
折り込んである「マイ・ステージ」は、抜いて読んでください。
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　11月19日、草加市町会連合会主催による避難所運営市民防
災訓練が、午前8時30分の行政無線放送を合図に市内33か所
の指定避難所で約1万人の参加のもと一斉に行われました。
　町会・自治会の避難所運営委員が中心となり互いに声をか
け合いながら仮設トイレを設置したり、体育館にロールマッ
トを敷いたりするなど、次々と避難所開設の準備が進められ
ていきました。
　地域の皆さんが主体となって市内一斉で実施する避難所運

営訓練は県内では初めての取り組みです。
　近年の大きな災害を振り返ると、発災直後の対応やその後
の復興において、地域のつながりや支え合いが大きな役割を
果たしています。市民同士の「つながり・支え合い」によっ
て高まるコミュニティの力こそ「まちの力・市民力」であり
草加市の財産になっています。　

問危機管理課 ☎922-0614 5922-6591
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給水車による給水訓練聴覚障がい者も手話通訳者も参加

仮設トイレの設置
体育館にブルーシートとロールマットを敷いて
避難スペースを設営

受付訓練LPガスを使用した炊き出し訓練

草加人のための情報紙　広報「そうか」 毎月5日・20日発行
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　経済的理由で高校・短大・大学・専門学校等への進学が困難な人
の保護者を対象に、入学準備金を貸し付けます。いずれも無利子で、
審査の上、決定します。
■条件　以下の条件をすべて満たす人
　①市内に1年以上居住し市税を完納している
　②1年以上1都6県居住で市町村区税を完納し、債務を保証できる

連帯保証人（20歳以上で、申請者と別世帯居住）が1人いる
　③申請者及び連帯保証人が市の奨学金制度の保証人でない
■貸付限度額
　高校・高専・専修学校…国・公立10万円、私立30万円
　短期大学・大学…国・公立20万円、私立50万円
■返済　
　貸し付けを受けた月の翌月より6か月経過後から、国・公立の学
校等は24か月、私立の高校・高専・専修学校は36か月、私立の短
期大学・大学は48か月で均等月払い
■個別相談　入学準備金に関する相談は随時受け付け
　開庁時間内に来られない人は以下の時間に受け付けます。場所は
総務企画課。相談希望者は12月15日㈮、または1月9日㈫までに電
話で予約をしてください。
　12月17日㈰午前9時～正午　1月10日㈬午後5時30分～8時

　市長提出議案は20議案。主な議案は次のとおり。
○草加市個人情報保護条例及び草加市情報公開条例の一部を改正す
る条例の制定について…個人情報の保護に関する法律及び行政機関
の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正を踏まえ、個人
情報の定義を明確にするとともに、人種・信条等の特に配慮を要す
る個人情報の取扱い等に係る規定の整備等を行うものです。
○アコスホール設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定につ
いて…市民の自主的な文化芸術活動を推進し、文化芸術の振興を図
るため、アコスホールにギャラリーを増設するとともに、その使用
料を設定するものです。
○草加市農業委員会委員定数条例の制定について…農業委員会等に
関する法律の一部改正に伴い、農業委員会委員の定数を定めるもの
です。
○草加市立児童クラブ設置及び管理条例の一部を改正する条例の制
定について…指定管理者が管理を行う児童クラブに係る保育料の管
理事務等について効率化を図るため、保育料の収受者を見直すとと
もに、条文の所要の整備を行うものです。
○指定管理者の指定の期間の変更について…草加市立西町児童クラ
ブ及び草加市立氷川児童クラブについて、その管理を平成30年4月
1日から事業者を変更して行わせるため、指定管理者の指定の期間
を変更するものです。
○平成29年度草加市一般会計補正予算（第4号）

　認知症は、誰にでも起こりうる脳の病気の一つです。年齢を重ね
るほど発症する可能性が高まり、65歳以上の約8人に1人が認知症ま
たはその予備軍であると言われています。症状が軽いうちに気付き、
適切な治療が受けられれば、薬で進行を遅らせたり、場合によって
は症状を改善したりすることもできます。
　今年度中に60歳になる人、また65歳以上の市民は誰でも受診でき
ます。この機会に脳の健康度チェックを行い、認知症の早期発見に
ぜひ役立ててください。
■検診終了日　12月15日㈮※年度中に1回のみ
■対 象 者　①60歳になる人（昭和32年4月2日～同33年4月1日

に生まれた人）　
②65歳以上の人（昭和28年4月1日以前に生まれた人）

■受 診 方 法　健康保険証・お薬手帳を持参し実施医療機関へ。脳
の健康度チェック票を記入し、医師の診察を。

　各案は市役所情報コーナー、障がい福祉課、子育て支援課で閲覧
できます。各案の概要と意見用紙は、市役所情報コーナー・障がい
福祉課、子育て支援課、サービスセンター・公民館等の公共施設の

ほか、市ホームページからも入手できます。意見は、12月5日㈫～1
月5日㈮（年末年始は除く）までに意見用紙に記入し、〒340-8550
障がい福祉課へ。ファクス・メールでも可。

①第三次草加市障がい者計画（計画期間：平成30～35年度）
　障がい者のための施策に関する基本計画。

②第5期草加市障がい福祉計画（計画期間：平成30～32年度）
　障害福祉サービス（自立支援給付）や地域生活支援事業の提供体
制や確保策等を定めた計画。

③第1期草加市障がい児福祉計画（計画期間：平成30～32年度）
　障害児通所支援及び相談支援の提供体制の確保。その他障害児通
所支援及び相談支援の円滑な実施に関する計画。

症状が出始めたら、早めに対策を！

市議会　12月定例会 １２月７日㈭に開会

鳳永病院
肥田医院
草加西部クリニック
みなみ草加クリニック
柳島クリニック
内藤クリニック
内山内科小児科医院
草加永大クリニック
神谷医院
たかぎ医院
中田医院
山崎クリニック
草加内科呼吸ケアクリニック
かがわ医院
たなか内科・循環器内科クリニック
さかの医院
大里内科医院
石井外科医院
山崎胃腸科内科クリニック
児玉医院
メディクス草加クリニック

