
折り込んである「エコ・そうか」は、抜いて読んでください。

もっと野菜を食べ
よう！

もっと野菜を食べ
よう！

1日350g 料理に
して5～6皿を目

標に

1日350g 料理に
して5～6皿を目

標に

　小学校の一部で枝豆の栽培体験を実施
しています。収穫した枝豆をゆでて食べた
り、学校給食に活用したりすることで、野
菜や食への関心を持ち、身近に感じられる
ようになります。

　一人ひとりの心と体の健康と、豊かな人間性、食への感謝
の気持ちを育むため、家庭や保育園、幼稚園、学校、地域な
どが連携し、食育を推進しています。

　学校や保育園の給食、市内の飲食店や農家さんな
どが考案した野菜料理を豊富に掲載！
　レシピ集は保健センター・市役所等で配布するほ
か、クックパッド「草加市保健センター」やYouTube
「SKT24チャンネル」でもご覧いただけます。 ①じゃがいも（中 4個）を電子レンジで 5～6分

　 加熱し柔らかくしておき、皮をむき一口大に
　 切る。
②にんじん（中 1/3 本）はいちょう切りにする。
③枝豆（20さや）はゆで、さやから出しておく。
④バター（大さじ 1）でにんじん・コーン（80ｇ）・
　じゃがいも・枝豆を炒め、塩（小さじ 1/3）・
　こしょう（少々）で味を調える。

6月は
食育月間
6月は
食育月間

夏野菜がおいしい季節

枝豆の栽培体験で
野菜を身近に

草加の食育草加の食育

そそだてよう 野菜を食べて 元気なからだだてよう 野菜を食べて 元気なからだ

きうき　たのしく　食べようきうき　たのしく　食べよう

んしゃの気持ちを大切にんしゃの気持ちを大切に

うう
かか

問健康づくり課　☎922-0200　5922-1516　　産業振興課　　☎922-0842　5922-3406
　学務課　　　　☎922-2685　5928-1178　　保育課　　　　☎922-1491　5922-3274

野菜のレシピ集を
作成しました！

クックパッド
「草加市保健センター」

YouTube
「SKT24チャンネル」

草加産の枝豆は保育園の
給食にも使われています

園児たちがさやもぎした枝豆を
給食に活用しています

材料（4人分）・作り方

枝豆と
じゃがいもの
ソテー
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■5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）

　俳聖松尾芭蕉の「おくのほそ道」との縁を大切にしたまちづくり
推進のため創設した「奥の細道文学賞」、「ドナルド・キーン賞」
の作品を募集します。

奥の細道文学賞
■対象　日本語で書かれた未発表のもので、奥の細道の旅、その他

広く日本の旅を対象とした紀行文・随筆
■規格　A4判400字詰原稿用紙35枚前後
■賞　　大賞：賞金50万円　優秀賞：賞金10万円

ドナルド・キーン賞
■対象　日本語で書かれた、奥の細道や芭蕉、その他近代の俳人・

作品に関する評論
■規格　①A4判400字詰原稿用紙40枚以内で、未発表の著作

②平成27年11月から同29年10月までに刊行された書籍（出
版社等による他薦も可）

■賞　　大賞：賞金50万円　優秀賞：賞金10万円
□申文化観光課で配布する応募用紙（市ホームページでも入手可）に
必要事項を記入し作品に添付し、各賞作品4部（刊行された書籍を
推薦する場合は1部）を12月31日㈰（必着）まで（持参は12月28日
㈭まで）に〒340-8550文化観光課へ。

　6月23日㈮～28日㈬午前9時～午後9時（28日は午後5時まで）。
会場は草加市文化会館。男女共同参画週間（6月23日㈮～29日㈭）
に合わせ、「男性を取り巻く環境」パネルを展示します。アンケー
ト結果や統計データを使用しながらわかりやすく説明し、男性の視
点から男女共同参画社会について考えます。

■日時　7月4日㈫午前11時～午後3時30分
■会場　ゆめぱれす（朝霞市）
　多くの人々の交流を促進し、差別や偏見のない、人権が尊重され
るまちづくりを目指します。パラリンピックメダリストらのトーク
セッションやミニコンサート等あり。

　通常の受付時間を延長するなどして、子どもたちからの相談を受
け付けます。相談は法務局職員と県人権擁護委員連合会子ども人権
委員会委員が対応し、秘密は厳守します。
■日　　時　6月26日㈪～30日㈮午前8時30分～午後7時、
　　　　　　7月1日㈯～2日㈰午前10時～午後5時
■子どもの人権110番　☎0120-007-110（IP電話は利用不可）

　市の審議会等を傍聴できます。定員5人（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。
■地域公共交通会議＜交通対策課☎922-16855922-1030＞…7月7日
㈮午後2時～　市役所西棟第1・2会議室で

　日本遺族会では、先の大戦で父等を亡くした戦没者の遺児を対象
に、旧戦域を訪れ慰霊追悼を行い同地域の住民と友好親善を深める
事業の参加者を募集します。参加費10万円。日程等の詳細は日本遺
族会事務局☎03-3261-5521で確認を。

■受診期間　12月15日㈮まで
　　　　　　※期間内に1回のみ
■対象者　市内に住所がある①60歳になる
人（昭和32年4月2日～同33年4月1日生ま
れ）②65歳以上の人（同28年4月1日以前
生まれ）
　認知症は、誰にでも起こりうる脳の病気
の一つです。年齢を重ねるほど発症する可
能性が高まりますが、症状が軽いうちに気
づき、適切な治療が受けられれば、薬で進
行を遅らせたり、場合によっては症状を改
善したりすることもできます。
　検診を希望する場合は、健康保険証、お
薬手帳を持参し、実施医療機関で脳の健康
度チェック票を記入し、医師の診察を受け
てください。
　なお、認知症検診費用は無料ですが、そ
のほかに受ける診察、検査等は有料です。

■認知症検診実施医療機関

かとうファミリークリニック、正務医院、
虎溪医院

草加グリーンクリニック

瀧澤医院、
草加きたやクリニック

草加脳神経外科クリニック、高木クリニック、
松野クリニック 

平田クリニック、二宮病院、しんえいクリニック

レン・ファミリークリニック

内藤クリニック 

草加内科呼吸ケアクリニック、かがわ医院

内山内科小児科医院

中田医院、山崎クリニック

青柳
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北谷
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新善町

住吉
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高砂

中央

苗塚町

西町

新里町

氷川町

松江

松原

谷塚

谷塚上町

柳島町

金明町

吉町

両新田西町

八潮市

いしどりクリニック 

たなか内科・循環器内科クリニック、
さかの医院

みなみ草加クリニック

大里内科医院、石井外科医院、
山崎胃腸科内科クリニック、児玉医院、
メディクス草加クリニック

かたい内科クリニック、
草加松原整形外科医院

埼友草加病院、臼田診療所、松本医院、
大城クリニック

鳳永病院、肥田医院

さくら整形外科

柳島クリニック

メディカルハブクリニック

草加永大クリニック、神谷医院、
たかぎ医院

草加西部クリニック

20医療機関※詳しくはホームページま
たは問い合わせを

認知症検診を受けましょう
60歳・65歳以上対象　早めの受診が大切です
問長寿支援課☎922-28625922-3279

さ
ん

無
料

参考：第8回奥の細道文学賞、ドナルド・キーン賞
・応募作品数　奥の細道文学賞68作品（うち大賞1、優秀賞2）
　　　　　　　ドナルド・キーン賞27作品（うち大賞なし、優秀賞1）
・選 考委員　堀切実（国文学者）、長谷川櫂（俳人）、黒田杏子（俳人）
・後 　　援　総務省、文化庁、埼玉県、奥の細道サミット、公益社団法人ブ
　　　　　　　ルボン吉田記念財団、ドナルド・キーン・センター柏崎
・協　　力　草加市奥の細道市民推進委員会

