同意を得て、
公平委員会委員に木村博行氏を選任しました。木
村氏は再任で任期は5月6日から平成33年5月5日
までです。
　同氏は、昭和62年専修大学法学部法律学科卒
業。平成9年司法書士登録。同15年草加保護区保
護司、同20年埼玉司法書士会越谷総合相談セン
ター相談員、同21年草加市公平委員会委員、同24年草加市公平委
員会委員長に就任。現在に至る。52歳。

　おおむね32週までの妊婦さんを対象に、むし歯の有無、歯石の有
無、歯肉の炎症等の状況確認などを行う「妊婦歯科健診」が6月1日
㈭から始まります。妊娠中はホルモンバランスの変化などから歯肉
の炎症を起こしたり、むし歯になりやすくなります。妊娠中のお口
のケアは健康な赤ちゃんの出産と、将来のリスク軽減につながりま
す。妊婦さんとお腹の赤ちゃんのために、体調の良いときに歯科健
診を受け、さわやかな口と歯で健やかな出産を迎えましょう。
■内　　容　問診、診察、ブラッシング指導
■対　　象　おおむね妊娠32週までの妊婦（妊娠期間中1回）
■受診方法　指定歯科医療機関へ電話予約
　　　　　　※指定歯科医療機関は市ホームページに掲載
■費　　用　500円（母子健康手帳、保険証を持参）
　※次の人は必要な証明書を歯科医療機関へ持参すると費用が無料
　・生活保護受給者【生活保護受給者証】
　・中国残留邦人等支援給付制度適用者【本人確認証】
　・世帯全員が非課税の人【世帯主の非課税証明書】

補助対象 補助金額

■耐震診断補助

木造（在来工法）２階建て以下の一戸建ての住宅、
併用住宅または長屋住宅の耐震診断

診断費用の２分の1の額か住戸の戸数に５万円を乗じ
た額のいずれか少ない額

次の(ア)(イ)(ウ)の合計した額で上限55万円
（ア）改修に要した費用の23%で上限30万円
（イ）改修に要した費用の2.5%で上限5万円
（ウ）補助対象者が65歳以上の場合、上限20万円

（エ）耐震シェルターを設置する費用の23%で上限20
万円
（オ）屋根の葺き替えを行い、屋根を軽量化する費用の
23%で上限20万円
（カ）安全な空間の確保が見込める寝室等の補強に要す
る費用の23%で上限10万円
（エ）～（カ）の改修を同時に２つ以上行う場合は上限20
万円

※改修工事の施工者は、木造住宅の場合は、建設業法に規定する建設業登録業者及び草加市小規模契約希望者登録をしている
業者が該当し、マンションの場合は、耐震改修設計を行った設計者が工事監理を行い、建設業法に規定する建設業登録業者が該当。
※平成31年6月30日までに一般耐震改修を行った場合、改修費用の10%に相当する額（最高25万円）を所得税から控除できます。

改修に要した費用の23%で上限200万円

診断費用の２分の1の額か住戸の個数に５万円を乗じ
た額のいずれか少ない額で、上限100万円

診断費用の２分の1の額で、上限10万円
分譲マンション（区分所有されてい
る共同住宅）

簡易診断

耐震診断

補助対象 補助金額

■耐震改修補助

［木造一般耐震改修］
▽対象物件：木造（在来工法）２階建以下の一戸建て
の住宅、併用住宅または長屋住宅で、耐震診断の結
果、総合評点が1.0未満と判定された建築物
▽対象工事：基礎・壁（筋交い）の補強、屋根の軽量
化等の改修により総合評点が1.0以上となる改修

［木造簡易耐震改修］
▽対象物件：木造（在来工法）２階建以下の一戸建て
の住宅、併用住宅または長屋住宅で、耐震診断の結
果、総合評点が1.0未満と判定された建築物
▽対象工事：総合評定が1.0を満たさなくても、安全
性の向上が見込める右記の改修

［マンション耐震改修］
▽対象物件：マンションの建替え等の円滑化に関す
る法律第２条第1号に規定する延床面積1，０００㎡、
３階建て以上の耐火または準耐火建築物のマンショ
ンで、耐震診断の結果、構造耐震指標Ｉｓ値が0.6未
満と判定された建築物
▽対象工事：改修によりＩｓ値が0.6以上となり、改修
設計の安全性を公的機関等が適正と認めた改修

建物の耐震診断・耐震改修費用の
一部を補助します

地震への備えは大丈夫ですか？

問建築指導課☎922-19585922-3148

問職員課☎922-09835922-3098
公平委員会委員に木村博行氏を選任

問子育て支援課☎922-34925922-3274問保健センター☎922-02005922-1516

６月1日から妊婦歯科健診が
始まります

問市民課☎922-15265920-1501

住民票等の本人通知登録を

～マイナス1歳から始める歯のケア～

より効果的な支援のために

不正取得による権利侵害防ぐ

子どもの
実態調査アンケート

 乳幼児&
小・中学生
対象
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　○PM2.5（単位：マイクログラム／㎥）最大値21.2／最小値4.4（花栗中学校内）　○給食の放射性物質の検出なし

　子どもの発達や学校生活の様子について、気になることがあれば
相談してください。いずれも予約制。秘密厳守。安心して相談を。
■発達相談・就学相談
　小・中学生と平成30年4月の小学校入学予定児の相談。特別支援
学級や特別支援学校への就学を考えている人は、早めに相談を。
■ことば（きこえ）の相談
　平成30年4月小学校入学予定児に関する相談
■不登校等の教育相談
　小・中学生に関する相談
■いじめ等の悩み相談（指導課につながります）
　フリーダイヤル☎0120-384783

　交際費の執行状況を公開しています。今回は1～3月分の市長交際
費、議長交際費などすべての交際費9種類。公開は、支出年月日・
支出目的・相手方（病気見舞いは除く）・金額の4項目。公開は3か
月ごとに行い、市ホームページと市役所情報コーナーで閲覧できま
す。
■交際費支出件数・金額
市長…85件・42万2300円　議長…24件・11万7960円　教育委員会
…6件・2万9000円　農業委員会…1件・6000円　市立病院事業管理
者…2件・１万円
　なお、選挙管理委員会、監査委員、上下水道部、公平委員会の支
出はありませんでした。

