
11月4日（土）には松原団地西口公園で「草加ふささら・ドイツフェア」も開催されます。

　テーマは「草加流おもてなし　
踊・食・感」。草加松原一帯が盛り
上がるお祭りを楽しもう！

☎問い合わせ先

11/
(祝)3

（みんなでまちづくり課内）
☎922-0796　5922-3406

草加ふささら祭り実行委員会本部
☎090-2144-5514

Ａ

B

C
D
E

県道足立越谷線・草加松原遊歩道
■草加ふささら市民パレード　マーチングバンド、阿波踊り、流し踊りほか
■踊るん♪よさこい　市内外の46チームが気迫あふれる演舞を披露
■ふれあい模擬店　各種模擬店が国指定名勝「おくのほそ道の風景地　草加松原」を埋め尽くします
■おくのほそ道の風景地　草加松原「お休み処　芭蕉庵」　お休み処、おくのほそ道の関連都市による模擬店

草加市文化会館駐車場

綾瀬川左岸広場
市道1050号線の一部　午前10時50分～
綾瀬川第２ラグーン　午前10時15分～

■ワールドバザール　世界各国のグルメや民芸品が登場。
ステージでは民族音楽、舞踊やイベントも

■踊るん♪よさこい、阿波踊り（CDE）

■草加商工会議所まつり
綾瀬川左岸広場
午前１０時～午後４時３０分

同
日
開
催
イ
ベ
ン
ト

　市内事業者が自社製品等の販売・展示
をする草加商工会議所まつり。約１３０店
舗が出店します。購入金額の20％がキャ
ッシュバックされるモノづくりダイレクト
セール（午後４時まで）も同時開催。　
問草加商工会議所☎928-8111

■文化の広場2017
草加市文化会館

　市内の文化団体による総合
芸術祭。文芸、文化作品の

展示や呈茶のほか、舞台公演「
ミュージカルｉｎ草加『夢の

宝箱』」を上演。幸せな夢を宝箱
いっぱいに詰め、色彩豊か

な夢の世界を描くオムニバス形
式の物語です。

問草加市文化会館☎931-93
25

【舞台】3日午後１時30分開演
、【呈茶】3日午前10時～午後

3時、【展示】2日正午～午後4時
、3日午前10時～午後4時

■綾瀬川再生21事業
綾瀬川左岸ラグーン
　10人乗り手漕ぎボートで綾瀬川に漕ぎ出
そう。当日先着順。その他、関係省庁、団体の
ブース出展や生きものの展示も行います。
問環境課☎922-1519

 午前10時～午後3時

■和舟の舟行
綾瀬川第２ラグーン
　午前9時30分受付開始。1時間ごとに2便
舟行。定員各回20人（当日先着順）。
問文化観光課☎922-2403

 午前10時～午後3時

百代橋

草加駅

車両通行止め：午前9時～午後5時
県道足立越谷線（獨協大学前駅（東）入
口交差点～谷古宇橋交差点）
市道1050号線の一部

草加ふささら祭り実行委員会

当日連絡先

午前9時30分～午後4時30分午前9時30分～午後4時30分

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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■9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）

　10月22日㈰は、衆議院議員総選挙の投票日です。大切な責任
ある1票で国勢を託す代表を選びましょう。詳しくは、市ホー
ムページまたは選挙管理委員会へ。
■投票日　10月22日㈰午前7時～午後8時
■投票所　市内48か所
■投票の種類　小選挙区選出、比例代表選出、最高裁判所裁判
官国民審査の3種類
■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
■入場整理券　各世帯ごとに封書で郵送します。紛失等の場合
でも、選挙人名簿に登録があれば投票できます
■開票　10月22日㈰午後9時10分～。会場は記念体育館
■選挙公報　投票日前日までに戸別配布するほか、市ホームペ
ージに掲載予定
■投票・開票速報　市ホームページで公開

高元俊彦 氏

10月22日㈰ 衆議院議員総選挙・
最高裁判所裁判官国民審査の投票日
問選挙管理委員会☎922-24905927-7693

　草加市内の保育園事業者と出合えるチャンスです。保育に関係す
る資格の有無を問わず、「保育園で働きたい！」という皆さんを応
援します。参加は無料。事前予約も不要です（保育希望者は前日ま
でに保育課へ）。友人・家族とご一緒での参加もOK。皆さんの参
加をお待ちしています。
■日　時　第1回　11月16日㈭午前10時～午後5時
　　　　　第2回　平成30年1月22日㈪午後1時～5時
■会　場　アコスホール
■内　容　保育現場ですぐに生かせる技術の実演やスキルアップに

役立つセミナーと、1対1で職場環境など気になることを
聞いて自分に合った保育園を選べる就職フェアを同時開
催。履歴書の書き方のアドバイスなどもあります。

　病気の早期発見と健康の保持増進のため、同一年度内で1回、人
間ドックまたは脳ドックのいずれかの検査料を一部助成しています。
■対 象 者　後期高齢者医療制度加入者で、申請日時点で保険料の
　　　　　　未納がない人
■助 成 額　上限2万円（年度内1回限り）
■申請方法　被保険者証・人間ドックまたは脳ドックと記載された

領収書・印鑑・振込先金融機関の口座がわかる預金通
帳等を持参し、後期高齢者・重心医療室へ。

問後期高齢者・重心医療室
　☎922-13675922-3178

後期高齢者医療制度加入者に人間ドック等
の検査料を助成

　11月上旬に、社会保険料（国民年金保険料）控除証明書が日本年
金機構から送付されます。この証明書は確定申告や年末調整に必要
なものですので大切に保管してください。内容に不明な点がある場
合は、11月1日～平成30年3月15日の月～金曜日（祝日・年末年始
を除く）午前8時30分～午後7時と第2土曜日午前9時～午後5時にね
んきん加入者ダイヤル☎0570-003-004（IP・PHS電話☎03-6630-2525）
へ。

問越谷年金事務所☎960-11905960-7220
国民年金保険料控除証明書を送付

　葬儀にかかる経費の負担が困難な市民を対象に、経費の一部を市
が負担する市民福祉葬を実施しています。
　市の規定する仕様（葬儀場、寝台車、祭壇、棺・骨つぼ、火葬を
含む）で行われる葬儀で、亡くなった人と葬儀を行う人がいずれも
草加市の住民基本台帳に記録されている場合に利用できます。会葬
者への飲食を提供する葬儀は対象外。基本仕様の利用者負担額は5
万円ですが、寝台車の利用距離や火葬までの棺の管理にかかる経費
などにより追加負担が生じる場合があります。
　申請は、葬儀を行う人が、下表中いずれかの指定葬儀社に市民福
祉葬の利用の旨を連絡した後、死亡届と市民福祉葬申請書を市民課
に提出してください。
　なお、葬儀社の新規指定届け出の相談も随時受け付けています。

