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　草加市は、子どもたちが夢や希望を育み、未来のトップアスリートとして活躍できるよう、子どもたちの
スポーツ育成に取り組んでいます。草加市体育協会とともに子どもたちが日本を代表するトップアスリー
トと交流できる機会や、県が主催する「彩の国プラチナキッズ」への選抜を目指した育成プログラムなどを
実施しています。今後もオリンピックへの出場や夢の実現に向けて頑張る「草加っ子アスリート」を応援し
ていきますので、皆さんで一緒に応援しましょう!!
　今回は、平成29年度の彩の国プラチナキッズに選抜された6人と、卓球全国大会で準優勝した「草加っ
子アスリート」を紹介します。 問スポーツ振興課☎922-28615922-3172

めざせ！オリンピアン

沖二 マーク 翔さん（松原小） 後列左
おき に しょう

【今行っていること】サッカー
【今後の夢・目標】オリンピックに参加でき
るように頑張る！

朝倉 美妃さん（高砂小） 後列中央
あさくら み  き

【今行っていること】陸上・水泳　
【今後の夢・目標】オリンピックに出場し、活
躍できる選手になりたい！

小林 実衣那さん（稲荷小） 後列右
こばやし み  い   な

【今行っていること】ダンス
【今後の夢・目標】自分に合った種目を見つ
け、１番になりたい！

中嶋 健さん（西町小） 前列左
なかじまたける

【今行っていること】陸上
【今後の夢・目標】陸上競技でメダルを獲得
する！

大高 姫菜さん（八幡北小） 前列中央
おおたか ひめ な

【今行っていること】水泳・スピードスケート
【今後の夢・目標】近代３種などに挑戦し、オ
リンピックで活躍できる選手に！

小林 心澄さん（新田小） 前列右
こばやし し　ず

【今行っていること】陸上・サッカー
【今後の夢・目標】全国小学生陸上大会に出
場してメダル獲得！

トップアスリート活用事業＆キッズクラブ事業トップアスリート活用事業＆キッズクラブ事業 卓球全国大会で準優勝卓球全国大会で準優勝
歴代優勝者には
世界で活躍する
選手がズラリ！

歴代優勝者には
世界で活躍する
選手がズラリ！

世界への

登竜門
世界への

登竜門
埼玉ライオンズ
車いすバスケ講座
埼玉ライオンズ
車いすバスケ講座

ヨネックス
バドミントンクリニック

ヨネックス
バドミントンクリニック

なでしこJAPAN
サッカー教室
なでしこJAPAN
サッカー教室

問草加市体育協会☎928-63615922-1513

平成29年
全農杯全日本卓球選手権大会
バンビの部（小学2年生以下）２位

【今後の夢・目標】オリンピックで
金メダルがとれるようになりたい!!

さ  とう　 のぞみ

　キッズクラブ参加者（小1～3)を対象に、
彩の国プラチナキッズ合格を目指した
体力ＵＰプログラムを実施中！皆さんの
参加をお待ちしています!!

　キッズクラブ参加者（小1～3)を対象に、
彩の国プラチナキッズ合格を目指した
体力ＵＰプログラムを実施中！皆さんの
参加をお待ちしています!!

小学4～6年生を対象に、体力・運動能力
に特に優れた素質を持つ子どもたちを、
組織的に発掘・育成し、将来のトップアス
リートを誕生させる埼玉県の取り組み

県内の小学４年生１１６６人の中から
倍率３７.６倍を勝ち抜いた草加っ子
県内の小学４年生１１６６人の中から
倍率３７.６倍を勝ち抜いた草加っ子

彩の国プラチナキッズ彩の国プラチナキッズ

佐藤 希未さん（西町小2年）

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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《共通》
■日　　時　

■会　　場　
《保育所・家庭保育室》※申込時に対象児を同伴してください。
■対　　象

■必要書類

■書類配布

保護者や同居者の就労等により放課後保育を必要とす
る小学生（平成30年4月現在）
児童クラブ入室申込書、父母等の稼働証明書等保育を
必要とすることを証明する書類
10月16日㈪から子ども育成課・各児童クラブで配布
（市ホームページからも入手可）

