
問危機管理課　☎922-0614　5922-6591
折り込んである「草加市避難行動要支援者支援計画特集号」は、抜いて読んでください。

みんなで
高める
防災意識
　大規模災害で被害を少なくするためには、一人
ひとりが「災害はひとごと」と思わず、いつ発生す
るかわからない災害に備えることが重要です。
　自分でできること（自助）、家族でできること、隣
近所や地域で力をあわせてできること（共助）を
考え助け合うことで被害を減らすことができます。

　市と市教育委員会では、市内の小学校5年生と中学校2年生を対象に
「草加市ハザードマップ」を教材とした防災学習を実施しています。
　授業では、自分の住む地域の特性を知り、いざという時にどのよう
な行動をとるべきか、自分の身を守るために考え行動することを学
び、地震や水害が発生した場合に備えます。

 地域にお住まいの一般市民が団員となり、火災をはじめ地震や風水害などが発
生した際、消防署と連携して災害活動を行い、また、市民の防災意識の向上のた
め、火災予防や防火指導も積極的に行っています。「自分たちの愛する地域は自
分たちで守る」の精神のもと、211人の団員が地域の安全を守っています。

■地域を災害から守る「草加市消防団」

■子どもたちにも防災意識を

　草加市町会連合会が主催し、市民が中心になって市内小中
学校32校と柿木公民館で避難所運営訓練が行われます。
　避難経路・場所の確認、避難所の備蓄の状況などをよく知
るために自分の住む地域の避難所へ足を運んでみませんか。

みんなのチカラ
「自助」「共助」で防災
みんなのチカラ
「自助」「共助」で防災 防災訓練ミニク

イズ

　阪神・淡路
大震災の時、
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市では、ライ
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　水道の復旧
は何日かかっ

たで

しょうか？

　①33日　②
62日　③91日

クイズの答えと防災訓練の
詳細は次のページへ！

11月19日（日）
「避難所運営市民防災訓練」が開催されます
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　近年、適正な管理が行われていない空き家が全国的に
問題となっています。
　空き家などの適正管理に向けた基礎資料とするため、
市内全域で空き家の実態調査を行います。ご理解ご協力
をお願いします。
■調査期間　9月下旬～11月下旬
■調査区域　市内全域
■調査方法　市が発行する身分証明書を携帯した調査員

が巡回し、外観調査・写真撮影を行う
※建物内や敷地内に立ち入ることはありません

空き家等の適正管理に協力を
　管理が行き届かないまま家屋や土地を放置すると、防
災・防犯・衛生・景観など、市民生活に多くの悪影響を
及ぼします。
　このため、市が管理不全な状態であると認めた家屋の
所有者には、助言や指導、場合によっては勧告、命令、
行政代執行を行うことがあります。管理不全になる前に、
右表の専門相談窓口を利用するなどして適正な管理をお
願いします。

　綾瀬川放水路通水25周年を記念
し、その生い立ちを振り返り、綾
瀬川放水路が果たしてきた役割や
地域の水害などについて学ぶ親子
見学会を開催します。
■日時　10月28日㈯
　　　　午前10時～11時30分
■会場　八潮排水機場
　　　　（八潮市鶴ケ曽根2118）
■内容　排水機場内見学、降雨体

験車、自然災害体験車等
■対象　小・中学生と保護者
■定員　50人

　大規模災害の発生時、ライフラインの復旧には想像以上に
日数がかかります。また、これまでの震災の例では、市役所
や各行政機関は人命救助や情報収集など様々な災害対応にあ
たる必要があるため、支援物資の配給や援助の体制が整うま
で、災害発生から一定の期間を要しており、大きな震災があ
ると、最低でも約3日かかると言われています。
　保存できる食品や水などを買い置きし、使ったら買い足す
（ローリングストック法）などで日頃からの備蓄を心がけま
しょう。■訓練の内容

　学校の体育館を避難所として開
設し、普段見ることのできない防
災備蓄倉庫の中を確認したり、仮
設トイレ、応急救護担架の組み立
てを体験することができます。ま
た、小・中学校によっては炊き出
し訓練が行われます。

　近年、日本各地でこれまでにない
大規模な水害が発生しています。
　70年前に襲来し利根川を決壊させ、
大災害をもたらしたカスリーン台風
の被害写真などの記録から、水害の
恐ろしさ、防災、避難の重要性を改
めて認識してもらうため、パネル展
を開催します。
■日時　9月12日㈫～19日㈫
　　　　午前9時～午後9時30分
　　　　（12日は午前10時～、19日

は午後4時まで）
■場所　中央公民館

主な相談窓口 電話番号 相談内容

☎048-862-3173埼玉土地家屋調査士会

☎048-861-8221
（偶数月第1金曜日午後） 老朽危険空き家・利活用

建築基準法、利活用

空き家に関する法律相談

空き家に関する法律電話相談

マイホーム借り上げ制度につ
いて

空き家全般

不動産の売買・賃貸

不動産全般

☎048-838-1889
（第1・3金曜日午後6時～8時）

建物の取り壊し・増築・減築
登記手続き・土地境界の保
全・管理・点検・紛争予防

日本賃貸住宅管理協会
埼玉県の空き家の管理

埼玉建築設計監理協会
空き家相談総合窓口

埼玉司法書士会
司法書士総合相談センター

全日本不動産協会埼玉県本部

埼玉県宅地建物取引業協会
埼玉東支部

家族との連絡方法
非常持ち出し品・備蓄品
避難する場所、避難ルート
災害情報の入手方法
屋内(地震)、屋外(台風等)点検
近隣の高年者などへの気配り　など

避難所運営市民防災訓練
11月19日㈰午前9時訓練開始 地区の小・中学校へ

験すれば必ず役に立つ！体
いざという時に備え
チェックしておきましょう！

埼玉建築士会建築無料相談会

埼玉司法書士会
空き家トラブル110番

移住・住みかえ支援機構　

☎048-861-2304
（午前10時～午後4時）
☎048-838-7472
（予約制、予約受付時間
午前10時～午後4時）

☎03-5211-0757

☎048-615-3838

☎048-932-6767

☎048-866-5225

綾瀬川放水路八潮排水機場

草加市ハザードマップ
防災マン

　知っているといないとでは大きな違い。『知る』ことも大切
な防災のひとつです。わかっていても備えることは難しい。ま
ずはできることから始めてみましょう。

空き家の
実態調査を実施します
問くらし安全課☎922-36425922-1030

綾瀬川放水路25周年記念イベント

クイズの答え　正解は③91日

□申9/22㈮までに電話で
　国土交通省江戸川河川事務所へ。
　☎047-125-7317

□申 親子見学会
参加者募集

カスリーン台風
被害写真パネル展

問建設管理課☎922-20695922-3152
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　平成30年4月以降にあおば学園に入園を希望する児童を対象に相
談会を開催します。
■日時　11月13日㈪～17日㈮・20日㈪・21日㈫
　　　　午後3時15分～4時、午後4時15分～5時
　　　　※希望日を優先し先着順で決定します
■会場　あおば学園
■対象　歩行可能な知的障がいのある3歳以上の未就学児
　　　　（平成24年4月2日～同27年4月1日生まれ）
□申あおば学園・子育て支援センター等で配布する申込書（心身状況
表、指定診断書を含む）を9月20日㈬～10月31日㈫（消印有効）ま
でに〒340-0002青柳6-61-1児童発達支援センターあおば学園へ。
「入園相談会申込書在中」と明記してください。申込書等は市ホー
ムページ、そうか子育て応援・情報サイトぼっくるんでも入手可。