　第三者からの請求で本籍入りの住民票等を交付した場合に、住民
票等に記載されている本人に交付事実を通知する「本人通知制度」
を実施しています。
　草加市の住民基本台帳、草加市が編製した戸籍、戸籍の附票に記
載されている人が対象。登録を希望する人は市民課または各サービ
スセンターに本人確認できる書類（運転免許証・保険証等）を持参
し申し込んでください。なお、本人以外による申し込みは同世帯の
家族でも委任状が必要となります。
■郵送での登録…①市ホームページから「草加市本人通知制度事前
登録申込書」を入手し必要事項を記入（連絡先は昼間連絡ができる
電話番号に）　②登録者の本人確認ができる書類（運転免許証・保
険証等）のコピーを用意　③封筒に①と②のコピーを同封し〒340-
8550市民課へ。詳細は市ホームページで確認を。

問市民課☎922-15265920-1501
市民福祉葬を実施しています

　高年者インフルエンザの予防接種について、9月下旬に受診通知
書を対象者に送付しましたが、インフルエンザワクチンの製造・出
荷に遅れが生じているため、ワクチンが入手できていない医療機関
が出てきています。
　接種に行く際には、インフルエンザワクチンの在庫があるかどう
かを医療機関に確認の上、受診してください。

問保健センター☎922-02005922-1516
インフルエンザ予防接種は確認してから

　市長は、草加市病院事業管理者に高元俊彦
氏を再任しました。
　任期は平成29年10月1日から同33年9月30
日まで。
　高元俊彦氏は、昭和49年鹿児島大学医学部
を卒業。現東京医科歯科大学医学部臨床教授。
平成17年草加市立病院副院長、同年10月から
草加市病院事業管理者に就任。4期目。

問職員課☎922-09835922-3098
草加市病院事業管理者に高元俊彦氏を再任

問市民課
　☎922-1526
　5920-1501住民票等の本人通知登録を

問保育課☎922-14915922-3274

潜在保育士セミナー＆
就職フェア　

葬儀社名（指定順）

㈱本郷屋

㈱福祉葬祭

アルファクラブ武蔵野㈱

㈱親愛

☎928-6670

☎0120-33-8411

☎0120-66-2186 氷川町2139-18
（ファミリーホール　西町1450-1）

旭町3-1-1（さがみ典礼草加葬斎センター）

谷塚町836-5（西往寺光明殿　瀬崎5-29-25）

☎931-4444 神明1-11-4（同じ）
電話 所在地（葬儀場）

不正取得による権利侵害防ぐ

11/16㈭アコスホール

草加市内の保育園で働こう！

② 2017年10月20日号 草加人のための情報紙　広報「そうか」市政情報



　○PM2.5（単位：マイクログラム／㎥）最大値18.5／最小値2.3（花栗中学校内）　○給食の放射性物質の検出なし

　法律や税等は、専門家に相談すると良いのですが、そもそもどの
専門家に相談する内容なのか、わからないことばかり。
　くらしの法律総合相談では、弁護士・司法書士・行政書士・建築
士・社会保険労務士・税理士・宅地建物取引士・土地家屋調査士・
不動産鑑定士・弁理士・マンション管理士などの専門家が、税・借
金・相続・離婚・労働・年金・土地・住宅等に関する相談を無料で
受けています。事前に予約することで、同じ会場内で別の専門家に
相談することもできます。
■開催日　第3木曜日午後1時30分～3時30分　
■会　場　高砂コミセン
■申込先　予約が必要です。広聴相談課へ連絡してください。
≪市で開催している法律・税務相談≫
　くらしの法律総合相談のほかにも、女性専門の法律相談や、弁護
士、司法書士、行政書士、税理士等の専門家による相談を受け付け
ています。「お困りごと」の解決に利用してください。
　利用は無料で、事前予約が必要です。いずれも広聴相談課へ連絡
してください。

※施行当初は被保険者証の有効期限が満了するまでの間、従来の様式を使用できます。
（例えば、平成29年10月～平成30年9月まで従来様式。）

国民健康保険
被 保 険 者 証

有効期限 年 月 日

記　号

生 年 月 日
氏　名

資格取得年月日
交 付 年 月 日

番　号
性　別

記　号

生 年 月 日
氏　名

番　号
性　別

年　月　日
年　月　日
年　月　日

年　月　日
年　月　日
年　月　日

世帯主氏名
住所
保険者番号
保険者名

保険者別
番号

都道府県
番号

検証
番号

印

現　行（省令様式）

●被保険者証の様式が変更となります。（平成29年2月現在のイメージ）

埼玉県
国民健康保険
被 保 険 者 証

有効期限 年 月 日

適用開始年月日
交 付 年 月 日

世帯主氏名
住所
保険者番号
交付者名

市町村
番号

都道府県 検証
番号

印

改 正 案

市町村印

番号

平成２９年度

〇
１１月 １２月 １月

〇
２月 ３月

〇
４月

平成３０年度

●
５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月

県内市町村間
住所異動多数回該当

（４月目）

○現行

多数回非該当
（１月目及び２月目）

平成30年度新制度
施行後から起算

平成２９年度

〇
１１月 １２月 １月

〇
２月 ３月

〇
４月

平成３０年度

●
５月 ６月 ７月 ８月 ９月

●
１０月

県内市町村間
住所異動

多数回該当
（４月目）

○改正後

多数回該当
（４月目）

県内市町村間の住所異動に伴う高額療養費多数回該当の判定

●高額療養費の多数回該当に係る該当回数が引き継がれます。

◯　高額療養費の多数回該当は、過去12か月以内に高額療養費の支給が４月以上ある場合に自己
　負担限度額が引き下げられる制度です。
◯　これまでは他市町村へ転居した場合、改めて１回目からカウントされていました。平成30年
　度以降は、県内での転居で世帯の継続性が保たれていれば、平成30年４月以降の療養において
　発生した前住所地の高額療養費の多数回該当のカウントが引き継がれます。

〇

〇 〇

「草加商工会議所コラボ獨協大学」受講生募集
□申11月6日㈪までに草加商工会議所へ。☎928-81115928-8125□申

　県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事
業運営など、国保運営に中心的な役割を担い、制度の安定化を図り
ます。市は県で示した標準保険税率を参考に保険税率を決定し、保
険税の徴収や保険給付、被保険者証の発行、保健事業などを行います。
●変わらないこと
・各種申請の届け出先
・保険税の納税通知書の送付元と納め先
●変わること（下記のイメージ図を確認してください）
・被保険者証の様式…次の更新時に新様式の保険証になります
・高額療養費の多数回該当の算定方法

問保険年金課☎922-15925922-3178

平成30年4月から国民健康保険制度が変わります
市の単独運営から埼玉県との共同運営へ

■受付日時　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）
■会　　場　草加市文化会館1階フリースペース
《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　保育所等（保育園・認定こども園（保育部分）・地域

型保育）：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：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