谷塚・瀬崎

松原・
草加東部

川柳・
新田東部

安行

新田

谷塚西部

草加中央
・稲荷

草加西部

埼友草加病院
臼田診療所
松本医院
大城クリニック
草加脳神経外科クリニック
高木クリニック
草加パートナーズ内科・糖尿病クリニック
松野クリニック
かたい内科クリニック
草加松原整形外科医院
草加きたやクリニック
瀧澤医院
いしどりクリニック
かとうファミリークリニック
正務医院
虎溪医院
草加グリーンクリニック
メディカルハブクリニック
平田クリニック
二宮病院
しんえいクリニック
レン・ファミリークリニック

軽度認知障害の人の5割は、きちんと
対策すれば認知症を予防できます。

入学準備金貸付制度の活用を
□申12月8日㈮～1月18日㈭に総務企画課へ。
　☎922-26195928-1178
□申

問長寿支援課☎922-28625922-3279

問障がい福祉課（①②について）☎922-14365922-1153
　  shogaifukusi@city.soka.saitama.jp
　子育て支援課（③について）☎922-14835922-3274
　  sienka@city.soka.saitama.jp





パブリックコメント　
皆さんの意見を募集します
①第三次草加市障がい者計画
②第5期草加市障がい福祉計画
③第1期草加市障がい児福祉計画

■実施医療機関

12月15日㈮まで
草加市認知症検診

終了間近！認知症
検診を受けましょう　
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　平成30年4月1日から同31年3月31日までの期間に市及び草加八潮
消防組合が発注する「建設工事」「設計・調査・測量」「土木施設
維持管理」業務の入札への参加希望者は、資格審査の申請をしてく
ださい。申請要領は県ホームページから入手してください。
（新規申請）　
　埼玉県電子入札共同システムに新規登録を希望する事業所
　1月4日㈭～19日㈮（消印有効、持参不可）に郵送により申請

（追加申請）
　同システムに登録済みで、申請自治体・業種・業務等の追加登
録を希望する事業所
　1月4日㈭～26日㈮（消印有効、持参不可）に郵送により申請

（郵送先）〒330-9301埼玉県総務部入札審査課審査担当（工事担
当）

　東武バスと国際興業バスでは、65歳以上の人を対象に、各社の運
行路線が全線乗り放題になるフリーパスを下表のとおり販売してい
ます。なお、朝日バスでは取り扱っていません。
□申運転免許証、健康保険証等の年齢が確認できるものを持参し、東
武バスは草加駅定期券発売所または東武トップツアーズ獨協大学前
駅支店へ、国際興業バスは国際興業バス川口駅東口案内所または川
口営業所へ。

種類（有効期間）

東武バス
「ラブリーパス」

1年（1～12月）

半年（1～6月）

3万円

1万6000円

12月18日～
1月31日

3月中旬～、
9月中旬～1万9990円半年

（4～9月、10～3月）
国際興業バス
「彩京のびのびパス」

販売額（税込） 販売期間

　平成29年度地域福祉講座として、「福祉SOS（社会資源・お悩み
・相談）ゲーム」を行います。福祉に関する相談について、カード
に記載された実例について、どの社会資源（機関・施設・サービス
・人）につなげれば良いのかをグループで話し合い、地図に書かれ
た草加市の社会資源へ置いていくゲームです。
　草加市社会福祉協
議会、日本赤十字社
草加市地区の共催。
文教大学の後援。楽
しみながら草加市の
社会資源を学んでみ
ませんか。
■日時　1月25日㈭

午後2時～
4時

■会場　中央公民館
■定員　40人

　平成30年4月1日から同31年3月31日までの期間に市（上下水道部
を含む）、市立病院及び草加八潮消防組合が発注する「物品納入、
施設維持管理業務等」の入札への参加希望者は、資格審査の申請を
してください。
○市長事務部局（上下水道部を含む）及び草加八潮消防組合
　■申請方法　書面申請（郵送のみ）
　【受付期間】1月5日㈮～17日㈬※消印有効
　【郵 送 先】〒340-8550契約課へ
　申請要領は契約課・上下水道部水道総務課で配布するほか、市ホ
ームページからも入手できます。
○市立病院
　■申請方法　書面申請（郵送のみ）
　【受付期間】1月5日㈮～17日㈬※消印有効
　【郵 送 先】〒340-8560市立病院施設管理課へ
　申請要領は、市立病院施設管理課で配布するほか、市立病院ホー
ムページからも入手できます。

競争入札参加希望者の追加受け付け

問市立病院経営管理課☎946-2200○内3003

問契約課☎922-11295922-3091
　水道総務課☎920-56775925-5046
　市立病院施設管理課☎946-22005946-2211 

平成30年度
市立病院新規採用
職員募集

　平成30年4月1日付け採用の理学療法士及び言語聴覚士を募集しま
す。受験資格等は以下のとおり。希望者は1月16日㈫までに市立病
院、職員課、各サービスセンターで配布する試験申込書（市立病院
ホームページからも入手可）に記入し、〒340-8560市立病院経営管
理課へ（土・日曜日、祝日除く。郵送可）。
【試験日・試験内容】
論文・教養試験：1月20日㈯、面接試験：2月3日㈯

