
「共に創ろう！
　快適都市、草加。」
「共に創ろう！
　快適都市、草加。」

草加市は今年草加市は今年

開かれた議会
　　　　を目指して
開かれた議会
　　　　を目指して

草加市長 田中和明
　明けましておめでとうございます。
　輝かしい新春を、ご家族の皆様とお迎えのこ
ととお慶び申し上げます。

　昨年は全国各地で豪雨に見舞
われるなど自然災害が多く発生
し、災害につよいまちづくりの
重要性を改めて認識した1年でし
た。11月19日には、草加市町
会連合会主催の市内一斉避難所
運営市民防災訓練が市内33か所
で開催され、約1万人もの市民の
皆様に参加いただきました。市
民が主役の一斉訓練は県内では
初めての取り組みとなり、自
助・共助・公助の連携と協働に
よる災害につよいまちづくりを
市民の皆様と共に進めることが
できました。

　本年は、市制施行60周年の節
目の年を迎えます。「共に創ろ
う！快適都市、草加。」をテー
マとした様々な記念事業を通じ
て、これまで培ってきた市民
力・地域力を結集し、草加への
愛着や誇りの醸成を図り、市民
の皆様と共に快適都市の実現に
向けて取り組んでまいります。
　新しく迎えた戌年が、市民の
皆様そして草加市にとりまし
て、明るく素晴らしい年となり
ますことを心から祈念いたしま
して、新年のご挨拶とさせてい
ただきます。

草加市議会議長 切敷光雄
　明けましておめでとうございます。
　市民の皆様におかれましては、輝かしい新春
をお迎えのことと、心からお慶び申し上げます。

　昨年は政務活動費の不正受給
問題等で、ニュースに議会や議
員が多く取り上げられ、目にす
る機会も多かったように感じて
おります。このような中で、草
加市議会においては、政務活動
費の減額や、使途の透明性の確
保を図るため、平成28年度分か
らすべての提出資料を閲覧可能
にし、市議会ホームページで領
収書等の公開を始めました。更
には議員の政治倫理の確立と向
上をより一層図るため、納税状
況等の公開も始めました。
　また、議会広報常任委員会を

新規に設置し、議員主動で「議
会だより」の編集に取り組んで
おります。市議会といたしまし
ては、市民の皆様の信託に応え
るため、開かれた議会を目指し、
より多くの方に、より深く議会
活動を理解していただけるよう、
更に取り組んでまいります。
　本年も市議会へのご支援とご
協力を賜りますようお願い申し
上げますとともに、新しい年が
皆様にとりまして、希望に満ち
た年となりますようお祈り申し
上げ、年頭のご挨拶といたしま
す。

写真提供：追手風部屋
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平成30年度は記念事業が盛りだくさん！

予定されている記念事業の一部

草加市は11月１日に
市制60周年

①1月1日 元旦ラジオ体操　②1月1日 草加宿七福神めぐり　③2月1日 そうか宣伝隊長顔見世興行　④3月12日 草加松原太鼓橋ロードレース大会　⑤4月1日 松原団地駅が獨協大学前〈草加松
原〉駅へ　⑥5月6日 奥の細道文学賞、ドナルド・キーン賞授賞式にドナルド・キーン氏来草　⑦7月2日 草加朝顔市　⑧8月5日 草加市民納涼大花火大会　⑨8月22日 夏休み草加っ子相撲　
⑩9月2日 東京2020オリンピック・パラリンピックフラッグツアー歓迎イベント　⑪10月1日 草加宿場まつり　⑫10月1日 草加せんべいで創るモザイクアート　⑬11月3日 草加ふささら祭
り　⑭11月7日 松のこも巻き　⑮11月19日 草加市町会連合会主催市内一斉避難所運営市民防災訓練　⑯12月10日 農業祭　⑰12月15日 広島東洋カープ入団の永井敦士選手が表敬訪問

　11月11日㈰に草加市文化会館で記念
式典を行います。
　皆さんと歩んだ60年を振り返り、未来
へと繋げていきます。

問総合政策課☎922-07495927-4955*sogoseisaku@city.soka.saitama.jp*sogoseisaku@city.soka.saitama.jp