問文化観光課☎922-29685922-3406

「第9回奥の細道文学賞」
「第3回ドナルド・キーン賞」
作品募集

問人権共生課☎922-08255927-4955
男女共同参画パネル展

□申県遺族連合会へ。☎048-829-2025□申
戦没者遺児による慰霊友好親善事業の参加者募集

問人権共生課☎922-08255927-4955

北足立郡市町人権フェスティバル

問さいたま地方法務局☎048-859-3507

「子どもの人権110番」強化週間
悩みごとを聞かせてください

審議会等の開催日程
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　○PM2.5（単位：マイクログラム／㎥）最大値29.2／最小値3.3（花栗中学校内）　○給食の放射性物質の検出なし

　将来のまちづくりの指針となる「第四次草加市総合振興計画第一
期基本計画」に掲げた39の施策（分野別の基本的な計画）の満足度
・重要度を伺うアンケート調査を実施し、効率的・効果的な市政運
営のために活用していきます。
　無作為に抽出した18歳以上の3000人を対象に、6月下旬にアンケ
ート用紙を送付しますので、協力をお願いします。回答は郵送のほ
か、インターネットでもできます。

　地域との融和・住工共生を進める事業所を「うるおい工房」に認
定しています。認定にはプレゼンテーション等の審査があり、認定
社には銘板を授与します。申請書は産業振興課で配布するほか、市
産業振興支援情報サイト「あっ、そうか.net」から入手できます。
■対象　市内に主たる事業所を有し、市内で1年以上の事業実績が
ある企業で次のいずれかに該当し、認定後も継続できる事業所。
①周囲の環境に配慮し、工場外観の美化や植栽などに努めている
②工場等施設の一部を市民に開放し、地域の交流の場を提供するな
ど、社会貢献に努めている

③工場見学や作業体験などを受け入れ、モノづくりへの親しみや理
解、興味の喚起などを行っている

④技術や生産品が本市を代表するもので、本市のイメージアップに
貢献している

　パスポート申請窓口は、6～8月は大変混み合います。申請から交
付まで1週間程度かかりますので、早めに申請してください。
　なお、パスポートの有効期間が1年未満になると、新しいパスポ
ートに切り替えることができます。

　老朽化が進む公共施設等を計画的に改修または更新するため、平
成28年3月に策定した草加市公共施設等総合管理計画について、昨
年のアンケート調査や市民ワークショップの結果を踏まえ、計画の
充実化を図りました。改めて作成した「草加市公共施設等総合管理
計画（素案）」への意見を募集します。
　案の概要と意見用紙は資産活用課・市役所情報コーナー・サービ
スセンター・公民館等の公共施設のほか、市ホームページからも入
手できます。
　この案への意見は6月26日㈪～7月25日㈫に住所・氏名・電話番
号を記入し、〒340-8550資産活用課へ。ファクス・メールも可。

　ひとり親家庭や、父（母）に一定の障がいがある家庭等の保険適
用医療費の自己負担分を申請に基づき支給します。所得制限等の概
要は以下の通り。なお、課税世帯には一部自己負担金があります。
■対象となる子どもの年齢　
・18歳到達後、最初の3月31日まで
・一定の障がいがある場合は20歳になる誕生日の前日まで
■所得制限　　

●所得額とは　給与所得控除後の金額に、前夫(妻)から受け取った
養育費の8割を加算し、一律控除（8万円）を差し引いた額（他にも
諸控除が受けられる場合あり）
●扶養義務者とは　請求者の直系血族（両親・祖父母・子ども・孫
等）や兄弟姉妹のうち請求者と生計を同じくする人等

　草加市文化会館前の
歩道を拡幅するほか、
綾瀬川東側から同会館
への出入り口を設けま
す。工事中はご迷惑を
おかけしますが、ご理
解・ご協力をお願いし
ます。

　10月1日㈰に草加駅東口周辺や旧日光街道を中心に開催する草
加宿場まつりのパレードに参加する人を募集します。

子どもパレード
■対　象　子どもの鼓笛隊やダンスサークルなどの団体
■定　員　15団体

大名行列（八戸藩）
■対　象　小学4年生以上
■定　員　60人
■参加費　高校生以上1万円　青森県出身か在住の人は無料（出

身・在住を確認できるものを提示してください）

扶養人数

0人
1人
2人
3人
4人

扶養義務者等
236万円未満
274万円未満
312万円未満
350万円未満
388万円未満

父・母・養育者
192万円未満
230万円未満
268万円未満
306万円未満
344万円未満

所得制限額

　店を繁盛させる秘策や商店街や地域の活性化について、まち
再生のアドバイザー徳光次郎さんと北九州市小倉で商店街を再
興させた不動産オーナー梯輝元さんが講演します。
■日時　7月7日㈮午後7時～9時
■会場　中央公民館
■定員　90人

まちの学校vol.4
「顧客目線の店づくりで
     お店は劇的に変わる！」

子どもたちにふるさとを

問草加宿場まつり実行委員会事務局（みんなでまちづくり課内）
　☎922-07965922-3406

意見募集『公共施設等総合管理計画』
問資産活用課☎922-11065924-3739
　　　　　　shisankatsuyo@city.soka.saitama.jp

ひとり親家庭等の医療費の一部支給
問子育て支援課☎922-14765922-3274

施策評価市民アンケートに協力を
問総合政策課☎922-07495927-4955

7月から工事開始
問道路課☎922-21975922-3249

より良い市政のための

「草加市うるおい工房」事業所を募集
企業のアピール・イメージアップに

パスポートの申請はお早めに
□申パスポートコーナーへ。☎922-29445922-3298□申

□申7月20日㈭までに産業振興課へ。☎922-34775922-3406□申

松原文化通りと
綾瀬川東側道路

工事区間

綾
瀬
川

草加市文化
会館（東）

獨協大学前
駅（東）入口

コンビニ

草加宿場まつりパレード参加者募集

徳光次郎 氏 梯輝元 氏

市民体育館

草加市文化会館

□申いずれも7月27日㈭までにみんなでまちづくり課で配布する応
募用紙（市ホームページからも入手可）に必要事項を記入し草加
宿場まつり実行委員会事務局（みんなでまちづくり課内）へ。応
募多数の場合は抽選。

□申7月3日㈪までに産業振興課へ。
　☎922-08395922-3406sangyosinko@city.soka.saitama.jp
□申
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④ 2017年6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。

ボッチャ体験会地域包括支援センター（包）

生涯学習体験講座

歴史民俗資料館の催し

子ども・親子向け

　草加地区保護司会・更生保護女性会
では、犯罪や非行の防止などの活動を
しています。「家庭や地域の理解と協
力で犯罪者や非行少年の更生を支えま
しょう」をテーマに、運動強調月間の
オープニングセレモニーとして、7/8
㊏14時から市役所本庁舎第1駐車場で
谷塚中吹奏楽部の演奏と啓発運動を行
います。問福祉政策課☎922-1234592
2-1066

ファミリー・サポート・センター
会員募集

７月は社会を明るくする運動
強調月間

　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（要予約）は、7/22㊏10時～12
時。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
5920-1101