【採用人数】　若干名
【受験資格】　次の①②を満たす人
■理学療法士　

①平成5年4月2日以降生まれ
②理学療法士の免許を有するまたは平成30年3月31日までに同
免許を取得見込み

■言語聴覚士
①昭和55年4月2日以降生まれ
②言語聴覚士の免許を有するまたは平成30年3月31日までに同
免許を取得見込み

（物品納入、業務委託等）

競争入札参加希望者の追加受け付け

問契約課☎922-11295922-3091

（建設工事、設計・調査・測量、
　　　　　　　　土木施設維持管理業務） 「福祉ＳＯＳゲーム」で

市内にある社会資源を学ぼう

問交通対策課☎922-16415922-1030

「ラブリーパス」はパリポリくん
バスでも利用できます

65歳以上の人を対象に
お得なフリーパスを販売

　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。

■小中学校通学区域審議会＜学務課☎922-26745928-1178＞…12月
20日㈬午前10時～　市役所西棟第5会議室で
■人権推進審議会＜人権共生課☎922-08255927-4955＞…12月20日
㈬午後2時～　市役所西棟第5会議室で
■文化財保護審議会＜生涯学習課☎922-28305922-3498＞…12月25
日㈪午後2時～　ぶぎん草加ビル教育委員会会議室で
■男女共同参画審議会＜人権共生課☎922-08255927-4955＞…1月
11日㈭午後2時～　市役所西棟第3会議室で
■公民館運営審議会＜中央公民館☎922-53445925-0152＞…1月12
日㈮午後2時～　中央公民館第1会議室で

審議会等の
開催日程

□申12月28日㈭までに福祉政策課へ。☎922-12345922-1066□申

昨年行われた福祉SOSゲームの様子

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③2017年12月5日号市政情報



レクリエーション大会
12/17

日
草加市

問スポーツ振興課☎922-28615922-3172

狂犬病予防注射・
登録申請や届け出も
忘れずに

問くらし安全課☎922-36425922-1030 　スポーツ吹き矢、カローリングやレクリ
エーション協会会員による民踊・ダンスな
ど。スタンプラリー参加者にプレゼントあり。
■日時　12/17㊐10時～15時30分
■会場　草加市文化会館

　飼い犬には年に1度、狂犬病予防注射を打つ必
要があります。今年度の注射がまだ済んでいな
い場合は、注射を受けるようお願いします。ま
た、飼い主は、犬を飼い始めた日（生後90日以
内の子犬を飼い始めた人は生後90日を経過した
日）から30日以内に、市役所に登録の申請をし
てください。なお、飼い主・住所が変わったと
きや飼い犬が死亡したときはくらし安全課に届
け出てください。

　償却資産とは、土地や家屋以外の事業用の構築物
・建物附属設備・機械及び装置・大型特殊自動車・
工具・備品などで、これらも固定資産税の課税の対
象です。平成30年1/1現在、耐用年数1年以上で取得
価格が10万円以上の償却資産を市内に所有している
法人または個人事業主は、1/31㊌
までに資産税課へ申告書を提出し
てください。また、地方税ポータ
ルシステム（ｅＬＴＡＸ）を利用
した電子申告も受け付けています
ので、ぜひご利用ください。

償却資産の申告は1/31㊌ま
で

（固定資産税）

問資産税課☎922-10685920-1502

　地球温暖化防止活動と太陽光発電設
備普及実証のため、2kW未満の小規模
な太陽光発電システムを設置する場
合、従来の1kW当たり1万5000円の補
助に加え、定額2万円を加算します。
設置は新品で、カーポートやベランダ
等での設置も可。設置前後1年間の電
力量の調査とアンケートに協力できる
家庭対象。問環境課☎922-15195922-
1030

　市のスポーツ振興に功績のあった人、
各種競技大会で優秀な成績を収めた個
人・団体を表彰します。対象はいずれ
も市内在住・在勤・在学者。①スポー
ツ功労賞　体育・スポーツの振興に著
しく功績のあった人　②スポーツ栄光
賞　オリンピックなどの大会に出場、
全国大会優勝等の選手　③スポーツ優
秀選手賞　国際大会・全国大会出場、
関東大会入賞、県大会優勝等の選手。
②・③の賞については平成29年1月～
12月に開催された大会の成績が対象。
表彰式は3/17㊏にアコスホールで開催。
□申1/10㊌までに記念体育館、市民体育
館、温水プール、そうか公園で配布す
る申請用紙（同協会ホームページから
も入手可）に記入し、〒340-0022瀬崎
6-31-1草加市体育協会へ。☎928-63615
922-1513　

　最近、一部の農地において雑草が繁
茂している状況が見受けられます。特
に冬季は枯れて乾燥した雑草による火
災の危険性がありますので除草などの
整備をお願いします。問農業委員会事
務局（産業振興課内）☎922-0842592
2-3406

　住居表示区域内（長栄・新栄・清門
以外の○丁目と表示されている区域）
で建物を新築・改築した場合は、条例
の規定により住居表示のために届け出
が必要です。届け出後、住居表示の付
定通知書と住居番号表示板を交付しま
す。また、住居表示区域内で近隣宅と
同じ住居番号（同じ住所）となってい
ることで郵便物や宅配物の誤配等の不
便が生じている場合は、住居番号変更
申請を行うことで、枝番号を使用する
ことができます。なお、変更に伴う登
記等の諸費用は個人負担となります。
問建築指導課☎922-19495922-3148

　認知症の不安や心配を抱えている人
やその家族などが誰でも気軽に交流し、
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☎922-12815922-32
79
■草加キングス・ガーデン　12/9㊏14
時～16時。テーマ「介護相談はどこ
へ？居宅介護支援事業所、地域包括支
援センターの役割」。参加費100円
■デイサービスセンター草加　12/9㊏
14時～16時。健康体操と脳トレ。参加
費100円
■ホッと！さわやか　12/16㊏13時30
分～15時30分。テーマ「インフルエン
ザ感染予防について」。定員20人。参

加費100円
■ボンセジュール草加　12/16㊏13時
30分～15時30分。テーマ「嚥下障害と
その予防について」。定員40人。参加
費100円
■埼友草加病院　12/16㊏14時～16時。
テーマ「介護タクシーとは？」。定員
80人。参加費200円

　河川や水路への油や薬品等の流出に
より水生生物や環境に影響を及ぼす水
質事故が多く発生しています。特に大
掃除の際に出る不要になった塗料や油、
薬品等の取り扱いは十分に注意し、決
して河川や水路、側溝へ流さないでく
ださい。なお、液体の廃棄物は少量で
あれば布や紙に染み込ませて可燃物と
して捨てられるものもあります。詳し
くは廃棄物資源課（☎931-3972）へ問
い合わせてください。問環境課☎922-
15205922-1030