①

②

③

⑧

⑩

④

⑤

⑥

⑨

⑮

⑰

⑯

⑦

⑪

⑫

⑬

⑭

ありがとう！
市制60周年記念式典
11月11日　

草加を舞台にした多世代が共感できる作品を制作します。
PRアニメーションの制作

60周年を機に、皆さんに親しまれている左岸広場の新名称を
募集します。

綾瀬川左岸広場の新名称募集

市制30周年時に制作した草加市歌「想い出はいつも」を編曲し未来の
世代へ引き継いでいきます。

草加市歌の現代編曲

子どもや学生の合唱団員を募集し、記念式典で市歌やまちへの想いを
込めた歌を披露します。

（仮称）ＳＯＫＡ次世代合唱団

　市制60年の歩みを振り返り、まちを知
り、共感しながら、現在まで培ってきた市民
力・地域力を集結して、「いつまでもこのま
ちで暮らしたい」「このまちで子どもを育て
たい」と実感できる「快適都市、草加。」を共
に創っていこうとの想いをこめています。

テーマ
『共に創ろう！快適都市、草加。』

60周年をお祝いする
様々な行事を開催

　平成30年4月から同31年3月の1年
間、草加をもっと好きになってもらえるよ
う、まちを知り、体験・共感ができるイベン
トや事業を行います。
　イベントの詳細は広報そうか等でお知
らせしていきます。
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草加人のための情報紙　広報「そうか」② 2017年を振り返る2018年1月1日号



　市民の皆さんの催しを市制60周年協賛事業として登録する
ことができます。登録するとシンボルマークが利用でき、市
のイベントカレンダーで紹介します。町会やサークル活動等
で、喜びや感動に満ちた思い出づくりを一緒にしませんか。
■対象　平成30年4月～同31年3月に行われる個人または団

体の事業
※営利目的、宗教・政治、暴力団に関する団体、公序良俗に
反するものは不可。

※市または市教育委員会が後援・共催する事業でシンボルマ
ークの使用を希望する場合は各担当課に申し出てください。

　昨年の草加ふささら祭り会
場内で、『草加大好きメッセー
ジ』の撮影会を行いました。
　撮影した写真は、草加駅前
大型ビジョン等で、まちへの
想いを共有するコンテンツと
して活用します。
撮影に協力いただいた皆さん
ありがとうございました！

ლ事業実施日の20日前までに市役所情報コーナー・サー
ビスセンター・公民館・文化センターで配布する登録
用紙に記入し、〒340-8550総合政策課へ。ファクス・メ
ールでも可。登録用紙は市ホームページからも入手で
きます（1月4日㈭から）。
※イベントカレンダーでの紹介を希望する場合は、平
成30年2月末までに申請が必要です。同3月以降の申
請は市ホームページ等での紹介になります。

草加市制60周年シンボルマーク発表！

～市制60周年の節目に思い出に
　　　残る活動を一緒にしませんか～

市制60周年協賛団体募集！

❶草加松原デザイン（大）

❷草加松原デザイン（小）

❸パリポリくんデザイン

頑強な六角形 「60周年」・「つよいまち」 今後、様々な
イベントや事業で
活用していきます。

家紋調 「和風のまちなみ」
亀甲模様 「縁起の良さ」

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③2018年1月1日号市政情報



※1 医療費の負担割合が3割になっている70歳以上の被保険者
※2 市民税・県民税均等割非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除（年金収入者は80万円)を引いたとき0円となる世帯
※3 総所得金額（給与所得金額や事業所得等の合計額）、土地の譲渡に関わる所得等から基礎控除33万円を引いた金額

　市内の保育事業者と出会えるチャンスで
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。友人・家族と一緒の参加もOK。皆さ
んの参加をお待ちしています。

　草加市地域包括支援センターの運営や地域密着型サービスに関すること等
に意見を述べ、検討する市民委員を募集します。
■対象　市内在住の40歳以上（平成30年2月24日現在）で、市の他の審議会

等の委員になっていない人
■募集　男女各1人
■任期　委嘱の日から3年間（平成30年2月24日～同33年2月23日）
■報酬　会議１回につき7000円
ლ1月31日㈬までに市役所情報コーナー・サービスセンター等で配布する応
募用紙（市販のA4用紙でも可）に協議会の名称・氏名（ふりがな）・住所
・性別・生年月日・年齢・電話番号・公開抽選日の出欠・現在の職業・主な
職歴・地域活動等の経験・小論文「地域における高年者の支援に必要なこと
について」（600～800字）を記入し〒340-8550長寿支援課へ。ファクス、メー
ルでも可。公開抽選は2月5日㈪午前10時から市役所第2庁舎第1委員会室で。

　各保育施設の保育士
さんやスタッフと1対1で面談できます。
施設の特徴や保育の様子、福利厚生な
ども聞ける

★いいね！❹

　市主催なので安心。
参加する施設は市が認可する民間認可
施設のみ。事業者への不安は無用

★いいね！❺

　フェアに参加する施
設のPRタイムもあります。各保育施設
の特徴や魅力がわかる

★いいね！❻

　保育に携わりたい人ならど
なたでも歓迎。保育士さんとして働いたことの
ない人も、資格取得見込みの人も、保育現場か
ら離れて久しい人も、50歳以上の新人保育士さ
んも、保育士資格のない人も大歓迎

