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折り込んである「そうか市議会だより」は、抜いて読んでください。

「0.1を争う体操競技で2位に3.0点差をつけての圧勝」

全国高校駅伝　全国大会出場！埼玉栄高3年
いち   むら    とも      き

（瀬崎中出身）

市村朋樹さん
第14回第14回 全国小学生学年別柔道大会 40kg超級全国小学生学年別柔道大会 40kg超級

　第48回全国中学校体操競技選手権大会で、栄中が団体優勝しまし
た。昨年に引き続き団体優勝し、2連覇（平松・佐藤・緒方・土屋の各選
手は同メンバー）を達成しました。また、個人種目別の「床・跳馬・鉄
棒」で1位、個人総合でも3位の成績を収め大活躍した主将の平松さ
んは「一人が失敗してもみんなで支え合い全員でカバーできたからこ
そ連覇できた」と仲間との絆が連覇の源と語ってくれました。

　県大会で小学1～5年生まで負
けなしの5連覇を達成し、第14回
全国小学生学年別柔道大会40㎏
超級で準優勝。
　大木さんは「県大会では5連覇
を達成したのに、5年生から出場
できる全国大会では2位だった
ので悔しかったです。6年生で全
国優勝できるように頑張ります」
と語ってくれました。

準　優　勝 大木香凜さん（新田小5年）
おお　き　  か　 りん

速報！

6人で支え合い 勝ち取った勝利6人で支え合い 勝ち取った勝利
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後列左から　土屋遼佑さん（中2）、山﨑真颯さん（中1）、栗原優太さん（中2）

前列左から　佐藤深さん（中3）、平松航河さん（中3）、緒方大騎さん（中3）

つち や りょうすけ

さ とうしん ひらまつこうが おがたひろき

やまざき  まさき くりはら ゆうた

後列左から　土屋遼佑さん（中2）、山﨑真颯さん（中1）、栗原優太さん（中2）

前列左から　佐藤深さん（中3）、平松航河さん（中3）、緒方大騎さん（中3）

つち や りょうすけ

さ とうしん ひらまつこうが おがたひろき

やまざき  まさき くりはら ゆうた

県予選
区間賞

目標は本戦の３区で
外国人留学生と勝負する
こと。将来はトラック種目
で日本代表になり、オリン
ピックや世界選手権に出
場して活躍したいです。

　市村選手が在籍する埼玉栄高チームが優勝を飾り12月24日に開催される全国大会、夢の都大路に出場します。

　市村選手が在籍する埼玉栄高チームが優勝を飾り12月24日に開催される全国大会、夢の都大路に出場します。

　第68回全国高校駅伝競走大会県予選会に出場し、第3区（8.1075㎞）を24分37秒で走り区間賞を獲得！

　第68回全国高校駅伝競走大会県予選会に出場し、第3区（8.1075㎞）を24分37秒で走り区間賞を獲得！
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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

No.1193

29平成 　　年（2017年）

日号20
11月



■10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0.11／最小値0.10（市役所前）

　自転車専用通行帯(自転車レーン）は、車道に設けられた通行帯
です。自転車専用通行帯がある道路では、自転車は青い塗装部分を
通行しなければなりません。自転車がこの通行帯を走行することで、
歩道上での歩行者との接触事故を防ぎます。
　通行帯を整備した区間は下図のとおり。なお、自転車専用通行帯
を自転車以外の車両が通行した場合は取り締まりの対象となります。
●自転車専用通行帯は左側一方通行。逆走はできません。
●13歳未満や70歳以上の人は自転車でも歩道を通行できます。
●自動車、バイク等の走行や駐車はできません。
●矢羽で表示している箇所は自動車・バイクも通行するので要注意。

　10月31日㈫に開催された市議会第1回臨時会で、新たな議長に切
敷光雄議員、副議長に井手大喜議員が選出されました。また、監査
委員に宇佐美正隆議員の選任が同意されました。
■切敷光雄議員　　草加新政議員団　3期目　副議長などを歴任
　　　　　　　　　瀬崎3-23-26　64歳
■井手大喜議員　　草加新政議員団　2期目　福祉子ども委員会委

員長などを歴任
　　　　　　　　　谷塚上町466-21　32歳
■宇佐美正隆議員　公明党草加市議会議員団　5期目　議長などを

歴任
　　　　　　　　　青柳4-33-6　63歳

切敷光雄 議長 井手大喜 副議長 宇佐美正隆 監査委員

　市長と教育委員会が、地域における教育の課題やあるべき姿を共
有し、より一層民意を反映した教育行政を推進するための総合教育
会議を開催します。
　傍聴希望者は、当日午後0時45分に会場へ。定員10人。希望者多
数の場合は抽選。
■日時　11月30日㈭午後1時～2時30分
■場所　市役所西棟第5会議室
■内容　草加市教育大綱に係る進捗管理について

　東埼玉資源環境組合が八潮市内に建設中の（仮称）汚泥再生処理
センターの愛称は、公募の結果、339点の応募作品の中から、小林
香奈さん（八潮市立八條北小6年）の「八條キラリ（KIRARI）」
に決まりました。リサイクルでキラキラとした新しい物に生まれ変
わるイメージを表現して名付けられたものです。
　「八條キラリ（KIRARI）」は平成30年4月から稼働予定。し尿
を適正に処理するとともに、処理過程で発生する汚泥を柿木町の第
二工場ごみ処理施設「PERSICLE（パーシクル）」の助燃剤（ごみ
の燃焼を助ける燃料）として有効活用するなど、従来のし尿処理施
設より一層周辺環境に配慮した清潔感のある施設です。

■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）

■書類配布　保育課・保育所・子育て支援センター・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・児童クラブで配布（市ホームページか