　オレンジカフェは、認知症の人やその人を支える家族などの負担
軽減と認知症への理解を深める場です。
　認知症の人や介護している家族、地域住民等、認知症に関心があ
る人など、誰でも参加できます。定員のあるものは当日先着順。
　より身近な場所で参加できるよう、9月から新たに「さわやかた
すけあい草加」（谷塚町）でオレンジカフェを開催します。

　市の審議会等を傍聴できます。いずれも定員5人で当日先着順。
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週間前までに各担当事務局へ連絡を。
■男女共同参画審議会＜人権共生課☎922-08255927-4955＞…9月
27日㈬午後2時～　市役所西棟契約課会議室で
■地域経営委員会＜総合政策課☎922-07495927-4955＞…10月5日
㈭午前10時～　市役所西棟第5会議室で
■社会教育委員会議＜生涯学習課☎922-28195922-3498＞…10月5
日㈭午後6時～　中央図書館集会室で　
■公民館運営審議会＜中央公民館☎922-53445925-0152＞…10月6
日㈮午後2時～　中央公民館第1会議室で

　市議会9月定例会が、9月7日㈭に開会されます。市長提出議案は
19議案。
　主な議案は次のとおり。
○町の区域を新たに画することについて…住居表示を実施するため、
手代町地区について手代一丁目から手代三丁目に、町の区域を新た
に画するものです。
○平成29年度草加市一般会計補正予算（第2号）…待機児童対策と
して、平成30年度に保育所分園1施設を新設するための整備費の補
助、潜在保育士等を対象とした就職セミナー及び就職フェアの実施
に伴う補正予算等を計上するものです。
○平成28年度草加市一般会計歳入歳出決算の認定について

　経済的理由で高校・短大・大学・専門学校等への進学が困難な人
の保護者を対象に、入学準備金を貸し付けます。
　いずれも無利子で、審査の上、決定します。
■条　　　件　以下の条件をすべて満たす人
　　　　　　　①市内に1年以上居住し市税を完納している
　　　　　　　②1都6県居住の市町村区税を完納し、債務を保証で

きる所得等がある連帯保証人が１人いる
■貸付限度額　高校・高専・専修学校…国・公立10万円、私立30万円
　　　　　　　短期大学・大学…国・公立20万円、私立50万円
■返　　　済　貸し付けを受けた月の翌月より6か月経過後から国・

公立の学校等は24か月、私立の高校・高専・専修学校
は36か月、私立の短期大学・大学は48か月で均等月
払い

個別相談
　入学準備金に関する相談は随時受け付けています。開庁時
間内に来られない人は以下の時間に受け付けます。
■日時　9月10日㈰午前9時～正午

9月13日㈬午後5時30分～8時
■場所　総務企画課　
　相談希望者は前日までに電話で予約をしてください。

　市では「広報そうか」をより多くの皆さんに提供できるよう、
スマートフォン及びタブレット端末向け無料アプリ「マチイ
ロ」を導入しています。
　この無料アプリをダウンロードし登録すると、いつでもどこ
でも、スマートフォンなどで広報紙を読むことができます。
　また、スクラップ機能（気に入った記事を切り取って画像形
式で保存する機能）を使ってメールへの添付やＬＩＮＥ（ライ
ン）やフェイスブックなどで情報共有することもできます。
■ダウンロード方法
　下記のQRコードからダウンロード

会 場 住 所

100円

100円

100円

100円

200円

－

－

－

－

80人

高齢者の口腔ケア

健康体操

楽しく運動しながら脳も元気に！

緩和ケアについて

ご自宅で最後まで過ごすには

午後2時～4時

午後2時～4時

午後1時30分～3時30分

午後1時30分～3時30分

午後2時～4時

9月9日㈯

9月9日㈯

9月16日㈯

9月16日㈯

9月16日㈯

遊馬町185

長栄2-20-1

谷塚町596

氷川町2149-3

デイサービスセンター草加

さわやかたすけあい草加

ボンセジュール草加

埼友草加病院

■市内のオレンジカフェ
参加費定 員テーマ時 間開催日

松原1-7-22
さいゆうヴィレッジ3階

特別養護老人ホーム
草加キングス・ガーデン

審議会等の開催日程

市議会　9月定例会　９月７日㈭に開会

好きな時に広報そうかが読めます
でいつでもどこでも

入学準備金貸付制度の活用を 「あおば学園」入園相談会
問児童発達支援センターあおば学園☎5936-4972□申9月6日㈬～10月3日㈫に総務企画課へ。☎922-26195928-1178□申

児童発達支援センター

Android版 QRコード iOS版 QRコード

問長寿支援課☎922-12815922-3279

9月から市内5か所で開催
オレンジカフェ（認知症カフェ）
気軽にお立ち寄りください
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　10/14㊏9時～18時。会場は草加消防
署西分署。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・在勤の中学生以上対象。定員
20人。応募多数の場合は抽選。□申9/28
㊍までに草加消防署西分署へ。☎925-
32515925-3269

　「法の日」にあわせ、弁護士が、離
婚、相続、借金の問題などあらゆる法
律問題に応えます。10/2㊊13時30分～
15時30分。会場は越谷市中央市民会館。
当日直接会場へ。問埼玉弁護士会越谷
支部☎962-11885962-1422

　サークル活動や地域の集会等に草加
警察署員が出向き、交通安全教室を行
います。平日9時～17時のうちの10～
60分。詳細は問い合わせてください。
□申草加警察署交通課へ。☎943-0110○内
411

　事業者を対象に、消費税の軽減税率
制度に関する説明会を開催します。
10/5㊍10時～、14時～。会場は草加市
文化会館。問川口税務署法人課税第一
部門☎048-252-7140

　国・私立または市外の公立小学校に
在籍する市内在住の6年生で、草加市
立中学校の学校選択を希望する児童は、
10/6㊎までに申請手続きをしてくださ
い。問学務課☎922-26745928-1178

　県立特別支援学校塙保己一学園（川
越市）では、高等部専攻科の入学者を
募集します。卒業時にはあん摩・マッ
サージ師等の国家試験受験資格が得ら
れます。高等学校卒業者または平成29
年3月卒業見込み者等対象。出願期間
は10/24㊋～11/17㊎（㊏・㊐・㊗を除
く）。選考日は12/1㊎。問同学園☎04
9-231-21215049-239-1015

　9/14㊍10時～16時30分。会場は谷塚
駅東口。9/26㊋13時～16時。会場は市
役所西棟1階ロビー。10/5㊍10時～16
時30分。会場はイトーヨーカドー新田
店。9/14、10/5は草加中央ボランティ
アクラブの協力。問福祉政策課☎922-
12345922-1066