　暑さをしのぎ涼む場所として、
市の公共施設のほか、市薬剤師会
協力薬局が一時休憩所として利用
できます。シロクマとペンギンが
描かれた「クールオアシスそう
か」のポスターが目印です。
■無理せず体調管理を
　体が暑さに慣れていないこの時
期は、自動車内や室内でも熱中症
になることがあります。のどが渇
かなくても1時間当たりコップ半
分程度の水分を補給し、汗をかい
たらスポーツドリンクなど塩分を
含んだ飲料を飲みましょう。また、
寝る前にもコップ1杯程度の水分
補給を。
■めまい・頭痛・吐き気・倦怠感などは熱中症かも
　このような症状がある時は①涼しい場所に避難②衣服を緩めて体
を冷やす③水分や塩分を補給し、医療機関に相談を。
　意識がない、けいれんを起こしているなど、症状が重いときは
119番通報してください。

　月に3万円稼ぐ小さなビジネスを起こし、気軽に楽しく社会にア
クションを仕掛ける「わたしたちの月3万円ビジネス」。自分の特
技や趣味で社会貢献したい、好きなことを仕事にしてみたいという
人、仲間と一緒にビジネスを始めてみませんか。体験ワークショッ
プは電話で、連続講座は申込書で応募してください。
●体験ワークショップ
　仕事のアイデアを生み出すワークショップの体験、連続講座の説
明
■日　　　　時　6月16日㈮午前10時30分～午後0時30分
■会　　　　場　市役所西棟第3会議室
■対象・定員　連続講座の受講を検討している女性・40人
■応募締め切り　6月12日㈪
●連続講座
　商品やサービスの企画力・発信力を高め、イベントに出店する
■日　　　　程　7月13日㈭、8月4日㈮・25日㈮、9月15日㈮、10

月6日㈮、11月12日㈰
■対象・定員　全6回すべてに参加できる女性・16人
■教 材 費 等　1万5000円
■応募締め切り　6月30日㈮（申し込み多数の場合は選考）

　認知症になりたくないし、身近な人にもなってほしくない。
それは誰もが願うこと。しかし、8年後（2025年）には、65
歳以上の5人に1人は認知症または、その予備軍となること
が予想されています。認知症になるとそれまで当たり前にで
きていたことが難しくなり、周囲の手助けが必要になります。
当講座では認知症に対する理解を深め、早期発見、早期受診
の重要性を知り、認知症の方やその家族に対する地域での支
え方を考えます。

■日　時　6月17日㈯午後2時30分～5時
■会　場　アコスホール
■定　員　500人
■内　容　講演　講師　岡山大学大学院　阿部康二教授
　　　　　　　　　　　鳥取大学医学部　浦上克哉教授
　　　　　パネルディスカッション
　　　　　「認知症の方を支える地域ぐるみの取り組み」
　　　　　パネリスト　佐藤達也草加八潮医師会会長、草加市長ほか

問健康づくり課☎922-02005922-1516

熱中症に気を付けて
～市の休息所「クールオアシスそうか」のご利用を～

わたしたちの月3万円ビジネス
体験ワークショップ・連続講座 問庶務課☎922-09545922-3091

交際費の執行状況を公開１～３月

講演と
パネルディスカッション

□申教育支援室へ。☎933-75915933-7590□申

□申産業振興課へ。☎922-08395922-3406□申

□申長寿支援課へ。☎922-28625922-3279□申

子どもの様子が
気になったら
教育支援室へ

早めの気づきで
本人も家族も幸せに

認知症市民公開講座 6
17㈯
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④ 2017年5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。

コンビニ交付サービス一時休止
草文キネマ劇場「逢いぞめ笠」

赤十字会員増強運動に協力を

不正大麻・けし撲滅運動期間

氷川コミセンまつり

　5/31㊌18時～23時にメンテナンスを
行うため、翌6/1㊍6時30分までマイナ
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
交付サービスが利用できません。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

第8回奥の細道文学賞及び第2回ドナ
ルド・キーン賞受賞作品集を刊行

もしかしたら『JKビジネス』？
甘い言葉にだまされないで

地域包括支援センター (包）
介護者のつどい

そうか市民大学前期講座
「まちの匠～作る・皮革講座～」

　国内外から応募された作品から、堀
切実氏、黒田杏子氏、長谷川櫂氏ら日
本を代表する文人たちが選考を行った
受賞作品のほか、平成26年に行われた
ドナルド・キーン氏と黒田杏子氏の対
談も掲載しています。市役所情報コー
ナー、公民館・文化
センター、中央図書
館ほかで1冊700円
（税込み）で販売し
ています。問文化観
光課☎922-296859
22-3406

　繁華街を中心に女子高校生等が児童
買春などの被害に遭う、『JKビジネ
ス』の検挙が増加しています。手軽な
アルバイトは実は危険な内容かもしれ
ません。甘い言葉に騙されて働かない
ようにしましょう。困ったときは＃91 
10（警察相談専用電話）または草加警
察署☎943-0110へ。問くらし安全課☎
922-36075922-1030

■介護者のつどい　6/2㊎13時15分～
14時45分。会場は中央公民館。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。問草

加中央・稲荷（包）☎959-91335922-
3801

福島県昭和村
春の味覚フェア＆田舎の野菜便

　6/3㊏13時～16時。会場はカーソン
プラザ。昭和村村民と語らいながら、
山菜等を味わうコーナーや昭和村の銘
水試飲コーナー、採れたての山菜、キ
ノコなどの加工食品、新鮮野菜を即売
する物産展など姉
妹都市奥会津昭和
村の食が楽しめる
イベントを行いま
す。問文化観光課
☎922-29685922-
3406

　6/4㊐10時～16時。会場は氷川コミ
セン。利用者によるカラオケ・民謡な
どの演芸披露や書道・生け花などの作
品展示、各種模擬店の出店ほか。問氷
川コミセン☎5927-5692