小規模保育室名 住所 電話番号入園年齢

ニコニコルーム

ニコニコたんぽぽ保育室

保育室めりーごーらんど

もりまさ保育園　草加園

あさひなのはな保育室

デイジー保育園　草加駅前

ひだまり保育園

ふぇありぃ保育園　草加園

ふぇありぃ保育園　松原団地園

エンジェルハウス　松原園

そうか　こばと保育園

かい保育園

さくらんぼ・もみの木保育室

エンジェルスマイル

サン保育園

サンベビー保育園

（仮称）まつの木保育室

（仮称）うえぞのさくら保育園

（仮称）せんちゃま保育園

（仮称）家庭的保育事業 
ひまわり家庭保育室

高砂1-6-34　ステラコート1Ｆ

高砂1-6-9　わかばビル1Ｆ

住吉1-11-17　三田荘1Ｆ

中央2-16-9　南勢堂ビル1Ｆ

旭町3-4-15

氷川町2149-21エル・マラード2Ｆ

瀬崎1-13-45

高砂2-19-15　ハイツ高砂1・2Ｆ

栄町2-8-23　栄町柴川ビル1・2Ｆ

栄町2-3-3　徳輝ビル101号室

栄町2-3-3　徳輝ビル201号室

中根3-34-17

手代町767-6

瀬崎5-27-55

八幡町668-2

旭町4-9-16　コーポ河野Ⅱ 101号室

旭町2-3-31

稲荷地内

神明地内

柳島町615-13

925-2548

927-1366

925-6397

922-0900

936-2568

950-8247

954-6570

934-5390

934-5827

954-5800

948-6492

932-2115

924-2053

928-0904

935-7192

944-8121

936-5033

932-6173

928-0571

921-0070

56日～

56日～

56日～

6か月～

56日～

4か月～

6か月～

4か月～

4か月～

4か月～

56日～

56日～

56日～

3か月～

56日～

56日～

56日～

56日～

6か月～

6か月～

住所 電話番号

925-1741

928-4489

認定こども園（幼保連携型）

幼保連携型認定こども園　あずま幼稚園

かおりKaruna認定こども園

家庭保育室名 住所

佐藤家庭保育室

宇佐美家庭保育室

しんでん家庭保育室

家庭保育室ぷち・めりー

吉町5-8-1　エクセレントダイワ103号

旭町5-5-16

金明町281-4

氷川町2152-13　メゾンプティポワ101号

電話番号

929-0072

943-0363

936-8002

929-3339

定員

9人

3人

6人

9人

遊馬町430

氷川町1080-1

入園年齢

6か月～

6か月～

■表2　地域型保育一覧

■表3　認定こども園一覧

保育園名 入園年齢 住所 電話番号

たかさご保育園

きたうら保育園

あずま保育園　

やつか保育園

さかえ保育園（０歳児クラスは別棟）

きたや保育園

しのは保育園

あさひ保育園　

やなぎしま保育園

にしまち保育園 

せざき保育園

しんぜん保育園

しんえい保育園

やはた保育園

こやま保育園　

ひかわ保育園

あおやぎ保育園

やつかかみ保育園

やはた保育園分園

ひかり幼稚舎

ハッピーナーサリー

かおりPutra保育園

優優保育園

草加なかよし保育園

さくらの実保育園

さくらの実保育園分園

そうか草花保育園

けやきの森保育園　清門町園

めぇめぇこやぎこども園

にっさとの森保育園

草加にじいろ保育園

じょうえん保育園

さくらんぼ保育園

草加松原どろんこ保育園

ほっぺるランド草加谷塚

けやきの森保育園　西町

（仮称）優優保育園　やつか

（仮称）さくらんぼ保育園分園

1歳～

56日～

1歳～

1歳～

6か月～

1歳～

6か月～

6か月～

1歳～

6か月～

6か月～

6か月～

6か月～

6か月～

6か月～

6か月～

6か月～

6か月～

1歳～

6か月～

56日～

6か月～

56日～

56日～

1歳～

1歳～

56日～

56日～

5か月～

6か月～

56日～

6か月～

1歳～

56日～

56日～

56日～

56日～

1歳～

吉町5-1-48

草加1-3-1

中央1-2-5

谷塚町1058-3

松原1-3-1

松原4-3-1

弁天1-10-15

旭町6-14-2

柳島町130

西町442

瀬崎5-35-10

新善町433-4

新栄4-813-32

八幡町473

小山1-19-1

氷川町1803

青柳7-2-1

谷塚上町219-1

八幡町1148（八幡北小内）

稲荷4-26-33

谷塚2-16-1

氷川町1080-1

西町932-2

谷塚仲町353-1

氷川町2116-20 フロールビル1B

住吉2-10-17

谷塚町530-1

清門3-59-12

北谷3-36-17

新里町1148-1

八幡町336-1

青柳3-10-20

松原1-7-4

松原1-5-9

谷塚町168-1

西町475-1

谷塚上町地内

松原地内

922-2644

946-6006

922-1932

925-5974

942-0901

942-2354

931-5150

941-2525

927-1482

927-0676

924-9736

941-5929

941-5887

936-9670

941-9400

927-6855

936-6866

925-1252

936-5828

935-8787

921-0094

951-3072

920-3020

922-0369

949-6067

948-7337

921-2525

946-5555

943-3800

921-2310

936-2488

950-8243

944-3311

934-5856

951-3513

922-0777

920-3020

944-3311

■表1　保育園一覧

市
立
保
育
園

私
立
保
育
園
（
認
可
）

※クラス年齢（0歳～5歳）は平成30年4月1日時点の年齢です。なお、0歳児クラスは、出生後56日、3か月、4か月、5
か月または6か月を経過した日の翌月１日からの入園となります。
※名称に（仮称）がついている園の住所（番地）・電話番号等は変更する場合があります。

■表4 　家庭保育室一覧

■表5　児童クラブ一覧　（平成29年10月現在）
児童クラブ（対象小学校） 電話番号所在地運営

928-5736

943-1255

943-3481

922-0674

927-9170

943-8802

929-2877

941-3024

927-3770

931-0629

931-9279

936-0265

942-4131

941-5403

941-9617

927-0448

942-9360

928-7361

936-2160

936-9780

924-9090

住吉児童館児童クラブ（草加小）

栄児童クラブ（栄小）

新栄児童クラブ（新栄小）

高砂児童クラブ（高砂小）

西町児童クラブ（西町小）

花栗南児童クラブ（花栗南小）

氷川児童クラブ（氷川小）

松原児童クラブ（松原小）

谷塚児童クラブ（谷塚小）

青柳児童クラブ（青柳小）

稲荷児童クラブ（稲荷小）

川柳児童クラブ（川柳小）

小山児童クラブ（小山小）

新田児童クラブ（新田小）

清門児童クラブ（清門小）

瀬崎児童クラブ（瀬崎小）

長栄児童クラブ（長栄小）

新里児童クラブ（新里小）

八幡児童クラブ（八幡小）

八幡北児童クラブ（八幡北小）

両新田児童クラブ（両新田小）

住吉2-2-8

松原1-3-2（小学校内）

新栄4-959（小学校内）

中央1-2-5（小学校内）

西町270（小学校内）

花栗4-3-1（小学校内）

氷川町448（小学校内）

松原4-2-1（小学校内）

谷塚仲町440（小学校内）

青柳3-17-1（小学校内）

稲荷5-11-1（小学校内）

青柳7-27-30（小学校内）

小山2-8-1（小学校内）

旭町6-12-11（小学校内）

清門3-37-1（小学校内）

瀬崎2-32-1（小学校内）

長栄1-762（小学校内）

新里町759（小学校内）

八幡町65（小学校内）

八幡町1148（小学校内）

両新田西町55（小学校内）

市

指
定
管
理
者

委
託
事
業
者

※平成30年度の指定管理者、委託事業者は草加市社会福祉協議会の予定です。

問保育所・家庭保育室…保育課☎922-14915922-3274
　児童クラブ…子ども育成課☎922-14485922-3274

《児童クラブ》（表5）※申込時の対象児同伴は不要です。
■対　　象　

■必要書類

■書類配布

11月28日㈫～12月3日㈰
午前9時～午後5時（土・日曜日も受け付け）
草加市文化会館1階フリースペース

保育所等（保育園・認定こども園（保育部分）・地域
型保育）（表1・2・3）：保護者の就労や疾病等によ
り保育を必要とする乳幼児
家庭保育室（表4）：保護者の就労や疾病等により保
育を必要とする生後6週以上満2歳未満の健康な乳幼児
保育所等入園申込書または家庭乳幼児保育申請書、入
園児童家庭調査票、入園に関する確認票、稼働証明書
等保育を必要とすることを証明する書類、母子手帳、
支給認定申請書または現況届、マイナンバーカードま
たは通知カード及び身元確認のための書類等。（支給
認定申請書または現況届を記入した保護者以外の人が
申請に来る場合は、配偶者であっても委任状が必要で
す）。
10月16日㈪から保育課・各保育所・子育て支援センタ
ー・各サービスセンターで配布（市ホームページから
も入手可）

保育所等・児童クラブ
入園入室申込受付

11/28㈫～
12/3㈰

家庭的保育室名 住所 電話番号入園年齢

② 2017年10月5日号 草加人のための情報紙　広報「そうか」市政情報



■投票日時　10月22日㈰午前7時～午後8時
■期日前投票　●草加市役所（西棟）…10月11
日㈬～21日㈯午前8時30分～午後8時●勤労福祉
会館･谷塚文化センター･草加市文化会館…10月
15日㈰～21日㈯午前9時30分～午後7時
■投票できる人　平成11年10月23日までに生ま
れ、同29年7月9日までに草加市に転入届を提出
し、10月9日現在引き続き住民基本台帳及び選
挙人名簿に登録されている人
■開　　票　10月22日㈰午後9時10分～　

　国の仕事などについて「分からない」「説明に納得できない」
「処理が間違っているのではないか」などの苦情や要望を受け付け、
行政運営に役立てる行政相談制度をご存知ですか。行政相談週間に
合わせ、総務省との合同行政相談を開催します。
■日時　10月13日㈮午後1時30分～4時
■会場　市民相談室（市役所西棟）※当日直接会場へ
　市では、毎月第2金曜日に同会場で総務大臣から委嘱された行政
相談委員が相談を受けています。また、各委員宅でも相談を受け付
けていますので、利用してください。
市内の行政相談委員（委嘱順）
●醍醐洋子氏（氷川町☎925-1930）●中村久夫氏（中根3丁目☎936-
0054）●山川邦子氏（栄町2丁目☎931-8689）●新井誠氏（住吉1丁
目☎922-5757）●竹村博之氏（遊馬町☎925-4151）
　このほか総務省行政苦情110番（☎0570-0901105048-600-2336
『インターネットによる行政相談受付』で検索）でも相談できます。

発送時期
発送数

1枠当たり
掲載料

平成30年6月
約4万7000通

市・県民税
（市民税課）
軽自動車税
（市民税課）
固定資産税
（資産税課）
国民健康保険税
（保険年金課）

平成30年5月
約2万9000通
平成30年5月
約7万5000通
平成30年6月
約4万通

5万円

3万円

5万円

5万円

税目
（担当課）

■封筒の数量および広告掲載料等

　10月29日㈰に市内全域で秋の美化運動を実施します。時間は町会
・自治会ごとに異なるので、確認して、清掃活動に協力をお願いし
ます。集めたごみは、可燃・不燃・資源物に分別し、町会・自治会
などが配布する専用のごみ袋に入れ、専用の集積所に出してくださ
い。ただし、家庭内、事業所内から出されたごみ、テレビや自転車、
石、コンクリートなどの収集は行いません。また、収集作業中のご
み収集車は危険ですので近づかないでください。なお、Ｕ字溝等の
清掃を行う町会・自治会は、事前に同協議会にヘドロ収集を依頼し
てください。