らも入手可）

問廃棄物資源課
　☎931-39725931-9993

問総合政策課☎922-07495927-4955

総合教育会議を開催

問交通対策課☎922-16855922-1030

谷塚中央通りに
自転車専用通行帯（自転車レーン）が
できました

市議会第1回臨時会 新議長等を選出
議　　長…切敷 光雄 議員
副 議 長…井手 大喜 議員
監査委員…宇佐美 正隆 議員

八條キラリ（KIRARI）

（仮称）汚泥再生処理
センターの愛称決定

谷
塚
駅谷

塚
小

谷塚町（中央）

谷塚橋（北）
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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

11月28日㈫～
12月3日㈰受け付け

問議会事務局
　☎922-2457
　5922-3154

② 2017年11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22.3／最小値1.4（花栗中学校内）　○給食の放射性物質の検出なし

　創業に必要なポイントを基礎から学べます。自分のお店をオープ
ンしたい人、会社を始めようと考えている人など創業を考えている
人に必要な知識や準備を盛り込んだ内容をわかりやすく説明。自分
の想いをカタチにする第一歩を踏み出してみませんか。
■日　　時　12月16日㈯午後1時～4時
■会　　場　草加商工会議所
■定　　員　40人
■申込期限　12月13日㈬

　5日間の集中講座。創業計画の立て方や資金繰りなどを学び、創
業計画書を完成させます。実践的なプログラムを通して、想いをカ
タチにする創業までしっかり指導していきます。
■日　　程　平成30年1月20日・27日、2月3日・10日・17日の土曜

日午前9時30分～午後3時30分
■回　　数　全5回
■会　　場　草加商工会議所
■定　　員　20人
■受 講 料　6000円
■受講特典　①株式会社等設立時の登録免許税の軽減
　　　　　　②信用保証枠の拡充
　　　　　　③日本政策金融公庫の創業関連融資利用者は利子の一

部を補助する制度の利用が可能
■申込期限　平成30年1月10日㈬

　交際費の執行状況を公開しています。今回は7～9月分までの市長
交際費、議長交際費などすべての交際費9種類。公開内容は、支出
年月日・支出目的・相手方（病気見舞いは除く）・金額の4項目。
公開は3か月ごとに行い、市のホームページと市役所情報コーナー
で閲覧できます。
■交際費支出件数・金額　市長…16件・9万3200円　議長…2件・
9000円　教育委員会…3件・1万4000円　市立病院事業管理者…1件
・1万6200円
　なお、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、上下水道部、公
平委員会の支出はありませんでした。

職　種 試験
区分 受験資格等 1次試験科目 採用予定

人数

5人
程度

15人
程度

若干名

若干名

事　務
教養試験・専門
試験・論文大学卒

平成4年4月2日以降生まれ。
学校教育法による大学以上を卒業または
平成30年3月までに卒業見込み。

次のすべての要件を満たす人。
１　昭和47年4月2日以降生まれ。
２　学校教育法による高等学校以上を卒業または
　　平成30年3月までに卒業見込み。
３　身体障害者手帳の交付を受けている。
４　介助を必要とせず、事務職として職務遂行が可能。
５　活字印刷文による出題に対応できる。

大学卒

大学卒

教養試験・論文

教養試験・論文

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

G

土木技師

建築技師

若干名

若干名

昭和57年4月2日以降生まれ。
学校教育法による大学以上を卒業または
平成30年3月までに卒業見込み。

大学卒

大学卒

教養試験・専門
試験・論文

E

F

電気技師

機械技師

事　務
（身体障がい
者対象）

審議会等の開催日程

不正取得による権利侵害防ぐ

　国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者を対象に、特定健診
・後期高齢者健診を実施しています。対象者には受診券を送付済で
す。受診券を紛失された場合は再発行しますので、保険年金課また
は後期高齢者・重心医療室まで問い合わせてください。特定健診は
1200円、後期高齢者健診は無料です。ただし、同年度内に2回以上
受診をした場合、2回目以降は全額自己負担になりますので、注意
してください。

夢をカタチに。創業を目指す人を応援します！

住民票等の本人通知登録を

草加市の創業支援

問庶務課☎922-09545922-3091

問市民課
　☎922-1526
　5920-1501

交際費の執行状況を公開

問特定健診…………保険年金課☎922-15935922-3178
　後期高齢者健診…後期高齢者・重心医療室
　　　　　　　　　☎922-13675922-3178

□申申込期限までに申込書を草加商工会議所へ（ファクスも可）。
　☎928-81115928-8125
□申

受診は指定医療機関で12月15日㈮までに

お済みですか？
特定健診・
後期高齢者健診

問職員課☎922-09835922-3098

平成30年4月採用
草加市新規採用職員を募集 

　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。

　「快適都市－草加－」の実現に向け、市民の声を聴き、市民と共
に考え、草加の未来につながる仕事を積極的に行う職員を募集しま
す。詳細は募集要項・採用試験申込書で確認してください。
■採用予定日　平成30年4月1日付け採用　
■第1次試験　平成30年1月7日㈰午前9時30分～　会場は獨協大学
■申し込み
　郵　送　受付期間：11月30日㈭～12月13日㈬（消印有効）
　　　　　郵 送 先：〒340-8550職員課
　持　参　受付日時：12月17日㈰午前9時～午後5時
　　　　　　　　　　※代理持参不可
　　　　　受付場所：市役所西棟第1会議室
■募集要項等の配布
　募集要項と採用試験申込書は、市役所総合案内・職員課、各サー
ビスセンター、中央図書館、市立病院で配布しています。また、市
ホームページからも入手できます。

　市の審議会等を傍聴できます。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。
■都市計画審議会＜都市計画課☎922-17905922-3145＞…12月1日
㈮午後2時30分～　中央図書館多目的ホールで　定員10人　傍聴の
受け付けは開会30分前から15分前まで　定員を上回った場合は抽選