■必要書類　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の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）。

■書類配布　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）。

《児童クラブ》※申込時の対象児同伴は不要です。
■対　　象　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）。
■必要書類　児童クラブ入室申込書、父母等の稼働証明書など保育

を必要とすることを証明する書類。
■書類配布　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）。

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

平成30年4月保育園・児童クラブ等の
入園入室

日常生活の「お困りごと」は専門家の助言が特効薬

地域ビジネススクール草加

問広聴相談課☎922-05665922-3173

弁護士・司法書士・行政書士・税理士…
くらしの法律総合相談

裁判・相続
土地・住宅

11/28㈫～12/3㈰受け付け

　新事業展開や経営改善を行うための経営戦略、組織マネジメント
などの実務セミナーを獨協大学教授ほか、専門家が教えます。
■日　時　11月11日㈯午後1時15分～、12月2日㈯・9日㈯、平成30

年1月20日㈯、2月17日㈯午後1時30分～4時45分
■会　場　獨協大学
■対　象　経営戦略手法や財務力アップを考えている経営者
■定　員　20人
■参加費　1万円（教材費含む）

（利用者の声を抜粋要約しました）

①困ったわ。
誰を頼ったら良いのか…。
時間もないし、移動も
大変だし

③解決への糸口が見つかったわ。
弁護士に相談なんて初めてだったけど、
予約窓口が市役所だから
　　　　　　　心強かったわ

②『くらしの法律総合
相談』なら同日同会場
で、複数の相談ができ
るそうよ。忙しい私た
ちには嬉しいわね

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③2017年10月20日号市政情報



④ 2017年10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。

税の申告、忘れていませんか？

　地震や武力攻
撃などの緊急情
報を、国から人
工衛星などを通
じて瞬時に伝え
る全国瞬時警報
システム（Jアラート）の、防災行政無
線を使った情報伝達訓練を行います。
【放送内容】チャイム音→「これはJ
アラートのテストです」×3→「こち
らは防災草加です」→チャイム音
問危機管理課☎922-06145922-6591

■介護者のつどい　11/3㊗13時15分～
14時45分。会場は中央公民館。介護の
情報交換と交流。介護をしている人、
していた人、する予定の人対象。問草
加中央・稲荷（包）☎959-91335922-
3801

ふささらダンスフェスティバル

　10/29㊐11時30分開演。会場は草加
市文化会館。市内外で活動するダンス
団体やサークル18団体約330人と市内
小・中学生113人がヒップホップやジ
ャズダンスなどのパフォーマンスを披
露します。問草加市文化会館☎931-93 
255936-4690

　10/29㊐14時～16時。会場は中央公
民館。彩の国あんしんセーフティネッ
ト、まるごとサポートSOKAの説明。
手話通訳・要約筆記あり。問社会福祉
協議会☎932-67705932-6781

　11/3㊗10時～16時。会場は柳島コミ
セン。内容は利用者団体による演芸発
表、作品展示、模擬店、福引ほか。問
柳島コミセン☎5928-2321 　11/12㊐9時30分～15時。会場は東埼

玉資源環境組合第1工場（越谷市）。
大人も子どもも、楽しみながら身近な
エコを学べます。水素を燃料として走
るエコカー「燃料電池自動車」の試乗
会、工場見学、展望台公開など。問東
埼玉資源環境組合計画課☎966-0121

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
■健康寿命いきいき体操　11/10～24
の㊎10時～11時30分。全3回。会場は
中央公民館。60歳以上対象。定員20人
■美味しい紅茶の淹れ方講座　11/13
㊊10時30分～13時30分。会場は谷塚文
化センター。定員6人。材料費2000円。
布巾持参
■自分で考える子に育つ親の言葉かけ
のコツ　11/21㊋・28㊋10時～11時30
分。全2回。会場は草加市文化会館。
定員10人
■孔版画で作る年賀状　11/22㊌・29

柳島コミセンまつり

シルバーカルチャー教室

リユースまつり　環境と情報の集い

平和施設見学会

地域包括支援センター（包）

高校演劇fair in そうか

上級市民救命員養成講習会

■生活に役立つ毛筆細字教室　11月～
平成30年3月の月3回㊋9時30分～11時。
月額1600円。定員6人。新聞紙・小皿
持参
■はじめてのABC英会話教室　11月～
平成30年3月の月3回㊎13時～14時30分。
月額1600円。定員10人
□申 10/23㊊からシルバー人材センター
へ。☎928-92115928-9209

　11/18㊏8時30分～17時。県平和資料
館、こども動物自然公園の見学。小学
生以上対象（小・中学生は保護者同
伴）。定員22人（応募多数の場合は抽
選）。施設入場料大人510円、小・中
学生210円、昼食は各自負担。□申10/31
㊋（必着）までに、往復はがきに住所
・氏名・年齢・電話番号を記入し〒340-
8550人権共生課へ。☎922-08255927-
4955

　11/26㊐9時30分～17時。会場は記念
体育館。スポーツやレジャー活動中の
事故による傷病者に対しての「救命・
救急法」の正しい知識と技術を習得す
る講習会です。16歳以上でJAEA、消
防署、日本赤十字社いずれかの救命救
急法講座の受講経験のある人対象（認
定期限切れも可）。定員30人。参加費
2000円。動きやすい服装で。写真（3cm
×3cm）、室内履き持参。□申10/23㊊か
ら電話で草加市体育協会へ。☎928-63
615922-1513

　10校の中学・高校演劇部員の全力の
舞台をお楽しみ下さい。11/4㊏・5㊐
10時25分～17時40分。会場は中央公民
館。問草加市青少年健全育成市民会議
（子ども育成課内）☎928-64215928-
9632

　市では住宅の耐震診断と耐震改修に
要した費用の一部を補助しています。
昭和56年5/31以前に建築確認を受け工
事に着手した建築物で市内に建物を所
有し、自ら1年以上居住している個人
が対象。所有者が複数名の場合は、他
の所有者の同意が必要です。また、耐
震改修の場合は税を滞納していないこ
となどの条件があります。なお、契約
・着手前に申請を行い、平成30年3/1
㊍までに実績報告を提出する必要があ
ります。また、木造住宅を対象に図面
をもとにした簡易診断を無料で行って
います。問建築指導課☎922-195859 
22-3148

　国道4号線（草加高架橋）橋りょう
補修工事のため10月下旬～12月下旬は、
高架下駐車場の利用ができなくなりま
す。なお、会議室等の施設は通常通り
利用できます。問みんなでまちづくり
課☎922-07965922-3406

Ｊアラート情報伝達訓練
11/14㊋11時に実施

谷塚南ミニコミセン
高架下駐車場の利用休止

　ファミリー・サポート・センターで
は、保育施設等への送迎や会員宅での
預かりのほか、病児・病後児預かりも
行っています。同センターの利用希望
会員と子育てを支援する会員を募集し
ます。入会説明会（要予約）は、11/25
㊏10時～12時。会場は高砂コミセン。
□申ファミリー・サポート・センターへ。
☎920-11005920-1101