　10月1日付けで加藤由美子氏、舩戸姿子氏が法務大臣より人権擁
護委員に委嘱されました。任期は平成32年9月30日まで。

　一度に数万通発送する納税通知書
の封筒の裏面に広告を掲載する広告
主を募集します。広告は単色刷り、
封筒裏面を2等分した大きさ（縦7㎝
×横9㎝）で、2枠使用も可。広告は
審査の上、決定します。
□申10月31日㈫までに右表の担当課で
配布する申込書（市ホームページか
らも入手可）に記入し、各担当課へ。

　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。
■安全安心まちづくり推進協議会＜く
らし安全課☎922-36075922-1030＞…
10月30日㈪午後2時～　市役所西棟第
5会議室で　
■公民館運営審議会＜中央公民館☎
922-53445925-0152＞…11月10日㈮午
後2時～　中央公民館第1会議室で　

加藤氏はNPO法人リ
ビング・イン・ジャパ
ン副代表理事や市の審
議会委員などを歴任し、
今回で4期目。

舩戸氏は、西町小学校
長や市の人権教育推進
協議会理事などを歴任
し、今回で2期目。

審議会等の開催日程10月1日から
松並橋は車両通行
できません

衆議院議員総選挙・
最高裁判所裁判官国民審査

　市内公立保育園に育成保育対象児として平成30年4月1日から入園
を希望する人の申し込みを受け付けます。
■日程　10月6日㈮～20日㈮
■対象　保護者の就労や病気等で保育を必要とし、心身に障がいを
持っている、または発達に心配があるが、保育園の集団保育が可能
な乳幼児

　非課税世帯のひとり親家庭等の子どもが中学校入学時に、就学支
度金として子ども1人につき1万円を支給しています。対象者には9
月下旬に申請書を郵送しましたので、申請してください。要件に該
当する人で申請書が届いていない場合は子育て支援課へ連絡を。
■対象者　次の①～③の全ての要件を満たす人
①ひとり親家庭である。または父母のいない児童を養育している。
②養育している児童が平成30年4月に中学校へ入学予定。
③平成29年度住民税が非課税である（生活保護受給世帯を除く）。
■申請方法　申請書に必要事項をもれなく記入し、申請者本人名義
の通帳またはキャッシュカードの写しを添えて、11月30日㈭までに
子育て支援課へ。なお、期日を過ぎると支給されません。

○強引な勧誘が続く　○身に覚えのない請求が来た
○無料と聞いたのに、高額な請求をされた
○広告内容と違うので返品、契約解除したいが、応じてくれない
　このような消費生活トラブルの際は一人で悩まず、消費者ホット
ライン＝局番なしの「188（いやや）」に相談を。電話をかけると
音声ガイダンスが流れ、郵便番号を入力すると、草加市消費生活セ
ンター（年末年始を除く月～金曜日午前9時30分～午後4時）や埼玉
県等の消費生活相談窓口（土・日曜日、祝日）につながります。
■「188（いやや）」啓発マグネットを活用してください
　市では啓発マグネットを10月6日㈮から市内全世帯に順次戸別配
布します。マグネットを家庭の冷蔵庫など、よく目にするところに
貼って、悪質商法などに備えましょう。

平成30年4月入園
問子育て支援課☎922-14765922-3274

問選挙管理委員会☎922-24905927-7693

問交通対策課☎922-16855922-1030

□申保育課へ。☎922-14915922-3274□申

加藤由美子氏、舩戸姿子氏を人権擁護委員に委嘱
問人権共生課☎922-08255927-4955

ひとり親家庭等に就学支度金を支給します

10月29日㈰は秋の美化運動
みんなのまちを、みんなできれいにしよう

納税通知書用封筒への広告を募集

東京外環自動車道

至越谷市

至足立区

東武バス
セントラル（株）
草加営業事務所

松並橋 工場
草
加
松
原
遊
歩
道

県
道
49
号
線
　
足
立
越
谷
線

橋梁老朽化のため
車両通行止め

10月16日㈪～22日㈰は行政相談週間

問広聴相談課☎922-05665922-3173
10月13日㈮に総務省との合同行政相談を開催

問くらし安全課☎941-61115941-6157

問草加市クリーンふるさと推進協議会
　（廃棄物資源課内）☎931-39725931-9993

問市 民 税 課☎922-10425920-1502　
　資 産 税 課☎922-10685920-1502
　保険年金課☎922-15925922-3178

「☎１８８（いやや）」
消費者ホットラインへ！

この商品、このサービス、危ないかも？と思ったら…

一度に数万通送付　

育成保育の申込受付

旭町二丁目

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③2017年10月5日号市政情報



　埼玉県都市競艇組合は草加市を含む
15市で構成されています。ボートレー
ス事業の収益金は、市内の道路整備に
充てられています。なお、競艇の開催
期間は10/12㊍～17㊋・20㊎～23㊊、
11/16㊍～19㊐、12/2㊏～5㊋・28㊍～
31㊐。会場はボートレース戸田。問財
政課☎922-07615922-1547

　販売期間は10/11㊌～31㊋。1等・前
後賞合わせて5億円。ハロウィンジャ
ンボミニも同時発売。全国の宝くじ売
場で販売。収益金は市町村の明るいま
ちづくりや環境対策等に使われます。
問財政課☎922-07615922-1547

　10/13㊎～12/15㊎に市役所情報コー
ナーで販売します。大きさは14㎝×9㎝。
表紙色は黒とグレイッシュブルーの２
種類（中身のデザインが異なります）。
価格は500円（税込み）。問庶務課☎
922-09545922-3091

　急な病気やけがに関して、看護師の
相談員が医療機関を受診すべきかなど
判断のアドバイスをします。判断に迷
ったときは連絡を。救急電話相談ダイ
ヤル☎＃7119（ダイヤル回線・IP電話
・PHSを利用の場合☎048-824-4199）
問県医療整備課☎048-830-35595048-8
30-4802

　10/1現在外国人学校に在籍し、平成
30年3/31までに在学期間が6か月を超
える子どもの保護者で、同29年4/1以
降に市の住民基本台帳に登録されてい
る人対象。補助額は通学費を超えない
範囲で、1人当たり小学生は年額3万円
以内、中学生は年額5万円以内。□申在
学校から配布される補助金交付申請書
・請求書に記入し、10/31㊋までに各
校へ。問総務企画課☎922-24975928-
1178

　市内に暮らす約70か国、およそ6000
人の外国籍市民を、災害時にサポート
するボランティアを募集します。日常
会話程度の語学力のある18歳以上の市
内在住・在勤・在学者対象。□申人権共
生課へ。☎922-08255927-4955

　赤い羽根共同募金は、福祉教育やボ
ランティア体験、地域から孤立をなく
すための事業や交流を深めるための事
業など、地域で行われている様々な福
祉活動に活用されます。問県共同募金
会草加支会☎932-67705932-6779

　税負担の公平性と税収入確保のため、
県と市町村では、滞納者に対する差し
押さえの強化など滞納の解消に向けた
取り組みを集中的に行います。納期限
内に納付してください。問納税課☎92
2-11265920-1502

　10/21㊏13時30分～15時。会場は草
加市文化会館。講師は日本冒険遊び場
づくり協会の入江雅子氏。定員50人。
1歳以上の未就学児の保育あり（定員8人、
要予約）。□申10/19㊍までに氏名・住所
・電話番号を勤労青少年ホームへ。フ
ァクスも可。☎928-64215928-9632

　10/20㊎～28㊏10時30分～18時（28
㊏は15時まで）。会場はアコスホール。
市民が創作した日本画・洋画・彫刻・
工芸・書・写真を一堂に展示します。
市美術協会会員のギャラリートークも
あります。問文化観光課☎922-29685
922-3406

　10/16㊊10時～13時。会場は勤労福
祉会館第2駐車場。洗濯済みの衣類や
廃食用油を回収します。古着・古布は
ビニール袋に入れ、廃食油はこぼれな
いようにペットボトルなどの容器に入

れて持参。布団・カーペット類や事業
用廃食油等、回収できないものもあり
ます。草加市くらしの会主催。問くら
し安全課☎941-61115941-6157

■ダンスフェスティバル　10/22㊐12
時～。会場は市民体育館。ダンススポ
ーツによる交流や模範演技。小学生以
上の社交ダンスに興味のある人対象。
参加費1000円（当日300円増し）。□申
10/20㊎までに電話で市民体育館へ。
☎5936-6239
■空手道大会　11/3㊗9時30分～。会
場は記念体育館。形、組手（年齢区分

