
始まりました！みんなで介護予防！始まりました！みんなで介護予防！
～一人でやるより、みんなで楽しく　パリポリくん健康体操で健康長寿～

ジャンプ教室とは？ジャンプ教室とは？ パリポリくん健康体操

元気なうちから始めてみませんか？
お気軽にご相談ください！

元気なうちから始めてみませんか？
お気軽にご相談ください！

　体操教室の運営から講師まで、町会やサ
ークル等の地域の皆さんが主体となって、
身近な場所で、パリポリくん健康体操を行う
取り組みです。

　草加市リハビリテーション連絡協議会、地域包括
支援センター、草加市で考案し、埼玉県立大学の田
口孝行教授にも指導いただいた市独自の介護予防体操。認知症予防
や口腔体操など7項目27種類を盛り込み、体力に自信のない人でもで
きる簡単な体操です。健康づくりのツールとして、市民の皆さんに
広く親しんでもらい、健康づくり・介護予防をさらに進めていきま
す。パリポリくん健康体操は、市ホームページでも紹介しています。

指の運動上級
編。できなく
ても大丈夫！

動かそうとす
ることが脳の
活性化につな
がります！！

　体操教室を体験！講師を派遣しますので、
どなたも安心して体験できます！

STEP1STEP1 プレジャンプ教室の実施

　パリポリくん体操の指導技術を習得！
仲間とともに行う健康づくりのリーダーに

STEP 2STEP 2 リーダー養成講座の受講

STEP 3STEP 3 ジャンプ教室の開催

問長寿支援課　☎922-2862　5922-3279

指運動「3本・2本」指運動「3本・2本」

バランス運動。
転倒予防に効
果的！

左右への重心
移動で足の筋
力強化と体幹
ストレッチ

横ステップしてトス横ステップしてトス

たんぽぽたんぽぽ

活動場所：社会福祉活動センター活動場所：社会福祉活動センター

新田平成塾新田平成塾

活動場所：新田小学校活動場所：新田小学校

旭町団地旭町団地

活動場所：旭町団地会館活動場所：旭町団地会館

ワンコインサロンワンコインサロン

活動場所：谷塚南ミニコミセン活動場所：谷塚南ミニコミセン

小山町町会小山町町会

活動場所：小山町会館活動場所：小山町会館

10月から市内各地で
10月から市内各地で

ジャンプ教室

スタート!!
ジャンプ教室

スタート!!

パリポリくん健康
体操はこちらから
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■8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0.10／最小値0.10（市役所前）

　市の審議会等を傍聴できます。
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週間前までに担当事
務局へ連絡を。
■小中学校通学区域審議会＜学
務課☎922-26745928-1178＞…
10月4日㈬午前10時～　ぶぎん
草加ビル教育委員会会議室で

　子どもの見守り活動・地域のパトロール活動をしている皆さん、
犯罪から身を守る方法やパトロール方法などを講習・実習を通じ
て学び、パトロール活動のレベルアップを図りませんか。詳細は
右表のとおり。全4回（1回のみの受講も可）。なお、今期の内
容は万引被害防止など、事業者にも役立つものとなっています。
■会場　勤労福祉会館
■対象　18歳以上の市内在住・在勤・在学者
■定員　各回50人

日時

①

②

③

④

講座名（講師）

10月29日㈰
午後2時～
4時30分

11月5日㈰
午後2時～
4時30分

11月12日㈰
午後2時～
4時30分

11月19日㈰
午後2時～
4時30分

パトロール基礎
（日本ガーディアン・エン
ジェルス隊員）

万引被害等防止
（草加警察署・全国万引犯
罪防止機構会員）

ほっとライフ
（警備会社社員）

パトロール活動実践
（日本ガーディアン・エン
ジェルス隊員）

■勤務時間
1 日 当 た り 　　

1週間当たり　
■休暇の種類
①年次有給休暇　年20日を限度として付与

（平成28年度の平均取得
日数9.2日）

②病気休暇（有給）　3か月以内（公務災害
を除く）

③特別休暇（有給）　出産休暇、忌引、夏
季休暇、リフレッシ
ュ休暇等

④介護休暇（無給）　6か月以内

■育児休業、部分休業の取得状況
　育児休業は、市長事務部局で30人、市立病
院で22人、教育委員会で3人の計55人が取得
しました。
　部分休業は、小学校就学までの子を養育し
ている場合、1日2時間まで勤務しないことが
できる制度です。市長事務部局で11人、市立
病院で28人、教育委員会で2人の計41人が取
得しました。
■時間外勤務の状況

■分限処分　休職処分11人（病気休職）
　分限処分とは、職責を果たせない場合に、
降任、免職、休職、降給を任命権者（市長
等）が行う処分です。
■懲戒処分　なし
　懲戒処分とは、職員の職務専念義務違反等
の道義的責任を問うもので、戒告、減給、停
職、免職を任命権者（市長等）が行う処分です。
■希望降任　なし

■職務専念義務免除等
職務専念義務免除　1487件（人間ドック、研
修等）
■営利企業等従事の許可　許可件数80件
■公益通報　0件
　公益通報とは、公益を守るために、職員が
職務上知り得た他の職員の行政運営上の違法
な行為などを第三者委員会に通報することで
す。

■研修の概要
①階層別能力開発研修　新規採用職員研修、
中級職員研修、上級職員研修等
②派遣研修　自治大学校派遣研修、彩の国
さいたま人づくり広域連合派遣研修、民間
企業派遣研修等
③自己啓発　通信教育講座
④組織・人材開発　課題別研修等
■職員の勤務成績の評価方法及び活用方法
の概要等
　人材育成システムにおいて、年2回勤務
成績の評価を行っています。これらの評価
結果は、副参事級以上の職員と所属長の勤
勉手当に反映させるとともに、人事異動や
昇格等の資料として活用しています。

■福利厚生制度の概要
①埼玉県市町村職員共済組合　短期給付
（健康保険）、長期給付（年金）、福祉事
業（保健、貸付、保養所等）
②健康診断　定期健康診断、特殊健康診断
を実施
③外部委託（アウトソーシング）によるレ
クリエーション施設等の提供
④厚生部活動への補助　なし
■公務災害の発生状況

■勤務条件に関する措置の要求　なし
　職員が給与や勤務時間について、公平委
員会にそれらの改善を要求できる制度です。
■不利益処分に関する審査請求　なし
　職員が任命権者（市長等）により不利益
な処分を受けたと思うときに、公平委員会
に審査請求ができる制度です。

