
折り込んである「そうか市議会だより」は、抜いて読んでください。

 認知症は、こうして予防する！ 認知症は、こうして予防する！

　6月17日（土）に草加市認知症市民公開講座を開催。当日は認知症検診に協力いた
だいている草加八潮医師会神谷達司医師の司会進行で、認知症予防の権威である鳥取
大学浦上克哉教授や岡山大学阿部康二教授が介護予防について講演されました。
　また草加八潮医師会佐藤達也会長や市内の介護関
係者によるパネルディスカッションも行われ、貴重
な体験談やアドバイスを聞くことができました。
　いつまでも元気に過ごすための先生からのアドバ
イスを紹介します。

　団塊の世代が75歳を迎える2025年には認知症の人が700万人を超え、65歳以上の5人に1人が認知症になると推計さ
れています。市では、認知症の早期発見・早期治療につながる取り組みや認知症の予防にも取り組んでいきます。

先生からの
　　　５つの
アドバイス

草加市認知
症

市民公開講
座

の様子

1 生きがいや目標を
持とう！

何もせずに漫然と過ごすと、認知症のリスクが
増加します。

3 症状が出始めたら、早め
に対策を！

軽度認知障害の人の5割は、きちんと対策すれ
ば認知症を予防できます。

5 週1回･2時間程度の予防
活動を！

継続は力なり！
少しずつでも続けることが大切です。

2 症状が出る前から、早め
に検診を！　　　

早期診断・早期治療で改善や進行を遅らせる
ことも期待できます。

4 日頃から運動･知的活動･
コミュニケーションを！

情報コーナー「すとりーと」（6面）で「認知症予
防教室」のご案内をしています！

草加市認知症検診

草加市認知症検診
実施中！！

草加市認知症検診
実施中！！

●対象者
　市内に住所がある60歳と65歳以上の人
●受診方法
　指定医療機関で「脳の健康度チェック票」に記入後、
　医師の問診を受けます。
●持ち物　健康保険証・お薬手帳

12月15日
（金）まで

問長寿支援課　☎922-2862　5922-3279

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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　平成23年4/2～同24年4/1生まれ対象。
会場は入学予定の小学校。日程は下表
のとおり。対象者には10月上旬に通知
を郵送します。10/12㊍までに通知が
届かない場合は連絡を。外国籍の対象
者は子どもの在留カードまたは特別永
住者証明書を健診日の前日までに学務
課へ持参してください。子どもの発達
に心配がある保護者は教育支援室（☎
933-75915933-7590）へ相談を。問学
務課☎922-26855928-1178

　10/7㊏・8㊐にアコスホールで開催
する草加市華道展の一般参加部門作品
を募集します。対象は市内在住、在勤、
在学の人。作品は90×90㎝以内で展示
できるもの。生け込みは10/6㊎15時～
21時にアコスホールで。出展料は2000
円（高校生以下は無料）。花材費は自
己負担。定員20人（応募多数の場合は
抽選）。□申9/1㊎までに住所・氏名・
電話番号・所属団体を記載し、〒340-
8550文化観光課へ。ファクスも可。☎
922-29685922-3406

　8/22㊋9時～12時。獨協大学雄飛ホ
ール8時50分集合。同大学キャンパス
等で植物、鳥、昆虫などを観察します。
小学生以上（保護者同伴可）対象。定
員30人。筆記用具・帽子・双眼鏡持参。
獨協大・そうか生きもの調査運営委員
会との共催。□申環境課へ。☎922-1519
5922-1030

■介護者のつどい　8/8㊋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）☎932-6775593
2-6779
■男性介護者のつどい　8/21㊊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）☎929-3613592
9-3612
■いきいき健康体操　8/21㊊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8/7㊊から谷塚西部（包）へ。☎929-0
0145929-5222
■介護者のつどい　8/25㊎13時30分～
15時。会場は草加キングス・ガーデン。
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。
問谷塚西部（包）☎929-00145929-5222
■はつらつチャレンジ教室　8/25㊎13
時15分～14時45分。会場は川柳文化セ
ンター。簡単なストレッチや筋力トレ
ーニング。65歳以上対象。定員30人。
□申8/7㊊9時から川柳・新田東部（包）へ
☎932-70075931-0993
■脳力アップ学習教室　9/1～12/1の
㊎13時30分～14時30分、14時30分～15
時30分。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。☎932-6
7755932-6779