あり）。幼児以上対象。参加費3500円。
□申10/15㊐までに電話で草加市体育協
会へ。☎928-63615922-1513
■バウンドテニス大会　11/5㊐9時～
17時。会場は市民体育館。女子・男子
ダブルス戦。申し込みはペアで。小学
5年生以上対象。参加費16歳以上2000
円、小学5年生～15歳1000円。□申10/29
㊐までに電話で市民体育館へ。☎59
36-6239
■少林寺拳法大会　11/12㊐12時～。
会場は記念体育館。演武、運用法の二
部門。小学生以上対象。参加費1000円。
□申10/20㊎までに電話で草加市体育協
会へ。☎928-63615922-1513
■アスレチック競技大会　11/12㊐9時
30分～。会場は市民体育館。カローリ
ング、室内グラウンドゴルフなど。参
加費600円。□申10/31㊋までに電話で市
民体育館へ。☎5936-6239

　10/24㊋・31㊋13時30分～16時。全2
回。会場は中央公民館。教材費1700円。
定員20人。□申10/20㊎までにシルバー
人材センターへ。☎928-92115928-92
09

　10/25㊌19時～。会場は中央公民館。
議題は「まちづくり・ひとづくり」。
まちづくり登録員対象。まちづくりを
始めたい人も登録すれば参加可。問市
民活動センター☎920-35805925-1872

　10/21㊏・28㊏14時～15時30分。会
場は柳島コミセン。初心者対象。定員
10人。パソコン持参。□申10/6㊎9時か
ら電話で同コミセンへ。☎5928-2321

■ストレッチ＆ダンス教室　11/10～
12/8（12/1除く）の㊎13時15分～14時
45分。全4回。会場は中央公民館。18
歳以上の女性対象。定員20人。参加費
2000円
■初中級水泳教室　11/10～12/22の㊎
9時～10時30分。全7回。会場は市民温
水プール。18歳以上対象。定員30人。
参加費3500円
□申10/20㊎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。ホームペー
ジからも可。応募多数の場合は抽選。
☎928-63615922-1513

　10/20㊎草加駅東口10時～16時・谷
塚駅東口10時～16時30分（11時45分～
13時を除く）。獨協大学前駅西口10時

～16時30分。草加ライオンズクラブの
協力。問福祉政策課☎922-12345922-
1066

　10/7㊏14時～16時。会場は物産・観
光情報センター。なつかし堂によるギ
ターとキーボードの伴奏にあわせて昭
和歌謡を一緒に歌います。問同センタ
ー☎921-18005921-1811

　10/14㊏13時30分～16時30分。会場
は八潮メセナ。表彰、八潮市立八條北
小の金管バンドによる演奏、景品抽選
会ほか。問くらし安全課☎922-36075
922-1030

　10/15㊐13時～16時。会場は草加市
文化会館。登記・相続・簡裁代理・成
年後見・多重債務・その他法律問題の
相談。問埼玉司法書士会越谷支部真壁
☎922-9550

　認知症の不安や心配を抱えている人
やその家族などが気軽に交流し、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☎922-12815922-3279
■草加キングス・ガーデン　10/14㊏
14時～16時。テーマ「認知症につい
て」。参加費100円
■デイサービス草加　10/14㊏14時～
16時。健康体操と脳トレ。参加費100円
■ホッと！さわやか　10/21㊏13時30
分～15時30分。認知症進行防止に手足
マッサージ。定員20人。参加費100円
■埼友草加病院　10/21㊏14時～16時。
テーマ「認知症入門」。定員80人。参
加費200円
■ボンセジュール草加　10/28㊏13時
30分～15時30分。テーマ「感染症管理
について」。定員40人。参加費100円

パソコンで年賀状をつくろう

スポーツ教室

シルバーカルチャー教室　ペン画体験

みんなでまちづくり会議開催

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

お願い！振り込め詐欺にだまされないで（   ）在宅中も留守番電話に設定を。

・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

ストップ！滞納
10～12月は滞納整理強化期間

県救急電話相談が
24時間365日対応になりました

外国人学校への通学費を補助

ボートレース事業の収益金で道路整備

ハロウィンジャンボ宝くじ発売

平成30年版埼玉県民手帳を販売

災害時通訳ボランティアを募集

赤い羽根共同募金運動に協力を

愛の献血

草加市美術展（市展）

みんなでつくる冒険遊び場講演会

古着・古布、廃食用油を回収

昭和歌謡コンサート

草加八潮地区地域安全大会

法の日司法書士無料法律相談

オレンジカフェ（認知症カフェ）

市民体育祭

10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

④ 2017年10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）9月20日現在　人身事故673件（－58）　死者7人（＋5）

10/31㊋までに最寄りの市指定金融機関で納めてください（コンビニでは納付できません）

▶市県民税（普通徴収）　第3期
▶国民健康保険税（普通徴収）　第5期
▶後期高齢者医療保険料（普通徴収）　第4期

▶介護保険料（普通徴収）　第5期
10/31㊋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



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

10/30㊊

10/31㊋

【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

11/7㊋

11/21㊋

平成28年4/1～15生まれ

平成28年4/16～30生まれ

対象者に10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） 10/25㊌

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

すくすく赤ちゃん相談
（住吉児童館） 10/25㊌ 乳幼児と保護者 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10時～11時30分

おやこでブラッシング
（川柳文化センター） 11/6㊊ 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

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 10月下旬～11月中旬 平成29年9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。

助産師等による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9月末に診査票を送付済み。
届かない人は連絡を

10/10㊋

10/24㊋

平成26年7/1～15生まれ

平成26年7/16～31生まれ

マタニティクラス
両親学級 11/12㊐・15㊌

平成30年1月～3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 11/17㊎ 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 10/25㊌ 【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

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）

　川面から草加松原を眺め新たな草加
の魅力を発見してみませんか。10/22
㊐9時15分受付開始。9時30分、10時30
分の2回運航。発着場所は綾瀬川第2ラ
グーン。定員各20人。当日直接会場へ。
また、和舟の舟行を行う、なかね和舟
の会では和舟の櫓漕ぎに関心のある人
や経験のある人を募集しています。問
文化観光課☎922-24035922-3406

　11/4㊏13時30分開演。会場はであい
の森。初の自主コンサート。心ひとつ
に優しく美しい音色を生み出します。
問であいの森☎936-27915936-2792

　12/3㊐14時～15時45分。会場は中央
公民館。テレビ番組でもおなじみ、親
しみやすい人柄の気象予報士の南利幸
さんが生活に役立つ天気予報の知識を
分かりやすく講演。定員400人。手話
通訳・要約筆記あり（要予約）。□申10/6

㊎から生涯学習課へ。
住所・氏名・電話番
号を明記しファクス
・メール（QRコード）
も可。☎922-28195
922-3498

　埼玉建築士会・県・市では良好な
市街地環境の形成や安全で良質な建
築物の普及のため10/8㊐～21㊏に当
運動を実施します。10/18㊌14時から
戸田市文化会館で「宅地建物取引業
法の改正」等について講演するほか
10/10㊋には市内一斉建築パトロール
を実施します。問建築指導課☎922-19
585922-3148

　11/11㊏10時～12時。会場は獨協大
学。講師ははなみずき特別支援教育研
究所理事長の福田亜矢子氏。子どもの
年齢に応じた対応ほか。未就学児の保
護者対象。定員30人（応募多数の場合は
抽選）。□申10/20㊎までに、本文に住所
・氏名・電話番号・保育の有無（子ど

もの名前・年齢）・イヤイヤ期にまつ
わるエピソード（講座で紹介します）
を記入し、ファクス・メール（QRコ
ード）で子育て支援センターへ。☎94
1-67915941-6828

　11/23㊗5㎞コースは
9時、3㎞コースは9時
30分草加小集合（雨天
決行）。ウオークラリ
ー。コース図を頼りに、

ゲームや問題をクリアしながらゴール
を目指す。定員各コース200人（小学

生以下保護者同伴）。雨具持参。□申11/6
㊊までにスポーツ振興課、記念体育館、
市民体育館、温水プールで配布する申
込書に記入し、各施設へ。☎922-2861
5922-3172