　平成30年度に組合が発注する工事の
請負や物品の納入を希望する事業者は、
組合ホームページに掲載の要領等に必
要事項を記入の上、12/18㊊（消印有
効）までに〒343-0011越谷市増林3-2-1
東埼玉資源環境組合総務課へ。資格の
有効期間は平成30年4/1～同31年3/31。
問同組合総務課☎966-0122

　拉致問題をはじめとする人権侵害問
題の解決には、一人ひとりが関心と認
識を深めていくことが大切です。問人
権共生課☎922-08255927-4955

　1/7㊐13時30分～16時。会場は保健
センター。内藤クリニックの内藤毅嗣
院長等の講演。定員60人。糖尿病は、
自覚症状がないまま進行し、様々な合
併症を引き起こす病気です。糖尿病の
治療や、食生活や生活習慣の予防につ
いて知り、日常生活に役立てましょう。
□申12/6㊌から電話で保健センターへ。
☎922-02005922-1516

　1/20㊏11時～16時。会場は埼玉司法
書士会越谷総合相談センター。事前に
電話予約の上、会場へ。□申1/18㊍17時
までに埼玉司法書士会事務局へ。☎04
8-863-7861

　認知症状やその対応方法について理
解を深めるための認知症サポーター養
成ステップアップ講座を開催。1/27㊏
10時～14時30分。2/3㊏10時～15時15
分。会場は高砂コミセン。認知症サポ
ーター養成講座受講修了者で両日とも
参加できる人対象。定員50人。□申12/6
㊌から電話で長寿支援課へ。☎922-12
815922-3279

えん　 げ

小規模太陽光発電設備の補助を拡大

農地の適正な管理をお願いします

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

年末年始特別警戒取り締まり中。犯罪・交通事故防止にご協力を。

▶固定資産税・都市計画税　第3期
▶国民健康保険税（普通徴収）  第7期
▶後期高齢者医療保険料（普通徴収）  第6期

12月の
納税
・
納付

1/4㊍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

▶介護保険料（普通徴収）  第7期
▶下水道事業受益者負担金　第2期
1/4㊍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）

・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

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

オレンジカフェ（認知症カフェ）

油や薬品を流さないで
河川等の水質事故防止に協力を

草加市体育協会スポーツ賞
申請を受け付け

住居表示区域内での新築・
建て替え時には、住居表示の届け出を

東埼玉資源環境組合　平成30年度
入札参加資格審査申請の追加受付

北朝鮮人権侵害啓発週間
12/10㊐～16㊏

今さら聞けない糖尿病の話

高齢者・障がい者のための
成年後見無料相談会

認知症サポーター
ステップアップ養成講座

④ 2017年12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）11月20日現在　人身事故833件（－59）　死者8人（＋5）



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

12/18㊊

12/25㊊

【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

1/9㊋

1/23㊋

平成28年6/1～15生まれ

平成28年6/16～30生まれ

対象者に12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） 12/20㊌

初参加の4～7か月児（開催日当日）と
保護者　定員30組

【要申込】
母子健康手帳、バスタオル持参

30歳以上
【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、コミセンに配置
＜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
注）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
（新栄児童センター） 1/10㊌ 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
（新田西文化センター） 1/15㊊ 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 12/13㊌ 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 12月下旬～1月中旬 平成29年11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11月末に診査票を送付済み。
届かない人は連絡を

12/12㊋

12/26㊋

平成26年9/1～17生まれ

平成26年9/18～30生まれ

マタニティクラス
両親学級 1/14㊐・17㊌

平成30年3月～5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 1/19㊎ 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 12/20㊌ 【要申込】
バスタオル・タオル持参13時～14時 肢体不自由の身体障害者手帳を持つ

人　定員10人
草加はり灸マッサージ師会による
マッサージ

12/15㊎まで
（休診日を除く）　 便潜血検査　費用　500円検便の提出は12/15まで大腸がん個別検診

（指定医療機関）

　勤務は市内公立保育園。いずれも65歳未満対象。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】いずれも有資格者対象。時給1060円、通勤手当上限1万2000
円。　●保育士・看護師・栄養士　㊊～㊎8時30分～17時（㊏勤務あり）　
社会保険・厚生年金・雇用保険加入・賞与あり　●短時間保育士　㊊～㊎
10時30分～15時30分のうちの3.5時間
【朝･夕の仕事（時間外保育従事者）】時給1420円（有資格）・1320円（無
資格）、通勤手当上限8000円（有資格者は1万2000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

公立保育園の臨時職員募集
□申保育課へ。☎922-14915922-3274

　1/22㊊13時30分～15時30分。会場は
草加保健所。講義とひきこもり体験者
による発表。□申1/18㊍までに電話で草
加保健所へ。☎925-15515925-1554

■介護者のつどい　12/12㊋13時15分
～14時45分。会場は草加市文化会館。
介護の情報交換と交流。介護をしてい
る人、していた人、する予定の人対象。
問松原・草加東部（包）☎932-6775593
2-6779
■元気さわやか落語会～皆で笑って、
健康づくり～　12/13㊌14時～15時30
分。会場は苗塚会館。柳家喬の字の落
語、漫談。65歳以上対象。定員30人。
□申12/6㊌から安行（包）へ。☎921-2121
5928-8989
■認知症サポーター養成講座　12/16
㊏14時～15時30分。会場は新里文化セ
ンター。認知症の理解や認知症の人と
の接し方。認知症に興味・関心のある
人対象。定員30人。□申谷塚西部（包）へ。
☎929-00145929-5222
■男性介護者のつどい　12/18㊊10時
30分～12時。会場はふれあいの里。介
護の情報交換と交流。介護技術や腰痛
予防、リハビリについての講話。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
■いきいき体操教室　12/18㊊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12/6㊌から谷塚西部（包）へ。☎929-
00145929-5222
■介護者のつどい　12/20㊌11時～12
時30分。会場はであいの森。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。問川柳
・新田東部（包）☎932-70075931-0993