　8/10㊍16時～（雨天中止）。会場は
アコス北館前。雨水やお風呂の残り湯
などを使い天然のエアコンを体感。雨
水などの水を入れたペットボトル持参。
先着で粗品あり。草加環境推進協議会
との共催。水不足により内容変更あり。
問環境課☎922-15195922-1030

　認知症の不安や心配を抱えている人
やその家族などが誰でも気軽に交流し、
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。問長寿支援課☎922-12815922-32
79
■草加キングス・ガーデン　8/12㊏14
時～16時。テーマ「回想法について」。
参加費100円
■デイサービス草加　8/12㊏14時～16
時。テーマ「回想法」健康体操など。
参加費100円
■埼友草加病院　8/19㊏14時～16時。
テーマ「介護予防・日常生活支援総合
事業について」草加西部（包）による講
演。定員80人。参加費200円
■ボンセジュール草加　8/26㊏13時30

分～15時30分。テーマ「認知症につい
て」脳トレや簡単な体操など。定員40
人。参加費100円

　8/18㊎8時30分辰井川排水機場集合
（雨天順延）。辰井川沿い約1㎞を歩
きながら、河川敷の清掃、川に投棄さ
れた自転車や粗大ゴミの引き上げなど
を行います。汚れてもいい服装で。高
校生以上対象。高校生には修了証あり。
FSCサルベージ協会、獨協大学Deco
との共催。□申8/15㊋までに環境課へ。
☎922-15195922-1030

　8/19㊏11時～。会場は物産・観光情
報センター。marumo工房のモルタル
等を使用したワークショップや草加モ
ノづくりブランド認定製品「RIKKEN 
FACTORYのモンスターシリーズ」の
グッズを販売します。問同センター☎
921-18005921-1811

　外国人観光客や、地域在住外国人の
支援のための無料講座です。16歳以上
対象。詳細は県国際交流協会ホームペ
ージで。問同協会☎048-833-2992

　荒川水系ダムの貯水率が低下してい
るため、国・県では20%の取水制限を
実施しています。歯を磨く際はコップ
を使う、食器は水をためて洗うなど、
日常生活のちょっとしたことでも節水
できます。節水に協力をお願いします。
問水道総務課☎925-31325925-5046

　8/20㊐13時～16時30分。会場は埼玉
共済会館。県内15人の児童・生徒によ
る主張発表。問青少年育成埼玉県民会
議事務局（県青少年課）☎048-830-290
75048-830-4754

　8/23㊌10時～15時30分。会場はサン
シティホール（越谷市）。増田明美さ
ん（スポーツジャーナリスト）による
人権講演会ほか。問県人権推進課☎
048-830-2255

　長期優良住宅認定制度では、認定を
受ける際に作成された維持保全計画に
従って点検・修繕等を行い、その状況
に関する記録を作成・保存することが
法律で義務付けられています。市では
認定を受け平成23年度に工事完了した
長期優良住宅から無作為に抽出した住
宅を対象に、維持保全状況の調査を実
施しますので協力をお願いします。調
査対象住宅の認定計画実施者あてに8
月中に報告依頼文を郵送します。詳細
は市のホームページにも掲載します。
問建築指導課☎922-19495922-3148

　協賛店でサービスが受けられる「パ
パ・ママ応援ショップ優待カード」の
子どもの年齢が、「18歳に達して最初
の3月31日を迎えるまで」に拡大しま
した。新たに対象となる世帯で、県内
の高校等に在籍する人には学校を通じ
て配布します。それ以外の人は、保護
者が本人確認できるもの（免許証、保
険証等）と子どもの生年月日が確認で
きるもの（子どもの保険証・母子手帳
等）を持って、子育て支援課、サービ
スセンター等で受け取ってください。
問子育て支援課☎922-34925922-3274