これから創業について学び始める人は
創業スタートアップセミナー

より実践的に学びたい人は　創業塾

７～９月

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③2017年11月20日号市政情報



④ 2017年11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。

アコスホールの利用休止

であいの森まつり

　12/2㊏9時～15時。会場はであいの
森。世代や障がいの有無に関わらず、
誰もが輝ける地域づくりを推進し、で
あいの森をもっと知ってもらうための

ゆかた・手ぬぐい作品展示会

■介護者のつどい　12/1㊎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）☎959-91335922-38
01
■はつらつバルーン体操　12/5㊋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11/21㊋9時
から川柳・新田東部（包）へ。☎932-70
075931-0993
■サステナブル体操　12/7㊍13時15分
～14時45分。会場は勤労福祉会館。さ
びない身体をつくるための講義と体操。
65歳以上対象。定員50人。□申 11/21㊋
から新田（包）へ。☎946-05205946-
0523

　市の伝統的なゆかた染め技法『注染
技法』を学んだ生徒たちが作成したゆ
かた・手ぬぐいを展示します。12/4㊊
～9㊏。会場は草加市文化会館。生徒
がデザインし、彫り上げた型紙や、色
鮮やかで個性豊かな柄に富んだ草加の
手ぬぐいをぜひご覧ください。問産業
振興課☎922-34775922-3406

　平成30年度に市立小・中学校で臨時
的任用教職員または非常勤講師として
勤務を希望する人の説明会を開催しま
す。小・中学校いずれかの教職員免許
状または養護教諭免許状、または栄養
士免許の所有者対象（いずれも平成30
年3/31までの取得見込み者含む）。
11/29㊌…小学校希望者、11/30㊍…中
学校希望者。いずれも18時～。会場は
草加市文化会館。上記以外での個別説
明も可。学務課で配布する希望調書
（市ホームページからも入手可）に記
入し持参してください。問学務課☎92 
2-26745928-1178

　妊娠中の口腔ケアは、生まれてくる
赤ちゃんの健康にもつながります。市
内のおおむね32週までの妊婦を対象に、
医師による診察やブラッシング指導が
受けられる妊婦歯科健診を行っていま
す。希望者は、指定歯科医療機関へ直
接電話予約の上、母子健康手帳・保険
証・健診料500円を持参してください。
指定医療機関は市ホームページ（QR
コード）に掲載。問健康づくり課☎
922-02005922-1516

地域歳末たすけあい募金運動に
ご協力を

妊婦歯科健診を
受けましょう

ハローワーク草加の閉庁時間が
変わります

平成30年度臨時的任用教職員・
非常勤講師希望者説明会

地域包括支援センター（包）
介護予防教室・介護者のつどい

草加の地場産業
「レザークラフト体験」

　12/1㊎から地域歳末たすけあい募金
運動が始まります。皆様から寄せられ
た募金は、生活困窮者のための「慰問
金事業」や、ひとり暮らしの高年者世
帯等を対象とした「大掃除事業」など、
様々な福祉事業に活用します。ご協力
をお願いします。問県共同募金会草加
市支会（草加市社会福祉協議会内）☎
932-67705932-6779

　アコスホールは、平成30年2/2㊎～
16㊎まで施設改修工事のため利用を休
止します。なお、同年2/17㊏～28㊌の
使用申込は11/25㊏から受け付けます。
問文化観光課☎922-29685922-3406

　ハローワーク草加で㊌・㊎に実施し
ていた職業相談・紹介業務の窓口業務
時間延長が年内で終了となり、平成30
年1月からは通常閉庁時間の17時15分
までとなります。ご理解ご協力をお願
いします。問ハローワーク草加☎931-
61115931-6615

　11/25㊏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

県の最低賃金は時間額871円

　県最低賃金は年齢に関係なく、県内
すべての労働者とその雇用主に適用さ
れます。埼玉県の最低賃金は時間額
871円です。労働者も雇用主も、地域
別・産業別の最低賃金を必ず確認して
ください。問埼玉労働局賃金室☎048-
600-6205

埼玉県・市町村不動産共同公売

　11/28㊋13時30分～14時。会場は春
日部地方庁舎。市の重要な財源である
市税収入の安定的な確保と収納率の向
上を図るため、収納対策の一環として、
県と不動産共同公売を実施します。問
納税課☎922-34175920-1502

水道メーターの取り替え

　11/21㊋～12/21㊍。対象は谷塚、谷
塚町、手代町、新里町、西町。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

　交通事故や詐欺などの犯罪被害に遭
ったのに、検察官がその事件を起訴し
てくれないなどの不満がある場合は、

ご存知ですか　検察審査会

お祭りを開催します。アラ神マジック
によるマジックショーや川柳小器楽ク
ラブによる演奏、障がい者週間に合わ
せたボッチャ日本代表高橋和樹選手の
講演や体験会、サークル発表・作品展
示、スポーツ吹矢や茶道体験、つばさ
の森のお菓子販売、ウオークラリーで
プレゼントほか。大型バスは、㊊・㊋
・㊍・㊎コースで運行。入浴は休止。
問であいの森☎936-27915936-2792

検察審査会に審査を申し立てることが
できます。申し立ては無料で秘密は厳
守されます。審査員は選挙権を有する
20歳以上の国民から無作為に選ばれま
す。なお、同審査会の活動をドラマ形
式で紹介するDVDの貸し出しも行っ
ています。問さいたま第一検察審査会
事務局☎048-863-8714

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

12/1㊎～14㊍は「冬の交通事故防止運動」期間。暗い道では特に周りをよく見よう！

・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

11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6期
▶後期高齢者医療保険料（普通徴収） 第5期

▶介護保険料（普通徴収）　第6期
11/30㊍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）

11/30㊍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

　平成30年6/24㊐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
の合唱参加者を募集します。プロのソリストやオーケストラと共演してみま
せんか。
■練習日程　平成30年1/13～6/16の㊏15時～17時
■会　　場　草加市文化会館
■指　　導　藤原歌劇団の田代誠ほか
■参 加 費　月額3000円、ステージ料8000円（別途楽譜代あり）
□申12/26㊋（必着）までに草加市文化会館ほかで配布する申込用紙に必要事項
を記入し〒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
合唱教室」係へ。ファクスも可。☎931-93255936-4690