　12/15㊎14時～16時。会場は歴史民
俗資料館。定員60人。□申12/6㊌から電
話で同館へ。☎5922-0402

　児童サポーターは、市内小学校20校
で開催している放課後子ども教室の運
営や子ども達の活動の見守りなどを行
う有償ボランティアです。子どもを支
援する地域活動に関心のある77歳以下
の人対象。□申子ども育成課へ。☎922-
10645922-3274

　1/13㊏9時～12時。会場は八潮消防
署。乳幼児に対する心肺蘇生法・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12/28
㊍までに八潮消防署へ。☎998-01195
997-8519

　12/9㊏13時30分～16時。会場は越谷
児童相談所草加支所。制度の説明と現
役里親の体験談、質疑応答。定員20人。
□申越谷児童相談所へ。☎975-4152597
7-3200

　12/16㊏10時～11時30分。会場は柳
島コミセン。定員10人。参加費1500円。
はさみ、移植ごて、持ち帰り用の袋か
箱持参。□申12/6㊌9時から電話で柳島
コミセンへ。☎5928-2321

　12/10㊐・14㊍・17㊐。いずれも14
時～。開催中の企画展について、担当
学芸員が分かりやすく解説します。会
場は歴史民俗資料館。当日直接会場へ。
途中参加可。問同館☎5922-0402

普通救命講習会Ⅲ

里親入門講座

ひきこもり家族教室
歴民講座「交通とまちづくり」 

お正月寄せ植え盆栽教室

地域包括支援センター (包)
介護予防教室・介護者のつどい

放課後子ども教室の
児童サポーターを募集

企画展｢日光道中(街道)草加宿と参勤
交代-八戸藩を中心に-｣展示解説

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12月5日号

12月の「なくそう暴力」標語　暴力の　芽を摘む力　地域の目



⑥ 2017年12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

大名行列巡回写真展

　1/31㊌9時中草加郵便局前集合、17
時解散（市のバス使用）。定員15人。
昼食持参。草加環境推進協議会との共
催。□申12/20㊌まで（必着）に往復は
がきに住所、氏名、電話番号を記入し、
〒340-8550環境課へ。応募多数の場合
は抽選。結果は12/25㊊以降に発送し
ます。☎922-15195922-1030

　2/4㊐12時30分～15時。会場は越谷
レイクタウン・イオンホール。採血後
1時間程度で結果が分かります。なお、
今年から梅毒の即日検査を同時実施。

　12/10㊐13時～16時30分。会場はさ
いたま市産業文化センター。表彰式と
記念講演会。問さいたま地方法務局☎
048-859-3507

　12/18㊊10時～12時。会場はふれあ
いの里。対象は60歳以上。定員20人。
材料費500円。はさみ、綿の白糸持参。
□申12/8㊎9時からふれあいの里へ。☎
920-62225920-6251

「荒川知水資料館及び
綾瀬川浄化導水施設見学」参加者募集

60歳からの健康長寿体操

　12/21㊍～26㊋9時～17時（26㊋は12
時まで）。会場は中央公民館。小・中
学生の優秀作品を展示します。問学務
課☎922-26855928-1178

スプリングフェスティバル2018

　草加宿場まつりで行われた大名行列
の模様を収めた写真の展示を行います。
日程は12/9㊏～17㊐…歴史民俗資料館。
12/20㊌～2/5㊊…中央図書館。2/12㊡
～3/4㊐…アコス6階アゴラ。3/14㊌～
20㊋…草加市文化会館。展示作品は優
秀賞を含めた14点。問草加宿場まつり
実行委員会（みんなでまちづくり課
内）☎922-07965922-3406

川口兄弟ニューイヤーコンサート

　1/6㊏14時開演。会場は中央公民館。
ピアニスト川口兄弟のソロ・連弾・2
台ピアノデュオによる豪華プログラム。
新春豪華抽選会あり。料金は1500円。
収益金の全額が草加市被災者支援基金
に寄附されます。□申草加市文化会館
（チケット専門）へ。☎931-9977問生
涯学習課☎922-28195922-3498

スポーツウオーキング

　1/12㊎・19㊎、2/9㊎・20㊋、3/9㊎
・20㊋10時～11時30分。集合は市民体
育館（集合後松原遊歩道に移動）。体
力づくりに効果的なウオーキングの実
践、ストレッチ体操、筋力トレーニン
グを行います。18歳以上対象。定員各
日20人。参加費100円。□申12/6㊌から
電話で草加市体育協会へ☎928-63615 
922-1513

であいの森講座

■初めての俳句講座　1～3月の第2・4
㊍10時～12時。全6回。定員15人
■体幹を鍛えようヨーガ教室　1/12・
19、2/9・23、3/9・23の㊎10時～11時
30分。全6回。定員30人。ボール代108
円
■let's!!リズム体操　1/16・30、2/6・
20、3/6・20の㊋13時～14時30分。全6
回。定員30人。運動靴持参
　いずれも会場はであいの森。60歳以
上対象。□申リズム体操は12/6㊌、ヨー
ガ教室は12/8㊎、俳句講座は12/11
㊊、いずれも10時から電話で同館へ。
☎936-27915936-2792

土曜体験教室｢凧作り｣
たこ

　12/19㊋10時～12時45分。会場は社
会福祉活動センター。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12/11㊊までにシルバー人
材センターへ。☎928-92115928-9209

　12/23㊗10時～12時。会場は歴史民
俗資料館。正月に向けて、和凧をつく
って揚げてみよう。小学生と保護者対
象。定員10組。□申12/6㊌から電話で同
館へ。☎5922-0402

昔遊び大会「草加お宝かるた」

草加市文化会館臨時休館

　1/6㊏10時～12時。会場は歴史民俗
資料館。かるた・こま・けん玉などの
正月遊びを体験します。参加賞あり。
小学生と保護者対象。定員15組。□申12 
/6㊌から電話で同館へ。☎5922-04 
02