　県では多子世帯の住宅取得やリフォ
ームの助成を行っています。対象世帯
は18歳未満の子が3人以上または2人
（条件あり）の世帯。対象住宅は①新
築分譲住宅（埼玉県子育て応援住宅の
認定を受けた住宅）…戸建住宅：敷地
面積110㎡以上かつ床面積100㎡以上、
マンション：床面積80㎡以上または間
取り4LDK以上②中古住宅取得及びリ

フォーム…戸建住宅：床面積100㎡以
上、マンション：床面積80㎡以上。募
集期限は平成30年3/15㊍まで（予算が
なくなり次第終了）。□申県住宅課へ。
☎048-830-5563

10/24㊋ 高砂・川柳・瀬崎・八幡・長栄・青柳・
小山・両新田・松原

10/26㊍

10/27㊎

10/30㊊

10/31㊋

11/1㊌

11/2㊍

11/7㊋

11/8㊌

新里・花栗南

草加・清門

新田

栄

新栄・氷川

谷塚

西町・八幡北

稲荷

日程 小学校名

平成30年4月小学校入学予定児の
健康診断

草加市華道展作品募集

オレンジカフェ（認知症カフェ）

外国人案内ボランティア育成講座

そうか生きもの調査会

夏のボランティアスクール
－川で自転車さらっちゃおう！大作戦－

地域包括支援センター(包)
介護者のつどい

高架下マルシェ
～草加のワークショップ～

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

草加宿神明庵で浴衣レンタル中！草加宿神明庵で検索

▶市県民税（普通徴収）　第2期
▶国民健康保険税　第3期
▶後期高齢者医療保険料（普通徴収）　第2期

8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8/31㊍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

▶介護保険料（普通徴収）　第3期
8/31㊍までに最寄りの市指定金融機関で納めてください（コンビニ納付はできません） 納税は便利な口座振替で

・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

ダムの貯水率が低下
節水にご協力ください！

未来を担う私たちの主張
（青少年の主張大会）

人権啓発フェスティバル
「ヒューマンフェスタ2017in越谷」

クールダウンそうか2017
̶みんなで打ち水大作戦̶

認定長期優良住宅の維持保全状況等に
関する調査に協力を

パパ・ママ応援ショップ優待カード
対象年齢が18歳までに拡大！

多子世帯向け住宅取得・
リフォーム補助金の申請を受け付け

④ 2017年8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）7月20日現在　人身事故523件（－42）　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

8/30㊌

8/31㊍

【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

9/5㊋

9/19㊋

平成28年2/1～15生まれ

平成28年2/16～29生まれ

対象者に8月末に診査票を送付
診査票がなくても2歳になる前日までは母子健康手帳とバスタオル
を持参すれば受診可13時～

（受付：13時～13時45分）

ぽかぽか広場
（中央図書館） 8/23㊌

10/20㊎・29㊐、
11/8㊌・9㊍・13㊊、
12/1㊎・15㊎・16㊏

12/6㊌・7㊍・11㊊・14㊍・
21㊍、平成30年1/11㊍・18
㊍、2/1㊍・2㊎

12/15㊎まで
（休診日を除く）

平成30年1/31㊌まで
（休診日を除く）

10/31㊋まで
（休診日を除く）

9/30㊏まで
（休診日を除く）

12/15㊎まで
（休診日を除く）　

初参加の4～7か月児（開催日当日）と
保護者　定員30組

30歳以上
胃の手術経験のある人や胃痛など何らかの
自覚症状がある人は医療機関へ
定員各日200人

40歳以上で、これまでに市の肝炎ウイルス
検診を受けていない人

20歳以上で、前年度市の子宮がん検診を
受けていない人

50歳以上

40歳以上

30歳以上

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

【要申込】
母子健康手帳、バスタオル持参

【要申込】8/31㊍（消印有効）までに窓口またははがきに希望の検
診名・住所・氏名・生年月日・電話番号、胃・大腸・乳がん検診は検診
日の第3希望までを明記し、保健センターへ。（健康カレンダー掲載
の「申込書」を参照）
＜決定通知（受診券）送付時期＞
胃・大腸・乳がん検診(集団)・・・決定した検診日の約1か月前に送付
子宮がん・肝炎検診・口腔がん検診は随時送付
＜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済。
各検診は、実施期間内に１回のみの受診となり同様の検診の２回目
以降は全額自己負担