　総務省統計局・埼玉県・草加市では、
就業構造基本調査を実施します。この
調査は、国民の就業・不就業の実態や
就業に関する希望、育児・介護の有無
などについて調査し、雇用政策や経済
政策のための基礎資料を得るものです。
9月上旬まで対象地域の全ての世帯に
身分証を携帯した統計調査員が伺い説
明と世帯確認を実施し、9月下旬から
選定された世帯へ調査書類の配布に伺
いますので協力をお願いします。なお、
インターネット回答もできます。問庶
務課☎922-09545922-3091

　9/9㊏13時30分～16時。会場は越谷
児童相談所。定員30人。里親制度の説
明と里親体験談ほか。□申越谷児童相談
所へ。☎975-41525977-3200

　9/10㊐10時30分～16時（売り切れ次
第終了）。会場は、物産・観光情報セ
ンター。姉妹都市福島県昭和村の美味
しいお米や新鮮な高原野菜、山菜加工
品などを販売します。問文化観光課☎
922-29685922-3406

　9/23㊗13時30分～。会場はアコスホ
ール。優良運転者表彰・交通安全表彰
・交通安全宣言・アトラクション・景
品抽選会（12時30分から抽選券を配
布）。問交通対策課☎922-16415922-
1030

　9/17㊐～12/28㊍。会場は歴史民俗
資料館。草加宿場まつりにあわせ、参
勤交代の制度化や大名行列の様子、日
光道中と草加宿の役割を紹介。問同館
☎5922-0402

　9/18㊗13時開演。会場は草加市文化
会館。市内で活動する吹奏楽団体や市
内の中学・高校の吹奏楽部が一堂に会
し日頃の成果を披露します。各団体の
演奏に加え、市内在住の音楽家さかは
し矢波さんの指揮による総勢150人を
超える出演者の合同演奏が楽しめます。
問草加市文化会館☎931-93255936-46
90

　9/22㊎14時～16時。会場は歴史民俗
資料館。定員60人。□申9/6㊌から電話
で同館へ。☎5922-0402

　9/16㊏、10/1㊐、11/4㊏、12/2㊏い
ずれも15時～17時。全4回。会場は草
加市文化会館。公募による市民合唱団
がプロのオーケストラやソリストと共
演する、ソウカパインオペラコンサー
トの公演へ向け、藤原歌劇団の田代誠
が講師としてボイストレーニング教室
を行います。入会金1000円。月額1500
円。□申9/7㊍からはがきに名前、住所、

電話番号を明記し〒340-0013松江1-1-5
草加市文化会館「ソウカパインオペラ
コンサート」係へ。ファクスも可。
☎931-93255936-4690

■ママと赤ちゃんのためのハッピー体
操　9/22～10/27の㊎13時30分～14時
30分。全5回。会場は保健センター。3
～12か月の乳児と保護者対象。定員20
組
■マタニティストレッチ　9/26～
10/31の㊋9時30分～10時45分。全5回。
会場は保健センター。妊娠16～32週の
人対象。定員20人

■体が硬い人のためのヨガ　9/27～
10/25の㊌9時30分～10時45分。全5回。
会場は勤労福祉会館。18歳以上対象。
定員40人
■リンパを流すストレッチ＆健康体操
　10/2～11/6の㊊9時30分～10時45分。
全5回。会場は保健センター。40歳以
上対象。定員30人
　いずれも初参加者対象、除外日あり。
□申9/6㊌9時から電話で草加市体育協
会へ。☎928-63615922-1513

■ゴルフ大会　10/9㊗7時野田市パブ
リックゴルフ場集合。定員40人。参加
費1万9100円（プレー費込み）。□申9/30
㊏までに電話で草加市体育協会へ。☎
928-63615922-1513
■柔道大会　11/5㊐9時～。会場は記
念体育館。幼児以上対象。参加費500
円。□申9/22㊎までに電話で草加市体育
協会へ。☎928-63615922-1513

　9/24㊐13時30分～15時。会場はふれ
あいの里。定員100人。出演は谷塚中
筝曲部、ギターアンサンブル・シンシ
ア。問ふれあいの里☎920-62225920-
6251

　人権問題、公正証書、相続登記、隣
地との境界相談等の相談。さいたま地
方法務局主催。予約優先。10/1㊐10時
～15時。会場は同局及びウェスタ川越。
詳細は同局ホームページを。□申さいた
ま地方法務局へ。☎048-851-1000

　9/30㊏9時30分～（荒天時は10/1㊐）。
長栄中央公園（長栄3丁目）集合、新
田西部の綾瀬川沿い約2kmを往復しな
がら河川敷の清掃、川に投棄された自
転車や粗大ごみの引き上げを行います。
地道な活動で美しい綾瀬川を。小学生
は保護者同伴。汚れてもいい服装で。
□申9/26㊋までに環境課へ。☎922-1519
5922-1030

　平成30年1/18㊍、2/22㊍いずれも14
時～。会場は埼玉建産連会館。各種建
築士、建築基準適合判定資格者、建築
物調査員資格者のいずれかの資格を有
し、埼玉県内に在住・在勤の人対象。
定員各75人。詳細は埼玉建築士会ホー
ムページで。□申建築指導課で配布する

用紙に記入し、郵送またはファクスで
埼玉建築士会へ。☎048-861-8221504
8-864-8706

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 ・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

地元弁護士による
法の日無料法律相談会

平成30年4月入学者対象
市立中学校の選択申請

県立塙保己一学園（盲学校）
高等部専攻科入学希望者の募集

被災建築物応急危険度判定士
新規登録者向け講習会

愛の献血

就業構造基本調査に協力を

交通安全出前教室

消費税軽減税率制度説明会

上級救命講習

里親入門講座

奥会津昭和村田舎の野菜便

草加市・八潮市交通安全大会

ふれあいの里オータムコンサート　

全国一斉!法務局休日相談所を開設

市民体育祭健康づくり応援隊

食中毒は「つけない・ふやさない・やっつける」！　家庭でもしっかり予防を

ソウカパインオペラコンサート
ボイストレーニング教室

企画展「日光道中（街道）草加宿と
参勤交代̶八戸藩を中心に̶」

市民音楽祭
吹奏楽フェスティバル

9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

納税は便利な口座振替で

歴民講座「幕末における商品流通の
実態について～岩槻馬による
商品流通の一考察～」

綾瀬川流域クリーンプロジェクト
参加者募集

④ 2017年9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）8月20日現在　人身事故590件（－66）　死者7人（＋5）

国民健康保険税（普通徴収）   第4期

介護保険料（普通徴収）  第4期

後期高齢者医療保険料（普通徴収）  第3期

10/2㊊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）

10/2㊊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



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

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

9/27㊌

9/29㊎

【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

10/3㊋

10/17㊋

平成28年3/1～15生まれ

平成28年3/16～31生まれ

対象者に9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） 9/20㊌

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

【直接指定医療機関で受診】
指定医療機関一覧は、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
＜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
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

絵本の読み聞かせと
ふれあい遊び10時～11時

おやこでブラッシング
（保健センター） 10/23㊊ 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

骨密度測定 9/20㊌・10/26㊍ 18歳以上で今年度測定していない
人　定員80人

【要申込】9/6㊌から電話受付
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

超音波による骨密度測定（簡易検査）　
費用100円

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

マタニティサロン 10/18㊌ 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 9月下旬～10月中旬 平成29年8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8月末に診査票を送付済み。
届かない人は連絡を