■ミニ企画「七夕かざり」　6/24㊏～
7/8㊏。同館の笹に飾る短冊に願い事
を書きに来ませんか
■企画展講座「ひきつぐということ」
7/2㊐14時～16時。同館で開催中の企

■草加市長杯弓道大会
　7/16㊐9時30分開会。会場は記念体
育館。高校生以上対象。定員50人。参
加費一般･大学生500円、高校生300円。
弓具一式持参。□申7/5㊌までに電話で
草加市体育協会へ。☎928-63615922-
1513

■バドミントン大会
　7/23㊐9時30分～。会場は記念体育
館。小学生以上対象。参加費一般1500
円、高校生800円、小・中学生500円。
問6/21㊌から草加市体育協会へ。☎92 
8-63615922-1513

　8/27㊐18時～。会場は草加市文化会
館。平成29年4/1現在18歳以上で音楽
大学在学、卒業または同等以上の力を
有し、市内のコンサート等に参加でき
る人対象。定員15人。ピアノ・声楽・
管・弦・打楽器の独奏。曲は、自由曲。
出入りを含め10分以内。参加費1万円。
□申8/14㊊（消印有効）までに草加市文
化会館ほかで配布する申込用紙に必要
事項を記入し、〒340-0013松江1-1-5同
館「オーディション係」へ。☎931-93 
255936-4690

　7/22㊏10時～13時。会場は保健セン
ター。小松菜チヂミ、ワンタンスープ、
デザートほか。小学生と保護者対象。
定員15組。参加費大人500円、子ども
400円。エプロン・三角巾・布巾2枚持
参。□申6/21㊌から電話で保健センター
へ。☎922-02005922-1516

　ボールを投げる・転がすなどで目標
のボールにいかに近づけられるかを競
うスポーツ「ボッチャ」。7/13～平成
30年3/8の第2㊍19時～21時。全9回。
会場は市民体育館。障がいをもつ小学
生以上対象。定員40人。室内履き持参。
□申 7/12㊌までに電話で市民体育館へ。
☎5936-6239

市民救命員養成講習会

　スポーツやレジャー活動での事故に
よる傷病者への救命・救急法の知識と
技術を学びます。7/30㊐13時～17時。
会場は記念体育館。16歳以上対象。定
員30人。参加費2000円。動きやすい服
装で。室内履き、写真（3×3㎝）持参。
□申6/21㊌から電話で草加市体育協会へ。
☎928-63615922-1513

年月日、電話番号を記入し、〒340-00
22瀬崎6-31-1草加市体育協会へ。同協
会のホームページからも可。応募多数
の場合抽選。☎928-63615922-1513
■器械体操特訓
　7/24㊊～26㊌9時30分～10時30分。
全3回。会場は記念体育館。小学1～3
年対象。定員30人。参加費1500円
■泳ぎ込み＆ターン教室
　7/25㊋～27㊍17時～18時。全3回。
会場は市民温水プール。小学生対象。
定員30人。参加費1500円

公立保育園の臨時職員募集

非常勤嘱託員（介護認定調査員）募集

　勤務先は市立保育園18園。いずれも
65歳未満対象。有給休暇・忌引休暇等
特別休暇・被服貸与・社会保険・厚生
年金・雇用保険加入あり。問保育課☎
922-1491
■保育士（有資格者）
　㊊～㊎8時30分～17時（シフトによ
り㊏勤務あり）。時給1060円。通勤手
当上限8000円
■時間外保育従事者（無資格者可）
　延長保育のない園…㊊～㊎7時20分
～8時50分及び16時30分～18時30分。
㊏7時20分～8時50分、12時～15時30分。
延長保育のある園…㊊～㊎7時～9時、
16時30分～19時。㊏7時～19時。（内6時
間）時給有資格者1420円、無資格者13 
20円。通勤手当上限8000円

　勤務は8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・福祉等業務経験者対
象。募集は1人。日額9500円（交通費
込み）。面接は7/5㊌に実施。□申7/3㊊
（必着）までに履歴書を職員課へ。☎
922-0983

▼おもちゃ病院　6/22㊍10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
▼ふれあい囲碁・将棋教室　6/24㊏、
7/8㊏14時～15時　幼児（保護者同
伴）～高年者対象

▼竹とんぼ工作　6/28㊌15時30分　小
学生対象
▼作って飾ろう　7/3㊊～7㊎15時30分
～　七夕飾り　幼児（保護者同伴）～
高年者対象
▼オセロ大会　7/6㊍　マンカラ大会
　7/20㊍　いずれも16時～　小学生対
象　
▼影絵公演　7/14㊎10時30分～、16時
～　「親指姫」ほか　乳幼児（保護者
同伴）～高年者対象

▼手芸　6/25㊐13時30分～16時　ミサ
ンガ作り　幼児（保護者同伴）以上対象
▼子ども歳時記　7/2㊐13時30分～16
時　織姫と彦星の動くおもちゃ作り　
幼児（保護者同伴）以上対象
▼パパサロン・リズム&ストレッチ　
7/8㊏11時～12時　0～3歳児と保護者
対象　定員15組
▼洋服・靴のくるくるリサイクル　7/ 
10㊊11時～12時　洋服・靴の交換会　
0～2歳児と保護者対象
▼赤ちゃんスキンケア　7/10㊊11時～
13時、14時～16時（各回15分間）　0～
2歳児と保護者対象　定員各回3組　□申
当日10時から同センターで整理券配布
▼なかよしランチ　7/12㊌11時30分～
13時　フルーツパフェ作り　幼児と保
護者対象　定員15組　
▼子ども企画　7/16㊐　水鉄砲大会
（7/9㊐16時から作戦会議　日程等を
決定）　小学生以上対象
▼赤ちゃんふれあいジュニアスタッフ
研修会　7/19㊌15時～16時　子育て中
の保護者を講師に研修後、夏休み中
「おもちゃばこ」で0～3歳児と交流　
小学5年生～18歳対象
▼草加市・新座市児童センター交流キ
ャンプ　8/2㊌9時40分草加駅集合　
8/3㊍16時解散（7/16㊐10時30分～12
時説明会あり）　新座市児童センター
に宿泊　小学3年～中学生対象　定員
20人　参加費2500円（交通費・食費・
材料費　超過分は主催者負担）　□申6/
24㊏10時から氷川児童センター窓口へ

▼夏祭りお手伝い隊募集　7/3㊊～
8/19㊏　8/19㊏コンフォール松原12号
棟で開催の夏祭りの準備　小学生対象
　会場・時間は問い合わせを
▼読み聞かせ「たんぽぽ」　7/6～20
の㊍11時～11時30分　会場は子育て支
援センター　乳幼児と保護者対象
▼初めてのお誕生会　7/11㊋11時～　
会場はコンフォール松原19号棟　平成
28年7月生まれ対象　定員8人　□申6/26
㊊10時から電話で同館へ
▼親子体操　7/19㊌・20㊍10時～　会
場はコンフォール松原19号棟　定員各
日15組　3歳（平成26年7月生まれま
で）と保護者対象
▼みんなで遊ぼう　7/19㊌・20㊍14時
～　会場はコンフォール松原19号棟　

■介護者のつどい　7/7㊎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、これからする人対象。問
草加中央・稲荷（包）☎959-91335922-
3801
■笑いと音楽のハーモニー　7/7㊎13
時15分～14時45分。会場は勤労福祉会
館。65歳以上対象。定員70人。□申6/21
㊌から新田（包）へ。☎946-05205946 
-0523