　12/19㊋・20㊌は館内消毒のため休
館します。問草加市文化会館☎931-9 
3255936-4690

　12/25㊊10時～11時。会場は柳島コ
ミセン。楽しいゲームや親子体操など。

　1/14㊐13時30分開演。会場は中央公
民館。勤労青少年ホームで活動中の合
唱やダンス等の発表や書道や水墨画等
の作品展示を行います。また、自彊術
や箏等の体験もあります（一部有料）。
問勤労青少年ホーム☎928-55505928-
9632

ピーチパイ。小学校4～6年生対象。定
員25人。材料費250円。エプロン、三
角巾、布巾2枚持参。□申12/6㊌から保
健センターへ。☎922-02005922-1516

　1/14㊐14時～16時30分。会場は高砂
コミセン。外国籍市民の皆さんと世界
の料理やお菓子を食べて、音楽や踊り
を楽しみましょう。定員40人。参加費
500円。□申草加市国際交流協会事務局
（文化観光課内）へ。☎922-2968592 
2-3406

　12/21㊍14時～16時。会場は保健セ
ンター。小松菜入りチーズ蒸しパン、

冬休み子ども料理教室
学校給食の人気メニューを作ろう！

国際交流パーティー
～世界の仲間との交流～

全国中学生人権作文コンテスト
埼玉大会表彰式

歯・口の健康に関する図画ポスター及
び健康啓発標語コンクール入賞作品展

匿名無料のエイズ・梅毒検査を実施
12月1日は世界エイズデー

　ゆったりと体を伸ばす体操です。い
ずれも9時～11時。全10回。65歳以上
対象。初参加者優先。
■保健センター　1/10～3/14の㊌。定
員30人
■新里文化センター　1/11～3/15の
㊍。定員40人。上履き持参
□申12/20㊌までに保健センターへ。☎
922-02005922-1516

高年者マッサージ・
ストレッチ体操教室

柳島コミセン
クリスマスお楽しみ会

予約不要。問埼玉県健康づくり事業団
☎0493-81-6729

3～5歳児と保護者対象。定
員25組。□申12/6㊌9時から
電話で同コミセンへ。☎
5928-2321

ふれあいの里　軍手人形
～来年の干支「戌」を作ろう～

いぬ

□申 12/20㊌（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も応募
できます。応募多数の場合は抽選。☎928-63615922-1513

スポーツ教室
参加費
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30組
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4000円
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2000円

4500円
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3000円

3000円

3000円

4000円

4000円

4000円

4000円

4000円

4000円

1000円

11時～12時30分

16時～17時

17時～18時

17時～18時

15時～16時30分

10時～10時50分

9時～10時30分

9時～11時

11時～13時

9時～11時

11時～13時

9時～11時

11時～13時

9時～11時

11時～13時

11時～12時

10時～11時

11時～12時

15時～16時

16時～17時

9時～10時

10時～11時

13時～14時

13時45分～14時45分

19時30分～21時

19時～20時

19時～20時

1/15～3/19 （2/5・12を除く）

1/15～3/5 
（2/5・12を除く）

1/11～3/1

1/12～3/2

1/11～3/22
（2/1を除く）

1/5～1/26

1/15～2/26

（2/12を除く）

1/17～2/21

1/10～2/14

1/15～3/5 （2/5・12を除く）

1/12～2/23 （2/2を除く）

1/12～2/2

1/17～3/14 （2/7を除く）

1/10～2/28

1/10～2/28

1/11～3/1

1/11～3/1

1/30～3/20

2/2～3/9

健康エクササイズ教室

器械体操教室（幼児コース）

器械体操教室（小学生コース）

バレエ教室

にこにこシニアトレーニング教室

機能改善アクア教室

個人メドレー教室

初級硬式テニス教室（月曜A）

初級硬式テニス教室（月曜B）

中級硬式テニス教室（月曜A）

中級硬式テニス教室（月曜B）

初級硬式テニス教室（水曜A）

初級硬式テニス教室（水曜B）

中級硬式テニス教室（水曜A）

中級硬式テニス教室（水曜B）

親子リズム体操教室　

親子体操教室（月曜コース）

親子体操教室（金曜コース）

幼児縄跳び教室（Aコース）

幼児縄跳び教室（Bコース）

おはようストレッチ教室

3B体操教室

体幹・美ボディトレーニング教室

ステップ＆ストレッチ教室

バランス＆コアトレーニング教室

シェイプアップトレーニング教室

初心者剣道教室

㊊

㊊

㊍

㊎

㊍

㊎

㊊

㊌

㊌

㊊

㊎

㊎

㊌

㊌

㊌

㊍

㊍

㊋

㊎

40歳以上

年中・年長

小学生

小学生

55歳以上

18歳以上

18歳以上

18歳以上

年中・長

年中・長

18歳以上

18歳以上

18歳以上

40歳以上

18歳以上

18歳以上

幼児以上

会場

そうか
公園

温水
プール

市民
体育館

草加中

記念
体育館

曜日 回数時間 定員 対象

H25．4.2～H27.4.1
生まれの幼児と親

H25．4.2～H27.4.1
生まれの幼児と親

教室名 実施日（除外日）



草加人のための情報紙　広報「そうか」 ⑦医療・水道・となりまち・ミニ情報 2017年12月5日号

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

■吉川市ベトナムday　12/23㊗10時
～16時　会場は市民交流センターおあ
しす　吉川市で最も多い外国籍の住民
ベトナムの人との交流イベント　問市
民参加推進課　☎982-96855981-5392

■①キャンベルタウン野鳥の森②花田
苑③こしがや能楽堂無料開放　
1/1㊗・2㊋、10時～16時（入園は①15
時30分、②15時まで）　問①☎979-01 
00②☎962-6999③☎964-8700

■消防出初式　1/7㊐9時45分～　会場
は三郷市文化会館前（荒天時は文化会
館内）　消防特別演技、三郷鳶組合に
よる木遣り・はしご乗りほか（手話通
訳あり）　問同市消防本部消防総務課
☎952-1215