9/12㊋

9/26㊋

平成26年6/1～15生まれ

平成26年6/16～30生まれ

マタニティクラス
両親学級 10/1㊐・4㊌

平成29年12月～平成30年2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 10/16㊊ 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 9/20㊌ 【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

9/30㊏まで
（休診日を除く） 40歳以上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
肺がん・結核検診
（指定医療機関）

12/15㊎まで
（休診日を除く）　 30歳以上便潜血検査　費用　500円大腸がん個別検診

（指定医療機関）

　10月～平成30年3月の㊍または㊎い
ずれも月2回。9時20分～10時40分。定
員各5人。月額1500円。ノートパソコ
ン持参。□申9/6㊌から市民活動センタ
ーへ。☎920-35805925-1872

　10/29㊐9時～16時。会場はそうか公
園（雨天中止）。募集35区画。出店料
1区画1720円。□申みどり公園課へ。☎
922-19735922-3145

　10/10㊋・20㊎、11/10㊎・20㊊、
12/11㊊・22㊎10時市民体育館集合、
草加松原遊歩道へ移動。健康体力づく
りに効果的なウオーキングの実践やス
トレッチ、筋力トレーニングを行いま
す。18歳以上対象。定員各日20人。参
加費1回100円。□申9/6㊌から電話で草加
市体育協会へ。☎928-63615922-1513

　10/14㊏・21㊏の13時30分～16時30
分。全2回。会場は文教大学。地域に
伝わる伝統芸能・神楽についての講義
や神楽の実演。受講料1000円。□申9/22

㊎までにはがきに住所・氏名を記入し
〒343-8511文教大学生活科学研究所へ。
☎974-8811

■いきいき体操教室　9/11㊊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9/6㊌から谷塚西部（包）へ。☎929-
00145929-5222
■介護者のつどい　9/12㊋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
■初心者のための気功教室　9/15㊎9
時15分～10時45分。会場は高砂コミセ
ン。65歳以上対象。定員30人。上履き
持参。□申9/6㊌から草加中央・稲荷（包）
へ。☎959-91335922-3801
■介護者のつどい　9/20㊌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
■はつらつチャレンジ教室　9/22㊎13
時15分～14時45分。簡単なストレッチ
や筋力トレーニング。会場は川柳文化
センター。65歳以上対象。定員30人。
上履き持参。定員30人。□申9/7㊍9時か
ら川柳・新田東部（包）へ。☎932-70

075931-0993
■男性介護者のつどい　9/25㊊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
■訪問診療と訪問リハビリを知る講座
　9/27、10/11の㊌13時30分～15時。
会場は谷塚文化センター。65歳以上の
人とその家族対象。定員各50人。□申
9/6㊌から谷塚・瀬崎（包）へ。☎929-3
6135929-3612

　音楽療法講座、鍵盤和声講座、実技
レッスン体験（ピアノ・フルート・ハ
ープ・声楽から選択）の3部構成。
11/11㊏8時30分市役所公用車管理棟前
集合（市のバスで移動）または9時45
分現地集合。15時現地解散。会場は上
野学園大学短期大学部（台東区）。定
員30人。参加費1000円。□申生涯学習課
へ。☎922-28195922-3498

　在宅での療養に必要なサービスを選
択するための知識について、薬剤師、
訪問看護師、理学療法士が講演を行い
ます。9/29㊎14時～16時。会場は勤労
福祉会館。65歳以上または在宅療養に
関わる人対象。定員80人。□申9/6㊌か
ら長寿支援課へ。☎922-28625922-32
79

　9/29㊎10時～12時45分。会場は川柳
文化センター。健康長寿サポーター養
成研修、ストレッチや体操。60歳以上
対象。定員25人。上履き持参。□申9/21
㊍までに電話でシルバー人材センター
へ。☎928-92115928-9209

　昨年好評だった婚活ツ
アーを今年も開催します。10/28㊏9時
～17時。JR吉川駅集合、TX八潮駅解
散。草加市・越谷市・八潮市・三郷市
・吉川市・松伏町在住の24～42歳の独
身男女対象。定員各20人。応募多数の
場合は抽選。BBQ（昼食）、藍染体験
ほか。参加費男性6000円、女性4000円
（キャンセル料は10/17から発生しま
す）。□申9/29㊎までにツアー委託業者
㈱エクシオジャパン☎050-5531-9451へ。
同社ホームページ（QRコード）から
も可。問県東南部都市連絡調整会議事
務局☎963-9112

上野学園大学短期大学部公開講座

婚活まんまる
バスツアー

市民活動センター初級パソコン教室

そうか公園フリーマーケット

スポーツウオーキング

在宅療養虎の巻講座

60歳からの健康長寿体操

高年者向け

文教大学学園創立90周年記念
特別公開講座　地域に伝わる
伝統芸能・神楽の魅力と課題

地域包括支援センター (包)
介護予防教室・介護者のつどい

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9月5日号

9月の「なくそう暴力」標語　暴力を　なくして草加を　安全に



⑥ 2017年9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」

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。

子ども・親子向け

　10/22㊐10時～11時45分。会場は中
央公民館。子どもの成長に合わせた関
わり方についての講演や参加者同士の
グループトーク。0～5歳の子どもの保
護者またはこれから親になる人対象。
講師は埼玉大学教育学部名誉教授の志

であいの森講座

シルバー・ドライバー・ドッグ

　11/18㊏・19㊐10時～17時。会場は
記念体育館。幼児～高校生の個人・団
体（5人以上）対象。参加費1人400
円。□申9/19㊋までに申し込み用紙に記
入し、草加市体育協会へ。☎928-6361 
5922-1513

　10/10㊋～29㊐。東埼玉資源環境組
合の設備点検に伴う熱源蒸気の供給停
止のため臨時休館します。問温水プー
ル☎936-68245935-8981

草加ジュニア新体操競技大会
出場者募集 　勤務は11月から。勤務時間は㊊～㊎

の8時30分～17時。場所は維持補修課。
運転業務、道・水路のパトロール、補
修作業ほか。60歳以下で普通自動車運
転免許証（AT車限定は不可）以上所
持者対象。募集は1人。日額7700円
（交通費込み）。面接は9/22㊎に実施。
□申9/20㊌（必着）までに履歴書と免許
証の写しを職員課へ。☎922-0983

　勤務は11月から。勤務時間は㊊～㊎
の指定する週2日の8時30分～17時。場
所は保険年金課。国民健康保険に関す
る申請受付ほか。60歳以下で社会保険
労務士の有資格者またはそれに準ずる
専門知識を有する人対象。募集は1人。
日額7700～9500円（交通費込み）。面
接は9/22㊎に実施。□申9/20㊌（必着）
までに履歴書と資格証の写しを職員課
へ。☎922-0983

非常勤嘱託員募集（土木作業員）

童福祉事業の経験者対象。募集は1人。
日額1万1700円（交通費込み）。面接
は9月下旬に実施。□申9/22㊎（必着）
までに履歴書と資格証の写しを職員課
へ。☎922-0983