7時間45分（午前8時30分～
午後5時15分）
38時間45分

※（  ）内は各区分の合計
※再任用制度は、働く意欲や能力のある定年退職者をあらためて
採用できる制度で、市では平成14年度から導入しています。

■職種別職員数（平成29年3月1日現在）、
採用者数、再任用者数及び退職者数（単位：人）

市長事務部局

市立病院
（医療職を除く）

議会事務局

教育委員会
（学校等を除く）

選挙管理委員会

監査委員事務局

農業委員会

上下水道部

合計（平均）

15万5665

3699

950

7697

326

373

0

4003

17万2713

943

36

11

77

3

6

1

47

1124

165

103

86

100

109

62

0

85

（平均）154

14

9

7

8

9

5

0

7

（平均）13

部局

時間外
総時間数
（時間）

対象職員
数（人）

一人当たりの
月間時間数
（時間）

一人当たりの
年間時間数
（時間）

※上記には、休日勤務を含んでいます。
※1年の間に職員の異動等があるため、対象職員数は月当たりの平均職員
数です。
※一人当たり時間数の数値は少数点第1位を四捨五入しています。

市長事務部局

市立病院

議会事務局

教育委員会

選挙管理委員会

監査委員事務局

農業委員会

上下水道部

合計

公務災害

4

15

―

3

―

―

―

―

22

部局 区分 計  

4

15

―

3

―

―

―

―

22

通勤災害

―

―

―

―

―

―

―

―

0

（単位：件）

人事状況を公表平成28年度
　平成28年4月1日から同29年3
月31日までの、市の人事行政の
運営状況をお知らせします。
問職員課☎922-09835922-3098

職員数や採用・退職に関する状況1

勤務時間やその他の勤務条件の状況2

分限及び懲戒処分等の状況3

服務の状況4

研修及び勤務成績の評定の状況5

福祉及び利益の保護の状況6

市長事務部局
　　事務
　　技師
　　保育士
　　保健師・看護師
　　その他
市立病院
　　事務
　　医師
　　薬剤師
　　技師
　　助産師・看護師
　　その他
議会事務局
　　事務
教育委員会
　　事務
　　技師
　　指導主事
　　調理士
選挙管理委員会
　　事務
監査委員事務局
　　事務
農業委員会
　　事務
上下水道部
　　事務
　　技師
　　　　合計

（14）
13
1
―
―
―
（2）
―
―
―
―
2
―
―
―
（3）
3
―
―
―
―
―
―
―
―
―
（1）
1
―
20

（75）
48
3
17
2
5

（59）
―
34
3
4
16
2
―
―

（14）
4
―
8
2
―
―
―
―
―
―
（3）
3
―

151

（941）
539
112
211
34
45

（549）
23
84
19
49
340
34
（11）
11

（127）
52
3
22
50
（3）
3
（5）
5
（1）
1

（47）
26
21

1684

（57）
28
16
6
1
6

（46）
2
20
―
2
22
―
（1）
1

（16）
6
1
6
3
（1）
1
（1）
1
―
―
（5）
2
3

127

採用者数人数 再任用者数 退職者数部局

審議会等の
開催日程 安全安心アカデミー開講

□申10月13日㈮までにくらし安全課へ。ファクス、メールも可。
　☎922-36075922-1030kurashianzen@city.soka.saitama.jp
□申



地域の見守り活動を応援
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　○PM2.5（単位：マイクログラム／㎥）最大値27.7／最小値2.5（花栗中学校内）　○給食の放射性物質の検出なし

　都市計画マスタープランの改定版の冊子が完成しました。この計
画書には、人口減少や少子化・超高齢社会の進展、公共資産の老朽
化、防災リスクの高まり、地域経済の衰退など、様々なまちの課題
に対応しながら、だれもが身近な場所で、いつまでも安心して暮ら
せる持続可能なまちをつくり出していくための、総合的なまちづく
りをまとめています。市内を11地区に分けて、各地区の人口推計や
都市基盤の整備状況、地域資源などの豊富なデータも盛り込み、ま
ちづくり活動を進める際の「まちづくりの参考書」となるように作
成しました。冊子は1部500円で販売します。

■どんなことが書かれているの？
　「少子化・超高齢社会にどう対応するか」、「増えていく空き家
を地域のためにどう活用するか」、「市民、事業者、行政がどのよう
に連携を図るべきか」など、誰もが住みやすいまちを目指し、一人
ひとりが考えるための内容となっていて、3章で構成されています。
第1章「全体方針」
　第四次草加市総合振興計画に掲げる「まちの将来像」実現のため、
「土地利用方針」のほか、「防災」、「道路・交通」、「公園・緑
地」、「生活環境」、「住宅政策」、「風景・にぎわい」の6分野
に分け、総合的なまちづくりの方向性をまとめています。
第2章「地区別方針」
　町会のコミュニティブロックごとの人口推計や都市基盤の整備状
況、地区の課題や資源などのデータ分析と、地区別懇談会等で寄せ
られた意見を総合し、地区ごとのまちづくりの方向性をまとめてい
ます。
第3章「実現化方策」
　今後のまちづくりを進めるために、どのように段階を経て、市民
・事業者・行政などで役割分担を行い、連携していくかをまとめて
います。

■どんな特徴があるの？
　市民が身近な場所で、いつまでも安心して暮らせる持続可能なま
ちをつくり出していくための特徴が3つあります。
特徴①　様々なまちの課題に対応
　少子化・超高齢社会の進展、公共資産の老朽化など、市が直面す
る様々な課題に対応し、土地利用や都市施設の整備といった従来の
ハード整備だけでなく、福祉・子育て・コミュニティづくりなど幅
広い分野で、ソフト施策にも目を配った内容となっています。
特徴②　感覚ではなく、データ解析による方針づくり
　まちづくりの方針を、市民の皆さんの意見に加えて、人口推計、
都市基盤の整備状況、地区の課題と資源などのデータに基づき作成
しています。客観的データを豊富に盛り込むことで、まちづくり活
動を始めるきっかけとしてもらいたいとの思いを込めています。
特徴③　実現への道を明らかにするため、まちづくりを戦略化
　今後直面する喫緊の課題に対応するため、「超高齢社会への対
応」「人口減少への対応」「災害につよいまちづくり」「コミュニ
ティづくり」の4テーマに分けて優先して取り組むべき方針をピッ
クアップ、短期・中期・長期に分けて取り組むべき時期を明らかに
しています。

 ぜひ手にとってください
　計画書はA4判フルカラーで316ペー
ジ。市ホームページ、市公共施設で閲
覧できるほか、都市計画課、情報コー
ナー、中央図書館で1部500円で販売
します（限定300部）。これからのま
ちづくりの要素が詰まっています。ぜ
ひ一度手にとってみてください。

問都市計画課☎922-17905922-3145

「まちづくりの基本となる計画　
 　　　　　　　　　　　　 

　一昨年の税制改正による相続税がかかる額の
引き下げや、空き家対策特別措置法の施行等で、
相続で生じる子世代の負担を心配する人が増えています。
　「相続に漠然とした不安がある」「そろそろ準備をと思っても、
法律や税金のことは難しくてわからない」という人のため、弁護士、
税理士を講師に法律と税務の講座を2日間にわたり開催します。相
続・贈与とはどのようなものなのか、まずは聞いてみませんか。
■日　時　10月23日㈪・30日㈪午後1時30分～3時30分
■会　場　中央公民館
■講　師　弁護士・税理士
■対　象　草加市・越谷市・八潮市・三郷市・吉川市・松伏町・
　　　　　川口市・足立区在住者
■定　員　50人