子育て応援　ファミリー・
サポート・センター会員募集

昭和56年以前の住宅にお住まいの人へ
耐震診断・改修の費用を補助します

草加の地場産業　レザークラフト体験

埼玉物産展

聴覚障がい者教養講座
県・市の生活支援を知る

　平成29年度市民税・県民税の申告期
限は3/15まででしたが、平成28年中に
収入があり、まだ申告をしていない人
は申告をお願いします。申告が必要な
人は、平成29年1/1時点で草加市に居
住し、①平成28年中に合計96万5000円
（扶養者がいる人は基準額が変動）を
超える給与収入があり、現時点で市民
税・県民税が課税されていない人　②
給与及び公的年金以外の収入があった
人。なお、税務署に確定申告をした人
は、申告の必要はありません。申告は、
印鑑・本人確認ができる書類・個人番
号確認書類・源泉徴収票・控除を受け
るために必要な書類を持参し、市民税
課へ。申告をしていないと一部の行政
サービスが受けられないこともありま
すので早めの申告をお願いします。問
市民税課☎922-10425920-1502

水道メーターの取り替え

　10/24㊋～11/20㊊。対象は苗塚町、
小山、北谷、旭町、新善町、原町、新
栄、長栄、柿木町、草加、松原4丁目
（松原団地は除く）、松原5丁目。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

年1回は浄化槽の定期水質検査を

　浄化槽を使用する人は、保守点検や
清掃と別に年1回の定期水質検査受検
が義務づけられています。定期水質検
査は、浄化槽からの放流水などをチェ
ックして、浄化槽が十分浄化機能を発
揮しているか検査するものです。□申県
浄化槽協会へ。☎048-501-5707 

　10/28㊏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・革の
ネームプレートづくり）1回500円。問
ぱりっせ☎5931-1970

　10/28㊏～31㊋10時～19時30分（31
㊋は17時まで）。会場は物産・観光情
報センター。埼玉県内の特産品を販売

します。問同センター☎921-1800592
1-1811

㊌13時～16時。全2回。会場は中央公
民館。定員7人。材料費500円
■相続・遺言セミナー　11/27㊊、12/ 
4㊊10時～12時。全2回。会場は草加市
文化会館。定員20人。資料代500円
■ストレッチ＆リラックス体操　12/1
㊎・8㊎11時～12時30分。全2回。会場
は新田西文化センター。定員30人。上
履き持参
■年末の片づけ講座　12/7㊍14時～15
時30分。会場は中央図書館。定員30人

い

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

夕焼けチャイム　11月～2月は16時28分に放送します

・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

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
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▼すくすくクラブ　11/9㊍10時～11時
30分　ミニ運動会・読み聞かせほか　
乳幼児と保護者対象
▼新里サロンステージ「ベリーダンス
ショー」　11/11㊏14時～14時40分　
▼のびのび広場　11/17㊎10時～11時
　季節のイベント・読み聞かせほか　
乳幼児と保護者対象
▼うたごえひろば　11/17㊎13時45分
～16時　思い出の歌や大好きな歌を歌
い健康作りを　参加費200円（資料・
飲み物代）
▼おもちゃの病院　11/24㊎10時～12
時　おもちゃの無料修理　部品代実費
　1人2点まで
▼親子でクリスマスケーキを作ろう
　12/16㊏10時～12時30分　小・中学
生と保護者対象　定員8組　参加費1組
1000円

▼こころを結ぶ光のひろば　11/7㊋10
時～12時　視覚障がいに関する相談コ
ーナーほか
▼物忘れ改善の秘策で認知症予防　11/
11㊏13時30分～15時30分　定員90人
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
11/15㊌10時～　親子友だち作り・親
子工作ほか　乳幼児と保護者対象
▼にじいろタイム　11/17㊎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」
　11/17㊎13時30分～　胎教と友だち
づくり　初妊婦対象
▼パンを作ろう　11/18㊏10時～12時
　小学生対象　定員16人　参加費300
円　
▼ニュースポーツを楽しもう　12/2㊏
10時～12時　小学生対象　定員20人

▼すくすくクラブ　10/24㊋10時～12
時　ハロウィーン工作ほか　乳幼児と
保護者対象　
▼谷塚少年少女合唱教室　11/4～平成
30年3/10の㊏（除外日あり）10時～12
時　全12回　12/25㊊市立病院クリス
マスコンサート、平成30年3/18㊐地域
音楽のつどい出演　小・中学生対象　
定員30人　
▼SKT24スポーツ吹矢体験講座　
11/10～24の㊎13時30分～15時　全3回
　成人初心者対象　定員15人　参加費
500円
▼谷塚元気ひろば　11/27㊊13時～15
時　お口の体操・茶話会　60歳以上対
象　定員30人　参加費200円

▼スポーツ吹矢体験教室　11/1～22の
㊌（15を除く）13時～15時　全3回　
定員20人　参加費500円　上履き持参
▼木版画で作る年賀状教室　11/1～15

子ども・親子向け

■ギャラリー展　
　11/20㊊まで。平成27年度川柳小卒
業生制作の版画6点ほか
■豊田三郎の魅力を伝える講演会
　10/29㊐13時30分～15時。講師は歴
史研究家の染谷洌さん。定員80人（当
日先着順）
　いずれも会場は中央図書館。
問同館☎946-30005944-3800

　11/20㊊10時～16時。会場は越谷市
中央市民会館。定員6人。消費者金融
などの多重債務者対象の面接相談会。
□申11/1㊌～17㊎10時～16時に県多重債
務対策協議会へ。☎048-863-2860（㊏
・㊐、㊗を除く）

　11/25㊏13時30分～15時30分。会場
は草加市文化会館。定員80人。講師は
女性のキャリア支援企業を経営する堤
香苗さん。市内のサークル「そうかぞ
く」「スマイリーママ」代表者とのパ
ネルディスカッションあり。11/20㊊
～25㊏は男女共同参画関係団体がパネ
ルを展示します。□申はがきに住所・氏
名・電話番号と手話通訳・保育（1歳
～未就学児・定員9人）の希望を明記

し、〒340-8550人
権共生課へ。ファ
クス・メール（QR
コード）でも可。
☎922-08255927-
4955

体育施設の休館

　11/26㊐13時30分開演。会場は草加
市文化会館。オペラ・オラトリオ塾の
受講生とプロ演奏家の「喜びの歌」の
上演やジュニアコンクール受賞者によ
る演奏など。一般1500円、3歳～中学
生・学生1000円（全席自由。当日500
円増し）。問草加市文化会館☎931-93
255936-4690

　11/6㊊は館内消毒及び施設整備のた
め記念体育館、市民体育館、吉町テニ
スコート、総合グランドは休館します。
問草加市体育協会☎928-63615922-1 
513