ソウカパインオペラコンサート
オペラ「こうもり」
合唱参加者募集

暮らしに役立つ情報を掲載
「市民便利帳」を11月中にお届けします
問広報課☎922-05495922-3041

　市の窓口業務や各種制度、施設の利用
案内など、生活する上で必要な行政情報
を分野ごとにまとめた「市民便利帳」・
「防災タウンページ」のセットをNTT東
日本が発行するタウンページとの合冊版
で作成しました。NTTタウンページと
の協働事業で行うことで、公費の負担な
しに発行・配布しています。掲載内容は、
原則平成29年12/1基準。各事業や制度等
の問い合わせは冊子掲載の各担当課へ。

■配布　11月中にNTT東日本の固
定電話の未加入世帯も含め、市内の
各世帯・事業所へポスティングによ
り無料配布。11月中に届かない場合
は、9時～17時（㊏・㊐、㊗を除
く）にタウンページセンタ（☎0120-
506309）へ連絡してください。
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▼ビー玉で遊ぼう　11/21㊋15時30分
～　小学生対象
▼ふれあい囲碁・将棋教室　11/25㊏、
12/9㊏14時～15時　幼児（保護者同
伴）～高年者対象
▼缶積み大会　11/30㊍15時30分～　
小学生対象
▼クリスマス工作　12/5㊋・6㊌・8㊎
15時30分～　ペットボトルでスノード
ーム　小学生対象　250mlのペットボ
トル持参
▼オセロ大会　12/7㊍15時30分～　小
学生対象
▼人形劇公演　12/16㊏10時30分～、
16時～　「マッチ売りの少女」ほか　
乳幼児（保護者同伴）～高年者対象

■ヒューマンスクウェア　12/2㊏10時
～21時30分。会場はイオンモール羽
生。アンニョン・クレヨンさんによる
人権トーク＆コンサートほか。問県人
権推進課☎048-830-2258
■人権マンガパネル展　12/11㊊～15
㊎。会場は草加市文化会館。ちばてつや
さんほか31人の漫画家が人権をテーマ
に自由に描いています。作品に込めら
れたメッセージをぜひご覧ください。
問人権共生課☎922-08255927- 4955

市民音楽祭　器楽の部

　戦争の悲惨さ、平和の尊さを次世代
に伝えるためのパネル展示を行います。
平和ネットワーク草加との共催。12/5
㊋～11㊊。会場は氷川コミセン。市民
の皆さんと作った折り鶴オブジェ「平
和への羽ばたき」とともに展示します。
問人権共生課☎922-08255927-4955

　12/9㊏13時開演。会場は草加市文化
会館。市内で活動する音楽団体12団体
による合同発表会。問文化観光課☎92 
2-29685922-3406

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
■健康的なLED照明の使い方　12/12
㊋14時30分～16時。会場は草加市文化
会館。定員30人。資料代300円
■フラワーしめ縄飾り作り　12/13㊌
10時～12時。会場は中央公民館。定員
10人。材料費1000円。はさみ、持ち帰
り用の袋、あればグルーガン持参

▼ふれあいグラウンドゴルフ　11/25
㊏10時30分中央防災広場集合（雨天中
止）　小学生～高年者対象
▼ABCで遊ぼう　11/27㊊、12/18㊊15
時30分～16時30分　幼児（保護者同
伴）～小学生対象
▼ケーキ作り　12/2㊏10時～12時　会
場は中央公民館　小学生対象　定員14
人　参加費500円
▼読み聞かせ「バンビ」　12/4㊊・18
㊊11時～　乳幼児と保護者対象
▼オセロ大会　12/4㊊15時30分～　マ
ンカラ大会　12/8㊎16時～　小学生対
象　参加賞・優勝賞品あり
▼こぶたのしっぽ　12/6㊌11時～　パ
ネルシアター　乳幼児と保護者対象
▼おもちゃ病院　12/16㊏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

▼クリスマス工作　12/22㊎15時～　
バルーンでクリスマスリース　小学生
対象　定員5人

▼毛糸で作ろう　11/22㊌～12/22㊎15
時～　会場は㊊・㊎中央図書館　㊌・
㊍コンフォール松原19号棟　マスコッ
ト・アクセサリー　小学生対象　
▼クリスマス工作　12/4㊊～15㊎15時
～　会場は㊊・㊎中央図書館　㊌・㊍
コンフォール松原19号棟　まつぼっく
りツリー　小学生対象
▼読み聞かせ「たんぽぽ」　12/7～21
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
▼初めてのお誕生会　12/12㊋11時～
　会場はコンフォール松原19号棟　平
成28年12月生まれ対象　定員8人　□申
11/22㊌13時から電話で同館へ
▼おもちゃ病院　12/15㊎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
▼クリスマスケーキ作り 12/21㊍・22
㊎14時～15時　会場はコンフォール松
原12号棟　小学生対象　定員各10人　
参加費200円　□申 12/1㊎15時から電話
で同館へ

▼ふれあい収穫体験大根掘り　12/2㊏
10時30分谷塚仲町253番地付近集合(雨
天時3日に順延）　幼児・小学生（保
護者同伴）～高年者対象　定員30組　
参加費100円（1本）
▼マンカラ遊び　12/2㊏14時～　小学
生対象　参加賞あり
▼親子で作ろう　12/8㊎・15㊎14時45
分～15時30分　クリスマス飾り　3歳以
上の未就学児と保護者対象　定員10組
▼将棋教室　12/9㊏13時30分～14時30
分　小学生以上（初級以上）対象　定