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

絵本の読み聞かせと
ふれあい遊び

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

視触診・マンモグラフィ検査
費用　1300円

10時～11時

おやこでブラッシング
（住吉児童館） 9/11㊊ 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
歯科衛生士によるブラッシング指導と
だ液のＰＨテスト

①10時15分～10時45分
②10時45分～11時15分　
③11時15分～11時45分
④11時45分～12時15分

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

13時～
（受付：13時～14時）
※所要時間　約2～2時間30分

Ｂ・Ｃ型肝炎検査　費用　1000円

便潜血検査　費用　500円

問診・視診・触診　費用　700円

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

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

マタニティサロン 8/23㊌ 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 8月下旬～9月中旬 平成29年7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7月末に診査票を送付済み。届かない人は連絡を
8/8㊋

8/29㊋

平成26年5/1～15生まれ

平成26年5/16～31生まれ

マタニティクラス
両親学級 9/10㊐・13㊌

平成29年11月～平成30年1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 9/15㊎ 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 8/16㊌ 【要申込】
バスタオル・タオル持参13時～14時 肢体不自由の身体障害者手帳を持つ人　

定員10人
草加はり灸マッサージ師会による
マッサージ

胃がん・大腸がん検診
◇集団検診

乳がん検診
◇集団検診

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）

　きこえない人もきこえる人も同じ場
所・時間を共に楽しむ「笑草会」によ
る手話落語、二人羽織、手話マジック
ほかの手話寄席。手話通訳あり。9/9
㊏17時30分～19時15分。会場は中央図
書館。小学4年生以上対象。定員100人
（要整理券）。□申8/6㊐9時から中央図
書館2階事務室で整理券配布☎946-300

05944-3800

■卓球大会　男女別シングルス戦　9/ 
10㊐9時～。小・中学生シングルス戦
　9/23㊗9時～。会場は市民体育館。
リーグ戦を行い、順位別決勝トーナメ
ントに進みます。参加費一般500円。□申
8/7㊊から電話で草加市体育協会へ。
☎928-63615922-1513
■剣道大会　9/17㊐9時45分～。会場
は記念体育館。種目個人・団体とも小
学生から一般まで学年・性別に応じた
種目あり。参加費1人1種目1000円。□申
8/12㊏までに申込用紙に記入し草加市
体育協会へ。☎928-63615922-1513
■グラウンド・ゴルフ大会　10/1㊐8
時30分～。会場はそうか公園。参加費
700円。□申8/7㊊から電話で草加市体育
協会へ。☎928-63615922-1513

■陸上競技選手権大会　9/24㊐8時45
分～。会場はそうか公園。1人2種目
（リレーを除く）まで。種目は下表の
とおり。参加費1人1種目300円（小学
生は200円）、リレー1チーム400円。□申9 
/3㊐までに申込用紙に記入し草加市体
育協会へ。☎928-63615922-1513

　8/28～10/23の㊊（㊗を除く）と10
月中の指定する日の13時30分～15時15
分（午前実施の回もあり）。全8回。
会場は保健センター。栄養バランスの
講話、調理実習、運動実習、野菜の収
穫体験など。健康づくりに興味のある
人対象。定員15人。参加費1700円。□申
8/7㊊から保健センターへ。☎922-020
05922-1516

　40～60代は女性の体の大きな曲り角。
姿勢の改善、ボディシェイプ等を学び
ましょう。9/12㊋10時～12時、19㊋・
26㊋10時～11時30分、10/11㊌10時～
13時。全4回。会場は保健センター。
40～64歳の女性対象。定員30人。材料
費600円（4回目、調理実習のため）。
□申8/7㊊から保健センターへ。☎922-0
2005922-1516

　9/9㊏9時～12時。会場は青柳分署。
乳幼児に対する心肺蘇生法・AED・
異物除去法ほか。市内または八潮市在
住・在勤の中学生以上対象。定員30人。
応募多数の場合は抽選。□申8/28㊊まで
に青柳分署へ。☎931-39735931-3982