音楽の森ミニコンサート

　6/4㊐12時～。会場は草加駅コンコ
ース。プロの音楽監督指導のもとアマ
チュアとは思えない演奏の草加市民吹
奏楽団によるコンサート。星野源
「恋」、伊福部昭「ゴジラ」、大竹智
之「SHINE!!キラキラ☆プリキュアア
ラモード」ほか。問草加市文化会館☎
931-93255936-4690

　6/2㊎18時30分開映。会場は草加市
文化会館。監督加戸敏、主演長谷川一
夫によるさっそうとした男の心意気に
情愛をからませた股旅もの「逢いぞめ
笠」を上映します。当日直接会場へ。
問草加市文化会館☎931-93255936-46 
90

草加平成塾　折り紙サロン体験会

　6/6㊋・20㊋10時～12時。会場は草
加小。参加費1回100円。□申生涯学習課
へ。☎922-28195922-3498

生涯学習体験講座

□申各開講日の3日前までに生涯学習課
へ。☎922-28195922-3498
■脳を活性化する健康体操　6/19㊊13
時30分～14時30分。会場は谷塚文化セ
ンター。定員15人。バスタオル・靴下
（あれば五本指のもの）持参
■手作りアルバム入門　6/27㊋10時～
12時。会場は草加市文化会館。定員10
人。材料費1500円。写真（Lサイズ15
～20枚）持参
■フォークダンス　6/29㊍、7/6㊍10
時～11時30分。全2回。会場は柳島コ
ミセン。定員20人。上履き持参
■孔版画で暑中見舞い　7/4㊋・11㊋
13時～16時。全2回。会場は中央公民
館。定員10人。材料費500円
■民舞踊入門　7/5㊌・12㊌11時～12
時30分。会場は谷塚文化センター。定
員30人。扇子1本持参

　6/17㊏14時～15時30分、7/1㊏・8㊏
13時15分～16時30分。全3回。会場は
草加市文化会館。1回目は草加の皮革
産業の歴史や多種多様な革素材につい
ての講義、2回目からは本革のペンケ
ース作りを行います。定員15人。受講
料8500円（材料費込み）。□申生涯学習
課へ。ファクス・Eメールでも可。☎
922-28195922-3498shogaigaku@ci
ty.soka.saitama.jp

越谷総合相談センター
出張法律相談会

　6/18㊐13時30分～16時30分。会場は
吉川市民交流センターおあしす。相続
・遺言・債務整理・成年後見などにつ
いて、司法書士に無料で相談できま
す。□申電話で埼玉司法書士会・総合相
談センターへ。☎048-838-7472

草加かがやき特別支援学校
ボランティア養成講座

　6/27㊋・28㊌・29㊍、7/1㊏の講義
と、7/5㊌・6㊍・11㊋・12㊌の実習の
うち各1日。会場は草加かがやき特別
支援学校。修了後は同校ボランティア
に登録可。□申6/9㊎までに申込用紙を
同校へ。☎946-21315946-5670

　5月・6月は不正大麻・けし撲滅運動
期間です。大麻や植えてはいけないけ
しを発見したら、草加保健所に連絡し
てください。見分け方は厚生労働省ホ
ームページで確認できます。問草加保
健所☎925-15515925-1554

草加の地場産業
「レザークラフト体験」

埼玉県美術展覧会

　5/27㊏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・ネーム
プレートづくり）1回500円。問ぱりっ
せへ。☎5931-1970

　5/28㊐9時30分～14時（雨天時は
5/31㊌に順延）。会場は同校グラウン
ド（松原4-6-1）。問同校☎946-21315
946-5670

　5/30㊋～6/21㊌10時～17時30分（㊊
休館）。会場は県立近代美術館。県内
から募集した優秀な作品が展示されま
す。問県立近代美術館☎833-0185

　6/4㊐10時～。会場は高砂コミセン。
市民活動に関心のある人対象。問市民
活動センター☎920-35805925-1872

健康はお口から
成人歯科健診受診通知票を送付

草加かがやき特別支援学校運動会

ふるさとまちづくり応援基金助成事業
応募団体による公開審査会

　成人歯科健診受診通知票を対象者に
送付しました。お口の健康は、全身へ
影響します。期間内に健診を受け、歯
科疾患の早期発見・治療をしましょ
う。個別健診のため、通知文に記載し
てある指定医療機関で受診を。転入等
で通知票が届かない人は、保健センタ
ーへ連絡してください。
■対象者（生年月日）
40歳（昭和52年4/2～同53年4/1生まれ）
45歳（昭和47年4/2～同48年4/1生まれ）
50歳（昭和42年4/2～同43年4/1生まれ）
55歳（昭和37年4/2～同38年4/1生まれ）
60歳（昭和32年4/2～同33年4/1生まれ）
65歳（昭和27年4/2～同28年4/1生まれ）
70歳（昭和22年4/2～同23年4/1生まれ）
■受診期間　平成30年1/31㊌まで
問保健センター☎922-02005922-1516

　赤十字会員とは、年額2000円以上を
出資し日本赤十字社の活動を支援する
人です。町会・自治会並びに民生委員

・児童委員の協力により会員増強運動
を実施します。活動資金は、災害救護
活動、国際救援活動、各種講習会、医
療事業等、様々な活動のために使われ
ます。ご理解ご協力をお願いします。
問日本赤十字社埼玉県支部草加市地区
（福祉政策課内）☎922-12345922-1066

昭和村公式
マスコットキャラクター　

からむん

・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

みんなでまちを美しく！　5/28㊐春の美化運動

▶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
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新田西文化センター ☎942-0778

谷塚文化センター ☎928-6271

中央公民館 ☎922-5344

　6/15㊍～18㊐は施設修繕のため休館
します（15㊍・16㊎の市民課諸証明の
発行は行います）。
▼ママといっしょにおはなし会　5/22 
㊊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
▼新田西文化センターふれあいコンサ
ート　6/4㊐12時30分～15時20分　出
演は利用団体・草加西高校吹奏楽部　
定員150人（当日先着順）「ハナミズ
キ」「落葉松」ほか
▼おもちゃの病院　6/5㊊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」　
6/5㊊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　6/5～26の㊊（6/12
を除く）16時～17時…楽しく英語・
6/1㊍17時～18時…卓球・6/12㊊16時
～17時…将棋・6/20㊋17時～18時…ス
ポーツ吹矢　小学生（英語は小学4～6
年生）対象　保護者同伴
▼親子茶道教室　6/11～平成30年3/4
の第2㊐（8月、10月、平成30年3月は
第1㊐）13時30分～15時30分　全10回
　小学生以上対象　定員10人　参加費
1回大人1000円・小学生～高校生500円
　白い靴下・ハンカチ持参
▼癒しのこけ玉づくり教室　6/14㊌13
時30分～16時　成人対象　定員20人　
参加費300円　エプロン・ピンセット
・雑巾・薄手のゴム手袋・作品持ち帰
り袋持参