■耳と心で聞く中国楽器
（古箏・琵琶・二胡）　11/25㊏、
12/2㊏、平成30年1/13㊏・20㊏。いず
れも14時～15時40分。会場は草加市文
化会館。定員80人。受講料4000円（1
回のみは1200円）
■草加ふるさと学講座　11/7㊋・18㊏
・27㊊・30㊍。草加の風土・音楽・食・水

を学びます。14時～15時30分（18㊏は
16時～17時30分）。会場は中央公民館
ほか。定員20人
□申生涯学習課へ。講座名・住所・氏名
・年齢・電話番号を明記しファクス・
メール（QRコード）も可。☎922-281
95922-3498

　11/11㊏9時～12時。会場は八潮消防
署。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10/28㊏までに八潮
消防署へ。☎998-01195997-8519

　グラウンド・ゴルフを通じて世代交
流をしてみませんか。初心者向けの簡
単なレッスンもあり。11/25㊏9時～12
時。会場は綾瀬川左岸広場。小学生以
上対象。定員100人。参加費200円（小
学生は無料）。□申10/6㊎から電話で草加
市体育協会へ。☎928-63615922-1513

　10/27㊎12時30分～16時（受付時間
は12時～15時30分）。会場は越谷市中
央市民会館。障がい者手帳を持ってい
る人対象。手話通訳者の出席あり。複
数の事業所の採用担当者と直接面接が
できます。□申ハローワーク草加へ事前
申し込みを。☎931-61115931-6113

　11/19㊐8時30分～。会場はそうか公
園。部門は小学生、中学生、一般の各
男女。4人1チーム（補欠2人まで）。
走行距離は1人2㎞。参加費1チーム
1000円（小学生は500円）。□申10/31㊋
までに申込用紙に記入し、記念体育館
へ。☎928-63615922-1513

和舟に乗船してみませんか

普通救命講習会

世代間交流グラウンド・ゴルフ大会

健康駅伝大会

県東地域障がい者就労面接会

子育て支援講座「Welcome！イヤイヤ期」
～自立に欠かせない
必要な時期。気持ちを
楽にして乗り切ろう！～

ルール守って明るく住マイル
『違反建築なくそう運動』

ライフ・チャレンジ・ザ・ウオーク
そうか“るるく”

であいの森トーンチャイム教室
コンサート

そうか市民大学特別公開講座
「教えて南さん、
明日から活かせる
お天気講座」

い

そうか市民大学
後期講座

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10月5日号

10月の「なくそう暴力」標語　広げよう　暴力排除の　勇気の輪



⑥ 2017年10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。

高年者向け

子ども・親子向け

　11/8㊌10時～12時。会場はであいの
森。60歳以対象上。定員20人。材料費
500円。針・糸・はさみ持参。□申10/11
㊌10時から電話でであいの森へ。☎93 
6-27915936-2792

犬のしつけ方教室

　勤務は市内公立保育園。いずれも65
歳未満対象。通勤手当上限8000円。有
給休暇・忌引き休暇等特別休暇、被服
貸与あり。
≪日中の仕事≫
●保育士　時給1060円（有資格者対
象）
●調理師　時給955円（有資格者対象）
　いずれも㊊～㊎8時30分～17時（土
曜勤務あり）　社会保険・厚生年金・
雇用保険加入・賞与あり　
●給食補助　時給1220円（資格不要）
　㊊～㊏8時30分～13時
≪朝･夕の仕事（時間外保育従事者）≫
　時給1420円（有資格者）・1320円。
●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分及び12時～15時30
分
●延長保育のある園　㊊～㊎7時～9時
及び16時30分～19時、㊏7時～19時の
うち6時間
□申保育課へ。☎922-14915922-3274

子どもの発達を支援する臨時・
非常勤嘱託職員を募集

ヘルシー料理教室
～肉をおいしくヘルシーに～

者で63歳以下の人対象。募集は若干名。
□申履歴書と資格証の写しを〒340-0041
松原1-3-1子育て支援センターへ。☎94 
1-67915941-6828

≪臨時職員≫
●保育職　①勤務は児童発達支援セン
ターあおば学園。㊗を除く㊊～㊎8時
30分～17時。知的障がいのある未就学
児の日常生活訓練。時給は保育士1060
円、児童指導員960円（賞与あり）。
②勤務は子育て支援センター。㊗を除
く㊊～㊎8時30分～19時のうちの7時間
30分。発達に障がいまたは心配のある
子どもへの直接支援、集団療育ほか。
時給は保育士1060円、幼稚園教諭・児
童指導員・児童福祉事業の経験者等96
0円（賞与あり）。
●障がい児相談支援員　勤務は児童発
達支援センター支所。㊗を除く㊊～㊎
8時30分～17時。障がい児に関する相
談、家庭訪問、サービス等利用計画作
成ほか。時給は障がい児相談支援専門
員1150円、保育士1060円、児童福祉事
業の経験者等960円。
　いずれも58歳以下対象。募集は若干
名。交通費支給、健康保険、厚生年金、
雇用保険、有給休暇、特別休暇あり。
≪非常勤嘱託職員≫
●臨床心理士、作業療法士、言語聴覚
士　勤務は児童発達支援センター支所。
㊗を除く㊊～㊎8時30分～17時のうち
月16～20日。発達に心配のある児童の
保育所等訪問支援。
●臨床心理士　勤務は児童発達支援セ
ンターあおば学園。㊗を除く㊊～㊎8
時30分～17時のうち月16～20日。知的
障がいのある未就学児の日常生活訓練。
集団療育、発達検査、特別支援計画の
作成、保護者の相談。
　日額1万1700円～1万6900円。交通費
支給なし。社会保険、厚生年金、雇用保
険、有給休暇、特別休暇あり。有資格

　11/26㊐9時～16時（雨天中止）。会
場はそうか公園。募集は35区画。出店
料1区画1080円。□申10/6㊎からみどり
公園課へ。☎922-19735922-3145

そうか公園フリーマーケット

　勤務は11月から。勤務時間は㊊～㊎
の8時30分～17時。場所はみどり公園
課。自動車運転のほか除草や施設修繕
等の作業あり。63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。時給955円。
面接は10/23㊊を予定。□申10/19㊍（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）

　勤務は11月から。勤務時間は㊊～㊎
の8時30分～17時。場所は市民税課。
市民税課業務の事務補助、窓口業務ほ
か。パソコン操作可能な60歳以下の人
対象。募集は3人。時給960円。面接は
10/23㊊を予定。□申10/19㊍（必着）ま
でに履歴書を職員課へ。☎922-0983

臨時職員募集（市民税課）

公立保育園の臨時職員を募集

ドレミ♪でスッキリ教室

温水プール　臨時休館

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）

たい人は当日受け付け　問あみものを
楽しむ会植竹☎931-4809
■司法書士による法律相談会　10/13
㊎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　10/14㊏9時～
11時　柿木公民館で　初心者歓迎　用
具は不要です　参加費無料　問山下☎
931-7681
■哲学書読書会　10/14㊏9時～12時　
谷塚文化センター第2楽屋で　哲学に
関心のある人対象　定員10人　参加費
100円　□申哲学書読書会澤野☎5927-6 
893
■新田駅から越谷市蒲生地区の史跡め
ぐり　10/15㊐13時新田駅東口集合　
綾瀬川両岸の歴史を学ぶ　定員50人　
参加費100円　筆記用具持参　□申草加
史談会浅古☎924-3403
■ロマンフリーダンスパーティー　
10/15㊐13時10分～16時20分　勤労福
祉会館で　ミキシング・ミニトライア
ル・リボン待機・厳選CD曲・軽飲料
あり　参加費800円　問倉持☎927-8574
■フリーダンスパーティー　10/15㊐
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
■スポーツ吹矢体験会　10/16㊊・30
㊊9時～11時　瀬崎コミセン集会室で
　初心者歓迎　無料　問下田☎080-54
77-3719
■みんなとママのわ「ピアサポート」
感覚統合あそびについて学ぼう！　
10/18㊌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
■松原フォトクラブ・シルバー人材セ
ンター写真教室会員と合同写真展示会
　10/25㊌～31㊋9時～21時（25㊌は12
時から、31㊋は15時まで）　草加市文
化会館で　問茂垣☎090-8684-0042
■宥海といいとも絵画展　10/16㊊～