　市では、業務の繁忙時や欠員等が生
じた時に、あらかじめ登録した人の中
から臨時職員を任用する登録制度があ
ります。職種は事務職（パソコン操作
ができる人）で60歳以下の人対象。勤
務は㊊～㊎の8時30分～17時（配属先
により異なる場合あり）。時給960円。
登録の有効期間は2年間。登録期間中、
必要に応じて面接を行いますが、必ず
任用されるとは限りません。□申写真を
貼った履歴書に必要事項を記入し、職
員課へ。☎922-0983

■小学生のための読み聞かせ　10/22
㊐13時30分～14時
■木曜シアター　10/26㊍14時～15時
30分　にっぽん百名山⒁「斜里岳、阿
寒岳、朝日岳」　成人対象　定員90人
（当日先着順）
■ビデオ上映会　11/12㊐14時～16時5
分　「地下鉄（メトロ）に乗って」　
成人対象　定員90人（当日先着順）
■図書館生涯学習講座　心を耕すこと

▼草加天文愛好会スペースワンダー　
星空写真展　10/22㊐～11/5㊐
▼ママといっしょにおはなし会　10/
23㊊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
▼放課後クラブ　11/2㊍17時～18時…
卓球・11/6～27の㊊（13を除く）16時
～17時…楽しく英語・11/13㊊16時～
17時…将棋・11/16㊍16時20分～16時
50分…HIPHOP・11/21㊋17時～18時
…スポーツ吹矢　小学生（英語は小学
4～6年生）対象　保護者同伴
▼おもちゃの病院　11/6㊊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」　
11/6㊊10時～12時　ミニ運動会・読み
聞かせほか　乳幼児と保護者対象
▼窓辺で楽しむ野菜と雑草液肥作り　
11/8㊌、平成30年2/14㊌13時30分～15

ハートフルコンサート

　11/12㊐10時～13時（雨天中止）。
会場はそうか公園。公園内散策、松ぼ
っくりツリー作り、焼き芋体験。小学
生と保護者対象。定員15組。□申 10/23
㊊からみどり公園課へ。☎922-19735
922-3145

　11/23㊗10時～13時。会場は新里文
化センター。ヘルシーミートボール・
小松菜わらびもちほか。小学生と保護

そうか公園自然観察会

臨時職員の登録者を募集

郷土作家豊田三郎の童話の世界
展示・講演会

多重債務者相談強化キャンペーン
面接相談会

親子料理教室　
ヘルシーミートボールを作ろう！

男女共同参画フォーラム
「考えよう！自分らしい
働き方」講演会

時30分　全2回　成人対象　定員16人
　参加費1000円
▼現代日本芸術協会有志によるミニ絵
画展　11/12㊐～24㊎
▼子育てをもっと楽しく「親も子も一
緒に野菜を食べましょう」　11/17㊎、
12/1㊎・15㊎10時～12時　全3回　調
理実習（揚げない酢鶏・里いもとほう
れん草のグラタンほか）　1歳～未就
園児と保護者対象　定員16組（1歳以
上の保育あり）　材料費1500円
▼国際交流料理教室（韓国料理）  11/
21㊋10時～13時　マンドゥー（韓国餃
子）　成人対象　定員16人　参加費
800円
▼いっしょにあそぼう！　11/25㊏10
時～11時30分　百人一首・けん玉ほか
　小学生対象　定員20人
▼クリスマスケーキ（ブッシュ・ド・
ノエル）を作ろう　12/21㊍10時30分
～13時30分　成人対象　定員16人（抽
選）　参加費600円　□申10/23㊊のみ

▼おはなしの時間　10/25㊌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
▼柿木郷土まつり　10/28㊏・29㊐10
時～16時　利用団体による成果発表・
模擬店ほか　期間中の図書室の利用不
可
▼親子で元気ルーム　11/9㊍10時～11
時30分　リズム体操・手遊びほか　乳
幼児と保護者対象
▼おもちゃの病院　11/13㊊10時～12
時　おもちゃの無料修理　部品代実費
　1人2点まで
▼干支「戌」の木目込み人形作り　
11/18㊏・21㊋10時～15時　全2回　成
人対象　定員20人　参加費2000円
▼親子でケーキ作り　12/2㊏9時30分
～12時　ミニデコレーションケーキ　
5歳～小学2年生と保護者対象　定員10
組　参加費600円

の㊌13時30分～16時　全3回　成人対
象　定員12人　参加費500円
▼おはなしの広場　11/10㊎・24㊎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
▼ロビー・トールペイント展　11/11
㊏～23㊗
▼おもちゃ病院　11/17㊎10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼サケの飼育と観察教室　12/16㊏13
時30分～15時　定員20人　貸し出し飼
育器具10組あり

☎946-3000 5944-3800

者対象。定員12組。参加費大人500円、
子ども400円。エプロン・三角巾・布
巾2枚持参。□申10/23㊊から電話で保健
センターへ。☎922-02005922-1516

ばの力　11/18㊏14時～16時　コミュ
ニケーション・話し方ほか　定員45人
　□申11/16㊍までに同館へ
■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）

堤香苗 さん

いぬ

定員のあるものは10/23㊊
８時3０分から各館へ申し込みを

5925-0152

柿木公民館 ☎931-3117新田西文化センター ☎942-0778

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（10/21～11/20）

10/25㊌、
11/8㊌

11/17㊎

瀬崎・青柳小

新栄小

新里・高砂小

稲荷・八幡北小

両新田小

氷川・西町小

10/26㊍、
11/9㊍
10/27㊎、
11/10㊎
11/1㊌・
15㊌
11/2㊍・
16㊍

日程

長栄・草加小

花栗南・八幡小

栄・川柳小

清門・松原小

谷塚小

小山・新田小

14時～16時9時30分～11時30分

（10/26花栗南小休み）

（11/1稲荷小休み）

（11/2休み）

1978年（昭和53年）に開催された第1回草加市民まつりの様子　

　「草加ふささら祭り」は、例年11月に草加市文化会館、綾瀬川左岸広場、
草加松原遊歩道、県道足立越谷線沿いを会場に盛大に開催され、来場者
数20万人を誇る市を代表するイベント。1978年（昭和53年）に、市制施
行20周年を記念して開催された「市民まつり」が発祥で、市制施行50周
年の2008年（平成20年）に5つの祭りが合同開催されたのを契機に、現
在の「草加ふささら祭り」となりました。
　市制施行60周年を迎える来年は、草加ふささら祭りをはじめとする
様々なイベントを通じ、草加に関わる全ての人々がまちを知り、体験・
共感することでまちの誇りや愛着心を感じていただけるような取り組み
を進めていきます。