■NewYearConcert2018 presented 
by MOMOTAROBIN ウィーン・リン
グ・アンサンブル　1/13㊏14時開演 
会場は田園ホール・エローラ　曲目は
J.シュトラウスⅡ：オペレッタ「くる
まば草」序曲ほか　料金7000円（高校
生以下4000円、未就学児は入場不可）
　問同ホール☎992-1001

■第25回メセナ新春ロビーコンサート
古典音楽の集い　1/14㊐13時30分～　
会場は八潮メセナロビー　箏、三味線、
長唄による邦楽のコンサート　問八潮
メセナ☎998-2500

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）

■司法書士による法律相談会　12/8㊎
17時～19時　物産・観光情報センター
で　問竹村☎920-5415
■ジャズダンス　12/9㊏・16㊏11時～
12時　ブレイクダンス　12/10㊐・17
㊐18時～19時　高砂小アリーナで　小
・中高生対象　定員各10人　参加費
500円　□申すぱえもん北村☎927-0705
■スポーツ吹矢体験　12/9㊏・16㊏13
時～15時　八幡コミセンで　無料　□申
山田☎944-8837
■生活なんでも相談会（生保等）　
12/9㊏13時30分～16時30分　谷塚文化
センターで　12/16㊏13時30分～16時
30分　勤労福祉会館で　問草加生健会
三田☎928-5564
■スポーツ吹矢体験　12/10㊐13時～
15時　12/24㊐15時～17時　川柳文化
センターで　初心者歓迎　無料　問植
木☎090-2253-8475
■スポーツ吹矢体験会　12/12㊋13時
～15時　14㊍11時～13時　19㊋・22㊎
・26㊋9時～11時　中央公民館で　初
回無料、2回目以降300円　問田岡☎09
0-4335-7987
■哲学読書会　12/13㊌9時～12時　谷
塚文化センター第1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☎5927-6893
■子育てカフェ　いっぱい話して心の
デトックスしませんか？　12/14㊍10
時～11時30分　氷川コミセン小会議室
で　参加費200円　問家庭倫理の会石
野☎090-9203-4244
■本格薬膳キムチ作り　12/14㊍10時
～12時　新田西文化センターで　一般
対象　定員12人　参加費1600円　□申コ
リアクッキング国本☎048-754-1009
■食べて応援！東北復興支援販売会　
12/14㊍10時30分～15時　物産・観光
情報センターで　被災地で生産された

品々の販売　問池島☎090-1408-6431
■介護者サロン「らくだ」　12/15㊎
　わ～くわっく草加で　「こもれび」
　12/28㊍　市民活動センターで　各
13時～15時　参加費100円　問介護者
支援の会草加酒井☎090-9245-2067
■介護者の集い「オアシス」　12/16
㊏10時～正午　中央公民館で　個別相
談お受けします　問山田☎928-5332
■あすなろ写友会写真展　12/16㊏～
22㊎10時～18時（16㊏は13時から、22
㊎は17時まで）　アコスギャラリーで
　写真28点を展示　問須賀☎931-9828
■遺言書の書き方と終活を学ぼう　12
/16㊏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
■ロマン生バンド付きXmasパーティ
ー　12/16㊏13時～16時10分　勤労福
祉会館で　ミキシング・トライアル・
リボン待機・厳選CD曲・軽飲料　参
加費800円　問倉持☎927-8574
■歴史学講座「再成塾」張作霖爆死事
件［1928年］の真相が明らかになっ
てきた　12/16㊏13時30分～16時30分
　草加市文化会館で　問小嶋☎090-12
61-7366
■相続の7割は不動産！遺言で安心不
動産相続　12/17㊐13時15分～15時　
アコス会議室Aで　終活セミナー　定
員8人　参加費無料　問不動産相続と
住まいの窓口☎923-0021
■スポーツ吹矢体験会　12/18㊊9時～
11時　瀬崎コミセン集会室で　初回無
料、2回目以降300円　問下田☎080-5 
477-3719
■不登校相談会　12/21㊍15時30分～
16時50分　草加市文化会館第2研修室
で　不登校に悩む生徒・保護者対象　
問そうか不登校支援ネット森泉☎932- 
5139
■スポーツ吹矢体験会　12/23㊗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

■ニューロマンスフリーダンスパーテ
ィー　12/23㊗13時15分～16時15分　
谷塚文化センター3Fで　参加費500円
　ダンスタイム、ミキシング、トライ
アルあり　問高橋☎090-2303-3667
■リトミック＆バイオリン・歌による
クリスマス会　12/24㊐10時45分～　
高砂コミセンで　1歳～未就学児対象
　定員25人　参加費1000円　保護者無
料　要予約　□申高橋☎090-9135-7051
■氷川ダンス倶楽部パーティー　12/ 
24㊐11時30分～16時　谷塚文化センタ
ーで　ゲストデモ・講師演技披露選手
待機　飲み物付き　参加費1000円　定
員220人　問太田☎090-3520-7309
■H&Yダンスパーティー　12/24㊐13
時30分～16時30分　中央公民館で　参
加費500円　問佐藤☎090-8036-8059
■下谷七福神めぐり　1/7㊐8時30分草
加駅改札内集合　江戸情緒が残る下町
で　定員50人　参加費600円　交通費
別途　□申草加史談会浅古☎924-3403
■遊馬町新春七福神めぐりウオーキン
グ　1/7㊐10時西願寺集合、12時解散
　参加費100円（保険代）　七草粥あ
り　□申12/30㊏までに丹羽☎925-1723
■障害年金・成年後見無料相談会　
1/7㊐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
■林家とんでん平による手話落語「笑
いでつながる地域のわ・輪・和」　1/14
㊐13時30分～16時　勤労福祉会館で　
参加費1000円　問服部☎080-6652-7017
■健康らくらく講座　介護保険につい
て　1/15㊊　中央公民館で　講演・健
康長寿は笑いから　1/25㊍　草加市文
化会館で　各13時30分～　無料　□申草
の根ネットの会青柳☎5929-2502
■草加オープンバドミントン大会　
1/28㊐9時～　記念体育館で　男女ダ
ブルス戦　一般1500円･高校生800円･
小中学生500円　□申1/11㊍までに〒34
0-0012神明2-2-45矢島☎5925-4981