　8/25㊎10時～11時30分。会場は勤労
福祉会館。定員25人。□申8/7㊊からく
らし安全課へ。☎941-61115941-6157

　8/26㊏10時～16時。会場は「ぱりっ
せ」。いずれも1回500円。
●らくがきジャンボせんべい（要予約）
…直径20cmを超えるせんべい生地に
しょうゆで好きな絵や名前などを書い
て焼き上げます。●せんべい手焼き体
験（要予約）…5枚1組ラッピング付き。
●レザークラフト体験…革の動物アク
セサリー・ネームプレートを作ります。
□申ぱりっせへ。☎5931-1970

　9/7・14・21、10/5・19・26、11/2
・16の㊍10時～12時。全8回。会場は
勤労福祉会館。転倒予防や認知症予防
のための新聞紙を利用した、いつでも
どこでもできるオリジナル体操の一本
棒・バッテン棒体操リーダー養成講座
を行います。音楽に合わせて楽しく体
操を行うとともに体操指導の方法を学
べます。講師は健康運動指導士の田邉
雅子氏。定員20人。□申8/7㊊から電話

でスポーツ振興課へ。☎922-2861592
2-3172

　9/14㊍・28㊍10時30分～12時。会場
は八幡小。定員10人。材料費500円。
書道用具持参。□申生涯学習課へ。☎92
2-28195922-3498

　10/9㊗10時～15時。会場は草加市文
化会館。席種は和室席・立礼席・樽席
の三種。料金一般2500円（点心付き）。
問同館☎931-93255936-4690

種目対象
小学3・4年

小学5・6年

中学男子

中学女子

壮年女子

高校・一般
壮年男子

60才以上男
60才以上女
中学生以上

50m
100m、1000m、
4×100mリレー

100m、5000m、走幅跳、
走高跳、砲丸投げ
50m、5000m、走幅跳、
走高跳、砲丸投げ

100m、400m、1500m、
110mハードル、
4×100mリレー、
走幅跳、走高跳、砲丸投げ

100m、5000m、砲丸投げ

100m、200m、800m、
100mハードル、
4×100mリレー、
走幅跳、走高跳、砲丸投げ

50m、5000m、砲丸投げ
ジャベリックスロー

手話落語を楽しもう！図書館寄席

普通救命講習会Ⅲ

消費生活講座
「食の安全と表示の関係について」

伝統産業展示室「ぱりっせ」で
草加の地場産業体験教室

一本棒・バッテン棒体操
リーダー養成講座

ヘルスメイト養成講座
おとなのための食育講座

HAPPYBODYを手に入れよう
健康長寿サポーター養成講習

市民体育祭

八幡平成塾　書道サークル体験

秋の茶会

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ⑤情報コーナー「すとりーと」 2017年8月5日号

8月の「なくそう暴力」標語　暴力を　とめる一歩を　ふみだそう







7月かどまちごとでき

　草加の姉妹都市福島県昭和村を訪れ、草加では味わうことのでき
ない自然体験を通して、村民との交流を深めましょう。民間のバス
を利用、添乗員が引率します。
■日　　程　9月23日㈷・24日㈰の1泊2日
■集　　合　23日㈷午前7時市役所
■宿　　泊　昭和村温泉しらかば荘
■内　　容　稲刈り体験、矢ノ原湿原散策、農作物収穫体験ほか
■定　　員　25人程度（部屋数の都合で男女別相部屋の場合あり）
■対　　象　市内在住・在学者（高校生以下保護者同伴）
■参 加 費　中学生以上1万500円、小学生以下9000円（宿泊料、
交通費、各種体験料、食事代込み。1日目の昼食は各自持参）

■旅行業者　有限会社共栄旅行サービス（埼玉県知事登録第3-1146
号　松江6-1-1☎932-4236）
□申 8月21日㈪（必着）までに往復はがきに参加希望者全員の住所、
氏名、年齢、電話番号（平日連絡が取れるもの）を記入し〒340-85
50文化観光課へ。はがき１枚で5人まで。重複応募は無効。定員を
超える場合ははがき単位で抽選。結果は、8月25日㈮以降に発送し
ます。決定後の変更はできません。参加費の支払いは旅行業者から
当選者に連絡します。