　草加市くらしの会が、廃食油を再利
用した手作り石けんを各100個無料配
布します。12/6㊌10時～11時30分…市
役所第2庁舎2階・13㊌10時～12時…勤
労福祉会館・20㊌10時～12時…谷塚文
化センター。いずれもなくなり次第終
了。問くらし安全課☎941-61115941-
6157

　12/9㊏14時～16時。会場はであいの
森。内容はお正月の寄せ植え。定員15
人。参加費2000円。枝切りばさみ、移
植ゴテ、手袋、作品持ち帰り用袋持参。
□申 11/21㊋からみどり公園課へ。☎92
2-19735922-3145

みどりの教室

12/4㊊～10㊐は人権週間
人権マンガパネル展ほか

平和パネル展
「イラク、戦争と子どもたち」

環境にやさしい
手作り石けん無料配布

員10人　
▼おもちゃ病院　12/14㊍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
▼ママのためのリフレッシュヨガ　
12/16㊏10時15分～　定員15人
▼ふれあいクリスマスコンサート　
12/17㊐11時～　ピアノとサックスの
ジョイントコンサート　幼児（保護者
同伴）～高年者対象　定員50組
▼クリスマス制作　12/17㊐14時～　
スノードーム　小学生対象　定員10人
▼ともだち文庫の「おはなしポケッ
ト」　12/18㊊11時～　わらべ唄ほか
　乳幼児と保護者対象

▼手芸「指編み」　11/26㊐13時30分
～16時　幼児（保護者同伴）以上対象
▼FMひかわ　12/3㊐・10㊐14時～16
時　全2回　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
▼おもちゃ病院　12/7㊍13時～15時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
▼パパサロン・リズム&ストレッチ　
12/9㊏11時～12時　0～2歳児と保護者
対象　定員15組
▼七輪タイム　12/10㊐14時～15時30
分　お菓子を持参して焼いてみよう　
幼児（保護者同伴）以上対象
▼なかよしランチ　12/13㊌11時30分
～13時　野菜スープ作り　幼児と保護
者対象　定員15組　
▼野外クッキング　12/17㊐10時30分
～13時　芋煮会　幼児～小学生と保護
者対象　定員10家族　材料費1人250円
▼ママのためのリラックスヨガ　12/
21㊍16時～16時40分　0～2歳児と保護
者対象　定員15組　
▼お供え餅づくり　12/26㊋10時30分
～12時　幼児～小学生と保護者対象　
定員15家族　材料費400円

5922-3274

谷塚児童センター ☎925-1856

住吉児童館 ☎928-5736

氷川児童センター ☎928-2341

定員のあるものは11/21㊋
10時から各館へ申し込みを

わくわくタウン松原 ☎941-2905

市立病院の
看護師・助産師を
目指す人に修学資金
を貸与します
　看護師・助産師養成所等の在学者
または4月在学予定者で、卒業後、
草加市立病院の看護師・助産師とし
て働こうとする人を対象に修学資金
を貸与します。申込書は市立病院、
市役所総合案内で配布します（市立
病院ホームページからも入手可）。
■修学資金額　看護師…月額7万円
　　　　　　　助産師…月額8万円
■募 集 人 数　若干名
■選 考 方 法　書類審査及び面接
　　　　　　　（1/20㊏予定）
□申11/27㊊～12/11㊊（㊏・㊐を除
く）9時～17時に市立病院経営管理
課へ。郵送不可。☎946-2200○内 3003

　平成27年国勢調査によると、埼玉県の昼夜間人口比率は「88.85%」で、全
国で最も低くなっており、東京のベットタウンとして発展してきた草加市の
比率は「84.01%」とさらに低くなっています。
　草加市は、1958年（昭和33）年11月に人口3万4878人で、県内21番目の市
となりました。その後、当時東洋一と言われた松原団地の造成や、東武鉄道
・地下鉄日比谷線相互乗り入れなどにより、人口の急増、都市化が急激に進
行しました。また、平成に入ってから、東武鉄道の高架複々線化、東京外か
く環状道路の建設、草加駅東口等の再開発などにより、現在のまちの姿が形
成されています。
　草加市では、今後の人口減少社会を見据え、地域の豊かさの創出により、
いつまでもこのまちで暮らしたいと実感できるまちづくりを進めていきます。

※出典:平成27年国勢調査

※出典:平成27年国勢調査

草加はどう発展してきたの？
～首都のベッドタウンから活気ある自立した都市へ～草加って

こんなまち
数字でわかる草加市

昼夜間人口比率は？

昼夜間人口比率…常住人口（夜間
人口）100人当たりの昼間人口

（従業地・通学地の人口）の割合

84.01

どこで働いているの?

36.7

%

東京都

34.0%

%

市 　内

17.8 %県　 内 1968年（昭和43年）の松原団地
の様子。団地の周りには一面の田
園風景が広がっています。

1962年（昭和37年）の草加駅東
口の様子。1992年（平成4年）に
再開発事業が完成し現在の姿に。



⑥ 2017年11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。

20㊌10時～12時　演奏はめぐみーず　
60歳以上対象　定員50人　
▼草加南高校文化部合同発表会 12/25
㊊13時開演　演劇・吹奏楽・軽音楽・
調理　定員300人（当日先着順）