　災害時や日常生活の中で困ったときに提示して支援を求める「ヘ
ルプカード」を希望者に無料配布します。障がい者や難病患者など
必要に応じて利用してもらえます。
　カードは折りたたむと運転免許証と同じサイズになり、緊急連絡
先や障がい・病気の特徴、飲んでいる薬、アレルギー、かかりつけ
医、「配慮してほしいこと」を書き込めます。
■配布場所　障がい福祉課、子育て支援センター、草加保健所ほか
市公共施設等。市ホームページでも入手可。

　対象者に9月下旬に受診通知を郵送します。接種時は事前に希望
の市内指定医療機関に連絡し、時間等を確認してください。
■対　象　市内在住の①65歳以上の人（期間中に65歳になる人を含

む）②60歳以上65歳未満で心臓・腎臓・呼吸器またはヒ
ト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障がいで身体障害
者手帳1級を有する人。

■期　間　10月1日㈰～平成30年1月31日㈬
■場　所　通知に記載されている市内指定医療機関

■費用　1500円（75歳以上の人・生活保護の人
・中国残留邦人等支援給付受給者は無料）※非課
税世帯の人は有料。県外で接種する人への助成は
ありません。
　対象②の人は保健センターへ申し込んでくださ
い（昨年までに申し込んで接種した人は不要）。県内のかかりつけ
医での接種を希望する人は保健センターに問い合わせてください。

ヘルプカード
無料配布

高年者等の
インフルエンザ予防接種

市民法律・
　　税務講座　

問障がい福祉課☎922-14365922-1153

問保健センター☎922-02005922-1516

□申9月21日㈭から広聴相談課へ。
　☎922-05665922-3173
□申

いざ！という時の情報伝達 相続・贈与を知って安心

草加市都市計画マスタープラン
2017-2035 」の冊子完成

10/2㈪から販売開始

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③2017年9月20日号市政情報



④ 2017年9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。

交通災害共済は10月から会費半額

水道メーターの取り替え

子ども・親子向け

　平成29年度分の交通災害共済の会費
は10/1㊐申し込み分から半額の400円
になります。同共済は、交通事故で災
害を受けた会員に対して死亡160万円、
入院1日につき3000円、通院1日につき
1000円などの見舞金を支給する制度で
す。万一の交通事故に備えて加入しま
しょう。なお、本制度は今年度受付分
で廃止となります（見舞金請求は平成
31年度まで受け付けます）。□申会費を
添えて交通対策課・各サービスセンタ
ー・市内金融機関（郵便局を除く）へ。
☎922-16415922-1030

　10/14㊏14時～16時。八戸藩南部氏
について江戸幕府との関係、参勤交代
と日光街道について講演。会場は歴史
民俗資料館。定員60人。□申9/21㊍から
電話で同館へ。☎5922-0402

埼玉物産展＆地場産まつり

テーピング講習会

折り紙体験教室

　市内では購入することができない県
自慢の逸品を販売します。
■日時　10/8㊐～22㊐10時～18時
■会場　伝統産業展示室「ぱりっせ」
■内容　8㊐には大判せんべい手焼き
体験（要予約）、地酒の試飲・販売、
カワイのメンチカツ、王さんの手包み
餃子、もつ焼き
田中、コーヒー
や焼き菓子、バ
ウムクーヘンな
どの販売イベン
トを行います。
問ぱりっせ☎5931-1970

　10/12㊍・20㊎9時30分～12時、26㊍
13時30分～15時。会場は八幡コミセ
ン。定員各15人。参加費150円。はさ
み・のり・持ち帰り用の袋持参。□申9/
21㊍から同コミセンへ。☎5935-4878

　スポーツ活動でのひざや手首、足首
などけがの予防や再発防止に役立つテ
ーピングの知識と技術を習得する講習
会を開催します。10/22㊐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。半袖シ
ャツ・短パンで。上履き・はさみ持
参。□申9/21㊍から電話で草加市体育協
会へ。☎928-63615922-1513

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
■プリザーブドフラワー和風アレンジ
　10/19㊍　会場は草加市文化会館、
11/2㊍　会場は谷塚文化センター。い
ずれも10時～11時30分。定員各8人。
材料費2000円。はさみ・持ち帰り用の
袋持参
■着付け入門講座　10/24㊋・31㊋、
11/7㊋。いずれも13時30分～15時30分。
全3回。会場は草加市文化会館。定員8

レバーハープ教室

親子体操教室

　11/11㊏・12㊐14時～17時。全2回。
会場は草加市文化会館。定員18人。講
師は鷺谷清子さん。小学4年生以上対
象。□申9/21㊍から同館ほかで配布する
申込用紙に必要事項を記入し〒340-001
3松江1-1-5草加市文化会館「レバーハ
ープ教室」係へ。☎931-93265936-4690

　10/14㊏10時草加北ミニコミセン集
合。会場は野口農園。1歳以上の未就
学児と保護者対象。定員40組。参加費
450円（1家族3株）。□申9/21㊍9時から
電話で保育ステーションへ。☎920-11 
20

　10/26～12/7の㊍（11/23を除く）11
時～12時。全6回。会場は記念体育館。
平成25年4/2～同27年4/1生まれの幼児
と保護者対象。定員30組。参加費3000
円。□申10/5㊍（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からでも可。
応募多数の場合は抽選。☎928-63615 
922-1513

　10/21㊏、11/11㊏。8時市民温水プ
ール駐車場集合。全2回。18歳以上対
象。安全に走行するためのルールやパ
ンク修理などの講習・ミニツーリング。
定員15人。参加費1000円。ヘルメット
（無い人は要相談）・スポーツサイク
ル持参。□申9/21㊍から電話で草加市体
育協会へ。☎928-63615922-1513

　生産緑地地区の変更をするため、当
該都市計画の変更案の縦覧を行います。
期間は9/29㊎～10/13㊎（㊏・㊐・㊗
を除く）。場所は都市計画課。意見等
は縦覧場所にある意見書に必要事項を
記載し10/13㊎（必着）までに同課へ。
問同課☎922-17905922-3145

　9/23㊗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☎5931-1970

■はつらつバルーン体操　10/3㊋13時
30分～14時30分。会場は八幡コミセン。
ボール等を使った介護予防運動や体操。
65歳以上で軽い運動ができる人対象。
定員40人。上履き持参。□申9/25㊊9時

から川柳・新田東部（包）へ。☎932-70
075931-0993
■介護者のつどい　10/6㊎13時15分～
14時45分。会場は中央公民館。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
■笑いと音楽のハーモニー　10/13㊎
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9/ 
21㊍から新田（包）へ。☎946-052059
46-0523
■認知症サポーター養成講座　10/14
㊏10時30分～12時。会場は苗塚会館
（苗塚町322）。認知症の理解や認知
症の人との接し方。市内在住・在勤・
在学で認知症に興味・関心のある人対
象。定員20人。□申9/21㊍から安行
（包）へ。☎921-21215928-8989