草加市は1958年（昭和33年）11月1日に人
口34,878人で県内21番目に市制を施行し、
来年60周年を迎えます。

草加って

こんなまち
数字でわかる草加市

６0周年！
市制施行平成30年

11月1日は

何の日？

県道足立
越谷線も大賑わい。

1982年（昭和57年）に
整備されるまで

東京方面への上り車線は
松並木の間を

通っていました。

綾瀬川左岸広場の
場所にはまだ建物が。

左岸広場は
1996年（平成8年）
に一般開放され
ました。

文化会館
駐車場が
メーン会場
でした。

最初の市民まつりは
9月16～17日に
行われました。

市制施行20周年を祝して始まった

「市民まつり」から「草加ふささら祭り」へ
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▼すくすくクラブ　11/9㊍10時～11時
30分　ミニ運動会・読み聞かせほか　
乳幼児と保護者対象
▼新里サロンステージ「ベリーダンス
ショー」　11/11㊏14時～14時40分　
▼のびのび広場　11/17㊎10時～11時
　季節のイベント・読み聞かせほか　
乳幼児と保護者対象
▼うたごえひろば　11/17㊎13時45分
～16時　思い出の歌や大好きな歌を歌
い健康作りを　参加費200円（資料・
飲み物代）
▼おもちゃの病院　11/24㊎10時～12
時　おもちゃの無料修理　部品代実費
　1人2点まで
▼親子でクリスマスケーキを作ろう
　12/16㊏10時～12時30分　小・中学
生と保護者対象　定員8組　参加費1組
1000円

▼こころを結ぶ光のひろば　11/7㊋10
時～12時　視覚障がいに関する相談コ
ーナーほか
▼物忘れ改善の秘策で認知症予防　11/
11㊏13時30分～15時30分　定員90人
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
11/15㊌10時～　親子友だち作り・親
子工作ほか　乳幼児と保護者対象
▼にじいろタイム　11/17㊎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」
　11/17㊎13時30分～　胎教と友だち
づくり　初妊婦対象
▼パンを作ろう　11/18㊏10時～12時
　小学生対象　定員16人　参加費300
円　
▼ニュースポーツを楽しもう　12/2㊏
10時～12時　小学生対象　定員20人

▼すくすくクラブ　10/24㊋10時～12
時　ハロウィーン工作ほか　乳幼児と
保護者対象　
▼谷塚少年少女合唱教室　11/4～平成
30年3/10の㊏（除外日あり）10時～12
時　全12回　12/25㊊市立病院クリス
マスコンサート、平成30年3/18㊐地域
音楽のつどい出演　小・中学生対象　
定員30人　
▼SKT24スポーツ吹矢体験講座　
11/10～24の㊎13時30分～15時　全3回
　成人初心者対象　定員15人　参加費
500円
▼谷塚元気ひろば　11/27㊊13時～15
時　お口の体操・茶話会　60歳以上対
象　定員30人　参加費200円

▼スポーツ吹矢体験教室　11/1～22の
㊌（15を除く）13時～15時　全3回　
定員20人　参加費500円　上履き持参
▼木版画で作る年賀状教室　11/1～15

谷塚文化センター ☎928-6271

川柳文化センター ☎936-4088

新里文化センター ☎927-3362

中央公民館 ☎922-5344

▼なわとび週間　10/23㊊～27㊎15時
30分～　小学生対象
▼おもちゃ病院　10/26㊍10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼ふれあい囲碁・将棋教室　10/28㊏、
11/11㊏14時～15時　幼児（保護者同
伴）～高年者対象
▼ハロウィ－ン工作　10/30㊊・31㊋
15時30分～　小学生対象
▼オセロ大会　11/2㊍　マンカラ大会
　11/16㊍　いずれも15時30分～　小
学生対象
▼ビー玉で遊ぼう　11/9㊍15時30分～
　小学生対象
▼ふれあいグラウンドゴルフ　11/18
㊏10時30分～12時　小学生～高年者対
象

▼おもちゃ病院　10/26㊍・11/16㊍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
▼オセロ遊び　11/4㊏14時～　小学生
対象　参加賞あり
▼リトミック　11/6㊊10時10分～　2
歳児と保護者対象、11/6㊊・13㊊11時
～　1歳児と保護者対象　いずれも定
員20組
▼親子で作ろう　11/10㊎・17㊎14時
45分～15時30分　じゅず玉アクセサリ
ー　3歳児～未就学児と保護者対象　
定員各5組
▼ママのためのリフレッシュヨガ　
11/11㊏10時15分～　定員15人
▼将棋教室　11/18㊏13時30分～14時
30分　将棋大会　11/23㊗13時30分～
16時　いずれも初級以上の小学生対象
　定員10人
▼ともだち文庫の「おはなしポケッ
ト」　11/20㊊11時～　わらべ唄ほか
　乳幼児と保護者対象

▼ひ革工房　10/21㊏13時30分～16時
　ハロウィーンに向けてカボチャ・お

▼草加天文愛好会スペースワンダー　
星空写真展　10/22㊐～11/5㊐
▼ママといっしょにおはなし会　10/
23㊊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
▼放課後クラブ　11/2㊍17時～18時…
卓球・11/6～27の㊊（13を除く）16時
～17時…楽しく英語・11/13㊊16時～
17時…将棋・11/16㊍16時20分～16時
50分…HIPHOP・11/21㊋17時～18時
…スポーツ吹矢　小学生（英語は小学
4～6年生）対象　保護者同伴
▼おもちゃの病院　11/6㊊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」　
11/6㊊10時～12時　ミニ運動会・読み
聞かせほか　乳幼児と保護者対象
▼窓辺で楽しむ野菜と雑草液肥作り　
11/8㊌、平成30年2/14㊌13時30分～15

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。

時30分　全2回　成人対象　定員16人
　参加費1000円
▼現代日本芸術協会有志によるミニ絵
画展　11/12㊐～24㊎
▼子育てをもっと楽しく「親も子も一
緒に野菜を食べましょう」　11/17㊎、
12/1㊎・15㊎10時～12時　全3回　調
理実習（揚げない酢鶏・里いもとほう
れん草のグラタンほか）　1歳～未就
園児と保護者対象　定員16組（1歳以
上の保育あり）　材料費1500円
▼国際交流料理教室（韓国料理）  11/
21㊋10時～13時　マンドゥー（韓国餃
子）　成人対象　定員16人　参加費
800円
▼いっしょにあそぼう！　11/25㊏10
時～11時30分　百人一首・けん玉ほか
　小学生対象　定員20人
▼クリスマスケーキ（ブッシュ・ド・
ノエル）を作ろう　12/21㊍10時30分
～13時30分　成人対象　定員16人（抽
選）　参加費600円　□申10/23㊊のみ