▼健康ストレッチ教室　12/1～22の㊎
13時30分～14時45分　全4回　成人対
象　定員15人
▼アミーゴギター弾き語りコンサート
　12/2㊏14時30分開演　定員40人（当
日先着順）
▼クリスマスサロンコンサート　12/5
㊋14時～　出演はクラッシックギター
ソロコンサート　「長崎の鐘」「古賀
メロディー」ほか
▼すくすくクラブ　12/14㊍10時～11
時30分　手遊び・簡単工作ほか　乳幼
児と保護者対象
▼クリスマスハンドベルコンサート　
12/11㊊11時～　出演はハンドベルク
ワイアぶどうの木　「日本の詩情」
「きよしこの夜」ほか　定員100人
（当日先着順）
▼フラメンコ教室入門　12/13～27の
㊌19時30分～20時30分　全3回　高校
生以上対象　定員10人
▼食の講座「大人のクッキング～季節
の料理　クリスマス～」　12/14㊍10
時～13時　コーヒーチキン・ツリーサ
ラダほか　成人対象　定員12人　参加
費800円　
▼のびのび広場　12/15㊎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
▼おもちゃの病院　12/22㊎10時～12
時　おもちゃの無料修理　部品代実費
　1人2点まで
▼クリスマスパーティ　12/25㊊9時50
分～10時50分　親子遊び・リトミック
ほか　3歳未満未就園児と保護者対象
　参加費500円　プレゼント（500円相
当）持参
▼クリスマスステージ　12/25㊊12時
～12時40分　マジックサークル松竹梅
によるマジックショー　定員40人（当
日先着順）

▼ネオステンドアートの干支（戌）作
り教室　12/6㊌13時30分～15時・20㊌
14時～15時　全2回　タイル板の壁掛
け作り　成人対象　定員20人　材料費
1000円
▼おはなしの広場　12/8㊎・22㊎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　12/15㊎10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで　
▼ロビー　木版画年賀状展…11/29㊌
～12/4㊊　パッチワーク展…12/8㊎～
20㊌
▼クリスマスギターコンサート 12/23
㊗13時～16時　出演はギターアンサン

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」
　12/15㊎13時30分～　胎教と友だち
づくり　初妊婦対象
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
12/20㊌10時～　親子友だち作り・簡
単工作ほか　乳幼児と保護者対象

▼いっしょにあそぼう！　11/25㊏10
時～11時30分　百人一首・お手玉・け
ん玉　小学生対象　定員20人
▼ママといっしょにおはなし会 11/27
㊊、12/18㊊10時30分～11時　読み聞
かせ・手遊びほか　乳幼児と保護者対
象
▼お楽しみ人形劇　12/2㊏11時～11時
50分　「うさぎのダンス」「大きなか
ぶ」　幼児以上対象
▼おもちゃの病院　12/4㊊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」　
12/4㊊10時～12時　クリスマス工作・
読み聞かせほか　乳幼児と保護者対象
▼放課後クラブ　12/7㊍17時～18時…
卓球・12/11㊊16時～17時…将棋・
12/19㊋17時～18時…スポーツ吹矢・
12/21㊍16時20分～16時50分…HIPHOP
・12/4～25の㊊（11を除く）…楽しく
英語　小学生（英語は小学4～6年生）
対象　保護者同伴
▼音符が読めなくても弾ける「らくら
くキーボード」体験教室　12/8㊎・15
㊎13時15分～14時45分　「喜びの歌」
を紙鍵盤で練習　成人対象　定員8人
▼お正月のこけ玉づくり教室　12/13
㊌13時30分～16時　成人対象　定員20
人　参加費1000円　　　　
▼手袋で開運お祝い戌を作ろう 12/14
㊍10時～12時　干支の置物　成人対象
　定員10人　参加費500円
▼綾瀬川の野鳥を観察しよう　12/17
㊐9時～12時　小学生（小学1～3年生
は保護者同伴）以上対象　
▼新春草加お宝かるた大会　平成30年
1/5㊎13時30分～15時　小学生対象　
定員76人（当日先着順）　

▼すくすくクラブ　11/28㊋10時～12
時　ミニ運動会　乳幼児と保護者対象
▼歌声喫茶銀河のつどい～クリスマス
～　12/3㊐13時30分開演　参加費500
円（飲み物含む）　演奏はピアノ・ハ
ーモニカ・オカリナほか　抽選会あり
▼おもてなし正月料理教室　12/9㊏10
時～　カリフォルニアロール・鮭の南
蛮漬けほか　成人対象　定員20人　参
加費700円　
▼谷塚元気ひろば　12/18㊊13時～15
時　紙芝居の上演・茶話会　60歳以上
対象　定員30人　参加費300円（茶菓
子代含む）
▼高年者学級コスモスコンサート　12/

▼ビー玉で遊ぼう　11/21㊋15時30分
～　小学生対象
▼ふれあい囲碁・将棋教室　11/25㊏、
12/9㊏14時～15時　幼児（保護者同
伴）～高年者対象
▼缶積み大会　11/30㊍15時30分～　
小学生対象
▼クリスマス工作　12/5㊋・6㊌・8㊎
15時30分～　ペットボトルでスノード
ーム　小学生対象　250mlのペットボ
トル持参
▼オセロ大会　12/7㊍15時30分～　小
学生対象
▼人形劇公演　12/16㊏10時30分～、
16時～　「マッチ売りの少女」ほか　
乳幼児（保護者同伴）～高年者対象

谷塚文化センター ☎928-6271

中央公民館 ☎922-5344

▼ふれあいグラウンドゴルフ　11/25
㊏10時30分中央防災広場集合（雨天中
止）　小学生～高年者対象
▼ABCで遊ぼう　11/27㊊、12/18㊊15
時30分～16時30分　幼児（保護者同
伴）～小学生対象
▼ケーキ作り　12/2㊏10時～12時　会
場は中央公民館　小学生対象　定員14
人　参加費500円
▼読み聞かせ「バンビ」　12/4㊊・18
㊊11時～　乳幼児と保護者対象
▼オセロ大会　12/4㊊15時30分～　マ
ンカラ大会　12/8㊎16時～　小学生対
象　参加賞・優勝賞品あり
▼こぶたのしっぽ　12/6㊌11時～　パ
ネルシアター　乳幼児と保護者対象
▼おもちゃ病院　12/16㊏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