市民体育祭

□申各開講日の3日前までに生涯学習課
へ。☎922-28195922-3498
■ママの毎日を楽にする「お片付け講
座」　7/13㊍・20㊍10時～11時30分。
全2回。会場は草加市文化会館。定員6
人
■ボイストレーニング　7/21㊎・28㊎
10時～12時。全2回。会場は川柳文化
センター。定員20人。空のペットボト
ル（500ml）・フェイスタオル・割り
箸1膳持参
■淡水パールと天然石のネックレス作
り　8/2㊌・9㊌10時～12時。全2回。
会場は新田西文化センター。定員16人。
材料費2200円。ランチョンマットまた
はハンドタオル・あればアクセサリー
工具持参

□申7/5㊌（消印有効）までに往復はがき
に教室名、住所、氏名（ふりがな）、生

ハートフルコンサート出演者
クラシック音楽オーディション

夏休み親子料理教室
草加の小松菜でチヂミを作ろう

夏休みにチャレンジ！
小学生スポーツ教室

草加の地場産業
レザークラフト体験

SKIPシティ国際Dシネマ
映画祭2017

7/2㊐はパリポリくんバス
南西ルートを一部変更します

　瀬崎浅間神社祭礼に伴う交通規制に
より、7/2㊐の終日、パリポリくんバ
ス南西ルートは「吉町グランド」「瀬
崎中央」「谷塚駅西口」バス停には停
まりません。なお、当日は上下線とも
「谷塚駅」バス停に臨時停車します。
問交通対策課☎922-16855922-1030

　6/24㊏10時～16時。会場は伝統産業
展示室「ぱりっせ」。革の動物アクセ
サリーやネームプレートづくりなどの
レザークラフト体験を行います。1回
500円。問ぱりっせ☎5931-1970

　7/15㊏～23㊐。会場はSKIPシティ。
85の国と地域から応募された810のコ
ンペティション作品ほか、音声・字幕
付きのバリアフリー上映、野外上映な
ど親子で楽しめる各種イベントも実施。
問SKIPシティ国際Dシネマ映画祭事務
局（平日10時～18時）☎048-263-0818

ゲーム大会　小学生対象　
▼おもちゃ病院　7/21㊎13時30分～15
時　会場は子育て支援センター。おも
ちゃの無料修理　部品代実費　1人2点
まで

▼ふれあい七夕会　7/1㊏11時～　パ
ネルシアター・七夕飾り　乳幼児（保
護者同伴）～高年者対象　定員50人
▼マンカラ・オセロ大会　7/1㊏14時
～…マンカラ　15時～…オセロ　小学
生対象　定員各10人
▼親子で作ろう　7/7㊎・14㊎14時～
15時　新聞鉄砲作り　3歳以上の幼児
と保護者対象　定員各日10組
▼ともだち文庫の「おはなしポケッ
ト」　7/10㊊11時～　わらべ唄ほか　
乳幼児と保護者対象
▼おもちゃ病院　7/13㊍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
▼将棋教室　7/15㊏13時30分～　将棋
大会　7/17㊗13時30分～16時　いずれ
も初級者以上の小学生対象　定員10人
▼ママのためのリフレッシュヨガ　
7/22㊏10時30分～　定員15人　
▼サマーフェスティバル実行委員会　
7/22㊏14時～　7/29㊏開催のサマーフ
ェスティバルの準備　小学4年生以上
対象　定員10人

▼七夕飾りを作ろう　6/26㊊15時30分
～16時30分　小学生対象
▼どんぐりの時間　6/29㊍10時30分～
11時30分　七夕飾り制作・ボールプー
ル　乳幼児と保護者対象
▼ふれあい収穫体験「枝豆」　7/1㊏
10時30分野口農園（草加1丁目）集合
（雨天時7/8㊏に順延）　幼児（保護
者同伴）～高年者対象　定員15組　参
加費500円（1人10本）

5922-3274

新栄児童センター ☎942-9876

▼読み聞かせ「バンビ」　7/3㊊11時
～　乳幼児と保護者対象
▼こぶたのしっぽ　7/5㊌11時～　パ
ネルシアター　乳幼児と保護者対象
▼オセロ大会　7/7㊎　マンカラ大会
　7/14㊎　いずれも16時～　小学生対
象　参加賞・優勝賞品あり
▼あそびの時間　7/10㊊・11㊋16時～
　シャボン玉　小学生対象
▼プールで水遊び　7/14㊎11時～11時
50分　オムツが外れている幼児（保護
者同伴）対象　
▼おもちゃ病院　7/15㊏13時30分～15
時　おもちゃの無料修理　部品代実費
　1人2点まで
▼夏休み工作　7/24㊊・25㊋10時30分
～、13時30分～　くるりん貯金箱作成
　小学生対象　定員各回5人

画展「我が家のお宝展－守り継いでき
た思い・願い－」にて展示中の「お
宝」にまつわる歴史やエピソードを紹
介します。定員60人　
□申企画展講座は6/21㊌から電話で同館
へ。☎5922-0402

定員のあるものは6/22㊍
10時から各館へ申し込みを

・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　QRコード…ウェブ・メールへ

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

7/2㊐は朝顔市。朝7時30分から草加松原遊歩道で。

▶市県民税（普通徴収）　第1期
▶国民健康保険税　第1期6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

6/30㊎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

▶介護保険料（普通徴収）　第1期
6/30㊎までに最寄りの市指定金融機関で納めてください（コンビニでは納付できません） 納税は便利な口座振替で
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▼ロビーコンサート　6/23㊎12時10分
～12時50分　出演はなのはな谷塚・6/ 
28㊌12時～12時40分　出演は昭和を唄
うからたちの花、7/15㊏12時～12時40
分　出演はギターアンサンブルシンシ
ア　
▼すくすくクラブ　6/27㊋10時～12時
　リズム体操・手遊びほか　未就園児
と保護者対象
▼朗読寄席　7/3㊊13時30分～　「邪
魔っけ」「時雨みち」　定員80人
▼歌声喫茶銀河～七夕の集い～　7/9
㊐13時30分～　抽選会あり　参加費
500円（飲み物付）
▼谷塚元気ひろば　7/24㊊13時～15時
　谷塚・瀬崎地域包括支援センターの
役割について　60歳以上対象　定員30
人　参加費200円

▼ふれあいコンサート　7/4㊋13時30
分～14時30分　会場はふれあいの里　
出演はCrystal Myste　バイオリン・
フルート・ピアノほか　定員100人
（当日先着順）
▼新里サロンロビーコンサート　7/11
㊋12時～12時30分　出演はハーモニー
工房　
▼すくすくクラブ　7/13㊍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
▼子ども開放デー　7/20㊍、8/2㊌～3
㊍14時～16時　同館ホールで高校生と
バドミントンをしよう　小学生対象
▼のびのび広場　7/21㊎10時～11時　
季節のイベント・読み聞かせほか　乳
幼児と保護者対象
▼書道講座　7/28㊎10時～11時30分　
書を習いうちわ作成　小学生（保護者
同伴）と成人対象　定員20人　参加費
500円　
▼おもちゃの病院　7/28㊎10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで

▼おはなしの時間　6/28㊌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
▼おもちゃの病院　7/10㊊10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼親子で元気ルーム　7/13㊍10時～11
時30分　手作り夏祭り・水遊びほか　
乳幼児と保護者対象