スポーツ施設の休館

子ども・親子向け

子育て支援講座　パパも一緒に
「上手にほめる上手に叱る」

　6/24㊏、7/1㊏10時～12時。全2回。
会場は獨協大学。未就学児の保護者対
象。定員10人。「してほしいことをわ
かりやすく言葉で伝える」のが、上手
な子育て。ロールプレイングをしなが
ら伝え方の練習をしてみませんか。獨
協大学地域と子どもリーガルサービス
センターとの共催。□申6/2㊎までに住
所・氏名・電話番号・託児の有無（子
どもの名前・年齢）をkosodate-cen 
ter@city.soka.saitama.jpへ。問子育て
支援センター☎941-67915941-6828

親子でつくるカフェごはん
スペイン風オムレツとラタトゥイユ

　6/17㊏10時～13時。会場は谷塚文化
センター。スペイン風オムレツ、ラタ
トゥイユ、デザートほか。小学生と保
護者対象。定員25組。材料費大人500
円、子ども400円。エプロン・三角巾
・布巾2枚持参。□申5/22㊊から電話で
保健センターへ。☎922-02005922- 
1516

　6/12㊊。記念体育館、市民体育館、
吉町テニスコート、総合グラウンドは
施設整備及び館内等の消毒のため休館
します。問草加市体育協会☎928-6361
5922-1513

子どもの発達を支援する臨時職員募集

■あおば学園保育職　場所は児童発達
支援センターあおば学園。勤務は㊊～
㊎8時30分～17時（祝日を除く）。就
学前の知的障がい児の日常生活訓練。
時給保育士1060円、児童指導員960円
（賞与あり）
■障がい児相談支援員　場所は児童発
達支援センター支所。勤務は㊊～㊎8
時30分～17時（祝日を除く）。相談、
家庭訪問、サービス等利用計画作成ほ
か。時給障がい児相談支援専門員の有
資格者1150円、保育士等有資格者1060
円、無資格者960円
■児童デイサービスセンター保育職　
場所は子育て支援センター。勤務は㊊
～㊎8時30分～19時までのうちの7時間
30分（祝日を除く）。発達に障がいま
たは心配のある子どもの支援、集団療
育等。時給保育士1060円、幼稚園教諭
・児童指導員960円（賞与あり）
　上記いずれも58歳以下対象。募集は
若干名。交通費支給、健康保険、厚生
年金、雇用保険、有給休暇、特別休暇
あり。□申履歴書と資格証の写しを〒34 

0-0041松原1-3-1子育て支援センターへ。
☎941-67915941-6828

▼いっしょにあそぼう!五色百人一首
体験教室　6/24㊏10時～11時30分　小
学2年生以上対象　定員20人

▼こころを結ぶ光のひろば　6/6㊋10
時～12時　視覚障がいに関する相談コ
ーナーほか
▼チャレンジ！シニア講座企画運営委
員募集　6/15㊍10時～12時　秋の開講
に向けた講座内容の企画・検討　60歳
以上対象　定員7人
▼にじいろタイム　6/16㊎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」
　6/16㊎13時30分～　胎教と友だちづ
くり　初妊婦対象
▼ユニカールを楽しもう　6/17㊏10時
～12時　小学生対象　定員30人　
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
6/21㊌10時～　親子友だち作り・簡単
工作ほか　乳幼児と保護者対象
▼お昼のハープコンサート　6/22㊍12

時～12時45分　出演はハープアンサン
ブル・リラ「川の流れのように」ほか
▼SKT24スポーツ吹矢体験講座　7/5
～19の㊌14時～16時　全3回　定員30
人　参加費500円

▼すくすくクラブ　5/23㊋10時～12時
　リズム体操・手遊びほか　未就園児
と保護者対象
▼人権講座（手話落語）　6/8㊍17時
30分～18時45分　出演は落語家の林家
とんでん平　定員100人
▼高年者のひろば　6/13㊋13時30分～
（介護保険学習）、7/11㊋8時30分～
（市のバスで富岡市へ）　交通費・施
設見学料1500円、9/11㊊10時～（調理
実習）　材料費500円、10/10㊋13時30
分～（ハザードマップ学習）　全4回
　高年者対象　定員25人　
▼谷塚元気ひろば　6/26㊊13時～15時
　ふくろうのちりめん根付づくり　60
歳以上対象　定員30人　参加費300円
　はさみ持参

▼親子でスキンシップ　6/6～20の㊋9
時30分～10時40分　工作・手遊びほか
　未就園児と保護者対象　定員10組　
上履き持参
▼おはなしの広場　6/9㊎・23㊎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
▼ロビー木版画展　6/14㊌～26㊊　サ
ークル朴の木による作品
▼おもちゃ病院　6/16㊎10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
▼粋生き教室　6月～平成30年2月の月
1回（8月を除く）10時～12時　全8回
　体操・料理・移動教室ほか　概ね60
歳以上対象　定員30人　年会費3500円
　申し込み本人分のみ

▼すくすくクラブ　6/8㊍10時～11時
30分　手遊び・子育て交流ほか　乳幼
児と保護者対象
▼のびのび広場　6/16㊎10時～11時　
季節の遊び・読み聞かせほか　乳幼児
と保護者対象
▼SKT24親子でエクササイズ　6/19㊊
・26㊊11時30分～12時30分、7/3～
7/31（7/17を除く）の㊊11時～12時　
全6回　2歳～未就園児と保護者対象　
定員15組　参加費200円　上履き持参
▼おもちゃの病院　6/23㊎10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼おもちゃのドクターボランティア養
成講座　7/4㊋～6㊍10時～12時　基礎
・実習・簡易スピーカーチェッカー作
成　材料費300円　定員10人　プラス
・マイナスドライバー（中型・小型）、
ラジオペンチ、ピンセット、あれば壊
れたおもちゃ持参