■講演会「子どもたちが平和で生きら
れるため」木村草太氏（憲法学者）　
10/7㊏13時30分受付14時開始　獨協大
学6棟201号室で　問教育のつどい事務
局☎944-7063
■スポーツ吹矢体験会　10/8～22の㊐
13時～15時　川柳文化センターで　初
心者大歓迎　無料　問植木☎090-2253- 
8475
■ニューロマンスフリーダンス　10/8
㊐・11/5㊐13時15分～16時15分　谷塚
文化センターで　飲み物お菓子付き・
リボンさんあり　参加費500円　問高
橋☎090-2303-3667
■ふれあいダンスパーティー　10/8㊐
13時30分～16時30分　中央公民館で　
参加費500円　問H&Yダンスサークル
佐藤☎090-8036-8059
■八幡ダンスサークル　フリーダンス
　10/9㊗13時15分～16時15分　谷塚文
化センターで　参加費500円　トライ
アル有　飲み物付き　問千代田☎090- 
3574-3430
■自彊術体験「健康体操」　10/10・
24㊋19時15分～20時45分　谷塚文化セ
ンターで　どなたでも　定員5人　無
料　□申川井☎090-9001-6125
■スポーツ吹矢体験会　10/11㊌15時
～17時、10/18㊌・25㊌13時～15時　
市民体育館で　全3回　参加費500円　
□申石崎☎935-7231
■子育てセミナー「子どもが進路を決
めるとき」　10/12㊍10時～11時30分
　草加市文化会館第2会議室で　参加
費200円　問家庭倫理の会石野☎090-9 
203-4244
■食べて応援！東北復興支援販売会　
10/12㊍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☎090-14 
08-6431
■あみもの見学会　10/12㊍11時～12
時30分　勤労福祉会館で　あみもの作
品の展示もあります　初心者で体験し

■スポーツ吹矢体験会　10/6㊎・20㊎
・24㊋・27㊎・31㊋9時～11時（10/6
は13時～15時）　中央公民館で　初回
無料、2回目以降1回300円　問田岡☎
090-4335-7987
■卓球体験　10/6～27の㊎・10/16～
30の㊊15時～17時　市民体育館で　1
回200円　□申才間☎936-2845
■スポーツ吹矢体験　10/7～28の㊏13
時～15時　八幡コミセンで　全4回　
参加費800円　□申山田☎944-8837

19㊍10時～17時（16日は13時から）　
アコスギャラリーで　問川上☎080-23 
42-3961
■認知症予防講座　10/19㊍14時～15
時30分　草加市文化会館で　定員50人
　参加費無料　問ちえぞう・やるぞう
角田☎090-2446-2083
■プリザーブドフラワー展示発表会　
10/21㊏10時～19時・22㊐10時～16時
　アコスギャラリーで　無料　問フラ
ワーサークルPrePre天池☎947-1616
■調理実習「調理士さんと学校給食を
作ってみませんか」　10/21㊏10時～
　草加市文化会館で　ごまごはん・ひ
じき・コロッケほか　定員30人　参加
費500円　□申菅☎090-1559-3160
■楽しく学ぶ！不動産の相続と遺言書
の書き方相談　10/21㊏13時15分～15
時　中央公民館クラブ室で　終活相談
会　定員10人　参加費無料　問不動産
相続と住まいの窓口☎923-0021
■獨協大学　おやこ大学　10/24・31、
11/21・28の㊋10時30分～12時　第1子
の親子対象　定員10組　□申地域と子ど
もLSC☎946-1781　学園祭『雄飛祭』　
11/3㊗・4㊏　問実行委員会☎946-1976
■健康ボウリング教室　火曜コース…
10/24㊋18時～　水曜コース…10/25㊌
10時～　松原スターボウルで　各6回
　参加費3000円　□申草加市ボウリング
協会村上☎090-5780-2778
■遺言書の書き方と終活を学ぼう　
10/28㊏10時～12時　草加市文化会館
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
■講談師神田香織公演会「チェルノブ
イリの祈り」　10/28㊏13時開演　中
央公民館で　チケット：草加市文化会
館ほか　問キビタキとわらしの会今村
☎090-2637-7507
■歴史学講座「再成塾」「世界史の基
本法則」論は日本史解釈を偏向させた
　10/28㊏13時30分～16時30分　草加
市文化会館で　問小嶋☎090-1261-7366

■障がい児・者のための料理教室　
10/29㊐9時30分～14時　中央公民館で
　ハロウィン料理を楽しもう　定員30
人　家族・支援者の人も対象　参加費
1人500円　□申尻引☎090-4097-0266
■水曜ゴルフ教室　11/1～12/6の㊌10
時～12時　日曜ゴルフ教室　11/5～
12/10の㊐19時～21時　松原ゴルフガ
ーデンで　全6回　参加費1万4000円　
問草加市ゴルフ協会石鳥☎922-3065
■東武国華会菊花展　11/1㊌～13㊊　
審査日は1㊌、6㊊　草加神社で　3本
立盆養・福助など数々の作品を展示し
ています　いずれも丹精込めた力作で
す　問関根☎925-2360
■生活館まつり　11/5㊐10時～14時　
草加生活館で　手作品・喫茶コーナー、
フリーマーケット、古着古布の回収ほ
か　問堀☎080-5454-8668
■障害年金・成年後見無料相談会　
11/5㊐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
■青春フォークコンサート＆ふれあい
歌声広場　11/5㊐13時30分～16時30分
　新田西文化センターで　定員80人　
茶菓資料代100円　問アコースティッ
クサウンドの会吉田☎090-5394-2571
■DV被害者支援ボランティア育成講
座「加害者はなぜ暴力を選ぶのか」　
11/6㊊10時～12時　中央公民館で　定
員40人　□申みんなのまち草の根ネット
の会清水☎936-2208
■草加市民吹奏楽団第37回定期演奏会
～アメリカ　11/12㊐14時～　草加市
文化会館で　キャンディード序曲・荒
野の七人ほか　500円（前売り400円）
　問楽団事務局平塚☎090-1607-8917
■草加市コミュニティ協議会正規職員
募集　高卒以上65歳以下の市民対象　
募集は若干名　勤務先はコミセン　試
験日10/29㊐　受験案内書配布中　□申
10/20㊎までに同協議会☎922-6327

　犬の行動学を学びましょう。11/11
㊏10時～11時45分。会場は勤労福祉会
館。定員65人。犬の同伴不可。□申10/10
㊋～11/8㊌にくらし安全課へ。☎922-
36425922-1030

60歳からの健康長寿体操

　10/24㊋10時～12時45分。会場は柳
島コミセン。健康長寿サポーター養成
研修、ストレッチや筋力アップ体操。
60歳以上対象。定員25人。上履き持参。
□申10/17㊋までにシルバー人材センタ
ーへ。☎928-92115928-9209

　10/10㊋～11/6㊊。東埼玉資源環境
組合の設備点検に伴う熱源蒸気の供給
停止のため休館します。問市民温水プ
ール☎936-68245935-8981

市立病院　停電に伴う一部利用制限

　10/28㊏・29㊐、11/5㊐8時30分～14
時。自家用電気工作物の法定点検のた
め、病院内の一部で停電します。照明
の使用やレントゲン撮影、検査等が制
限されます。ご理解とご協力をお願い
します。問市立病院施設管理課☎946-
2200○内 8311

　10/21㊏10時～12時。勾玉作り。会
場は歴史民俗資料館。小学生と保護者
対象。定員15人。参加費250円。□申10/ 
6㊎から電話で同館へ。☎5922-0402

　11/2㊍10時～13時。会場はふれあい
の里。やわらかトンカツほか。60歳以
上対象。定員18人。材料費500円。エ
プロン、三角巾、布巾2枚持参。□申10 
/6㊎から保健センターへ。☎922-0200 
5922-1516