新田西文化センター ☎942-0778

川柳文化センター ☎936-4088

中央公民館 ☎922-5344

▼おもちゃ病院　6/22㊍10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
▼ふれあい囲碁・将棋教室　6/24㊏、
7/8㊏14時～15時　幼児（保護者同
伴）～高年者対象

▼竹とんぼ工作　6/28㊌15時30分　小
学生対象
▼作って飾ろう　7/3㊊～7㊎15時30分
～　七夕飾り　幼児（保護者同伴）～
高年者対象
▼オセロ大会　7/6㊍　マンカラ大会
　7/20㊍　いずれも16時～　小学生対
象　
▼影絵公演　7/14㊎10時30分～、16時
～　「親指姫」ほか　乳幼児（保護者
同伴）～高年者対象

▼手芸　6/25㊐13時30分～16時　ミサ
ンガ作り　幼児（保護者同伴）以上対象
▼子ども歳時記　7/2㊐13時30分～16
時　織姫と彦星の動くおもちゃ作り　
幼児（保護者同伴）以上対象
▼パパサロン・リズム&ストレッチ　
7/8㊏11時～12時　0～3歳児と保護者
対象　定員15組
▼洋服・靴のくるくるリサイクル　7/ 
10㊊11時～12時　洋服・靴の交換会　
0～2歳児と保護者対象
▼赤ちゃんスキンケア　7/10㊊11時～
13時、14時～16時（各回15分間）　0～
2歳児と保護者対象　定員各回3組　□申
当日10時から同センターで整理券配布
▼なかよしランチ　7/12㊌11時30分～
13時　フルーツパフェ作り　幼児と保
護者対象　定員15組　
▼子ども企画　7/16㊐　水鉄砲大会
（7/9㊐16時から作戦会議　日程等を
決定）　小学生以上対象
▼赤ちゃんふれあいジュニアスタッフ
研修会　7/19㊌15時～16時　子育て中
の保護者を講師に研修後、夏休み中
「おもちゃばこ」で0～3歳児と交流　
小学5年生～18歳対象
▼草加市・新座市児童センター交流キ
ャンプ　8/2㊌9時40分草加駅集合　
8/3㊍16時解散（7/16㊐10時30分～12
時説明会あり）　新座市児童センター
に宿泊　小学3年～中学生対象　定員
20人　参加費2500円（交通費・食費・
材料費　超過分は主催者負担）　□申6/
24㊏10時から氷川児童センター窓口へ

▼夏祭りお手伝い隊募集　7/3㊊～
8/19㊏　8/19㊏コンフォール松原12号
棟で開催の夏祭りの準備　小学生対象
　会場・時間は問い合わせを
▼読み聞かせ「たんぽぽ」　7/6～20
の㊍11時～11時30分　会場は子育て支
援センター　乳幼児と保護者対象
▼初めてのお誕生会　7/11㊋11時～　
会場はコンフォール松原19号棟　平成
28年7月生まれ対象　定員8人　□申6/26
㊊10時から電話で同館へ
▼親子体操　7/19㊌・20㊍10時～　会
場はコンフォール松原19号棟　定員各
日15組　3歳（平成26年7月生まれま
で）と保護者対象
▼みんなで遊ぼう　7/19㊌・20㊍14時
～　会場はコンフォール松原19号棟　

ゲーム大会　小学生対象　
▼おもちゃ病院　7/21㊎13時30分～15
時　会場は子育て支援センター。おも
ちゃの無料修理　部品代実費　1人2点
まで

▼ふれあい七夕会　7/1㊏11時～　パ
ネルシアター・七夕飾り　乳幼児（保
護者同伴）～高年者対象　定員50人
▼マンカラ・オセロ大会　7/1㊏14時
～…マンカラ　15時～…オセロ　小学
生対象　定員各10人
▼親子で作ろう　7/7㊎・14㊎14時～
15時　新聞鉄砲作り　3歳以上の幼児
と保護者対象　定員各日10組
▼ともだち文庫の「おはなしポケッ
ト」　7/10㊊11時～　わらべ唄ほか　
乳幼児と保護者対象
▼おもちゃ病院　7/13㊍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
▼将棋教室　7/15㊏13時30分～　将棋
大会　7/17㊗13時30分～16時　いずれ
も初級者以上の小学生対象　定員10人
▼ママのためのリフレッシュヨガ　
7/22㊏10時30分～　定員15人　
▼サマーフェスティバル実行委員会　
7/22㊏14時～　7/29㊏開催のサマーフ
ェスティバルの準備　小学4年生以上
対象　定員10人

▼七夕飾りを作ろう　6/26㊊15時30分
～16時30分　小学生対象
▼どんぐりの時間　6/29㊍10時30分～
11時30分　七夕飾り制作・ボールプー
ル　乳幼児と保護者対象
▼ふれあい収穫体験「枝豆」　7/1㊏
10時30分野口農園（草加1丁目）集合
（雨天時7/8㊏に順延）　幼児（保護
者同伴）～高年者対象　定員15組　参
加費500円（1人10本）

　7/24㊊・25㊋は施設定期点検のため
休館します
▼中央公民館美術展　7/3㊊～10㊊9時
～20時（3㊊は13時から、10㊊は13時
まで）　利用団体の作品展
▼こころを結ぶ光のひろば　7/4㊋10
時～12時　視覚障がいに関する相談コ
ーナーほか
▼ロビーコンサート　7/18㊋12時～13
時　出演ハープアンサンブル・アルペ
ジオ　
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
7/19㊌10時～　親子友だち作り・簡単
工作ほか　乳幼児と保護者対象
▼にじいろタイム　7/21㊎11時～12時
　わらべ唄・読み聞かせほか　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」

　7/21㊎13時30分～　胎教と友だちづ
くり　初妊婦対象
▼男の料理教室　7/22㊏10時～13時　
四季の料理　定員10人　参加費1000円
▼家庭教育講座～知っておきたい夏休
み家庭教育～　7/23㊐14時～16時　小
学生の保護者対象　定員20人

▼ママといっしょにおはなし会　6/26 
㊊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　7/3㊊10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
7/3㊊10時～12時　手遊び・リズム体
操ほか　乳幼児と保護者対象
▼放課後クラブ　7/3～31の㊊（7/10
・17を除く）16時～17時…楽しく英語
・7/6㊍17時～18時…卓球・7/10㊊16
時～17時…将棋・7/18㊋17時～18時…
スポーツ吹矢・7/20㊍16時20分～16時
50分…HIPHOP　小学生（英語は小学
4～6年生）対象　保護者同伴
▼外国籍市民のための生活応援講座
（料理）　7/25㊋、9/26㊋10時～13時
　全2回　みたらし団子・揚げ出し豆
腐ほか　外国籍市民・出身者対象　定
員10人　参加費1600円　

▼ロビー　紙バンドクラフト展　7/14
㊎～26㊌　
▼おはなしの広場　7/14㊎・28㊎11時
15分～45分　手遊び・紙芝居ほか　乳
幼児と保護者対象
▼スズムシの飼育と観察　7/15㊏9時
30分～11時　小学生以上対象　定員10
人　
▼おもちゃ病院　7/21㊎10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1人
2点まで