地域包括支援センター（包）
介護予防教室・介護者のつどい

生産緑地地区都市計画
変更（案）の縦覧

草加の地場産業
「レザークラフト体験」

　10/6㊎18時30分開映。会場は草加市
文化会館。1957年に公開された鞍馬天
狗の活躍を描いた痛快娯楽時代劇を上
映します。監督河野壽一、出演東千代
之介、千原しのぶほか。当日直接会場
へ。問同館☎931-93255936-4690

草文キネマ劇場
「鞍馬天狗　御用盗異聞」

600kcalのヘルシーコース料理教室

企画展講座「草加宿を通った東北の
大名たち」̶ 八戸藩の参勤交代̶

秋だね！！みんなとわいわい
さつまいもほり

地域サイクリングクラブ
「ツール・ド・そうか」入門講習

ふれあいの里健康講座　9/22㊎～10/23㊊。対象は中央、高
砂、神明、氷川、吉町、松原。上下水
道部から通知配布後、身分証明書を携
帯した指定の工事業者が取り替えに伺
います。給水装置に異常が見つかった
場合の修理費用は有償です（その場で
の現金請求はありません）。問水道営
業課☎927-22205927-1561

　みなみ草加クリニックの白井将志院
長による胃がん・大腸がんの予防や治
療方法などについての講演。10/14㊏
13時30分～14時10分。会場はふれあい
の里。定員70人。問ふれあいの里☎92
0-62225920-6251

草加市華道展

　10/7㊏・8㊐10時30分～18時（8㊐は
17時まで）。会場はアコスホール。流
派を問わず、100点以上の作品展示や
ミニ花の販売、生け花体験（体験は14
時～、各日10人）を行います。問文化
観光課☎922-29685922-3406

高砂コミセンまつり

　10/8㊐10時～16時。会場は高砂コミ
セン。「世代を超えた交流」をテーマ
にした舞台発表や水彩画・絵手紙など
の作品展示、模擬店など。問同コミセ
ン☎5920-3066

　10/11㊌10時～13時。会場は保健セ
ンター。白身魚のポワレ・キノコのポ
タージュほか600kcalのコース料理。
定員15人。材料費600円。三角巾・布

巾2枚持参。□申9/21㊍から保健センタ
ーへ。☎922-02005922-1516

人。着物一式持参
■自彊術　10/25㊌14時～15時30分。
会場は中央公民館。定員20人。バスタ
オル持参
■初めての日本の民踊・盆踊り　11/1
㊌・8㊌・22㊌。いずれも10時～12時。
会場は稲荷コミセン。定員30人。上履
き持参

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

9/21㊍～30㊏は「秋の全国交通安全運動」期間。車も歩行者も安全な通行を！

・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

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

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



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20日号

▼すくすくクラブ　9/26㊋10時～12時
　手遊び・読み聞かせほか　乳幼児と
保護者対象　
▼朗読塾こだま　10/2㊊13時30分開演
　「最後の運動会」ほか
▼チャレラン大会　10/8㊐10時～11時
30分　豆つかみ皿移しほか　幼児（保
護者同伴）～中学生対象　定員30人
▼谷塚文化センターまつり　10/21㊏
10時30分～17時・22㊐10時30分～14時
30分　利用団体の成果発表・模擬店　
移転10周年記念ピアノコンサート　
10/20㊎17時～　出演は川口兄弟　4歳
以上対象　定員300人（要整理券）　□申
10/6㊎から同センターで整理券（1人2
枚まで）配布
▼文学講座「芭蕉と曽良」11/2㊍奥の
細道の謎と謎の旅人曽良・9㊍・16㊍
いずれも13時30分～15時　定員各20人
▼草加市親善囲碁将棋大会　11/26㊐
10時～16時　定員112人　参加費1000
円・高校生以下500円（昼食代別途500
円）　□申10/31㊋までに同センターへ

▼おはなしの時間　9/27㊌10時30分～
11時　読みきかせ・手遊びほか　乳幼
児と保護者対象
▼おもちゃの病院　10/9㊗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　10/12㊍10時～
11時30分　ハロウィンを楽しもう　乳
幼児と保護者対象　

▼中央公民館まつり　9/30㊏10時30分
～19時、10/1㊐10時～16時　利用団体
の成果発表・模擬店・防災イベント　
ゲストは三遊亭春馬さんほか　駐車場、
図書室（9/27㊌～10/1㊐）の利用不可
▼こころを結ぶ光のひろば　10/3㊋10
時～12時　視覚障がいに関する相談コ
ーナーほか
▼SKT24高年者健康エクササイズ　
10/10、11/7、12/12、平成30年1/9、
2/13、3/13の㊋10時～12時　全6回　
軽体操　60歳以上（前期受講した人を
除く）対象　定員70人
▼フレンドリーコンサート　10/15㊐
14時開演　出演は李玲花・草加フィル
ハーモニー管弦楽団　チャイコフスキ
ー「バイオリン協奏曲（第1楽章）」
ほか　定員400人（当日先着順）
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
10/18㊌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　10/20㊎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｣
　10/20㊎13時30分～　胎教と友だち
づくり　初妊婦対象
▼折り紙教室　10/21㊏10時～12時　

　10/10～11/28の㊋17時～18時30分。
全8回。会場は市民体育館。卓球経験
のある小学生～高校生対象。定員20人。
参加費4000円。あればラケット持参。
□申9/21㊍から電話で草加市体育協会へ。
☎928-63615922-1513

　欠員等が生じたときに任用します。
勤務はいずれも11月～平成30年3月の
㊊～㊎8時30分～17時のうち指定する
時間。交通費支給（条件及び上限あ
り）。面接は10月初旬を予定。職種は
以下のとおり。
■学習補助員　1日6時間で月15日。時
給900円（教員免許所有者1190円）
■学校司書　1日4時間で月12日。時給
900円
■国際理解教育補助員　1日6時間で月
10日。時給970円
■学力向上推進補助員　1日6時間で月
15日。要教員免許。時給1190円
□申9/29㊎までに指導課で配布する応募
用紙（市ホームページでも入手可）に
記入し同課へ。☎922-27485928-1178

勤労青少年ホーム臨時休館

　10/12㊍13時～21時30分は館内消毒
のため休館します。問勤労青少年ホー
ム☎928-55505928-9632

▼ロビー　青柳平成塾作品展…9/29㊎
～10/4㊌　切手展…10/11㊌～24㊋
▼夕焼けコンサート　10/3㊋16時～17
時　出演は川柳中吹奏楽部
▼ホタルの里親教室　10/7㊏9時30分
～11時　平成30年5月下旬までの飼育

小・中学校臨時職員の登録者募集

ジュニア卓球
レベルアップレッスン

指導（自宅での飼育費用は自己負担）
▼おはなしの広場　10/13㊎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
▼おもちゃ病院　10/20㊎10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼川柳文化センターまつり　10/28㊏
10時30分～16時・29㊐10時～14時30分
　利用団体の成果発表・模擬店・バザ
ーほか　期間中の駐車場の利用不可
▼自然を楽しむ教室「サケのふるさと
を訪ねてみよう」　11/12㊐8時～17時
　バスで日立市・常陸大宮市の久慈川
へ　定員25人　参加費750円（小学生
以下400円）