●8月3日㈭～14日㈪谷塚文化センター　　　
●8月18日㈮～23日㈬新里文化センター
●9月1日㈮～6日㈬中央公民館･川柳文化センター

　戦争の悲惨さ、平和の尊さを次世代
に伝えるためのパネル展示。平和を祈
る気持ちを込めて市民の皆さんと作っ
た折り鶴オブジェ「平和への羽ばた
き」とともに展示します。

　広島原爆の日8月6日㈰午前8時15分、長崎原爆の日8月9日㈬午前
11時2分、終戦記念日8月15日㈫正午は戦没者を悼み、家庭や職場な
どで黙とうを捧げましょう。
～平和を願う仲間を募集中「平和ネットワーク草加」～
　草加市平和都市宣言の趣旨の普及のために、市と連携して講演会
やパネル展、平和施設見学会等の企画・運営を行っています。活動
に興味がある人は人権共生課まで連絡してください。

　講師は俳優・タレントの毒蝮三太夫さん。
テレビやラジオでお年寄りを明るく元気に励
ます毒蝮さんですが、昭和20年3月10日の東
京大空襲を体験した歴史の証言者でもありま
す。東京大空襲のドキュメンタリー映像（約
15分）を鑑賞後、毒蝮さんが空襲の悲惨さ、
平和の尊さを語りかけます。
■日　時　9月2日㈯午後1時30分～3時
■会　場　勤労福祉会館
■定　員　200人（応募多数の場合は抽選。落選者に通知します）
□申 8月28日㈪（必着）までに氏名・電話番号・手話通訳希望の有無
を〒340-8550人権共生課へ。電話・メール・ファクスも可。

秋の実り、
稲刈りを
楽しもう

　22・23日の草加駅西口周辺は
よさこいサンバフェスティバル
2017。色鮮やかな衣装で繰り広
げられる様々な演舞と沿道を埋
めた約10万人の観客の応援、さ
らに100店舗以上のグルメで大
賑わいの2日間でした。

　10月15日㈰にアコスホールで開催する「そうか環境とくらしフェ
ア2017」で展示する作品を募集します。
■リフォーム作品の展示
　古着・古布等を再利用した手作りの作品（バック、洋服、小物入
れなど）。条件は①約70cm×120cm以内（壁に掲示）または約
45cm×60cm以内（机に置いて展示）であること、②来場者が手に
取って触っても良い作品であること。複数応募可。市内在住・在勤
・在学者で展示終了後（当日午後3時）会場に作品を引き取りに来
られる人対象
■草加ネイチャー写真展
　自然風景、動植物、昆虫など草加の自然環境を撮影した写真。A4
または四つ切りサイズ、DPEまたは自家プリントのもの。カラー、
モノクロ問わず。1人3作品まで応募可。応募多数の場合は同一応募
者による複数展示ができない場合があります。作品は裏面に上下が
わかるように表示し十分に乾燥させたあと、1作品ごとに透明な袋
に入れ、応募用紙を1作品につき1枚同封してください
□申 8月7日㈪～9月22日㈮にくらし安全課、環境課、勤労福祉会館で
配布する応募用紙（市ホームページからも入手可）に記入し作品と
共に〒340-0053旭町6-13-20勤労福祉会館へ持参または郵送。※運送
中の事故や破損等に関しては責任を負いかねます。

■日　　時　8月20日㈰午前10時30分～午後4時（売り切れ次第終
了）

■場　　所　物産・観光情報センター
■販売品目　採れたて新鮮な旬の野菜、山菜加工品、乾物類など

問くらし安全課☎941-61115941-6157

「秋の昭和村体験ツアー」「秋の昭和村体験ツアー」
問文化観光課☎922-29685922-3406

問文化観光課
　☎922-29685922-3406

平和希求の心をいつまでも 平和パネル展 ～原爆と人間～

原爆死没者・戦没者の慰霊並びに平和祈念の黙とうを

記念講演会
「まむしが見た東京大空襲」

草 加 市 平 和 都 市 宣 言 30 周 年
*jinken-kyosei@city.soka.saitama.jp問人権共生課☎922-08255927-4955*jinken-kyosei@city.soka.saitama.jp

そうか環境とくらしフェア2017
展示作品を募集

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8月5日号

市の人口　平成29年7月1日現在　24万7833人（男12万5799人・女12万2034人）／前月比140人増／世帯数11万4195世帯
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