谷塚児童センター ☎925-1856

住吉児童館 ☎928-5736

わくわくタウン松原 ☎941-2905

氷川児童センター ☎928-2341

▼読み聞かせ「バンビ」　7/3㊊11時
～　乳幼児と保護者対象
▼こぶたのしっぽ　7/5㊌11時～　パ
ネルシアター　乳幼児と保護者対象
▼オセロ大会　7/7㊎　マンカラ大会
　7/14㊎　いずれも16時～　小学生対
象　参加賞・優勝賞品あり
▼あそびの時間　7/10㊊・11㊋16時～
　シャボン玉　小学生対象
▼プールで水遊び　7/14㊎11時～11時
50分　オムツが外れている幼児（保護
者同伴）対象　
▼おもちゃ病院　7/15㊏13時30分～15
時　おもちゃの無料修理　部品代実費
　1人2点まで
▼夏休み工作　7/24㊊・25㊋10時30分
～、13時30分～　くるりん貯金箱作成
　小学生対象　定員各回5人

定員のあるものは6/21㊌
８時3０分から各館へ申し込みを

5925-0152

　草加市は人口増加と都市化が進み、農業者の高齢化・後継者不足等により、
農地面積・農家戸数が減少しています。しかし、近年、都市における農地は
防災面でも大きな役割があるなど、その役割が見直されています。
　小松菜や枝豆、クワイといった特産品を始めとした市内農産物の品質は高く、
市では特産品の生産振興などの地産地消の推進に向けた取り組みを行ってい
ます。
　市内には、農家さん自らが生産した農産物を販売する「庭先販売農家」が
たくさんあります。「農産物庭先販売ＭＡＰ」で近くの庭先販売農家を見つけて、
採れたての新鮮野菜などを味わってみてください。

■山東菜
　主に埼玉県
南部で生産さ
れている半結
球の白菜。あまり流通してい
ない幻の野菜。漬物が美味。

昭和30年代から本格的に生産。品質
の高さから高級品として人気。露地物
は7月上旬が出荷のピーク

ハウス栽培と露地栽培を合わせ１年中
安定して生産。作付面積約14万9000
㎡（東京ドーム約3.2個分）

■クワイ
　一大生産地
だったクワイ
は、現在新田
地域で栽培。草加のクワイは
「青クワイ」として珍重。

■ロマネスコ
　草加の新名
物。味はブロ
ッコリーで、
食感はカリフラワーに近いイ
タリア野菜。人気急上昇中。

※MAP掲載は64農家
（平成29年5月末現在）

見直そう　育てよう　都市農業草加って

こんなまち
数字でわかる草加市

農産物庭先

販売農家は？

市内産の野菜TOP5（年間作付面積㎡）
小松菜

枝豆

ねぎ

73農家

農産物庭先販売MAPは産業振興課で配布中
市ホームページでもご覧いただけます。
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ほかにも特徴のある野菜が生産されています！
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⑥ 2017年6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。

▼パーカッション（打楽器）講座「めざせスーパーキッズ」　7/26㊌・28㊎・31
㊊、8/2㊌・4㊎10時30分～12時　全5回　小学3～6年生対象　定員16人　講座
OBのアシスタントも募集　講師はパーカッショ二スト竹花真弓さん・赤羽一則さん
▼楽しい盆踊り　7/27㊍11時～12時　未就園児（保護者同伴）～小学生対象　定
員30人

▼伝承遊び教室「読書感想文講座」　7/23㊐10時～11時30分、「五色百人一首ほ
か」　13時～14時30分　小学生対象　定員30人
▼星空教室　7/30㊐18時30分～20時30分　小学生と保護者対象　定員20人
▼相撲教室　7/31㊊・8/1㊋14時～　全2回　小・中学生対象　定員100人　
▼サイエンス教室「偏光板で遊ぼう」　8/2㊌　小学生対象　定員40人　参加費
400円　「貝は記憶できるのか？」　8/2㊌　高校生対象　定員20人　参加費500
円・「ミニ熱気球を飛ばそう」　8/4㊎　小学5・6年生対象　定員30人　「磁石で
遊ぼう」　8/4㊎　中学生対象　定員20人　参加費200円　いずれも10時～12時
▼茶道教室　8/7㊊・8㊋10時～12時　全2回　小学生対象　定員10人　参加費
600円　
▼パン教室　7/25㊋10時～13時　小学生対象　定員16人　参加費300円　
▼料理教室（キッズハンバーガーほか）　7/26㊌10時～13時　小学生対象　定員
12人　参加費600円

▼工作教室「楽しいおもちゃ作り」　7/27㊍10時～12時　小学1～3年生対象　定
員12人　参加費200円・「ポケットティッシュ入れ」8/3㊍9時～12時　小学3～6
年生対象　定員10人　参加費300円・「ICでメロディを鳴らそう」　8/10㊍13時
30分～15時30分　小学4～6年生対象　定員12人　参加費400円・「エコ貯金箱」
　8/18㊎10時～12時　小学生対象　定員12人　参加費100円
▼クッキング教室（お弁当作り）　7/28㊎10時～13時　小学4～6年生対象　定員
12人　参加費500円
▼茶道教室　7/31㊊、8/7㊊13時～15時　全2回　小・中学生対象　定員20人　参
加費600円　
▼卓球教室　8/1㊋～3㊍10時～12時　全3回　小学4～6年生対象　定員12人　　
▼音楽教室　8/7㊊10時～12時　小学3～6年生対象　定員10人　
▼環境学習教室（市のバスで桶川市綾瀬川へ）　8/8㊋8時30分同センター集合17
時解散　小学4～6年生対象　定員25人　
▼バレエ教室　8/9㊌10時～12時　小学1～4年生対象　定員20人　
▼「働く車」大集合＆子育てイベント　8/10㊍10時～12時（10時～10時30分　
乳幼児（保護者同伴）対象）　駐車場に警察車両・消防車両・清掃車両等が集合　
見る・乗る・体験出来る!!　ホールでは乳幼児読み聞かせ・肌チェック・ミニ縁日
あり　期間中の駐車場利用不可

▼料理教室　7/27㊍10時～13時　小学4～6年生対象　定員16人　参加費500円　
▼お菓子作り教室　7/28㊎9時30分～12時、13時～15時30分　小・中学生対象　
定員各20人　参加費500円　
▼料理教室（ワンプレートランチ）　8/2㊌10時～13時　小学1～3年生対象　定員
20人　参加費500円　
▼星空観察教室　8/4㊎18時30分～20時30分　小・中学生と保護者対象　定員20
人　
▼茶道教室　8/8㊋・9㊌10時～12時（小学生）、13時～15時（中学生）　全2回
　小・中学生対象　定員各30人　参加費600円　

中央公民館☎922-5344

谷塚文化センター

柿木公民館

新里文化センター

☎928-6271

☎927-3362

☎931-3117

□申6/21㊌8時30分から同館へ。

□申6/21㊌8時30分から同センター（窓口優先）へ。
パン教室・料理教室は6/28㊌（消印）までに往復はがきに住所・氏名・電話番
号・年齢を記入し同センターへ。

□申6/21㊌8時30分から同センター（窓口優先）へ。

□申生涯学習情報サイト「マイステージ」（QRコード）へ。

▼ロビーコンサート　6/23㊎12時10分
～12時50分　出演はなのはな谷塚・6/ 
28㊌12時～12時40分　出演は昭和を唄
うからたちの花、7/15㊏12時～12時40
分　出演はギターアンサンブルシンシ
ア　
▼すくすくクラブ　6/27㊋10時～12時
　リズム体操・手遊びほか　未就園児
と保護者対象
▼朗読寄席　7/3㊊13時30分～　「邪
魔っけ」「時雨みち」　定員80人
▼歌声喫茶銀河～七夕の集い～　7/9
㊐13時30分～　抽選会あり　参加費
500円（飲み物付）
▼谷塚元気ひろば　7/24㊊13時～15時
　谷塚・瀬崎地域包括支援センターの
役割について　60歳以上対象　定員30
人　参加費200円