▼すくすくクラブ　10/12㊍10時～11
時30分　手遊び・子育て相談ほか　乳
幼児と保護者対象
▼新里文化センターまつり　10/14㊏9
時45分～16時・15㊐10時～15時　利用
団体の成果発表・模擬店・健康チェッ
クほか　期間中の駐車場、図書室（10 
/13㊎～16㊊）の利用不可
▼子育て講座「仕事も！子育ても！素
敵なキャリアママに」　10/19㊍・26
㊍10時～12時　全2回　簡単調理実習
・現役園長先生から学ぶ講座　1～3歳
と保護者・妊婦対象　定員15組（保育
あり）　材料費500円
▼陶芸教室　10/20㊎、11/10㊎10時～
12時　全2回　時計作り　成人対象　
定員10人　参加費1000円　
▼おもちゃの病院　10/27㊎10時～12
時　おもちゃの無料修理　部品代実費
　1人2点まで
▼ハロウィンパーティー　10/30㊊9時
50分～10時50分　未就学児と保護者対
象　定員10組　参加費500円　
▼そば（新そば）打ち体験教室　11/ 
12㊐10時～15時　成人対象　定員10人 

　参加費2500円　試食あり　

▼ママといっしょにおはなし会　9/25
㊊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　10/2㊊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」　
10/2㊊10時～12時　ハロウィン工作・
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まつり　10/7㊏
・8㊐いずれも10時～　利用団体の成
果発表・模擬店・バザーほか　期間中
の駐車場、図書館（10/5㊍～8㊐）の
利用不可
▼親子でスキンシップ　10/8㊐11時～
12時　簡単工作・手遊びほか　乳幼児
と保護者対象　定員10組
▼子育てカフェ＆手作り講座　10/13
㊎・27㊎、11/10㊎10時～12時　全3回
　プリン・キャラクター椅子作り　1
歳～未就園児の保護者対象　定員16人
（1歳以上の保育あり）　参加費1500円
▼放課後クラブ　10/17㊋17時～18時
…スポーツ吹矢・10/19㊍16時20分～
16時50時…HIPHOP・10/2～30の㊊
（9㊗を除く）16時～17時…楽しく英
語　小学生（英語は小学4～6年生）対
象　保護者同伴
▼国際交流料理教室（パキスタン料
理）　10/19㊍10時～13時　チキンカ
レー、サワイアン（パスタを牛乳と香
辛料で煮込んだデザート）　成人対象
　定員16人　参加費600円
▼人権講座「身近な人が犯罪者になっ
たとき、わたしたちにできること～刑
務所出所者・支援者が語る社会復帰へ
の道～」　10/29㊐13時30分～15時
　元受刑者で現在社会復帰支援をして
いる人に犯罪の経緯と更生についての
話を聞く　定員20人　

　草加地区更生保護女性会と社会
福祉協議会の共催で、親業訓練シ
ニアインストラクター今井真理子
氏による親子のコミュニケーショ
ンに関する講演会を開催します。
■日時　10/11㊌10時～12時
■会場　草加市文化会館
■対象　小・中学生の保護者
■定員　100人
□申9/21㊍から電話で社会福祉協議
会へ。☎932-67725932-6779

■おはなし会　9/23㊗11時30分～12時

あなたが伝えたいのは
愛？それともイライラ？

小学生対象　定員20人　
▼大人のための初心者楽器体験講座　
10/21㊏　チェロ・フルート・クラリ
ネット・オーボエ・トランペット・サ
キソフォン・トロンボーン・打楽器　
定員各3人　高校生以上対象　貸し楽
器あり
▼男の料理教室　10/28㊏10時～13時
　四季の料理　定員10人　参加費1000
円　

親業訓練講演会

☎946-3000 5944-3800

　「いどにおちたぞうさん」「世界で
いちばんきれいな声」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　9/24㊐
13時30分～14時
■木曜シアター　9/28㊍14時～15時30
分　にっぽん百名山⒀「皇海山、四阿
山、瑞牆山・金峰山」　成人対象　定
員90人（当日先着順）
■ビデオ上映会　10/8㊐14時～15時30
分　「スタンド・バイ・ミー」　成人
対象　定員90人（当日先着順）
■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）

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）

■サービスコーナー（9/21～10/20）

9/21㊍、
10/5㊍・19㊍

10/4㊌・18㊌

9/22㊎、
10/6㊎・20㊎
9/27㊌、
10/11㊌
9/28㊍、
10/12㊍
9/29㊎、
10/13㊎

日程

谷塚小

小山・新田小

長栄・草加小

花栗南・八幡小

栄・川柳小

清門・松原小

両新田小

氷川・西町小

瀬崎・青柳小

新栄小

新里・高砂小

稲荷・八幡北小

14時～16時9時30分～11時30分

定員のあるものは9/21㊍
８時3０分から各館へ申し込みを

5925-0152

川柳文化センター ☎936-4088

新里文化センター ☎927-3362

新田西文化センター ☎942-0778

　厚生労働省の調査で、2016年（平成28年）の日本人の平均寿命は女性87.14歳、
男性80.98歳となりました。しかし、いくら平均寿命が延びても、不健康な
期間が延びるだけでは、様々な面で負担が増加することになってしまいます。
だからこそ、一人ひとりが、健康上の問題で日常生活が制限されることなく
生活できる健康寿命を延ばしていくことが重要です。
　市内には、介護を必要とする状態になることを予防するため、様々な健康
づくりに取り組んでいる皆さんがいます。市や地域包括支援センターなどが
主催する介護予防教室も市内各地で開催しています。皆さんもお住まいの近
くで開催されている健康づくりの集いに参加してみませんか。

※出典：埼玉県「健康指標総合ソフト」（平成27年数値）

いつまでも元気でいるために
みんなで続けましょう「健康づくり」

草加って

こんなまち
数字でわかる草加市

83.77歳

82.04歳

要介護期間：3.47年

88.59歳

85.12歳

介護の世話にならない健康づくりを目指して開催されている

ひまわり健康ウォーキング教室の皆さん。

草加から富士山まで180kmの分割完歩を達成されています。
1

2

1

1 2

2

女性

男性

要介護期間：1.73年

平成27年時点で65歳以上の人の
　予想平均寿命と　 予想健康寿命
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▼すくすくクラブ　9/26㊋10時～12時
　手遊び・読み聞かせほか　乳幼児と
保護者対象　
▼朗読塾こだま　10/2㊊13時30分開演
　「最後の運動会」ほか
▼チャレラン大会　10/8㊐10時～11時
30分　豆つかみ皿移しほか　幼児（保
護者同伴）～中学生対象　定員30人
▼谷塚文化センターまつり　10/21㊏
10時30分～17時・22㊐10時30分～14時
30分　利用団体の成果発表・模擬店　
移転10周年記念ピアノコンサート　
10/20㊎17時～　出演は川口兄弟　4歳
以上対象　定員300人（要整理券）　□申
10/6㊎から同センターで整理券（1人2
枚まで）配布
▼文学講座「芭蕉と曽良」11/2㊍奥の
細道の謎と謎の旅人曽良・9㊍・16㊍
いずれも13時30分～15時　定員各20人
▼草加市親善囲碁将棋大会　11/26㊐
10時～16時　定員112人　参加費1000
円・高校生以下500円（昼食代別途500
円）　□申10/31㊋までに同センターへ