スポーツ施設の利用休止

　工業団地野球場…1/2㊋～3/31㊏。
そうか公園…1/22㊊～2/28㊌（多目的
運動広場）、1/25㊍8時～13時（テニ
スコート･多目的運動広場･キャンプ
場）問そうか公園☎931-98335935-85
10

越谷市

三郷市

八潮市

吉川市

松伏町

12/10㊐

12/17㊐

内科

外科

内科

外科

井口小児科クリニック

メディカルトピア草加病院

草加内科呼吸ケアクリニック

高山整形外科

松原5-1-7

谷塚1-11-18

草加1-4-5

新善町413-2

☎941-8686

☎928-3111

☎999-5941

☎943-6200

　月　日　 診療科 当番医名 住　所 電話番号

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

㈲平和電気商会
㈲井戸浅水道工事店

住吉1-12-5
八幡町802

☎924-3071
☎931-3330

12/10㊐
    17㊐

   

休日等上水道工事店
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



問くらし安全課☎922-36075922-1030

11月かどまちごとでき
　12日、稲荷小校庭で平成29年度草加市消防団特別点検が行われま
した。当日は消防団員200人が集結。倒壊建物を想定した救出救護
訓練や消防ポンプ車操法で、団員同士の息の合った迅速・俊敏な動
きが披露されました。
　「消防団員」とは、普段はそれぞれの仕事を持ちながら、災害発
生時に火災の消火や救助・救護活動を行う市民の皆さんです。現在
市内では、女性・男性合わせて216人が活躍してくれています。

■日時
■会場
■内容
■対象

　新成人になる皆さんの門出を祝福する、新成人のつどいを開催します。今
年のテーマは「そうだ　うまれ育った街に　かんしゃしよう」。新成人の代
表者が内容を話し合い、企画しました。
■日時　1月8日㈷午後1時開演（正午開場）
■会場　獨協大学35周年記念館アリーナ
■内容　新成人代表からの誓いの言葉、中学校恩師からのビデオレターなど
■対象　平成9年4月2日～同10年4月1日生まれで11月1日現在住民登録のある
人。対象者には12月初旬に案内状を送付します。転出などにより住民登録の
ない人で、参加希望の人は生涯学習課まで連絡してください。

　草加市は、相撲との関わりが深く、古くは江戸後期に活躍した初代柏戸
宗五郎の出身地で、現在は遠藤関らを擁する追手風部屋があります。ま
た、市立小学校全21校には土俵があり、学校教育の一環として草加市青少
年相撲振興会や教育委員会と連携し青少年相撲大会を開催するなど、国技
「相撲」を通じて、文化の継承と青少年の健全育成・スポーツ振興に取り
組んでいます。
　なお、今回の草加場所の収益金は、青少年の相撲振興を目的として大相
撲草加場所実行委員会から草加市青少年相撲振興会へ寄付されます。

　大相撲の迫力を間近に感じられる「大相撲草加場所」が大相撲草加場所実行
委員会主催で開催されます。
　草加場所は、市制施行30周年（昭和63年）を皮切りに過去4回開催されてお
り、今回も人気と実力を兼ね備えた力士の取り組みや催しなど地方巡業ならで
はの楽しさが味わえます。

　何かと慌ただしくなる年末年始は詐欺被害が増
える傾向にあります。家族で合言葉等の独自のル
ールを決めるなどの詐欺対策をお願いします。

12/6㈬ 獨協大学前駅西口
12/13㈬ 新田駅西口
12/20㈬ 草加駅東口
　いずれも午前11時～11時30分。
左の｢騙されませんべい｣等を配
布します。

1月8日㊗獨協大学
35周年記念館アリーナで 
問生涯学習課☎922-28195922-3498

振り込め詐欺が多発！
家の電話はいつでも留守番電話にセット

振り込め詐欺被害防止
街頭キャンペーン

新成人のつどい

問大相撲草加場所実行委員会
　事務局☎080-1330-3410

午前8時開場　記念体育館午前8時開場　記念体育館

チ
ケ
ッ
ト

市民優先販売：12月18日㈪午前10時～28日㈭午後11時59分
※インターネットのみの販売

市民優先販売

草加市民優先販売特別WEBサイト http://w.pia.jp/p/sokas18sk/

一般販売：12月29日㈮からチケットぴあ販売所
　　　　 （セブンイレブン、サークルK・サンクス）で

種類

タマリ席S

タマリ席A

2人マス席S

2人マス席A

2人マス席B

イス席S

イス席A

福祉席

イス席S

イス席A

1万4000円

1万2000円

2万2000円

2万円

1万8000円

8000円

7000円

1万6000円

6000円

5000円

料金

1階

2階

平成30年春巡業　草加市制施行60周年記念平成30年春巡業　草加市制施行60周年記念

大相撲草加場所大相撲草加場所

タマリ席S
タマリ席Ａ
２人マス席S
２人マス席Ａ

1階イス席Ａ
２人マス席B

タ
マ
リ
席
S

タ
マ
リ
席
Ａ

２
人
マ
ス
席
S

２
人
マ
ス
席
Ａ

２
人
マ
ス
席
B

タマリ席S
タマリ席Ａ
２人マス席S
２人マス席Ａ

1階イス席Ａ
２人マス席B

タ
マ
リ
席
S

タ
マ
リ
席
Ａ

２
人
マ
ス
席
S

２
人
マ
ス
席
Ａ

1
階
イ
ス
席
Ａ

２
人
マ
ス
席
B

土俵

２
階
イ
ス
席
Ａ

２
階
イ
ス
席
Ｓ

２
階
イ
ス
席
Ｓ

２
階
イ
ス
席
Ａ

西

正向

東

４月１２日（木）４月１２日（木）

12月18日㈪午前10時～

草加の相撲文化と歴史草加の相撲文化と歴史

1
階
イ
ス
席
S
  福
祉
席

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12月5日号

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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