▼ふれあいコンサート　7/4㊋13時30
分～14時30分　会場はふれあいの里　
出演はCrystal Myste　バイオリン・
フルート・ピアノほか　定員100人
（当日先着順）
▼新里サロンロビーコンサート　7/11
㊋12時～12時30分　出演はハーモニー
工房　
▼すくすくクラブ　7/13㊍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
▼子ども開放デー　7/20㊍、8/2㊌～3
㊍14時～16時　同館ホールで高校生と
バドミントンをしよう　小学生対象
▼のびのび広場　7/21㊎10時～11時　
季節のイベント・読み聞かせほか　乳
幼児と保護者対象
▼書道講座　7/28㊎10時～11時30分　
書を習いうちわ作成　小学生（保護者
同伴）と成人対象　定員20人　参加費
500円　
▼おもちゃの病院　7/28㊎10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで

▼おはなしの時間　6/28㊌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
▼おもちゃの病院　7/10㊊10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼親子で元気ルーム　7/13㊍10時～11
時30分　手作り夏祭り・水遊びほか　
乳幼児と保護者対象

新里文化センター ☎927-3362

谷塚文化センター ☎928-6271

柿木公民館 ☎931-3117

■若木（箏曲生田流）　第1～3㊋13時
～15時　勤労青少年ホームで　はじめ
ての人も楽器のない人もどうぞ　月額
3000円　問島根☎922-3641
■草加市俳句連盟　第4㊌13時～17時
　中央公民館で　世界一短い自分詩を
作りませんか　年会費1000円　月額50 
0円　問大塚☎925-5135
■フラワーズ（氷川平成塾コーラス）
　月3回㊍10時～12時　氷川小で　楽
しくうたいましょう　入会金500円　
月額1000円　問吉田☎922-4226
■カトレア（新田平成塾カラオケ）　
㊋13時～16時　新田小で　ボイトレ他
　入会金1000円　月額1000円　問山田
☎090-8318-7628
■スポーツ吹矢草加中央　㊎9時～11
時　中央公民館で　腹式呼吸で楽しみ
ながら健康維持に　入会金1000円　年
額1000円　問田岡☎090-4335-7987　
■高砂ヤンキース（軟式少年野球）　
㊏・㊐・㊗　高砂小ほかで　小学1～4
年生対象　体験受付中　入会金2000円
　月額3500円　問酒井☎090-5301-4790
■新龍将棋クラブ　㊏13時～17時　新
田西文化センターで　どなたでも自由
にご参加ください　年額2400円（小学
生無料）　問加藤☎943-4691　
■民踊の里　第1・3㊎13時～15時　ふ
れあいの里で　日本各地の踊りを楽し
く一緒に踊りましょう　見学大歓迎　
月額500円　問蔭山☎928-9338
■メディカルヨガ教室（朝ヨガ）　㊊9
時20分～10時30分　高砂コミセンで　
無料体験あり　初心者歓迎　心身癒し
　5回4500円　問スナハタ☎080-9468-
9997
■アンニョンハセヨ（韓国語）　㊋18
時50分～19時50分　谷塚文化センター
で　ゼロからはじめるハングル　月額
4000円　問李☎090-8612-5956

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

■小学生のための読み聞かせ　6/25㊐
13時30分～14時
■人形劇　7/8㊏14時～15時　「うさ
ぎのダンス」「かくれんぼ」ほか　幼
児・小学生対象　定員100人　□申6/21
㊌から児童室で整理券配布

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）

6/21㊌、7/5㊌

6/22㊍、7/6㊍

6/23㊎、7/7㊎

6/28㊌、7/12㊌

6/29㊍、7/13㊍

6/30㊎、7/14㊎

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（6/21～7/20）

　7/24㊊・25㊋は施設定期点検のため
休館します
▼中央公民館美術展　7/3㊊～10㊊9時
～20時（3㊊は13時から、10㊊は13時
まで）　利用団体の作品展
▼こころを結ぶ光のひろば　7/4㊋10
時～12時　視覚障がいに関する相談コ
ーナーほか
▼ロビーコンサート　7/18㊋12時～13
時　出演ハープアンサンブル・アルペ
ジオ　
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
7/19㊌10時～　親子友だち作り・簡単
工作ほか　乳幼児と保護者対象
▼にじいろタイム　7/21㊎11時～12時
　わらべ唄・読み聞かせほか　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」

　7/21㊎13時30分～　胎教と友だちづ
くり　初妊婦対象
▼男の料理教室　7/22㊏10時～13時　
四季の料理　定員10人　参加費1000円
▼家庭教育講座～知っておきたい夏休
み家庭教育～　7/23㊐14時～16時　小
学生の保護者対象　定員20人

▼ママといっしょにおはなし会　6/26 
㊊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　7/3㊊10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
7/3㊊10時～12時　手遊び・リズム体
操ほか　乳幼児と保護者対象
▼放課後クラブ　7/3～31の㊊（7/10
・17を除く）16時～17時…楽しく英語
・7/6㊍17時～18時…卓球・7/10㊊16
時～17時…将棋・7/18㊋17時～18時…
スポーツ吹矢・7/20㊍16時20分～16時
50分…HIPHOP　小学生（英語は小学
4～6年生）対象　保護者同伴
▼外国籍市民のための生活応援講座
（料理）　7/25㊋、9/26㊋10時～13時
　全2回　みたらし団子・揚げ出し豆
腐ほか　外国籍市民・出身者対象　定
員10人　参加費1600円　

▼ロビー　紙バンドクラフト展　7/14
㊎～26㊌　
▼おはなしの広場　7/14㊎・28㊎11時
15分～45分　手遊び・紙芝居ほか　乳
幼児と保護者対象
▼スズムシの飼育と観察　7/15㊏9時
30分～11時　小学生以上対象　定員10
人　
▼おもちゃ病院　7/21㊎10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1人
2点まで

■ビデオ上映会　7/9㊐14時～16時10
分　「恋におちたシェイクスピア」　
成人対象　定員90人（当日先着順）
■おはなし会　7/22㊏11時30分～12時
　「北斗七星」「赤いろうそく」ほか
　4歳（幼児保護者同伴）～小学生対象
■絵本の読み聞かせと紙芝居　㊌15時
～15時30分（3歳以下対象）・15時30
分～16時（3歳以上対象）、㊎11時～
11時30分と㊏・㊐14時30分～15時（幼
児以上対象）



6/21㊌～7/20㊍（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　7/3㊊…住吉児童館☎928-5736　6/22㊍、7/13㊍…谷

塚児童センター☎925-1856　7/5㊌・20㊍…新栄児童センター☎942-9876　
6/21㊌、7/19㊌…氷川児童センター☎928-2341
■育児電話相談（0歳～就学前の子どもの育児全般）　保健師・管理栄養士が
担当　㊊～㊎8時30分～17時…保健センター☎927-1929または☎922-0200
※㊋9時30分～12時は各保育園でも育児電話相談を開設
■保育ステーション育児相談（電話・来所）　㊊～㊏9時～16時30分…保育ス
テーション☎920-1120
【働く】
■内職相談　㊊…市民相談室　第1・3㊍…勤労福祉会館　第2・4㊍…谷塚文
化センター　いずれも10時～12時、13時～15時　☎941-6111（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　6/28㊌13時～16時…新田西文化センター☎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 ）　7/6㊍13時～
16時…市民相談室☎922-3477（産業振興課）
■市民活動相談（団体の会則作成補助・助成金の活用等）㊐～㊏（第3㊌を
除く）8時30分～21時30分…市民活動センター☎920-3580
■市民税務・経営相談（前日12時までに□予・来所）　第2㊍13時30分～16時
30分…草加市社会福祉協議会☎048-263-07815048-261-2626（関東信越税理士
会川口支部）