▼クリスマス工作　12/22㊎15時～　
バルーンでクリスマスリース　小学生
対象　定員5人

▼毛糸で作ろう　11/22㊌～12/22㊎15
時～　会場は㊊・㊎中央図書館　㊌・
㊍コンフォール松原19号棟　マスコッ
ト・アクセサリー　小学生対象　
▼クリスマス工作　12/4㊊～15㊎15時
～　会場は㊊・㊎中央図書館　㊌・㊍
コンフォール松原19号棟　まつぼっく
りツリー　小学生対象
▼読み聞かせ「たんぽぽ」　12/7～21
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
▼初めてのお誕生会　12/12㊋11時～
　会場はコンフォール松原19号棟　平
成28年12月生まれ対象　定員8人　□申
11/22㊌13時から電話で同館へ
▼おもちゃ病院　12/15㊎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
▼クリスマスケーキ作り 12/21㊍・22
㊎14時～15時　会場はコンフォール松
原12号棟　小学生対象　定員各10人　
参加費200円　□申 12/1㊎15時から電話
で同館へ

▼ふれあい収穫体験大根掘り　12/2㊏
10時30分谷塚仲町253番地付近集合(雨
天時3日に順延）　幼児・小学生（保
護者同伴）～高年者対象　定員30組　
参加費100円（1本）
▼マンカラ遊び　12/2㊏14時～　小学
生対象　参加賞あり
▼親子で作ろう　12/8㊎・15㊎14時45
分～15時30分　クリスマス飾り　3歳以
上の未就学児と保護者対象　定員10組
▼将棋教室　12/9㊏13時30分～14時30
分　小学生以上（初級以上）対象　定

▼おはなしの時間　11/22㊌10時30分
～11時　読み聞かせ・手遊びほか　乳
幼児と保護者対象
▼ロビー　スクラップブッキングアル
バム展　12/4㊊～14㊍
▼寄せ植えでお正月を楽しもう　12/9
㊏10時～11時30分　成人対象　定員15
人　参加費2500円　
▼おもちゃの病院　12/11㊊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　12/14㊍10時～
11時30分　ミニクリスマス会　乳幼児
と保護者対象
▼クリスマスケーキを作ろう　12/25
㊊9時30分～12時　ブッシュドノエル
　小・中学生対象　定員20人　参加費
500円　

▼クリスマス会　12/1㊎10時30分～11
時30分　ブラックパネルシアター・サ
ンタさんとふれあい遊び　乳幼児と保
護者対象　定員80組　参加費子ども1
人100円　プレゼントあり
▼お昼のコンサート　12/4㊊12時～12
時50分　ハンドベルコンサート　出演
はハンドベルクワイアぶどうの木　
「心の四季」「荒野の果てに」ほか
▼こころを結ぶ光のひろば　12/5㊋10
時～12時　視覚障がいに関する相談コ
ーナーほか
▼国際交流講座　12/9㊏11時～14時　
獨協大学国際親善倶楽部生とクリスマ
ス料理作り　定員15人　参加費300円
▼クリスマスコンサート　12/10㊐14
時～16時　出演は草加中央吹奏楽団　
「アルルの女第2組曲」「サンタと三
太郎の物語」ほか　定員400人（当日
先着順）
▼にじいろタイム　12/15㊎11時～12

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。

員10人　
▼おもちゃ病院　12/14㊍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
▼ママのためのリフレッシュヨガ　
12/16㊏10時15分～　定員15人
▼ふれあいクリスマスコンサート　
12/17㊐11時～　ピアノとサックスの
ジョイントコンサート　幼児（保護者
同伴）～高年者対象　定員50組
▼クリスマス制作　12/17㊐14時～　
スノードーム　小学生対象　定員10人
▼ともだち文庫の「おはなしポケッ
ト」　12/18㊊11時～　わらべ唄ほか
　乳幼児と保護者対象

▼手芸「指編み」　11/26㊐13時30分
～16時　幼児（保護者同伴）以上対象
▼FMひかわ　12/3㊐・10㊐14時～16
時　全2回　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
▼おもちゃ病院　12/7㊍13時～15時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
▼パパサロン・リズム&ストレッチ　
12/9㊏11時～12時　0～2歳児と保護者
対象　定員15組
▼七輪タイム　12/10㊐14時～15時30
分　お菓子を持参して焼いてみよう　
幼児（保護者同伴）以上対象
▼なかよしランチ　12/13㊌11時30分
～13時　野菜スープ作り　幼児と保護
者対象　定員15組　
▼野外クッキング　12/17㊐10時30分
～13時　芋煮会　幼児～小学生と保護
者対象　定員10家族　材料費1人250円
▼ママのためのリラックスヨガ　12/
21㊍16時～16時40分　0～2歳児と保護
者対象　定員15組　
▼お供え餅づくり　12/26㊋10時30分
～12時　幼児～小学生と保護者対象　
定員15家族　材料費400円

■松原将棋クラブ　㊐13時～18時　ハ
ーモネスタワー松原2階集会室で　約
30人在籍　女性・子ども歓迎　入会金
500円　月額300円　女性・高校生以下
150円　問加藤☎941-9007
■俳友の会（俳句）　第2㊍13時～17
時　中央公民館で　自然を見つめ人生
を詠み俳句の世界へ　月額1000円　問
大塚☎925-5135
■チェリー（社交ダンス）　㊍15時～
17時　谷塚文化センターで　現役プロ
教師が直接組んで指導します　月額
4000円　問小柳☎090-2302-1351
■小麦（手作りパン）　第3㊐9時30分
～12時30分　中央公民館で　月額1600
円　問高橋☎941-9546
■瀬崎クラブ（ソフトテニス）　㊊19
時～21時　吉町テニスコートで　仲間
になって楽しくテニスをしましょう　
成人対象　入会金1000円　月額1000円
　問三浦☎928-6769