▼おはなしの時間　10/25㊌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
▼柿木郷土まつり　10/28㊏・29㊐10
時～16時　利用団体による成果発表・
模擬店ほか　期間中の図書室の利用不
可
▼親子で元気ルーム　11/9㊍10時～11
時30分　リズム体操・手遊びほか　乳
幼児と保護者対象
▼おもちゃの病院　11/13㊊10時～12
時　おもちゃの無料修理　部品代実費
　1人2点まで
▼干支「戌」の木目込み人形作り　
11/18㊏・21㊋10時～15時　全2回　成
人対象　定員20人　参加費2000円
▼親子でケーキ作り　12/2㊏9時30分
～12時　ミニデコレーションケーキ　
5歳～小学2年生と保護者対象　定員10
組　参加費600円

5922-3274

新栄児童センター ☎942-9876

■氷川健康クラブ（健康体操）　第1
・2㊎13時～15時、第3・4㊏9時～11時
　楽しみながら健康維持　入会金1000
円　月額1500円　問佐々木☎927-1996
■レクリエーションダンスあざみ　㊋
13時～15時　勤労青少年ホームで　懐
かしい音楽に合わせて体を動かす　60
歳以上対象　月額1000円　問後藤☎
928-1096
■草加太極拳楽園の会　㊐9時～11時
　勤労福祉会館ほかで　心身の健康増
進のため太極拳を始めてみませんか　
月額1500円　問梁瀬☎090-6703-2990
■大雁気功　㊊9時30分～11時　中央
公民館で　健康寿命をキープ　入会金
2000円　月額2500円　問新井☎080-34 
53-1840
■白鶴クラブ（太極拳）　㊊13時～15
時　勤労青少年ホームで　和やかな雰
囲気で親切な指導です　入会金1000円
　月額2000円　問斉藤☎924-4275
■もくれん（カラオケ）　第1・3㊌13
時～15時　新田西文化センターで　基
礎発声練習から演歌歌謡曲を練習して
います　入会金1000円　月額3200円　
問武藤☎931-4104
■アミーゴ・ギターラ　㊍・㊎・㊐13
時～16時　谷塚文化センターほかで　
今がチャンス！ギターを弾こう　演歌
・フォーク・クラシック何でもOK　
月額3000円　問林☎932-2898
■義和流拳法（拳法・空手ほか）　㊌
19時～、㊏16時～　いずれも谷塚ミニ
コミセンで　4歳以上対象　入会金20
00円　月額2500円　問福島☎090-4747-
1190
■スポーツ吹矢草加栄　㊐～㊏（㊌・
㊎を除く）13時～15時または15時～17
時　川柳文化センターほかで　入会金
1000円　7回3000円　問植木☎090-225 
3-8475
■草加市少林寺拳法連盟　㊋・㊎・㊏
18時～21時　谷塚文化センターほかで
　4～80歳対象　各自の体力に応じた
稽古で気軽に出来ます　入会金5000円
　月額5000円　問田中☎090-1261-9401
■谷塚プアオレナ（フラダンス）　月
3回㊊11時～13時　谷塚文化センター
で　楽しくフラダンスをしています　
月額4000円　問木島☎090-4849-5388
■草加健康体操の会高砂教室　第1・2
・4㊌9時30分～11時　高砂コミセンで
　体力作りをして仲間と共に体操をし
ませんか　見学・体験可　入会金1000
円　月額1500円　問吉澤☎922-2246

化けのキーホルダー作り　幼児（保護
者同伴）以上対象　
▼おもちゃ病院　11/2㊍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　11/8㊌11時30分～
13時　フルーツケーキ作り　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　
11/12㊐11時～12時　0～2歳児と保護
者対象　定員15組
▼とり+かえっこ屋　11/12㊐13時30
分～16時　おもちゃの交換ができるお
店　幼児（保護者同伴）以上対象　使
わなくなったおもちゃ持参
▼ママのためのリラックスヨガ　11/
16㊍16時～16時40分　0～2歳児と保護
者対象　定員15組
▼お父さんのヤキイモタイム　11/18
㊏14時～　幼児～小学生と保護者対象
　定員15組
▼ワークわくランチ　11/19㊐10時30
分～13時　カレー作り　小学生以上対
象　定員10人
▼FMひかわ　11/25㊏14時～16時　ラ
ジオ番組を作って生中継　小学3年生
以上対象　定員8人

▼あそびの時間　10/26㊍・27㊎16時
～　どんぐり笛作り　小学生対象
▼こぶたのしっぽ　11/1㊌11時～　パ
ネルシアター　乳幼児と保護者対象
▼読み聞かせ「バンビ」　11/6㊊・20
㊊11時～　乳幼児と保護者対象
▼オセロ大会　11/6㊊15時30分～　マ
ンカラ大会　11/10㊎16時～　小学生
対象　参加賞・優勝賞品あり
▼おもちゃ病院　11/18㊏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

▼飛ばせ！飛ばせ！Week　10/23㊊～
27㊎15時～　会場は㊊・㊎中央図書館、
㊌・㊍コンフォール松原19号棟　マジ
ックダーツ　幼児（保護者同伴）～小
学生対象　
▼ハロウィーン村にようこそ　10/30
㊊14時～15時30分　乳幼児と保護者対
象、15時30分～17時　小学生対象　ゲ
ーム・工作・フォトスペースあり　会
場はコンフォール松原19号棟　仮装参
加歓迎
▼何でもNO.1　11/1㊌～27㊊（27㊊
NO.1の表彰式）15時～　色々な遊び
　会場は㊊・㊎中央図書館、㊌・㊍コ
ンフォール松原19号棟　小学生対象　
▼読み聞かせ「たんぽぽ」　11/2～16
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
▼親子で楽しむミニコンサート　
11/14㊋13時～　会場は勤労福祉会館
　高校合唱部のおねえさんと一緒に歌
おう　幼児と保護者対象　定員30組　
▼おもちゃ病院　11/17㊎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　11/28㊋11時～
　会場はコンフォール松原19号棟　平
成28年11月生まれ対象　定員8人　□申
11/1㊌10時から電話で同館へ

の㊌13時30分～16時　全3回　成人対
象　定員12人　参加費500円
▼おはなしの広場　11/10㊎・24㊎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
▼ロビー・トールペイント展　11/11
㊏～23㊗
▼おもちゃ病院　11/17㊎10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼サケの飼育と観察教室　12/16㊏13
時30分～15時　定員20人　貸し出し飼
育器具10組あり

谷塚児童センター ☎925-1856

住吉児童館 ☎928-5736

わくわくタウン松原 ☎941-2905

氷川児童センター ☎928-2341

定員のあるものは10/23㊊
10時から各館へ申し込みを



10/21㊏～11/20㊊（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　10/26㊍、11/30㊍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　11/6㊊・20㊊…住吉児童館☎928-5736　10/26㊍、11/9㊍

…谷塚児童センター☎925-1856　11/1㊌・16㊍…新栄児童センター☎942-9876
　11/15㊌…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　10/25㊌13時～16時…川柳文化センター☎922-0825（人権共生
課）／㊊9時～16時…さいたま地方法務局越谷支局☎966-1321
■創業・金融よろず相談（中小企業者向け・3日前までに□予 ）　11/2㊍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）。