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

土・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

6/25
㊐

7/2
㊐

神谷医院

高山整形外科

草加内科呼吸ケアクリニック

埼友草加病院

吉町3-1-3

新善町413-2

草加1-4-5

松原1-7-22

☎922-2616

☎943-6200

☎999-5941

☎944-6111

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

㈲イワセポンプ店
㈲東洋開発
㈲平和電気商会

手代町1027-8
両新田西町246
住吉1-12-5

☎922-2429
☎928-5520
☎924-3071

6/25㊐
7/1㊏
7/2㊐

防災テレフォンサービス ▶防災行政無線放送　☎922-9911　▶火災・防災情報　☎997-8511

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ⑦医療・水道・相談案内 2017年6月20日号



　草加の夏の風物詩「草加朝顔市」が今
年も国指定名勝「おくのほそ道の風景地

草加松原」で開催されます。市内の園芸農家の手によって丹精込め
て育てられたあかつきシリーズ（パステルカラー）と曜白シリーズ
（星咲き）の2種類の組み合わせで、ピンクや紫、青など2～4色の
花が楽しめる朝顔が出品されます。当
日は、浴衣姿の「草加さわやかさん」
が、売り子として参加。朝顔選びのお
手伝いをします。購入者には、そう☆
か～Doポイントカードを進呈します。
■日時　7月2日㈰　
　　　　朝顔引換券販売　午前7時～
　　　　朝顔受け取り　　午前7時30分～正午
■会場　草加松原遊歩道（百代橋南側）※駐車場はありません
■数量　800鉢
■価格　1500円
　また、地場産業製品の草加せんべいや皮革製品、枝豆などの新鮮
野菜、姉妹都市の奥会津昭和村の新鮮野菜の即売会も実施します。■旅行会社

☎

　7月22日㈯・23日㈰に開催される姉妹都市福島県昭和村のか
らむし織の里フェアに合わせ、22日㈯に昭和村主催の日帰りバ
スツアーを開催します。
　ツアーでは旅行会社のガイドが同行し、フェアのほかにも村
の大自然が味わえます。この機会に昭和村を訪れてみませんか。
■日　　時　7月22日㈯午前7時市役所公用車管理棟集合。午

後7時解散
■場　　所　福島県昭和村からむし織の里ほか
■内　　容　バスで昭和村「からむし織の里フェア」に参加。

からむし織の工程、からむし引き（苧引き）の実
演や新鮮な野菜の販売、村自慢のグルメ

■対　　象　市内在住、在勤、在学の人
■定　　員　40人（最少催行人数25人）
■参 加 費　1人4000円（会場内で使える食券1000円分付き）、

別途任意保険料500円
■旅行会社　株式会社アールエイチ企画（福島県知事登録旅行

業第2-269号福島県会津若松市飯盛3丁目3-34☎02
　　　　　　42-28-5623）
□申 7月3日㈪（必着）までに往復はがきに参加希望者全員の住所、
氏名（ふりがな）、性別、年齢、電話番号、保険加入の有無、
在勤・在学の人は学校名・勤務先を記入し〒340-8550文化観光
課へ。はがき1枚につき5人まで。重複の応募は無効とします。
申込多数の場合は、はがき単位で抽選。7月5日㈬以降に当落を
通知。支払方法は旅行会社から当選者に連絡します。

　草加を拠点に練習しているヨネックス女子
バドミントンチームの選手を講師に招き、技
術講習とトップアスリートとの交流会を開催

します。普段身近に接する機会が少ないトップアスリートと一緒に
練習してみませんか。
■日   時　7月16日㈰ 小学4～6年生の部：午前9時～　
 中学生の部：午前11時30分～
■会　場　記念体育館
■定　員　各150人
■持ち物　ラケット、室内シューズ

　4日、保健センターで歯の健康フェア・高年者よい歯の
コンクールが開催されました。
　会場では、歯科医師による歯の健診や乳幼
児から12歳までを対象としたブラッシング指
導、フッ素塗布などが行われました。
　また、70歳以上で自分の歯が20本以上残っ
ている人を対象にした「高年者
よい歯のコンクール」も行われ、
56人が参加。市長賞に手代町の
石関勇さん、草加歯科医師会長
賞に松原の天野美代子さん、埼
葛歯科医師会長賞に新里町の島
田喜一さんが選ばれました。

　親子が一緒に楽しめるぬいぐるみ人形劇を行
います。
■日　　時　8月25日㈮　
　　　　　　第1部：午前11時～
　　　　　　第2部：午後2時～
■会　　場　草加市文化会館
■チケット　前売り500円（2歳以上）
　　　　　　（当日200円増し）
□申 6月28日㈬から草加市文化会館、草加市社会
福祉協議会で販売。

　苧麻（ちょま）と呼ばれる植物
の繊維から作られる織物。軽く、
吸湿性に優れているため夏の衣服
素材として最適です。着物のほか

帯や日用品などの小物にも使用されている数百年の歴史
を持つ夏の最高級織物で、昭和村の伝統工芸品です。

6月かどまちごとでき

　市内14の小学校に設置されている
平成塾で活動するサークルによる合
同発表会が今回で20回目となります。
展示や発表に加え、ホールで記念講
演会を行います。
■展示の部　6月27日㈫～30日㈮午前9時～午後9時30分（30日
は午後1時まで）。書道、手芸、生け花等の作品展示
■記念講演会　6月29日㈭午前10時～11時15分　宇多川久美子
氏「薬に頼らない健康法」
■ホールの部　6月29日㈭午前11時20分～午後4時15分。詩吟、
大正琴、舞踊等の発表
■呈茶　6月29日㈭午前11時30分～午後4時　お茶券300円
■会場　中央公民館

　ライトアップされた幻想的な草
加松原を歩いてみませんか。
■日時　7月1日㈯・2日㈰
　　　　午前10時～午後9時30分
■会場　草加松原遊歩道　※駐車場はありません
■内容　草加松原のライトアップ、草加松原謎解きゲー

ム、地元グルメの出店、プロジェクションマッ
ピング、人力車で草加松原散策

⃞申 6月21日㈬から電話で草加市体育協会
へ。☎928-63615922-1513

問草加市観光協会事務局（文化観光課内）☎922-24035922-3406

問草加青年会議所☎928-81245927-6338

問文化観光課☎922-29685922-3406

第20回記念講演会開催平成塾活動合同発表会

「白雪姫と7人の小びと/
　　　　　　 ヘンゼルとグレーテル」

バドミントンクリニック

問草加市社会福祉協議会☎932-67705932-6779

▲フッ素塗布▲手前左から島田さん、石関さん、天野さん

▲ブラッシング指導

からむし
織とは…

夏休み親子のつどいぬいぐるみ人形劇

草加朝顔市　  夢祭り

草加朝顔市

草加松原夢祭り

参加者
募集

私た
ち
が
教
え
ま
す

問生涯学習課☎922-28195922-3498

▲夢祭り
ホームページ

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6月20日号

市の人口　平成29年6月1日現在　24万7693人（男12万5724人・女12万1969人）／前月比40人増／世帯数11万4030世帯
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