　勤務は㊏、㊗を含む週5日で8時30分
～17時、7時～15時30分。時給980円。
賞与、社会保険あり。募集は若干名。
□申9/15㊎までに履歴書を持参し市立病
院経営管理課へ。☎946-2200○内 3004

　勤務は11月から。勤務時間は㊊～㊎
の指定する週4日の8時30分～17時。場
所は子育て支援センター。家庭児童に
関する相談、調査、指導ほか。63歳以
下で社会福祉主事の有資格者または児

温水プール臨時休館

　勤労福祉会館は改修工事のため、ホ
ールは10/27㊎～11/17㊎、第1・3・4
会議室は11/6㊊～17㊎に貸し出しを停
止します。なお、ホールの貸出停止期
間中は第1駐車場の一部が利用できな
くなります。問くらし安全課☎941-61 
115941-6157

勤労福祉会館　一時貸出停止

　勤務は10月から。勤務時間は㊊～㊎
の8時30分～17時（変則あり）。場所
は庶務課車両係。公共施設間の書類等
運搬業務ほか。60歳以下で普通自動車
運転免許証（AT車限定も可）以上所
持者対象。募集は1人。時給955円。面
接は9/20㊌に実施。□申9/15㊎（必着）
までに履歴書と免許証の写しを職員課
へ。☎922-0983

臨時職員募集（自動車運転手）

非常勤嘱託員募集（家庭児童相談員）

ふれあいの里臨時休館

　9/29㊎・30㊏は、電気設備点検・館
内消毒のため臨時休館します。問ふれ
あいの里☎920-62225920-6251

市民の自主的な非営利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。掲載依頼は発
行日の1か月前までに指定の用紙で（掲載条件あり）

伊勢☎928-7820
■第9回草加松原展　9/14㊍～20㊌9時
～18時（14㊍は12時から）　草加市文
化会館フリースペースで　写真・絵画
・書・押し花・人形ほか　問染野☎08 
0-4364-1122
■食べて応援！東北復興支援販売会　
9/14㊍10時30分～15時　物産・観光情
報センターで　被災地で生産された
品々を販売します　問池島☎090-1408- 
6431
■彩の会展（油絵）　9/14㊍～18㊗10
時～18時（14㊍は13時から、18㊗は15
時まで）　アコスギャラリーで　風景
・静物画約30点展示　問多賀☎925-31 
07
■介護者サロン　「らくだ」9/15㊎　
わ～くわっく草加で　「こもれび」
9/28㊍市民活動センターで　いずれも
13時～15時　参加費100円　問介護者
支援の会草加酒井☎090-9245-2067
■ハロウィンのプリザーブドフラワー
作り　9/15㊎・10/13㊎勤労福祉会館
で　9/16㊏・25㊊・10/14㊏谷塚文化
センターで　各10時～　材料費込み20
00円　□申梅原☎090-8304-0579
■図書館ボランティア草加（L.V.S）
の説明と募集　9/16㊏10時～12時　中
央図書館2階集会室で　各部活動内容
紹介、館内案内ほか　問大貫☎090-46 
15-5204
■ゆうゆうまつり　9/16㊏10時～12時
　優優保育園で　バザー・模擬店（焼
きそば・フランクフルト・豆腐ドーナ
ツ・かき氷）・ゲームコーナーあり　
問優優父母の会内田☎920-3020
■介護者の集い「オアシス」　9/16㊏
10時～12時　中央公民館で　10/3㊋13
時30分～15時30分　氷川平成塾で　個
別相談お受けします　問山田☎928-53 
32
■書道体験　9～12月の第1・3㊋9時～
11時30分　であいの森で　有名書道家

■スポーツ吹矢体験会　9/6㊌・20㊌
・27㊌13時～15時　市民体育館で　1
回200円　□申石崎☎935-7231
■スポーツ吹矢体験会　9/8㊎・15㊎
・22㊎9時～11時　中央公民館で　初
心者歓迎　無料　問田岡☎090-4335-79
87
■司法書士による法律相談会　9/8㊎
17時～19時　物産・観光情報センター
で　問竹村☎920-5415
■スポーツ吹矢体験会　9/9㊏9時～11
時　柿木公民館で　初心者歓迎　用具
は不要です　無料　問山下☎931-7681
■スポーツ吹矢体験　9/9～23の㊏13
時～15時　八幡コミセンで　全3回　
参加費600円　□申山田☎944-8837
■そうか公園で「秋の虫の声を聞く
会」　9/9㊏18時30分～20時30分　集
合①獨協大駅東口17時45分②公園事務
所前18時15分　参加費100円（中学生
以下無料）　問加納☎935-3091
■八幡ダンスサークルフリーダンス　
9/10㊐13時20分～16時20分　谷塚文化
センターで　参加費500円　トライア
ル有　飲み物付　問千代田☎090-3574- 
3430
■わんNoteこらぼチャリティコンサ
ート　9/10㊐15時～16時30分（開場14
時30分）　草加市文化会館1Fレセプ
ションルームで　おとな1500円・こど
も1000円　問山本☎080-5001-6305
■スポーツ吹矢体験会　9/11㊊・25㊊
9時～11時　瀬崎コミセン集会室で　
初心者歓迎　無料　問下田☎080-5477 
-3719
■スポーツ吹矢体験会　9/12～10/3の
㊋15時～17時　新田西文化センターで
　初心者大歓迎　無料　問植木☎090-
2253-8475
■楽しいバレエ体験教室　9/13㊌・27
㊌17時10分～17時50分　谷塚文化セン
ターで　4歳～小学2年生男女対象　参
加費1回500円　□申プティバレエプラム

■悠々会絵画展　9/8㊎～13㊌10時～
17時（8㊎は13時から、13㊌は15時ま
で）　アコスギャラリーで　油絵・水
彩約40点　会員11人の珠玉の逸品　問
河津☎943-4208

の指導を1回200円で体験できます　問
稚心会大久保☎5942-0433
■みんなとママのわ「ピアサポート」
子ども向け福祉サービスについて　
9/20㊌10時～11時30分　松原ミニコミ
センで　母子参加可　参加費300円　
□申横田☎090-4245-8217
■読みきかせ入門講座「読みきかせの
基本」9/20㊌　「絵本紹介」10/18㊌
　いずれも13時30分～　中央公民館で
　定員20人　無料　□申読書ボランティ
ア連絡会青柳☎5929-2502
■朗読と抒情歌を楽しむ会　9/21㊍・
27㊌12時開場12時30分開演　草加市文
化会館レセプションルームで　入場無
料　問大野☎090-8318-8796
■ダンススポーツ交流会　9/23㊗13時
20分～16時15分　谷塚文化センターで
　参加費500円　飲物付　競技選手等
男女リボン多数待機　ミキシング・ト
ライアル　問川端☎935-9861
■歴史学講座「再成塾」日本の経済学
の開祖太宰春台[江戸時代]と「経世済
民」の論者たち　9/23㊗13時30分～16
時30分　草加市文化会館で　問小嶋☎
090-1261-7366
■第12回カラオケ発表会「コスモスま
つり」　9/24㊐10時開演　中央公民館
で　ゲスト・山口ひろみ　コスモスの
花で飾られた綺麗な舞台です　問秋桜
の会高橋☎090-3902-7570
■フリーダンスパーティー　9/24㊐13
時15分～16時15分　谷塚文化センター
で　軽飲食付　男女競技選手多数待機
　参加費700円　問氷川ダンス倶楽部
太田☎090-3520-7309
■映画で中国文化を学ぶ「ムーラン」
　9/24㊐13時30分～16時　中央公民館
で　参加費300円　諸資料、茶菓懇親
会あり　□申サークル中国大好き武藤☎
090-3574-1031
■合気道無料体験会　9/24㊐15時～16
時　草加中学校柔道場で　小学生以上