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

休日等上水道工事店
㈲東洋開発
正木設備㈱
㈲東洋開発
㈲石田水道
㈱井戸梅
㈲寺島管工設備

両新田西町246
栄町3-9-30
両新田西町246
吉町1-5-12
住吉2-4-3
柳島町193-5

☎928-5520
☎931-3933
☎928-5520
☎922-2736
☎922-3413
☎925-4566

10/21㊏
10/22㊐
10/28㊏
10/29㊐
11/3㊗
11/5㊐

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

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。

10/22㊐

10/29㊐

11/3㊗

11/5㊐

内科
外科
内科
外科
内科
外科
歯科
内科
外科

草加きたやクリニック
草加脳神経外科クリニック
みなみ草加クリニック
メディクス草加クリニック
大城クリニック
豊田クリニック
上杉歯科クリニック
ふかさく内科クリニック
新島整形外科

北谷1-22-13
栄町2-1-33　１Ｆ
新里町107-1
氷川町2149-3
松原5-1-5
柿木町1127-1
氷川町2119-8
氷川町2171-8
草加2-4-14

☎941-7800
☎949-6112
☎924-0600
☎920-6161
☎942-3039
☎930-3636
☎928-4187
☎922-8007
☎943-2711

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10月20日号



草加駅徒歩8分

草加駅入口

銀行

銀行

←至北千住 至越谷→

東武スカイツリーライン 駐輪場

歴史民俗資料館

草加中

草加駅前交番

県道 足立越谷線 49

アコス
北館

アコス
南館

草加駅東口

会場入口

草加小
会場

草加駅

旧日光街道エリア 商店街フェスティバル
草加住吉郵便局

会場入口
神明庵

交通規制

会場案内図

　11月12日㈰午前10時～午後3時（荒天時中止）。市内商店街の名
物グルメやスイーツを堪能し、掘り出し物の購入なども楽しめるイ
ベント、『街グルin草加』を開催します。
◆街グルin草加
■会　場　草加小
■内　容　商店街が誇る絶品グルメ15店舗
・スイーツ5店舗が出店。物産展コーナーでは草加せんべいやチョ
コレート、ナッツ、ドライフルーツなどを販売
◆同日開催！商店街フェスティバル＆百縁市in草加宿
■会　場　旧日光街道商店街
■内　容　市内の商店街が旧日光街道に大集合。市内商店街から約
100店舗が出店。自慢の100円商品ほか、各店自慢の逸品が勢揃い
その他、3ビズマルシェ（草加小体育館）も同時開催。

　1日、旧日光街道周辺で草加宿場まつりが開催されました。
　当日は、多くの家族連れなどが会場を訪れ、かつての宿場の賑わ
いが再現されました。
　また、旧日光街道では陸奥八戸藩を模した大名行列が行われ、会
場を訪れた人たちも足を止め勇壮な姿に見入っていました。このほ
かにも草加せんべいで創るモザイクアートや地元町会のみこしパレ
ード、市内グルメの模擬店が軒を連ねるはいから横丁グルメ市など
が行われ多くの人が楽しめる1日になりました。

　メーンコンサートの前にひと足早
く、まちなかにハープの音色をお届
けする出張コンサート。

　日頃コンサート会場に入ることができ
ない年齢の子どもと一緒にハープ2台に
よるコンサートを楽しめます。子どもに
もなじみのある曲を中心に演奏します。
■日　時　11月13日㈪午前10時30分開演
■会　場　草加市文化会館
■出　演　井田美幸、田中淳子
■整理券　草加市文化会館で配布中

　35歳以下の「プロフェッショナル部門」の審査の様子を公開しま
す。世界へ羽ばたく未来のハーピストの演奏を鑑賞してみません
か。
■日　時　一次予選：11月15日㈬　二次予選：11月16日㈭　
　　　　　本　　選：11月18日㈯　いずれも午前10時～
■会　場　草加市文化会館

　11月18日㈯のフェスティバルコンサートは「Ｎ響メンバーとその
仲間達によるブラスアンサンブル」（金管十重奏）、19日㈰のファ
イナルコンサートはクラシックギター奏者の村治佳織が特別ゲスト
として出演します。
　ハープと様々な楽器との共演や20台のグランドハープによる演奏
などハープフェスティバルならではの演奏が楽しめます。

■日　時　 11月19日㈰午後1時30分開演
■会　場　草加市文化会館
■出演者　イオン・ジョーンズ〈ハー
プ〉、井上久美子〈ハープ〉＆大和田葉
子〈フルート〉、国内外のトップハーピ
ストによるグランドハープ・アンサンブ
ル、第29回日本ハープコンクール優勝
者、ヨセフ・モル
ナール〈監修〉
特別ゲスト：村治
佳織〈クラシック
ギター〉

■日　時　11月18日㈯午後7時開演
■会　場　草加市文化会館
■出演者　ベアトリス・ギエルマン〈ハー
プ〉、池城菜香〈ハープ〉＆藤原秀章〈チ
ェロ〉、カフェ・ドゥ・ラ・ハープ、草加
市レバーハープ・アンサンブル、鷺谷清子
〈指揮〉
特別ゲスト：Ｎ響メンバーとその仲間達に
よるブラスアンサンブル〈金管十重奏〉

フェスティバル＆
ファイナルコンサート

チケット

交通規制▶当日、午前9時～午後4時は旧日光街道の一部（県道草加停
車場線交差点～神明町交差点）で車両通行止めとなります。なお、車
での来場はできません。自転車は、草加中に駐輪してください。

 日時 場所 出演者
 10月26日㈭14時～ 市立病院 レバーハープ・アンサンブル　アルペジオ
 11月17日㈮16時～ 獨協大学前駅 カフェ・ドゥ・ラ・ハープ

スポットコンサートスポットコンサート

第29回 日本ハープコンクール第29回 日本ハープコンクール

問草加市文化会館☎931-93255936-4690

N響ブラスアンサンブル

ベアトリス・ギエルマン

村治佳織

イオン・ジョーンズ

10月かどまちごとでき

0歳からのハープコンサート0歳からのハープコンサート

草加市文化会館ほかで　全席指定　各日一般
1000円、学生500円　未就学児入場不可・有料
託児サービスあり（要予約）

問街グルin草加2017実行委員会事務局☎928-8121
　産業振興課☎922-08395922-3406

11/12
日

市内商店
街の

グルメ・ス
イーツが

一度に楽
しめる

市内商店
街の

グルメ・ス
イーツが

一度に楽
しめる

国際ハープフェスティバル

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２０日号

市の人口　平成29年10月1日現在　24万7843人（男12万5791人・女12万2052人）／前月比42人増／世帯数11万4352世帯


	P01
	P02
	P03
	P04
	P05
	P06
	P07
	P08