■木曜シアター　11/23㊗14時～15時
30分　にっぽん百名山⒁「蔵王山、安
達太良山、会津駒ヶ岳」　成人対象　
定員90人（当日先着順）
■おはなし会　11/25㊏14時～15時30
分　「かにもんどう」「みょうが宿」
ほか　成人対象　12/16㊏11時30分～
12時　「星の銀貨」「だめといわれて
ひっこむな」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　11/26
㊐13時30分～14時
■ビデオ上映会　12/10㊐14時～15時
50分  「ナイト ミュージアム」 成人対
象　定員90人（当日先着順）
■影絵劇　12/16㊏13時30分～14時30
分　「だるまちゃんとてんぐちゃん」
「めんめんばあ」　幼児～小学生と保
護者対象　定員100人　□申11/22㊌から
児童室で整理券配布　　
■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）

☎946-3000 5944-3800

新栄児童センター ☎942-9876

新田西文化センター ☎942-0778

柿木公民館 ☎931-3117

定員のあるものは11/21㊋
８時3０分から各館へ申し込みを

5925-0152

新里文化センター ☎927-3362

川柳文化センター ☎936-4088
いぬ

いぬ

ブル　定員50人　「アベ・マリア」
「川の流れのように」ほか

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（11/21～12/20）

11/22㊌、
12/6㊌・20㊌

12/7㊍

瀬崎・青柳小

新里・高砂小

稲荷・八幡北小

両新田小

氷川・西町小

新栄小

11/24㊎、
12/8㊎
11/29㊌、
12/13㊌
 11/30㊍、
12/14㊍

 12/1㊎・15㊎

日程

長栄・草加小

栄・川柳小

清門・松原小

谷塚小

小山・新田小

花栗南・八幡小

14時～16時9時30分～11時30分



11/21㊋～12/20㊌（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　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　12/4㊊・18㊊…住吉児童館☎928-5736　12/14㊍…谷塚児

童センター☎925-1856　12/6㊌…新栄児童センター☎942-9876　12/20㊌…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　11/22㊌13時～16時…柳島コミセン、12/13㊌13時～16時…草加
市文化会館☎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 ）　12/7㊍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）。

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 萬設備　　　　　
正木設備㈱　
㈲イワセポンプ店

長栄1-779-1 
栄町3-9-30 
手代町1027-8

☎942-1200
☎931-3933
☎922-2429

11/23㊗
11/26㊐
12/3㊐

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。

11/23㊗

11/26㊐

12/3㊐

内科

外科

歯科

内科

外科

内科

外科

おかだこどもクリニック

二宮病院

飯田歯科医院

たなか内科・循環器内科クリニック

横内整形外科クリニック

かたい内科クリニック

埼友草加病院

清門3-25-3

新栄2-22-23

松江1-2-4

西町1102-1

松原4-5-8

松江1-25-13

松原1-7-22

☎941-5214

☎941-2223

☎936-6370

☎921-6085

☎941-0211

☎936-6612

☎944-6111

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11月20日号



11月かどまちごとでき

　3日、草加ふささら祭りが草加松原遊歩道・綾瀬川左岸広場・草
加市文化会館を中心に開催され、晴天の下、約25万人が祭りを楽し
みました。
　松原遊歩道沿いの県道では、市内外からの阿波踊りや46チームの
よさこい踊りが披露され、迫力ある演舞に沿道の観客は、笑顔で声
援や拍手を送っていました。また、手漕ぎボートによる水上探検や
なかね和舟の会による和舟航行が行われた綾瀬川では、乗舟客が船
上から草加松原の眺めを楽しんでいました。
　草加市文化会館では「文化の広場」が開催され、バレエの上演や
俳句・短歌などの作品展示が行われました。
　このほか、綾瀬川左岸広場で同時開催された商工会議所まつりで
は、事業者の製品等の展示・販売やモノづくりダイレクトセールな
ど盛りだくさんのイベントで賑わいました。
　各会場には各種団体のブースや模擬店が出店され、多くの人が草
加の祭りを満喫する一日となりました。

■日時

■会場
■内容

　地元農家が丹精込めて育てた農産物を展示・販売する農業祭
を開催します。
　農業祭は市内農業の発展を図り、地元農業に対する理解を深
めてもらうため、農業祭運営協議会が開催しています。
■日時　12月10日㈰　展示会：午前9時～
　　　　　　　　　　展示品販売・模擬店：午前10時～
　　　　※午前8時から入場整理券を配布します。
■会場　市民体育館・草加市文化会館駐車場
■内容　審査会に出品した農産物

の展示・即売会、船盛り
野菜の展示・解体せり落
とし即売会。つきたて餅
や豚汁などの模擬店。草
加の新たな農産物ロマネ
スコも販売

　草加市観光協会が募集した「草加の四季観光写真コンクール」の審査会が10月27日㈮に行われ応募総数133
点の中から入賞作品が決定しました。

　2018年は戌年です。物産・観光情報センターでは戌のイラストが
入った手拭いを販売しています。
　値段は、はんてん型・絵馬型どちらも大きいサイズは600円、小
さいサイズは350円です。

大盛況！

問草加市観光協会事務局（文化観光課内）☎922-24035922-3406

11月21日㈫～12月8日㈮▶アコス南館6階
12月13日㈬～19日㈫▶中央公民館
平成30年1月10日㈬～16日㈫▶草加市文化会館

作品展示

矢島　勲
「さわやかさんの勢揃い」

問物産・観光情報センター☎921-18005921-1811

はんてん型・絵馬型の
手拭い販売中

草加の四季観光写真コンクール入賞作品決定
作品展示は11月21日㈫から

観光協会
会長賞
観光協会
会長賞

米川 朋生
「往時の道中」

特選特選 安井 泰三
「名所めぐり」

特選特選中根 英治
「千本松原の輝き」

草加
松原賞
草加
松原賞

見直そう　育てよう　都市農業

問農業祭運営協議会（産業振興課内）☎922-08425922-3406

49
いぬ いぬ
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市の人口　平成29年11月1日現在　24万7974人（男12万5832人・女12万2142人）／前月比131人増／世帯数11万4483世帯
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