の男女対象　駐車場有り　問合気研究
所小形☎090-2200-1140
■不登校相談会　9/27㊌15時30分～16
時50分　草加市文化会館第2研修室で
　不登校に悩む生徒・保護者対象　問
そうか不登校支援ネット森泉☎932-51 
39
■講座「平和をつくる」　9/27㊌18時
～20時　勤労福祉会館で　参加費無料
　どなたでも参加できます　直接来場
ください　問ピースカフェオレ（草加
市平和委員会）今村☎090-5791-5365
■護国寺・雑司ヶ谷周辺史跡巡り　
9/30㊏8時30分草加駅改札内集合　壮
大な護国寺を拝観　定員50人　参加費
600円　交通費別途　昼食持参　□申草
加史談会浅古☎924-3403
■遺言書の書き方と終活を学ぼう　
9/30㊏10時～12時　アコスA会議室で
　一般対象　定員15人　参加費無料　
□申遺言相続後見ネット☎946-5152
■ジュニアクラシックバレエ発表会　
9/30㊏17時15分～　中央公民館で　無
料　問酒田☎090-4938-8851
■障害年金・成年後見無料相談会　
10/1㊐13時～16時　市民活動センター
で　参加制限無　定員10人　□申障害年
金・成年後見サポートチーム新坂☎08 
0-6528-7364
■わかばの会サークル展　10/4㊌～8
㊐10時～18時（4㊌は13時から）　ア
コスギャラリー（6F）で　油彩画30
点を展示　問田中☎090-8464-0742
■健康らくらく講座「知って安心上手
に活用・成年後見制度」　10/6㊎10時
～12時　川柳文化センターで　定員50
人　無料　□申みんなのまち草の根ネッ
トの会青柳☎5929-2502
■文化祭俳句大会　11/23㊗10時～16
時30分勤労福祉会館で　事前投句2句
一組1000円（10/3締切）　大会当日1
句1000円　草加宿神明庵に案内あり　
問草加市俳句連盟大塚☎925-5135

　9/25㊊9時～12時。会場は八潮自動
車教習所。自動車学校教習技能員が指
導。65歳以上の普通免許以上取得者対
象。定員30人。草加駅、獨協大学前
〈草加松原〉駅から送迎あり。運転免
許証と眼鏡等条件の人は眼鏡等を持参。
□申草加警察署交通課へ。☎943-0110○内
411

　9/16㊏10時～12時。千歯こきなど農
具を使った脱穀の体験や、昔の遊びを
行います。会場は歴史民俗資料館。小
学生と保護者対象。定員15人。□申9/6
㊌から電話で同館へ。☎5922-0402

　10/9㊗12時30分綾瀬川左岸広場集合
（雨天中止）。内容は下表のとおり。定
員は60チーム。□申9/6㊌から申込用紙
に必要事項を記入し、記念体育館へ。
ファクスも可。☎928-63615922-1513

　10/15㊐9時30分～15時（雨天時10/22
㊐に順延）。会場は綾瀬川左岸広場。

■スローストレッチで筋力アップ　
10/6㊎・19㊍、11/2㊍・30㊍、12/7㊍
・21㊍の10時～11時30分。全6回。定
員30人。上履き持参
■絵手紙教室　10/4・18、11/1・15・
29の㊌10時～12時。全5回。定員20人。
材料費400円。描きたい物持参。
　いずれも60歳以上対象。□申スロース
トレッチは9/6㊌、絵手紙は9/8㊎の10
時から電話でであいの森へ。☎936-27 
915936-2792

土曜体験教室
『昔の道具を使ってみよう』

草加スポーツフェスティバル2017
小学生マラソンリレー参加者募集

非常勤嘱託員募集
（国民健康保険窓口担当）

ボーイスカウトと遊ぼう　
アドベンチャーワールド参加者募集

草加市立病院の看護補助者
臨時職員募集

小学1～4年生対象。定員100人（抽
選）。保険料100円。昼食持参。□申9/20
㊌（必着）までに、往復はがきに氏名
（ふりがな）・学年・保護者氏名（ふり
がな）・郵便番号・住所・電話番号・
メールアドレス・当日の交通手段を記
入し、〒330-0074さいたま市浦和区北
浦和5-6-5浦和合同庁舎別館内ボーイス
カウト埼玉県連盟子どもゆめ基金助成
活動草加会場係へ。1枚に兄弟姉妹の
併記可。☎048-822-24635048-822-2155

村洋子さん。定員80人。保育（定員20
人）、手話通訳あり（いずれも要予
約）。□申10/6㊎までに子ども教育連携
推進室へ。こくちーず（QRコード）
からも可。☎922-34945928-1178

■インターナショナル・フレンドシッ
プパーティー　9/24㊐11時～14時　会
場はおあしす　民族の踊り、多国籍な
屋台　問市民参加推進課☎982-9685

■こしがや薪能　9/10㊐16時50分～20
時25分（荒天中止）　会場はこしがや
能楽堂　料金大人3500円、学生1000円
（全席自由）　問生涯学習課☎963-9307

■三郷ハワイアンフェス　9/23㊗10時
～17時〈雨天中止〉　会場はにおどり
公園　問三郷ハワイアンフェス運営委
員会☎090-7832-7538

■リサイクルフェア　10/1㊐　9時30
分～13時（小雨決行）　会場はリサイ
クルプラザ　リサイクル品販売など　
問リサイクルプラザ☎997-6696

■まつぶし町民まつり2017　10/15㊐
10時～15時30分　会場は松伏記念公園
ほか　問同まつり実行委員会事務局☎
991-1854

越谷市

三郷市

八潮市

吉川市

松伏町

部門 距離×人数

1・2年生女子

1・2年生男子

3・4年生女子

3・4年生男子

5・6年生女子

5・6年生男子

500m×4人

600m×4人

子育て講演会
「幼児期の子育て
～乳幼児の声の聴き方・
ノンバーバルコミュニケーション～」

記念
体育館

市民
体育館

中央
公民館

草加中

そうか
公園

事業名（コース名）

16時～17時

17時～18時

13時～15時

11時15分
～12時15分

15時～16時

16時～17時

9時～11時

11時～13時

9時～11時

11時～13時

14時～16時

15時～17時

9時～11時

実施日 曜日 時間 回数 対象 定員 月額 会場

3000円

6000円

6000円

2000円

1000円

1500円

15人 1000円

2000円30組

3000円

20人

20人

25人

各  
24人

各  
30人

各  
30人

各  
24人

6

4

4

4

3

6

8

8

8

㊊

㊎

㊌

㊎

㊊

㊌

㊏

㊏

㊏

小学生

年中・年長

18歳以上

18歳以上

18歳以上

18歳以上

18歳以上

年中・年長

幼児以上

10/16～11/27
（11/6を除く）

10/6～10/27

11/1～11/22

10/20～12/15
（11/3・17、
12/8を除く）

10/16～12/4

10/11～11/29

10/7～11/25

10/7～10/28

10/14～10/28

H25.4.2～
H27.4.1生まれ
の幼児と親

器械体操
教室

  幼児

 小学生

初心者バウンド
テニス教室

初級硬式テニス教室
　　　月曜コースA

中級硬式テニス教室
　　　月曜コースB

初級硬式テニス教室
　　　水曜コースA

中級硬式テニス教室
　　　水曜コースB

親子トランポリン
体操教室

幼児体操
跳び箱教室

Aコース

Bコース

ソフトテニス教室 

スポーツ吹矢教室 

空手道教室

スポーツ
教室参加者
募集

□申9/20㊌までに往復はがきに教室名・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で
も応募できます。応募多数の場合は抽選。☎928-63615
922-1513
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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