　音楽や軽運動を取り入れた認知症予
防教室。
①川柳文化センター　11/7～12/25の
㊊（11/7、12/5は㊋）9時15分～10時
45分
②瀬崎コミセン　11/17～平成30年1/5
の㊎（12/28は㊍）9時15分～10時45分
　いずれも全8回。物忘れ等認知症の
症状が心配で軽運動が可能な65歳以上
対象。定員各30人。初参加優先。□申10/
6㊎から①は10/27㊎まで、②は11/8㊌
までに電話で長寿支援課へ。☎922-28
625922-3279

■介護者のつどい　10/10㊋13時15分
～14時45分。会場は草加市文化会館音
楽室。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-
67755932-6779
■男性介護者のつどい　10/16㊊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、理学療法士によ
る介護講座。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）☎929-36135929-3612
■元気吹き矢教室　10/19㊍14時～15
時30分｡会場は原町コミセン｡65歳以上
対象｡定員30人｡運動靴持参。□申10/6㊎
から安行（包）へ。☎921-21215928-
8989
■いきいき体操教室　10/23㊊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 10/6㊎9時から谷塚西部（包）
へ。☎929-00145929-5222
■はつらつチャレンジ教室　10/27㊎
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。会場は八幡コ

　12/24㊐15時開演。会場は草加市文
化会館。出演は市民約190人ほか。さ
かはし矢波指揮。□申10/7㊏10時から草
加市文化会館ほか。料金（全席指定）
一般1000円、中学生以下500円（2歳以
下の膝上鑑賞は無料）。☎931-93255
936-4690

土曜体験教室
「昔の道具を作ってみよう」

であいの森講座「手芸教室」
～軍手で作ろう干支・戌（いぬ）～

歌とダンスのファンタジー
「X’masに想像したこと
～遠い遠いいつかの私～」

地域包括支援センター（包）
介護予防教室・介護者のつどい

ミセン。65歳以上対象。定員30人。上
履き持参。□申10/6㊎9時から川柳・新
田東部（包）へ。☎932-70075931-0993

■越谷市民まつり　10/8㊐9時～16時
　会場は越谷市役所周辺　問越谷市民
まつり実行委員会☎967-1325

■まつぶし緑の丘公園秋の花まつり
10/21㊏10時～（雨天時は10/22㊐）　
会場はまつぶし緑の丘公園　問まつぶ
し緑の丘公園管理センター☎991-1211

■やしお市民まつり　10/22㊐9時～16
時　会場は八潮市役所周辺ほか　問や
しお市民まつり実行委員会事務局☎99 
6-2016

■よしかわマルシェ　10/22㊐9時～13
時（荒天中止）　市内の農・商業者に
よる模擬店やなまずに関連したグッズ
などの販売　会場はウニクス吉川　問
よしかわ観光協会事務局☎982-9697

■Misato Halloween Fes 2017　10/22
㊐11時～16時（雨天中止）　ハロウィ
ンパレードなど　会場はにおどり公園
　問「三郷中央にぎわい創出実行委員
会」事務局☎930-7746

越谷市

三郷市

八潮市

吉川市

松伏町

まがたま
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たい人は当日受け付け　問あみものを
楽しむ会植竹☎931-4809
■司法書士による法律相談会　10/13
㊎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　10/14㊏9時～
11時　柿木公民館で　初心者歓迎　用
具は不要です　参加費無料　問山下☎
931-7681
■哲学書読書会　10/14㊏9時～12時　
谷塚文化センター第2楽屋で　哲学に
関心のある人対象　定員10人　参加費
100円　□申哲学書読書会澤野☎5927-6 
893
■新田駅から越谷市蒲生地区の史跡め
ぐり　10/15㊐13時新田駅東口集合　
綾瀬川両岸の歴史を学ぶ　定員50人　
参加費100円　筆記用具持参　□申草加
史談会浅古☎924-3403
■ロマンフリーダンスパーティー　
10/15㊐13時10分～16時20分　勤労福
祉会館で　ミキシング・ミニトライア
ル・リボン待機・厳選CD曲・軽飲料
あり　参加費800円　問倉持☎927-8574
■フリーダンスパーティー　10/15㊐
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
■スポーツ吹矢体験会　10/16㊊・30
㊊9時～11時　瀬崎コミセン集会室で
　初心者歓迎　無料　問下田☎080-54
77-3719
■みんなとママのわ「ピアサポート」
感覚統合あそびについて学ぼう！　
10/18㊌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
■松原フォトクラブ・シルバー人材セ
ンター写真教室会員と合同写真展示会
　10/25㊌～31㊋9時～21時（25㊌は12
時から、31㊋は15時まで）　草加市文
化会館で　問茂垣☎090-8684-0042
■宥海といいとも絵画展　10/16㊊～

■講演会「子どもたちが平和で生きら
れるため」木村草太氏（憲法学者）　
10/7㊏13時30分受付14時開始　獨協大
学6棟201号室で　問教育のつどい事務
局☎944-7063
■スポーツ吹矢体験会　10/8～22の㊐
13時～15時　川柳文化センターで　初
心者大歓迎　無料　問植木☎090-2253- 
8475
■ニューロマンスフリーダンス　10/8
㊐・11/5㊐13時15分～16時15分　谷塚
文化センターで　飲み物お菓子付き・
リボンさんあり　参加費500円　問高
橋☎090-2303-3667
■ふれあいダンスパーティー　10/8㊐
13時30分～16時30分　中央公民館で　
参加費500円　問H&Yダンスサークル
佐藤☎090-8036-8059
■八幡ダンスサークル　フリーダンス
　10/9㊗13時15分～16時15分　谷塚文
化センターで　参加費500円　トライ
アル有　飲み物付き　問千代田☎090- 
3574-3430
■自彊術体験「健康体操」　10/10・
24㊋19時15分～20時45分　谷塚文化セ
ンターで　どなたでも　定員5人　無
料　□申川井☎090-9001-6125
■スポーツ吹矢体験会　10/11㊌15時
～17時、10/18㊌・25㊌13時～15時　
市民体育館で　全3回　参加費500円　
□申石崎☎935-7231
■子育てセミナー「子どもが進路を決
めるとき」　10/12㊍10時～11時30分
　草加市文化会館第2会議室で　参加
費200円　問家庭倫理の会石野☎090-9 
203-4244
■食べて応援！東北復興支援販売会　
10/12㊍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☎090-14 
08-6431
■あみもの見学会　10/12㊍11時～12
時30分　勤労福祉会館で　あみもの作
品の展示もあります　初心者で体験し

■スポーツ吹矢体験会　10/6㊎・20㊎
・24㊋・27㊎・31㊋9時～11時（10/6
は13時～15時）　中央公民館で　初回
無料、2回目以降1回300円　問田岡☎
090-4335-7987
■卓球体験　10/6～27の㊎・10/16～
30の㊊15時～17時　市民体育館で　1
回200円　□申才間☎936-2845
■スポーツ吹矢体験　10/7～28の㊏13
時～15時　八幡コミセンで　全4回　
参加費800円　□申山田☎944-8837

19㊍10時～17時（16日は13時から）　
アコスギャラリーで　問川上☎080-23 
42-3961
■認知症予防講座　10/19㊍14時～15
時30分　草加市文化会館で　定員50人
　参加費無料　問ちえぞう・やるぞう
角田☎090-2446-2083
■プリザーブドフラワー展示発表会　
10/21㊏10時～19時・22㊐10時～16時
　アコスギャラリーで　無料　問フラ
ワーサークルPrePre天池☎947-1616
■調理実習「調理士さんと学校給食を
作ってみませんか」　10/21㊏10時～
　草加市文化会館で　ごまごはん・ひ
じき・コロッケほか　定員30人　参加
費500円　□申菅☎090-1559-3160
■楽しく学ぶ！不動産の相続と遺言書
の書き方相談　10/21㊏13時15分～15
時　中央公民館クラブ室で　終活相談
会　定員10人　参加費無料　問不動産
相続と住まいの窓口☎923-0021
■獨協大学　おやこ大学　10/24・31、
11/21・28の㊋10時30分～12時　第1子
の親子対象　定員10組　□申地域と子ど
もLSC☎946-1781　学園祭『雄飛祭』　
11/3㊗・4㊏　問実行委員会☎946-1976
■健康ボウリング教室　火曜コース…
10/24㊋18時～　水曜コース…10/25㊌
10時～　松原スターボウルで　各6回
　参加費3000円　□申草加市ボウリング
協会村上☎090-5780-2778
■遺言書の書き方と終活を学ぼう　
10/28㊏10時～12時　草加市文化会館
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
■講談師神田香織公演会「チェルノブ
イリの祈り」　10/28㊏13時開演　中
央公民館で　チケット：草加市文化会
館ほか　問キビタキとわらしの会今村
☎090-2637-7507
■歴史学講座「再成塾」「世界史の基
本法則」論は日本史解釈を偏向させた
　10/28㊏13時30分～16時30分　草加
市文化会館で　問小嶋☎090-1261-7366