▼おはなしの時間　5/24㊌10時30分～
11時　読み聞かせ・手遊びほか　乳幼
児と保護者同伴
▼親子で元気ルーム　6/8㊍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
▼おもちゃの病院　6/12㊊10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで

そうかの畑でじゃがいも掘り

定員のあるものは5/22㊊
８時3０分から各館へ申し込みを

5925-0152

●氷川児童センター…6/5㊊10時30分三浦農園集合（雨天時6/12㊊）　幼児
と保護者対象　定員20組　参加費1家族400円（3株）　☎928-2341
●谷塚児童センター…6/17㊏10時30分三浦農園集合（雨天時6/18㊐）　幼児
（保護者同伴）～高年者対象　定員30組　参加費360円（3株）　☎925-1856
●住吉児童館…6/17㊏10時30分野口農園集合（雨天時6/24㊏）　幼児（保護
者同伴）～高年者対象　定員20人　参加費300円（2株）　☎928-5736
●川柳文化センター…6/24㊏9時30分同センター集合　定員10人　参加費
200円　☎936-4088
□申5/22㊊から児童館は10時・文化センターは8時30分に電話で各館へ（谷塚
は参加費持参で窓口へ）。

●保育ステーション…6/17㊏10時草加北ミニコミセン集合　会場は野口農園
　1歳～未就学児と保護者対象　定員50組　参加費1家族350円（2株）
□申5/25㊍9時から電話で保育ステーションへ。☎920-1120

野口農園（草加1丁目）・三浦農園（谷塚町1652）・川柳文化センター

埼玉県：　　5万6077人　出生率：7.8
全　 国：100万5656人　出生率：8.0

埼玉県：1.39　全 国：1.45

　平成27年中に1915人の赤ちゃんが新たに草加市民になりました。
平成26年は1988人で、残念ながら出生数は減少傾向にありますが、
草加市では「子育てするなら草加」といわれるまちを目指して、
中学3年生（15歳年度末）までのこども医療費無料化などに取り組
んでいます。
　また、子育て全般の支援や子どもの発達支援の拠点となる「子
育て支援センター」を設置し、出産・子育て・しつけ・子どもの
発達など、様々な場面でのお悩みの相談を受けています。
　3歳までの子どもと家族が自由に交流できる「つどいの広場」は
市内9か所で開催中。草加市での子育てライフを充実させる場とし
て、ぜひご活用ください。

平成27年：1日当たり

平成27年：県内63市町村中

平成27年：県内63市町村中
一人の女性が一生の間に生む子どもの平均数

「子育てするなら草加」といわれるまちを目指して草加って

こんなまち
数字でわかる草加市

1日に生まれる

赤ちゃんは？ 5.25人

 出生率は？
（人口千人対）7.7

1.45

（21位）

（14位）
合計特殊

出生率

いっぱ
い

掘って
ね★



⑥ 2017年5月20日号 草加人のための情報紙　広報「そうか」情報コーナー「すとりーと」

ミニ情報、保健センター、となりまちは5日号、相談案内、公民館、図書館、児童館情報は20日号に掲載します。

新里文化センター ☎927-3362

住吉児童館 ☎928-5736

新栄児童センター ☎942-9876

わくわくタウン松原 ☎941-2905

氷川児童センター ☎928-2341

川柳文化センター ☎936-4088

柿木公民館 ☎931-3117

谷塚児童センター ☎925-1856

　6/15㊍～18㊐は施設修繕のため休館
します（15㊍・16㊎の市民課諸証明の
発行は行います）。
▼ママといっしょにおはなし会　5/22 
㊊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
▼新田西文化センターふれあいコンサ
ート　6/4㊐12時30分～15時20分　出
演は利用団体・草加西高校吹奏楽部　
定員150人（当日先着順）「ハナミズ
キ」「落葉松」ほか
▼おもちゃの病院　6/5㊊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」　
6/5㊊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　6/5～26の㊊（6/12
を除く）16時～17時…楽しく英語・
6/1㊍17時～18時…卓球・6/12㊊16時
～17時…将棋・6/20㊋17時～18時…ス
ポーツ吹矢　小学生（英語は小学4～6
年生）対象　保護者同伴
▼親子茶道教室　6/11～平成30年3/4
の第2㊐（8月、10月、平成30年3月は
第1㊐）13時30分～15時30分　全10回
　小学生以上対象　定員10人　参加費
1回大人1000円・小学生～高校生500円
　白い靴下・ハンカチ持参
▼癒しのこけ玉づくり教室　6/14㊌13
時30分～16時　成人対象　定員20人　
参加費300円　エプロン・ピンセット
・雑巾・薄手のゴム手袋・作品持ち帰
り袋持参