伊勢☎928-7820
■第9回草加松原展　9/14㊍～20㊌9時
～18時（14㊍は12時から）　草加市文
化会館フリースペースで　写真・絵画
・書・押し花・人形ほか　問染野☎08 
0-4364-1122
■食べて応援！東北復興支援販売会　
9/14㊍10時30分～15時　物産・観光情
報センターで　被災地で生産された
品々を販売します　問池島☎090-1408- 
6431
■彩の会展（油絵）　9/14㊍～18㊗10
時～18時（14㊍は13時から、18㊗は15
時まで）　アコスギャラリーで　風景
・静物画約30点展示　問多賀☎925-31 
07
■介護者サロン　「らくだ」9/15㊎　
わ～くわっく草加で　「こもれび」
9/28㊍市民活動センターで　いずれも
13時～15時　参加費100円　問介護者
支援の会草加酒井☎090-9245-2067
■ハロウィンのプリザーブドフラワー
作り　9/15㊎・10/13㊎勤労福祉会館
で　9/16㊏・25㊊・10/14㊏谷塚文化
センターで　各10時～　材料費込み20
00円　□申梅原☎090-8304-0579
■図書館ボランティア草加（L.V.S）
の説明と募集　9/16㊏10時～12時　中
央図書館2階集会室で　各部活動内容
紹介、館内案内ほか　問大貫☎090-46 
15-5204
■ゆうゆうまつり　9/16㊏10時～12時
　優優保育園で　バザー・模擬店（焼
きそば・フランクフルト・豆腐ドーナ
ツ・かき氷）・ゲームコーナーあり　
問優優父母の会内田☎920-3020
■介護者の集い「オアシス」　9/16㊏
10時～12時　中央公民館で　10/3㊋13
時30分～15時30分　氷川平成塾で　個
別相談お受けします　問山田☎928-53 
32
■書道体験　9～12月の第1・3㊋9時～
11時30分　であいの森で　有名書道家

■スポーツ吹矢体験会　9/6㊌・20㊌
・27㊌13時～15時　市民体育館で　1
回200円　□申石崎☎935-7231
■スポーツ吹矢体験会　9/8㊎・15㊎
・22㊎9時～11時　中央公民館で　初
心者歓迎　無料　問田岡☎090-4335-79
87
■司法書士による法律相談会　9/8㊎
17時～19時　物産・観光情報センター
で　問竹村☎920-5415
■スポーツ吹矢体験会　9/9㊏9時～11
時　柿木公民館で　初心者歓迎　用具
は不要です　無料　問山下☎931-7681
■スポーツ吹矢体験　9/9～23の㊏13
時～15時　八幡コミセンで　全3回　
参加費600円　□申山田☎944-8837
■そうか公園で「秋の虫の声を聞く
会」　9/9㊏18時30分～20時30分　集
合①獨協大駅東口17時45分②公園事務
所前18時15分　参加費100円（中学生
以下無料）　問加納☎935-3091
■八幡ダンスサークルフリーダンス　
9/10㊐13時20分～16時20分　谷塚文化
センターで　参加費500円　トライア
ル有　飲み物付　問千代田☎090-3574- 
3430
■わんNoteこらぼチャリティコンサ
ート　9/10㊐15時～16時30分（開場14
時30分）　草加市文化会館1Fレセプ
ションルームで　おとな1500円・こど
も1000円　問山本☎080-5001-6305
■スポーツ吹矢体験会　9/11㊊・25㊊
9時～11時　瀬崎コミセン集会室で　
初心者歓迎　無料　問下田☎080-5477 
-3719
■スポーツ吹矢体験会　9/12～10/3の
㊋15時～17時　新田西文化センターで
　初心者大歓迎　無料　問植木☎090-
2253-8475
■楽しいバレエ体験教室　9/13㊌・27
㊌17時10分～17時50分　谷塚文化セン
ターで　4歳～小学2年生男女対象　参
加費1回500円　□申プティバレエプラム

■悠々会絵画展　9/8㊎～13㊌10時～
17時（8㊎は13時から、13㊌は15時ま
で）　アコスギャラリーで　油絵・水
彩約40点　会員11人の珠玉の逸品　問
河津☎943-4208

の指導を1回200円で体験できます　問
稚心会大久保☎5942-0433
■みんなとママのわ「ピアサポート」
子ども向け福祉サービスについて　
9/20㊌10時～11時30分　松原ミニコミ
センで　母子参加可　参加費300円　
□申横田☎090-4245-8217
■読みきかせ入門講座「読みきかせの
基本」9/20㊌　「絵本紹介」10/18㊌
　いずれも13時30分～　中央公民館で
　定員20人　無料　□申読書ボランティ
ア連絡会青柳☎5929-2502
■朗読と抒情歌を楽しむ会　9/21㊍・
27㊌12時開場12時30分開演　草加市文
化会館レセプションルームで　入場無
料　問大野☎090-8318-8796
■ダンススポーツ交流会　9/23㊗13時
20分～16時15分　谷塚文化センターで
　参加費500円　飲物付　競技選手等
男女リボン多数待機　ミキシング・ト
ライアル　問川端☎935-9861
■歴史学講座「再成塾」日本の経済学
の開祖太宰春台[江戸時代]と「経世済
民」の論者たち　9/23㊗13時30分～16
時30分　草加市文化会館で　問小嶋☎
090-1261-7366
■第12回カラオケ発表会「コスモスま
つり」　9/24㊐10時開演　中央公民館
で　ゲスト・山口ひろみ　コスモスの
花で飾られた綺麗な舞台です　問秋桜
の会高橋☎090-3902-7570
■フリーダンスパーティー　9/24㊐13
時15分～16時15分　谷塚文化センター
で　軽飲食付　男女競技選手多数待機
　参加費700円　問氷川ダンス倶楽部
太田☎090-3520-7309
■映画で中国文化を学ぶ「ムーラン」
　9/24㊐13時30分～16時　中央公民館
で　参加費300円　諸資料、茶菓懇親
会あり　□申サークル中国大好き武藤☎
090-3574-1031
■合気道無料体験会　9/24㊐15時～16
時　草加中学校柔道場で　小学生以上