■障がい児・者のための料理教室　
10/29㊐9時30分～14時　中央公民館で
　ハロウィン料理を楽しもう　定員30
人　家族・支援者の人も対象　参加費
1人500円　□申尻引☎090-4097-0266
■水曜ゴルフ教室　11/1～12/6の㊌10
時～12時　日曜ゴルフ教室　11/5～
12/10の㊐19時～21時　松原ゴルフガ
ーデンで　全6回　参加費1万4000円　
問草加市ゴルフ協会石鳥☎922-3065
■東武国華会菊花展　11/1㊌～13㊊　
審査日は1㊌、6㊊　草加神社で　3本
立盆養・福助など数々の作品を展示し
ています　いずれも丹精込めた力作で
す　問関根☎925-2360
■生活館まつり　11/5㊐10時～14時　
草加生活館で　手作品・喫茶コーナー、
フリーマーケット、古着古布の回収ほ
か　問堀☎080-5454-8668
■障害年金・成年後見無料相談会　
11/5㊐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
■青春フォークコンサート＆ふれあい
歌声広場　11/5㊐13時30分～16時30分
　新田西文化センターで　定員80人　
茶菓資料代100円　問アコースティッ
クサウンドの会吉田☎090-5394-2571
■DV被害者支援ボランティア育成講
座「加害者はなぜ暴力を選ぶのか」　
11/6㊊10時～12時　中央公民館で　定
員40人　□申みんなのまち草の根ネット
の会清水☎936-2208
■草加市民吹奏楽団第37回定期演奏会
～アメリカ　11/12㊐14時～　草加市
文化会館で　キャンディード序曲・荒
野の七人ほか　500円（前売り400円）
　問楽団事務局平塚☎090-1607-8917
■草加市コミュニティ協議会正規職員
募集　高卒以上65歳以下の市民対象　
募集は若干名　勤務先はコミセン　試
験日10/29㊐　受験案内書配布中　□申
10/20㊎までに同協議会☎922-6327

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・受診の必要性や緊急診療が
できる医療機関を看護師が助言
（365日24時間対応）
■☎♯7119
　※ダイヤル回線・IP電話・PHSは
　☎048-824-4199

埼玉県救急電話相談

☎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
㈱今泉水道
東京管工機材㈱草加支店
㈲東洋開発
萬設備

両新田西町246
谷塚上町483-3
住吉1-14-20
両新田西町246
長栄1-779-1

☎928-5520
☎927-1010
☎927-0041
☎928-5520
☎942-1200

10/ 7㊏
     8㊐
    9㊗
   14㊏
15㊐

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

10/ 8㊐

10/ 9㊗

10/15㊐

内科
外科
内科
外科
歯科
内科
外科

いしどりクリニック
かとうファミリークリニック
草加循環器クリニック
草加中央診療所
オウル歯科
メディカルハブクリニック
山崎クリニック

苗塚町418-1
青柳4-26-16
氷川町2131-6
中央1-2-22
松原2-4-21-102
金明町516-1-1
中央2-4-11

☎969-4990
☎933-0333
☎927-4811
☎922-2159
☎941-9711
☎943-8292
☎924-1375

　月　日　 診療科 当番医名 住　所 電話番号



■日　　時　10月14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、山菜の

加工品など

●秋味まつり　新そばやそば口上など村が誇るそば文化を堪能。
■日時　10月22日㈰午前10時～午後3時
■会場　道の駅からむし織の里しょうわ
問昭和村秋味まつり実行委員会☎0241-57-3700
●1年間村に住んで苧麻（からむし）織を学ぶ「織姫・彦星」募集
　家賃無料、食費・光熱費自己負担。詳細は問い合わせを。
■期間　平成30年5月～同31年3月
■対象　18歳以上の人対象（平成30年4月1日現在の年齢）
□申 10月31日㈫までに同村からむし振興室へ。☎0241-57-2116　

　平成30年6月24日草加市文化会館で開催するソウカパインオペラ
コンサートのソリストオーディション参加者を募集します。詳細は
草加パインオペラホームページでも確認できます。
■日時　11月6日㈪午後3時～8時。会場は草加市文化会館。
■募集　8人（ソプラノ、テノール、バリトン、メゾソプラノ、カ

ウンターテナー、役者）。
■審査　指定の課題曲、台詞読み等。審査料5000円（伴奏者同伴の

場合は3000円）。
□申 10月25日㈬（必着）までに同文化会館等で配布する申込用紙に記
入し、3か月以内に撮影した写真を添えて〒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。

　16日、子育て支援センター
は、ママ・パパ・おじいさん
・おばあさんと一緒に工作や
ゲーム、赤ちゃんの部屋、
Mama's工房など、手作りの
イベントを楽しむ家族の笑顔
でいっぱいになりました。

　今年100歳を迎えた31人に
記念品を贈呈しました。岩村
ミツさん宅では今年誕生した
双子の玄孫さんと共に賑やか
に迎えてくれました。
　市内最高齢は105歳の佐々
木あいさんです。

■日　時　11月7日㈫午前7時草加駅西口集合。午後7時30分解
散（予定）

■対　象　市内在住、在学の人
■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　委託バスにて昭和村へ。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16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。重複応募は無効とします。応募多数の
場合抽選。結果は10月19日㈭以降発送します。

　市内各所にある運動施設の無料開放やスポーツ・レクリエーショ
ンの体験を楽しんで、爽やかな汗を流そう。
■日時　10月9日㈷午前9時～午後4時（雨天時は室内のみ）
■会場　綾瀬川左岸広場、記念体育館、市民体育館、吉町テニスコ

ート、温水プール、そうか公園テニスコート
■内容　リオパラリンピックに出場したボッチャの高橋和樹選手な

どスポーツ選手によるトークショー、小学生マラソンリレ
ー、スポーツカイト実演など

　「未来の子どもたちのために私たちができること」をテーマに、
環境とくらしについて見つめ直し、楽しく学びます。環境とくらし
に関する様々な展示のほか、親子でも楽しめる映画や工作コーナー
もあります。ぜひ家族や友人と遊びにきてください。
■日　時　10月15日㈰午前10時～午後3時
■会　場　アコスホール
■展　示　環境・消費生活情報、草加の自然環境や生き物の写真作

品、古着古布等のリサイクル作品、市内小中学生による
身近な環境や草加の自然等の絵画ほか

■体験等　子どもの巨大絵制作、牛乳パックや木の実などを利用し
た工作、環境やくらしに関するクイズラリー、動物風船
アート、プラネタリウム、映画「せんすいかん　ウーリ
ー！」上映

行 っ て み よ う ！

食 べ て み よ
う ！

1日交流＆体験、田舎の野菜便、秋味まつり、からむし織体験生

スポーツの秋　楽しいスポーツイベントに出かけよう

姉妹都市
福島県
昭和村

姉妹都市
福島県
昭和村

問文化観光課☎922-29685922-3406

問草加市体育協会☎928-63615922-1513

問草加市文化会館☎931-93255936-4690

10月15日日アコスホール
問同フェア実行委員会事務局（環境課内）☎922-15195922-1030

9月かどまちごとでき

そうか
環境とくらし
フェア

そうか
環境とくらし
フェア

100歳万歳！

ソウカパインオペラコンサート
「こうもり」出演者オーディション

募集募集

やしゃご

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10月5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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