▼おはなしの時間　9/27㊌10時30分～
11時　読みきかせ・手遊びほか　乳幼
児と保護者対象
▼おもちゃの病院　10/9㊗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　10/12㊍10時～
11時30分　ハロウィンを楽しもう　乳
幼児と保護者対象　

▼中央公民館まつり　9/30㊏10時30分
～19時、10/1㊐10時～16時　利用団体
の成果発表・模擬店・防災イベント　
ゲストは三遊亭春馬さんほか　駐車場、
図書室（9/27㊌～10/1㊐）の利用不可
▼こころを結ぶ光のひろば　10/3㊋10
時～12時　視覚障がいに関する相談コ
ーナーほか
▼SKT24高年者健康エクササイズ　
10/10、11/7、12/12、平成30年1/9、
2/13、3/13の㊋10時～12時　全6回　
軽体操　60歳以上（前期受講した人を
除く）対象　定員70人
▼フレンドリーコンサート　10/15㊐
14時開演　出演は李玲花・草加フィル
ハーモニー管弦楽団　チャイコフスキ
ー「バイオリン協奏曲（第1楽章）」
ほか　定員400人（当日先着順）
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
10/18㊌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　10/20㊎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｣
　10/20㊎13時30分～　胎教と友だち
づくり　初妊婦対象
▼折り紙教室　10/21㊏10時～12時　

谷塚文化センター ☎928-6271

中央公民館 ☎922-5344

柿木公民館 ☎931-3117

▼ABCで遊ぼう　9/25㊊・10/23㊊15
時30分～16時30分　幼児（保護者同
伴）～小学生対象
▼ふれあいグラウンドゴルフ　9/30㊏
10時30分～　中央防災広場集合（雨天
中止）　小学生～高年者対象　
▼読み聞かせ「バンビ」　10/2㊊・16
㊊11時～　乳幼児と保護者対象
▼こぶたのしっぽ　10/4㊌11時～　パ
ネルシアター　乳幼児と保護者対象
▼オセロ大会　10/6㊎　マンカラ大会
　10/13㊎　いずれも16時～　小学生
対象　参加賞・優勝賞品あり
▼ふれあいさつまいも掘り　10/14㊏
10時30分野口農園集合（雨天10/21㊏
に順延）　幼児（保護者同伴）～高年者
対象　定員15人　参加費300円（2株）
▼親子コンサート　10/18㊌11時～　
出演はぽこあぽこ　乳幼児と保護者対
象
▼おもちゃ病院　10/21㊏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

▼おもちゃ病院　9/28㊍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
▼親子で作ろう　10/6㊎・20㊎14時～
15時　ハロウィン飾り　幼児と保護者
対象
▼マンカラ遊び　10/7㊏14時～　小学
生対象　参加賞あり
▼子どもの交流・遊びの場募集　よち
よちクラブ　10/12～平成30年3/8の第
2・4㊍　1部10時5分～10時45分、2部
11時～11時40分　平成27年10/1～同28
年4/1生まれ対象　幼児のひろば「ひ
よこ」　10/19～平成30年3/1の第1・3
㊍10時30分～11時10分　平成28年4/2
～9/30生まれ対象　「コアラ組」　10 
/23～平成30年3/5のうち全9回㊊10時5
分～10時45分　平成27年4/2～9/30生
まれ対象　定員各25組　□申9/30㊏まで
にはがきを持参し同センターへ（記入
内容は問い合わせてください）
▼ふれあいさつまいも掘り　10/14㊏
10時30分谷塚2-22付近集合（雨天時
10/21㊏に順延）　幼児（保護者同伴）

▼ロビー　青柳平成塾作品展…9/29㊎
～10/4㊌　切手展…10/11㊌～24㊋
▼夕焼けコンサート　10/3㊋16時～17
時　出演は川柳中吹奏楽部
▼ホタルの里親教室　10/7㊏9時30分
～11時　平成30年5月下旬までの飼育

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。

指導（自宅での飼育費用は自己負担）
▼おはなしの広場　10/13㊎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
▼おもちゃ病院　10/20㊎10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼川柳文化センターまつり　10/28㊏
10時30分～16時・29㊐10時～14時30分
　利用団体の成果発表・模擬店・バザ
ーほか　期間中の駐車場の利用不可
▼自然を楽しむ教室「サケのふるさと
を訪ねてみよう」　11/12㊐8時～17時
　バスで日立市・常陸大宮市の久慈川
へ　定員25人　参加費750円（小学生
以下400円）

▼すくすくクラブ　10/12㊍10時～11
時30分　手遊び・子育て相談ほか　乳
幼児と保護者対象
▼新里文化センターまつり　10/14㊏9
時45分～16時・15㊐10時～15時　利用
団体の成果発表・模擬店・健康チェッ
クほか　期間中の駐車場、図書室（10 
/13㊎～16㊊）の利用不可
▼子育て講座「仕事も！子育ても！素
敵なキャリアママに」　10/19㊍・26
㊍10時～12時　全2回　簡単調理実習
・現役園長先生から学ぶ講座　1～3歳
と保護者・妊婦対象　定員15組（保育
あり）　材料費500円
▼陶芸教室　10/20㊎、11/10㊎10時～
12時　全2回　時計作り　成人対象　
定員10人　参加費1000円　
▼おもちゃの病院　10/27㊎10時～12
時　おもちゃの無料修理　部品代実費
　1人2点まで
▼ハロウィンパーティー　10/30㊊9時
50分～10時50分　未就学児と保護者対
象　定員10組　参加費500円　
▼そば（新そば）打ち体験教室　11/ 
12㊐10時～15時　成人対象　定員10人 

　参加費2500円　試食あり　

▼ママといっしょにおはなし会　9/25
㊊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　10/2㊊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」　
10/2㊊10時～12時　ハロウィン工作・
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まつり　10/7㊏
・8㊐いずれも10時～　利用団体の成
果発表・模擬店・バザーほか　期間中
の駐車場、図書館（10/5㊍～8㊐）の
利用不可
▼親子でスキンシップ　10/8㊐11時～
12時　簡単工作・手遊びほか　乳幼児
と保護者対象　定員10組
▼子育てカフェ＆手作り講座　10/13
㊎・27㊎、11/10㊎10時～12時　全3回
　プリン・キャラクター椅子作り　1
歳～未就園児の保護者対象　定員16人
（1歳以上の保育あり）　参加費1500円
▼放課後クラブ　10/17㊋17時～18時
…スポーツ吹矢・10/19㊍16時20分～
16時50時…HIPHOP・10/2～30の㊊
（9㊗を除く）16時～17時…楽しく英
語　小学生（英語は小学4～6年生）対
象　保護者同伴
▼国際交流料理教室（パキスタン料
理）　10/19㊍10時～13時　チキンカ
レー、サワイアン（パスタを牛乳と香
辛料で煮込んだデザート）　成人対象
　定員16人　参加費600円
▼人権講座「身近な人が犯罪者になっ
たとき、わたしたちにできること～刑
務所出所者・支援者が語る社会復帰へ
の道～」　10/29㊐13時30分～15時
　元受刑者で現在社会復帰支援をして
いる人に犯罪の経緯と更生についての
話を聞く　定員20人　