■悠々会（水彩・油絵）　第1・3㊋9
時～15時　勤労福祉会館で　初心者か
ら中クラスを先生が懇切指導　入会金
1000円　月額3000円　問河津☎943-42 
08
■雅楽谷（俳句）　第3㊎13時30分～
16時30分　アコス6階会議室で　初心
者歓迎　月額1500円　問宮本☎090-1 
884-7280
■俳友の会（俳句）　第2㊍13時～16
時　中央公民館で　自然を詠み世界一
短い自分詩を作りませんか　月額1000
円　問大塚☎925-5135
■太極拳サークル　㊎13時～15時　中
央公民館ほかで　初心者歓迎　見学可
　入会金1000円　月額1000円　問伊勢
☎928-1276
■花栗剣友会　㊋・㊎、第1・3・5㊏
19時～21時　松原小で　一緒に剣道を
やりましょう　入会後竹刀をプレゼン
トします　入会金1000円　月額2000円
　問奥山☎945-7303
■草加平成塾第一書道サークル　第1
・3㊌10時～12時　草加小で　月額130
0円　問一條☎925-7338
■草加平成塾第二書道サークル　第2
・4㊌10時～12時　草加小で　月額130
0円　問鴻巣☎929-2496
■プアフラ（栄平成塾フラダンス）　
第2・4㊍10時～12時　栄小で　楽しく
健康にフラを踊りませんか　月額1500
円　問八木☎941-9283
■水ばしょう（着付け）　月3回㊌13
時～15時　柳島コミセンで　初心者歓
迎　入会金1000円　月額2500円　問根
橋☎928-0598
■草和会（茶道裏千家）　第2・4㊏13
時～16時　草加市文化会館で　初心者
・経験者大歓迎　楽しく明るい教室で
す　月額3000円　問吉田☎922-4104
■氷川トマトクラブ（バドミントン）
　㊐14時～17時　氷川小で　バドミン
トンで気持ち良い汗を流しましょう　
年額6000円　問原田☎080-1053-7504
■れんげ書芸クラブ（写経・漢字・か
な）　第2・4㊎19時～20時30分　中央
公民館で　写経は大きく正しく書くこ
とから　入会金1000円　月額2500円
　問宮﨑☎922-0273
■京美会（民舞踊）　月3～4回㊏11時
～　谷塚ミニコミセンで　民舞踊・優
しい盆踊りを踊って適度の運動　他新
舞踊・日本舞踊（月額別途）　入会金10
00円　月額2500円　問広木☎922-2694

▼おもちゃ病院　5/25㊍10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
▼マンカラ大会　5/25㊍　オセロ大会
　6/1㊍　いずれも16時～　小学生対象
▼ぬり絵コンテスト　6/1㊍～30㊎　
小学生対象　6/26㊊～30㊎は投票
▼ドッジビー大会　6/8㊍16時～　小
学生対象
▼ふれあい囲碁・将棋教室　6/10㊏14
時～15時　幼児（保護者同伴）～高年
者対象
▼父の日プレゼント作り　6/14㊌・16
㊎15時30分～　小学生対象

▼手芸　5/28㊐13時30分～16時　布で
ブックカバー作り　幼児（保護者同
伴）以上対象
▼おもちゃ病院　6/1㊍13時～15時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
▼ママも赤ちゃんも心地よい抱っこと
おんぶの講座　6/5㊊11時～12時　0～
2歳児と保護者対象
▼みなクル工房　6/10㊏13時30分～16
時　絵を描いて専用メガネで動く絵を
みよう　幼児（保護者同伴）以上対象
▼パパサロン・リズム&ストレッチ　
6/11㊐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　6/14㊌11時30分～
13時　ミニパンケーキ作り　幼児と保
護者対象　定員15組　
▼ママのためのリラックスヨガ　6/15
㊍16時～16時40分　0～2歳児と保護者
対象　定員15組
▼ひ革工房　6/17㊏13時30分～16時　
父の日キーホルダー作り　幼児（保護
者同伴）以上対象
▼野外クッキング　6/18㊐13時30分～
15時　ダッチオーブンでアップルパイ
　幼児・小学生と保護者対象　定員10
組　材料費100円

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。

5922-3274

☎946-3000 5944-3800

■木曜シアター　5/25㊍14時～15時30
分　にっぽん百名山⑿「利尻山、幌尻
岳、羊蹄山」　成人対象　定員90人（当
日先着順）
■おはなし会　5/27㊏11時30分～12時
　「おいしいおかゆ」ほか　4歳（幼
児保護者同伴）～小学生対象
■小学生のための読み聞かせ　5/28㊐
13時30分～14時　
■絵本の読み聞かせと紙芝居　㊌15時

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）

5/25㊍、
6/8㊍

5/24㊌、
6/7㊌

5/26㊎、
6/9㊎
5/31㊌、
6/14㊌

6/1㊍・15㊍

6/2㊎・16㊎

瀬崎・青柳小

新栄小

新里・高砂小

稲荷・八幡北小

両新田小

氷川・西町小

日程

長栄・草加小

花栗南・八幡小

栄・川柳小

清門・松原小

谷塚小

小山・新田小

14時～16時9時30分～11時30分
■サービスコーナー（5/21～6/20）

▼いっしょにあそぼう!五色百人一首
体験教室　6/24㊏10時～11時30分　小
学2年生以上対象　定員20人

▼こころを結ぶ光のひろば　6/6㊋10
時～12時　視覚障がいに関する相談コ
ーナーほか
▼チャレンジ！シニア講座企画運営委
員募集　6/15㊍10時～12時　秋の開講
に向けた講座内容の企画・検討　60歳
以上対象　定員7人
▼にじいろタイム　6/16㊎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」
　6/16㊎13時30分～　胎教と友だちづ
くり　初妊婦対象
▼ユニカールを楽しもう　6/17㊏10時
～12時　小学生対象　定員30人　
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
6/21㊌10時～　親子友だち作り・簡単
工作ほか　乳幼児と保護者対象
▼お昼のハープコンサート　6/22㊍12

時～12時45分　出演はハープアンサン
ブル・リラ「川の流れのように」ほか
▼SKT24スポーツ吹矢体験講座　7/5
～19の㊌14時～16時　全3回　定員30
人　参加費500円

▼すくすくクラブ　5/23㊋10時～12時
　リズム体操・手遊びほか　未就園児
と保護者対象
▼人権講座（手話落語）　6/8㊍17時
30分～18時45分　出演は落語家の林家
とんでん平　定員100人
▼高年者のひろば　6/13㊋13時30分～
（介護保険学習）、7/11㊋8時30分～
（市のバスで富岡市へ）　交通費・施
設見学料1500円、9/11㊊10時～（調理
実習）　材料費500円、10/10㊋13時30
分～（ハザードマップ学習）　全4回
　高年者対象　定員25人　
▼谷塚元気ひろば　6/26㊊13時～15時
　ふくろうのちりめん根付づくり　60
歳以上対象　定員30人　参加費300円
　はさみ持参