の男女対象　駐車場有り　問合気研究
所小形☎090-2200-1140
■不登校相談会　9/27㊌15時30分～16
時50分　草加市文化会館第2研修室で
　不登校に悩む生徒・保護者対象　問
そうか不登校支援ネット森泉☎932-51 
39
■講座「平和をつくる」　9/27㊌18時
～20時　勤労福祉会館で　参加費無料
　どなたでも参加できます　直接来場
ください　問ピースカフェオレ（草加
市平和委員会）今村☎090-5791-5365
■護国寺・雑司ヶ谷周辺史跡巡り　
9/30㊏8時30分草加駅改札内集合　壮
大な護国寺を拝観　定員50人　参加費
600円　交通費別途　昼食持参　□申草
加史談会浅古☎924-3403
■遺言書の書き方と終活を学ぼう　
9/30㊏10時～12時　アコスA会議室で
　一般対象　定員15人　参加費無料　
□申遺言相続後見ネット☎946-5152
■ジュニアクラシックバレエ発表会　
9/30㊏17時15分～　中央公民館で　無
料　問酒田☎090-4938-8851
■障害年金・成年後見無料相談会　
10/1㊐13時～16時　市民活動センター
で　参加制限無　定員10人　□申障害年
金・成年後見サポートチーム新坂☎08 
0-6528-7364
■わかばの会サークル展　10/4㊌～8
㊐10時～18時（4㊌は13時から）　ア
コスギャラリー（6F）で　油彩画30
点を展示　問田中☎090-8464-0742
■健康らくらく講座「知って安心上手
に活用・成年後見制度」　10/6㊎10時
～12時　川柳文化センターで　定員50
人　無料　□申みんなのまち草の根ネッ
トの会青柳☎5929-2502
■文化祭俳句大会　11/23㊗10時～16
時30分勤労福祉会館で　事前投句2句
一組1000円（10/3締切）　大会当日1
句1000円　草加宿神明庵に案内あり　
問草加市俳句連盟大塚☎925-5135

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。

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）。

■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

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

☎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。

休日当番医
QRコード

㈲東洋開発
竹内セントラル㈱
㈲東洋開発
㈲駒崎設備
㈲平和電気商会

両新田西町246
苗塚町438-16
両新田西町246
氷川町818-3
住吉1-12-5

☎928-5520
☎928-5525
☎928-5520
☎924-4136
☎924-3071

9/ 9㊏
    10㊐
   16㊏
   17㊐
18㊗

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

9/10㊐

9/17㊐

9/18㊗

内科
外科
内科
外科
内科
外科
歯科

あさこ小児科内科医院
かがわ医院
大里内科医院
いまじょうクリニック
ハーモネスタワークリニック
草加松原整形外科
桑原歯科医院

高砂2-2-31
草加3-8-21
氷川町178-2
旭町6-1-17
松原1-1-6 3Ｆ
松江2-3-50
花栗4-13-24

☎922-2517
☎942-6062
☎925-3118
☎941-2140
☎942-7111
☎935-4838
☎941-7591

　月　日　 診療科 当番医名 住　所 電話番号



5年以上の実践経験と615時
間以上の認定看護師教育を
修め認定看護師認定審査に
合格した看護師。
実践・指導
・相談の役
割を果たし、
看護の質の
向上に努め
ている。

　19・20日、柿木公民館の柿木ス
ペシャル子ども新聞編集委員の小
学生が避難所生活を体験しました。
炊き出しや停電を体験した記事は
9月発行の同子ども新聞に
掲載されます。

　22日、
夏休み草加っ子

相撲が西町小で開催
され、関脇御嶽海関に

草加っ子豆力士が挑みま
した。全小学校に土俵がある
草加市では、全児童が相撲
に親しんでいます。軽々と
持ち上げられると客席からは
声援と歓声が上がっていました。

■日　時　10月11日㈬・25㈬、11月8日㈬・22㈬
　　　　　午後2時～3時30分
■会　場　中央図書館
■講　師　渡辺俊雄（映画評論家）
■定　員　30人
■受講料　4000円（全4回）
　フランス、イタリアなどヨーロッパ映画を中心に、名作を彩
った映画音楽の作られた背景、歴史など、映画好きな人にもそ
うでない人にも興味深いエピソードを紹介します。
□申 9月6日㈬から生涯学習課へ。住所・氏名・年齢・電話番号・
受講歴を明記しファクス・Ｅメール（QRコード）でも可。☎
922-28195922-3498

映画評論家。1949年、東京都生まれ。
1972年、アナウンサーとしてNHK
入局。1998年から「衛星映画劇場
支配人」として映画関連番組の
編成、制作、解説等を担当。
現在はNHKエンタープライ
ズに所属、「映画の語り部」
として各地で活動中。

　19日、子ども大学そうかの
受講生たちが新聞記者を体験。
記事・写真・レイアウトを新
聞社で学び、大型輪転機を
見学しました。（写真下）

　10日、アコス北館前で雨水や残り
水を持ち寄り、打ち水を行いました。
参加した多くの子どもたちは楽しみ
ながら打ち水前後の涼感効果を感じ
ていました。（写真上）

　ウオーキングしながら健康づくりを題材としたクイズ
に答えるなぞときクイズラリー。家族で知恵を合わせて
健康家族になろう。
■日　　時　10月15日㈰午前9時～正午
■集合場所　綾瀬川左岸広場
■対　　象　小学生と保護者
■定　　員　50組（1組4人まで）

　私たちの命と健康を支える市立病院には、豊かな実
践経験と専門知識を兼ね備えた認定看護師がおり、病
院内のさまざまな看護分野で活躍しています。認定看
護師会では、そうした専門知識をわかりやすく市民に伝え、日常生
活の中で役立ててもらおうと市民公開講座を開催しています。今回
は災害に詳しいスタッフが災害拠点病院に指定されている市立病院
の災害時の役割と、いつか突然来るかもしれない災害にあわてず対
処できる方法を紹介します。家族皆さんで参加してください。
■日時　10月21日㈯午後2時～4時
■会場　市立病院本館3階講堂
■内容　持病のある人の対処法、備蓄品不足時の対応法ほか
■定員　50人
□申 9月6日㈬からの午後2時～4時に市立病院看護部へ（土・日曜日を
除く）。☎946-2200◯内3101

⃞申 9月6日㈬午前9時から電話で草加
市体育協会へ。
☎928-63615922-1513

大災害発生時、近隣の病院を
支援し医療の中心となる病院。
耐震建物・水・食糧・衛星電
話を備え、災害派遣医療チー
ムDMAT隊を保有する。平
成26年、県
東部南地区
で最初に市
立病院が指
定された。

問生涯学習課☎922-28195922-3498

問市立病院看護部☎946-2200◯内3101

認定看護師とは 災害拠点病院とは
「映画音楽の魅力 PartⅡ」

市立病院市民公開講座

そうか市民大学　後期講座
「自分をつくる・人と出会う・まちをつくる」

講師紹介

「知って得する、
　災害時における心得」

前回大好評につき、
お申し込みはお早めに

市立病院の
スタッフが
教えます

8月かどまちごとでき

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9月5日号

市の人口　平成29年8月1日現在　24万7796人（男12万5798人・女12万1998人）／前月比37人減／世帯数11万4223世帯
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