5922-3274

谷塚児童センター ☎925-1856

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

■アダージオ（ピアノ）　第2・4㊊10
時～13時　勤労青少年ホームで　ピア
ノにチャレンジしてみませんか　入会
金1000円　月額4000円　問磯部☎936-
1465
■スマイル（健康体操）　㊊11時～12
時30分　市民体育館で　健康寿命を延
ばす優しい体操　初心者歓迎　体験可
　入会金1000円　月額2500円　問猪飼
☎936-6268
■草加山形県人会　1年間を通して四
季折々の行事あり　氷川コミセンほか
で　芋煮会・ふささら祭り参加ほか　
山形にゆかりのある人歓迎　入会金10
00円　年額2000円　問高橋☎930-6349
■ヨガサークルシャンティシャンティ
　月3回㊊13時～15時　新里文化セン
ターで　ヨガでリフレッシュ　体験可
　入会金1000円　月額2500円　問木村
☎090-8561-9885
■女声合唱コーロ・セフィロ1997　
㊋、㊎（月1回）10時～12時　中央公
民館ほかで　入会金1000円　月額5000
円　問渦尾☎090-5196-7287
■きらら（大正琴）　第1・3㊍9時～
11時　原町コミセンで　楽しく語らい
大正琴を演奏しましょう　初心者大歓
迎　月額3000円　問西田☎941-3931
■男の講座（料理）　奇数月第4㊊9時
～12時30分　保健センターで　健康を
意識した料理の会です　男性対象　入
会金1000円　月額1000円　問大石☎92
8-3095
■食生活改善会（料理）　月1回9時30
分～12時30分　保健センターほかで　
料理・栄養勉強・食品工場見学・ウオ
ーキングなど　年額3000円（材料費含
む）　問岡田☎936-4189

～高年者対象　定員30組　参加費360
円（3株）□申参加費を添えて同館へ
▼将棋教室　10/14㊏13時30分～　初
級以上の小学生対象　定員10人
▼ママのためのリフレッシュヨガ　
10/21㊏10時15分～　定員15人

▼秋の工作　9/22㊎・25㊊・29㊎　会
場は中央図書館　9/21㊍・27㊌・28㊍
　会場はコンフォール松原19号棟　牛
乳パックを使った貯金箱　いずれも15
時～　小学生対象　定員各5人
▼ハロウィングッズ作り　10/2㊊～27
㊎（㊋・㊗を除く）15時～　会場は㊊
・㊎中央図書館　㊌・㊍コンフォール
松原19号棟　幼児（保護者同伴）～小
学生対象　
▼読み聞かせ「たんぽぽ」　10/5～19
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
▼おもちゃ病院　10/20㊎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
▼初めてのお誕生会　10/31㊋11時～
　会場はコンフォール松原19号棟　平
成28年10月生まれ対象　定員8人　□申
10/2㊊10時から電話で同館へ
▼幼児のひろば「チャイルド」後期　
㊌コース（11/8～）、㊎コース（11/10
～）10時～、11時～　親子あそび　
平成25年4/2～同27年4/1生まれ幼児対
象　会場は中央図書館ほか　□申9/29㊎
までに往復はがきで同館へ（記入内容
は問い合わせてください）

▼スポーツ＆レク「キックベース」　
9/23㊗13時30分～、15時～　小学生以
上対象
▼子ども歳時記「お月見」　10/1㊐13
時30分～15時　すこやかクラブの皆さ
んとお月見団子作り　幼児（保護者同
伴）以上対象　定員20人
▼さつまいも掘り　10/5㊍10時30分野
口農園集合（雨天時10/12㊍に順延）
　幼児と保護者対象　定員20組　参加
費300円（2株）　
▼おもちゃ病院　10/5㊍13時～15時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
▼なかよしランチ　10/11㊌11時30分
～13時　スイートポテト作り　幼児と
保護者対象　定員15組　
▼パパサロン・リズム&ストレッチ　
10/14㊏11時～12時　0～2歳児と保護
者対象　定員15組
▼ハロウィンパーティー　10/15㊐13
時30分～15時　子ども実行委員が企画
・運営（実行委員会　10/8㊐15時～）
　小学生以上対象　定員25人
▼ママのためのリラックスヨガ　10/
19㊍16時～16時40分　0～2歳児と保護
者対象　定員15組
▼児童館ダンス交流フェスティバル　

10/22㊐～12/3㊐16時～17時30分　全7
回　12/3㊐は麻布（港区）で発表会　
小学生以上対象　定員15人
▼ハロウィン「仮装パレード」　10/28
㊏14時30分集合　幼児（保護者同伴）
以上対象　定員80人　「かぼちゃの箱
づくり」　10/29㊐10時30分～12時　幼
児（保護者同伴）以上対象　定員15人

▼マンカラ大会　9/21㊍、10/19㊍　
オセロ大会　10/5㊍　いずれも16時～
　小学生対象
▼おもちゃ病院　9/28㊍10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで　
▼新栄児童センターまつり　10/7㊏13
時～16時　ゲーム・模擬店ほか　乳幼
児（保護者同伴）～高年者対象　
▼ドッジボール大会　10/12㊍16時～
　小学生対象
▼ふれあい囲碁・将棋教室　10/14㊏
14時～15時　幼児（保護者同伴）～高
年者対象

小学生対象　定員20人　
▼大人のための初心者楽器体験講座　
10/21㊏　チェロ・フルート・クラリ
ネット・オーボエ・トランペット・サ
キソフォン・トロンボーン・打楽器　
定員各3人　高校生以上対象　貸し楽
器あり
▼男の料理教室　10/28㊏10時～13時
　四季の料理　定員10人　参加費1000
円　

定員のあるものは9/21㊍
10時から各館へ申し込みを



9/21㊍～10/20㊎（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
■税務相談□予　第3㊎13時30分～16時30分
【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　10/2㊊・16㊊…住吉児童館☎928-5736　9/28㊍、10/12㊍

…谷塚児童センター☎925-1856　9/21㊍、10/4㊌・19㊍…新栄児童センター
☎942-9876　10/18㊌…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　9/27㊌13時～16時…高砂コミセン☎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 ）　10/5㊍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。