▼親子でスキンシップ　6/6～20の㊋9
時30分～10時40分　工作・手遊びほか
　未就園児と保護者対象　定員10組　
上履き持参
▼おはなしの広場　6/9㊎・23㊎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
▼ロビー木版画展　6/14㊌～26㊊　サ
ークル朴の木による作品
▼おもちゃ病院　6/16㊎10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
▼粋生き教室　6月～平成30年2月の月
1回（8月を除く）10時～12時　全8回
　体操・料理・移動教室ほか　概ね60
歳以上対象　定員30人　年会費3500円
　申し込み本人分のみ

▼すくすくクラブ　6/8㊍10時～11時
30分　手遊び・子育て交流ほか　乳幼
児と保護者対象
▼のびのび広場　6/16㊎10時～11時　
季節の遊び・読み聞かせほか　乳幼児
と保護者対象
▼SKT24親子でエクササイズ　6/19㊊
・26㊊11時30分～12時30分、7/3～
7/31（7/17を除く）の㊊11時～12時　
全6回　2歳～未就園児と保護者対象　
定員15組　参加費200円　上履き持参
▼おもちゃの病院　6/23㊎10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼おもちゃのドクターボランティア養
成講座　7/4㊋～6㊍10時～12時　基礎
・実習・簡易スピーカーチェッカー作
成　材料費300円　定員10人　プラス
・マイナスドライバー（中型・小型）、
ラジオペンチ、ピンセット、あれば壊
れたおもちゃ持参

▼おはなしの時間　5/24㊌10時30分～
11時　読み聞かせ・手遊びほか　乳幼
児と保護者同伴
▼親子で元気ルーム　6/8㊍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
▼おもちゃの病院　6/12㊊10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで

～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）

▼とり+かえっこ屋　6/19㊊～23㊎15
時30分～17時　使わなくなったおもち
ゃの交換・ゲーム　幼児（保護者同
伴）以上対象

▼読み聞かせ「たんぽぽ」　6/1～15
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
▼みんなで遊ぼう　6/2㊎・5㊊15時～
　会場は中央図書館　ゲーム大会　小
学生対象　
▼パパにはナイショのプレゼント作り
　6/7㊌～16㊎（13㊋を除く）15時～
　9㊎・12㊊は中央図書館　㊌・㊍・
16㊎はコンフォール松原19号棟　小学
生対象
▼おもちゃ病院　6/16㊎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
▼夏の工作　6/19㊊～26㊊15時～　会
場はコンフォール松原19号棟　クリア
ファイルで扇子作り　小学生対象
▼初めてのお誕生会　6/27㊋11時～　
会場はコンフォール松原19号棟　平成
28年6月生まれ対象　定員8人　□申6/1
㊍10時から電話で同館へ

▼おもちゃ病院　5/25㊍、6/22㊍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
▼ぬりえコンテスト　6/1㊍～23㊎10
時～17時　小学生対象　6/24㊏・25㊐
は投票
▼マンカラ・オセロ大会　6/3㊏14時
～…マンカラ　15時～…オセロ　小学
生対象　定員各10人
▼リトミック教室　6/5㊊・12㊊10時
30分～　1歳児と保護者対象、11時20
分～　2歳児と保護者対象　定員各20
組
▼親子で作ろう　6/9㊎・16㊎14時～
15時30分　プラバン作り　3歳以上の
幼児と保護者対象　定員各日10人　
▼ママのためのリフレッシュヨガ　
6/10㊏10時30分～　定員15人　ヨガマ
ット持参　
▼父の日プレゼント制作　6/11㊐10時
30分～、14時～　プラバンで靴べら作
り　小学生以上対象　定員各10人
▼将棋教室　6/17㊏13時30分～　小学
生以上対象　定員10人
▼ともだち文庫の「おはなしポケッ
ト」　6/19㊊11時～　わらべ唄ほか　
乳幼児と保護者対象

▼こぶたのしっぽ　5/24㊌、6/7㊌11
時～　パネルシアター　乳幼児と保護
者対象
▼オセロ大会　6/2㊎16時～　マンカ
ラ大会　6/9㊎16時～　いずれも小学
生対象　参加賞・優勝賞品あり
▼読み聞かせ「バンビ」　6/5㊊・19
㊊11時～　乳幼児と保護者対象

▼父の日の制作　6/12㊊・13㊋16時～
　牛乳パックでパスケース　小学生対
象　定員各日5人
▼おもちゃ病院　6/17㊏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
▼親子コンサート　6/21㊌11時～　出
演はポコアポコ　乳幼児と保護者対象

う　た　や

定員のあるものは5/22㊊
10時から各館へ申し込みを



5/21㊐～6/20㊋（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

■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・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　6/5㊊・19㊊…住吉児童館☎928-5736　5/25㊍、6/8㊍

…谷塚児童センター☎925-1856　6/7㊌・15㊍…新栄児童センター☎942-9876
■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（くらし安全課）
■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（くらし安全課）
■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　6/1㊍9時～12時…瀬崎コミセン・13時～16時…稲荷コミセン☎
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 ）　6/1㊍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）

休 日 当 番 医
日曜・祝日等の救急患者や負傷者の診療を行います（一次救急）。
来院前に必ず電話で確認を（保険証持参）。
※市立病院（☎946-2200）では一次救急での診療が困難な場合
や入院治療が必要な患者を受け入れます（二次救急）。

☎954-6401
子ども急病夜間クリニック（小児科）

■診療時間
㊊～㊎ 19時30分～22時30分
㊏、㊐、㊗、年末年始　
　　　 18時30分～22時30分
■場所　草加2-21-1　
市立病院心臓・脳血管センター1階

※夜間に急変した0～15歳を応急診療
　します。

休日等上水道工事店

日曜、祝日等の漏水・
出水不良などの水道
トラブルに対応します。
受付時間：9時～17時

休日当番医
QRコード

急病への対処や受診の必要性を看護師が助言
■小児　☎＃8000
※ダイヤル回線・IP電話は☎048-833-7911
19時～翌日7時（㊐・㊗等は7時～）
■大人　☎♯7000
※ダイヤル回線・IP電話は☎048-824-4199
㊊～㊏18時30分～22時30分
㊐、㊗、年末年始9時～22時30分