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

休日等上水道工事店
㈲イワセポンプ店
㈲井戸浅水道工事店
㈲東洋開発
三栄工業

手代町1027-8
八幡町802 
両新田西町246
苗塚町55-4

☎922-2429
☎931-3330
☎928-5520
☎925-7384

9/23㊗
9/24㊐
9/30㊏
10/1㊐

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）
　月　日　 診療科 当番医名 住　所 電話番号

内科
外科
歯科
内科
外科
内科
外科

9/23
㊗

9/24
㊐

10/1
㊐

石関医院
正務医院
根津歯科医院
レン・ファミリークリニック
土谷メディカルクリニック
虎溪医院
木原整形外科医院

吉町3-2-51
青柳5-12-13
高砂1-3-25
新善町373
谷塚町629
青柳6-22-1
住吉1-5-6

☎922-2943
☎936-7422
☎923-2525
☎944-2200
☎928-0228
☎931-3700
☎922-5103

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9月20日号
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❸神明庵
ゆかたや着物で訪れた
人には特典あり。ゆか
たのレンタルも行って
います（3日前までに要予約）。☎948-6882
❹回向院通り
はいから横丁グルメ市　午前10時～午後4時
❺歴史民俗資料館
企画展「日光道中（街道）草加宿と参勤交代－八戸藩を中心に
－」を開催中

　議会への関心と理解を深めてもらうために年4回発行している
「そうか市議会だより」の表紙写真を募集します。
■対　　象　草加市内で撮影された未発表・オリ
ジナル作品
※採用された写真は、応募者の氏名・タイトルと
ともにそうか市議会だより（2色刷り）の表紙に
掲載します。
■応募条件　①何点でも応募可②写真はデータ
（2MB～10MB）で提出③被写体が人物や他者の
所有物である場合、被写体または所有者の承諾を得ていること
※その他の応募条件や注意事項は草加市議会ホームページで。
■応募方法　写真のタイトル（10文字以内）、撮影場所、撮影日、
住所、氏名、電話番号を明記の上、メールもしくは〒340-8550草加
市議会事務局へ郵送または持参してください。
※郵送、持参の場合はCD-R等の外部記憶媒体に保存し提出を。

　姉妹都市福島県昭和村の食や特産物、
自然を楽しみ、村民との交流を深めてみ
ませんか。
■日　時　10月31日㈫午前7時草加駅西

口集合、午後7時30分解散
■対　象　市内在住、在学者
■定　員　35人

■参加費　1人3500円（昼食代、各種体験料、見学料、有料道路通
行料など）、別途任意保険料500円

■内　容　委託バスで昭和村へ。片道4時間半程度。村内レストラ
ンで昼食、農作物収穫体験、からむし織の里でからむし
織のしおり作り体験など

□申 10月2日㈪（必着）までに往復はがきに希望者全員の住所、氏名
（ふりがな）、性別、年齢、電話番号、任意保険加入の有無、在学
の場合は学校名を記載し〒340-8550文化観光課へ。はが
き1枚につき5人まで。重複応募は無効です。応募多数の
場合抽選。結果は10月5日㈭以降発送します。

　2日、「東京2020オリンピック・パラリンピックフラッグツア
ー」の歓迎イベントが記念体育館で行われ、市内の小・中学生等
300人が参加しました。
　イベントには、市内に活動拠点がある体操の加藤凌平選手、山室
光史選手、バドミントンの佐藤冴香選手も参加。
　市内の小学生や車いすバスケットボールチームの代表から加藤・
山室両選手にフラッグが引き継がれると会場からは歓声が湧き上が
りました。

　埼玉県東部の6自治体が連携し、宿場町を巡
るスタンプラリーを開催しています。日光街道
埼玉六宿（「草加宿」「越ヶ谷宿」「粕壁宿」
「杉戸宿」「幸手宿」「栗橋宿」）のうち、4宿以上のスタンプを
集めると、抽選で六宿にちなんだ景品を差し上げます。この機会に
ぜひ、日光街道を巡ってみてはいかがでしょうか。
■開催期間　11月30日㈭まで
■応募方法　12月28日㈭（必着）までに埼玉六宿のうち4宿以上の
スタンプを集めて応募用紙を指定の郵送先へ
■台紙設置場所　①草加宿神明庵②草加市物産・観光情報センター
③草加駅④獨協大学前〈草加松原〉駅⑤文化観光課
■スタンプ押印場所　①草加宿神明庵②草加宿案内人の会主催のガ
イドツアーに参加③10月1日㈰の草加宿場まつり本部テント④11月3
日㈷草加ふささら祭り観光協会テントのうち1ヶ所
　草加宿以外の宿場のスタンプ押印場所など詳細については各自治
体に問い合わせてください。

　旧日光街道沿い・草加駅東口周辺で草加宿場まつりを開催しま
す。「子どもたちにふるさとを！！」のスローガンとともに、夢や
希望に満ち溢れた未来への思いを駆り立てられるイベ
ントを目指し、今年は
「浪漫」をメインテーマ
に開催します。

　草加宿場まつり「大名行列」写
真展の写真作品を募集します。
■規格　A4判･カラー･1人2枚ま
で（個人が特定できる作品は本人
の許可を得て
ください）
□申11月30日㈭
までに作品の
裏面に郵便番号、住所、氏名、電
話番号、作品名を記入し、〒
340-8550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。☎922-07965922-3406

❷パレード（旧日光街道沿い）
・子どもパレード
　午前10時30分～午後0時30分
・大名行列
　午前11時10分～午後0時5分
今回は「陸奥八戸藩」を模し
た大名行列

・おみこしパレード
　午前11時45分～
午後3時40分

❶草加小
・ふるさと広場
　午前10時～午後4時
・草加お宝かるた大会
　午前10時30分～（随時開催）
・草加せんべいで創るモザイク
アート

　午前10時～
※展示終了後せんべいの配布を
行います（午後2時予定）

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当日連絡先☎090-2144-5514

日光街道埼玉六宿連携スタンプラリー日光街道埼玉六宿連携スタンプラリー

オリンピック・パラリンピックフラッグが草加に来ましたオリンピック・パラリンピックフラッグが草加に来ました
そうか市議会だより表紙を飾る写真募集

姉妹
都市福島県昭和村で
1日交流＆体験
しよう

姉妹
都市福島県昭和村で
1日交流＆体験
しよう

案
内
図

5 
⃞申草加市議会事務局へ。
　☎922-24895922-3154gikaikouhou@soka-shigikai.jp

❶
❺

❷

❹

❸

問文化観光課☎922-24035922-3406

10月1日日
午前10時～午後5時
10月1日日
午前10時～午後5時

9月かどまちごとでき

問文化観光課
　☎922-2968
　5922-3406

大名行列の写真募集

9:30～17:30
13:50～15:00
9:30～16:30

車両通行止め区間

イベント内容は一部変更となる
場合があります。

草加宿街角ライブ
スタンプラリー

太鼓演奏
駐輪場（混雑時は草加中へ）

●♪

草加人のための情報紙　広報「そうか」⑧ まちの話題・できごとまちかど2017年9月20日号

市の人口　平成29年9月1日現在　24万7801人（男12万5804人・女12万1997人）／前月比5人増／世帯数11万4238世帯
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