埼玉県救急電話相談

緊急診療できる医療機関を24時間案内
☎048-824-4199

埼玉県救急医療情報センター

　月　日　 診療科 当番医名 住　所 電話番号
内科

外科

内科

外科

内科

外科

5/21
㊐

5/28
㊐

6/4
㊐

内山医院

正務医院

虎溪医院

豊田クリニック

高木クリニック

土谷メディカルクリニック

高砂2-6-4

青柳5-12-13

青柳6-22-1

柿木町1127-1

栄町2-4-17

谷塚町629

☎922-0963

☎936-7422

☎931-3700

☎930-3636

☎931-3836

☎928-0228

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

三栄工業
㈱今泉水道
竹内セントラル㈱

苗塚町55-4
谷塚上町483-3
苗塚町438-16

☎925-7384
☎927-1010
☎928-5525

5/21㊐
5/28㊐
6/4㊐

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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チケット

■日　　　　時
■会　　　　場
■その他出演者

　卓越した技量で90年代以降の邦楽ニューウエーブの一翼を担う藤
原道山や、テレビ番組で圧倒的な歌唱力をみせる城南海、二十絃箏
の開発など箏の可能性を広げた野坂操壽とジャンルにとらわれない
演奏活動で箏の魅力を発信し続ける沢井一恵によるデュオなど和楽
器の新しい分野を開拓してきたパイオニアが一堂に会する一日限り
の邦楽フェス。司会は幅広い音楽の知識で世界的に活躍するピータ
ー・バラカンと「邦楽ジャーナル」の編集長
である田中隆文。
■日　　　　時　9月9日㈯午後2時開演
■会　　　　場　草加市文化会館
■その他出演者　ヒダノ修一、高橋竹山、
　　　　　　　　伶楽舎

　高齢化がますます進む中、市では地域包括ケアシステムの構築を
目指し、皆さんのいきいきとしたくらしを支えています。しかし、
住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けていくためには、市民同
士の支え合い・助け合い活動が重要になります。支え合うまちづく
りを進めるためにはどうしたらよいかを皆さんで一緒に考えましょ
う。
■日時　6月27日㈫午後1時30分～4時
■会場　中央公民館
■内容　①「草加市の現状と課題」の説明（長寿支援課）②「みん
なで創ろう助け合い社会」の講演③NPO・ボランティアで活動中の
市民によるパネルディスカッション ｢地域の支え合い ･ 助け合い活
動｣
■定員　400人
□申 6月10日㈯までにはがきに住所、氏名、電話番号を記入し〒340-
0013松江1-1-32社会福祉協議会へ。電話、ファクスでも可。

　29日、そうか公園まつり・春の子
どもフェスタが開催されました。両
イベントとも多くの家族連れが訪れ
子どもたちの笑顔が
あふれていました。

　都市農業の魅力を広く周知することを目的に開催します。草
加都市農業フェア実行委員会との共催。
■日時　6月11日㈰午前10時～午後2時（荒天時中止）
■会場　中央防災広場
■内容　市内農業者やJAさいたまによる採れたて新鮮な野菜の

販売、花苗の販売、枝豆の試食、地場農産物を使用し
たグルメの販売、都市農業のPR、学校給食の試食ほ
か

5月21日㈰午前10時から草加市文化会館ほかプレイガ
イドへ。S席5000円　A席4000円　高校生以下2000円
（全席指定、未就学児入場不可）

　現・公益財団法人さわやか福祉財団会長、弁護士ほか。社会保
障改革に関する集中検討会議委員、社会保障審議会委員、中央社
会福祉審議会委員などを歴任。
　新地域支援構想会議の呼びかけ団体として、国や市町村へ提言
するなど、全国各地で強力に絆のある地域づくりを推進中。

4月かどまちごとでき
　草加八潮消防局では、4月1日に高度救助隊を発足しました。
　高度救助隊とは、人命の救助に関する専門的で高度な教育を受け
た隊員と高度救助資機材等を装備した救助工作車で編成された精鋭
部隊で、通常災害はもとより、県内外の地震等の大規模災害が発生
した際も即座に対応できる体制を整えています。
　発足に伴い、
5月2日に八潮消
防署で発隊式を
行ない、各隊員
に「高度救助隊
隊員章」が浅井
消防局長から授
与されました。

　毎年11月に開催されている「国際ハー
プフェスティバル」。このフェスティバ
ルをより多くの人に知ってもらうための
「音楽のまち」草加にふさわしいポスタ
ーデザインを募集します。
■条件　①未発表のオリジナル作品（デジタルデータ、手描き作品
ともに可）②著作権等諸権利はすべて主催者に帰属③採用作品デザ
イン及び文字情報の配置やフォントサイズに手を加えることがあり
ます。また、ポスター以外の印刷物にも利用④出品に伴う諸経費は
応募者負担⑤出品作品の返却不可⑥作成者名を印刷物に明記
■賞金　最優秀賞5万円　優秀賞3万円　佳作（2点）1万円
　なお、全応募作品はメーンコンサート会場等で展示します。
□申 6月19日㈪（必着）までに草加市文化会館ほかで配布する募集要
項の申込書と、出品票を貼付した作品を〒340-0013松江1-1-5草加市
文化会館「国際ハープフェスティバル2017-草加市」ポスターデザイ
ンコンクール係へ。募集要項は同館ホームページからも入手可。

問草加市文化会館☎931-93255936-4690

問社会福祉協議会☎932-67705932-6779

問草加都市農業フェア実行委員会
　（産業振興課内）☎922-08425922-3406

ピーター・バラカン 城 南海 藤原道山 沢井一恵

野坂操壽

日本の響  草加の陣
～邦楽のパイオニア達の共演～

ふれあい・支えあいフォーラムin草加

草加八潮消防局　高度救助隊発足

～いつまでもこの街で一緒に暮らしたい～

草加の都市農業の魅力を知ろう

都市農業フェア開催

講師・コーディネーター　

国際ハープフェスティバル2017－草加市

ポスターデザイン
コンクール作品募集
問草加市文化会館
　☎931-93255936-4690

©Hideo Nakajima©Hideo Nakajima

さわやか福祉財団会長　堀田 力氏

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20日号

市の人口　平成29年5月1日現在　24万7653人（男12万5705人・女12万1948人）／前月比172人増／世帯数11万3917世帯
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