■日　　時　1月22日㈪午後1時～5時
■会　　場　アコスホール
■参加園数　20園
■内　　容　現場で役立つセミナーや就職
　　　　　　・転職相談ほか

　お子さんのいる人のため、会場内に
保育スペースも用意しています。利用
を希望する人は前日までに保育課へ。

★いいね！❶

　市内の保育施設で働く保育
士さんのお子さんは保育所優先入所の対象にな
ります。自宅＆職場＆子どもの保育施設の3つ
が市内にあり、働きやすさ満点

★いいね！❷

　職場が近い！ブースを設け
る保育園はすべて市内。通勤時間の短縮や、子
どもの学校・保育施設にも近くて便利

★いいね！❸ 　保育の仕事の楽しさ
や、現場で役立つ遊びを参加型で体験
できるセミナーもあり。もちろん無料

★いいね！❼

　平成28年8月から同29年7月までに支払った医療費・介護サービ
ス費の合計が一定額以上の人に費用の一部を支給します。
　対象となるのは、医療費と介護サービス費の両方を支払った人で、
加入医療保険ごとの世帯内の自己負担額合計が下表の限度額を超え
た場合。
　超過分が500円以下の場合や、重度心身障害者医療費支給制度等
で助成された分は支給されません。
　また、保険適用外の費用、高額療養費や高額介護サービス費とし
ての支給分は自己負担額から除きます。同一世帯内でも、加入する
医療保険が異なる場合は合算できません。

　対象期間内に医療保険が変わっていない草加市国民健康保険・後
期高齢者医療制度加入者で支給対象となる人には、1月末以降に申
請書を送付します。申請書記載の持参物を用意し各担当課へ。

　草加市国民健康保険・後期高齢者医療制度以外の医療保険加入者
や、対象期間内に医療保険の変更があった人（75歳になり後期高齢
者医療制度に移行した人を含む）は、平成29年7月31日時点での加
入医療保険へ持参物等を確認の上、申請してください。

　申請に必要な介護保険の自
己負担額証明書の取得は、加
入する医療保険と介護保険の
被保険者証・本人名義の預金
通帳・印鑑を持参し、介護保
険課へ。
 なお、草加市国民健康保険
から後期高齢者医療制度に移
行した人は、自己負担額証明
書は必要ありません。

■国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者

■その他の医療保険加入者・医療保険が変わった人

■医療保険の世帯内での自己負担限度額（平成28年8月1日～同29年7月31日）
75歳以上

後期高齢者医療制度
＋介護保険

67万円

56万円

31万円

19万円

基準総所得金額（※3）

　901万円超

600万円超～901万円以下

210万円超～600万円以下

　210万円以下

住民税非課税世帯

医療保険＋介護保険

 212万円

 141万円

　 67万円

　 60万円

　 34万円

医療保険＋介護保険

年齢

対象となる費用

現役並み所得者（※1）

一般【住民税の課税世帯】
低所得者
【住民税の
非課税世帯】

Ⅱ【Ⅰ以外】

Ⅰ（※2）

70～74歳 70歳未満

草加市地域包括支援センター等運営協議会委員募集

学んで探せる保育士 就職・転職フェア
問保育課☎922-14915922-3274

問長寿支援課☎922-13425922-3279chojushien＠city.soka.saitama.jp

1/22㈪
アコスホール

ブランクがあっても！経験がなくても！市内の民間保育園で働こう！

審議会等の
開催日程

市の審議会等を傍聴できます。定
員5人で当日先着順（都市計画審
議会を除く）。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。
■都市計画審議会＜都市計画課☎922-17905922-3145＞
…1月26日㈮午後1時～　市役所第2庁舎第1・2委員会
室で。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。
■国民健康保険運営協議会＜保険年金課☎922-15925
922-3178＞…1月29日㈪午後1時30分～　保健センター
予防検診室で
■地域経営委員会＜総合政策課☎922-07495927-4955＞
…1月30日㈫午後2時～　市役所西棟第3会議室で

医療・介護の費用が高額になった人へ
費用の一部を支給

問草加市国民健康保険加入者…保険年金課☎922-15935922-3178
　後期高齢者医療制度加入者…後期高齢者・重心医療室☎922-13675922-3178
　その他の医療保険加入者…介護保険課☎922-14215922-3279

④ 2018年1月1日号 草加人のための情報紙　広報「そうか」市政情報



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」 2018年1月1日号

ボートレース事業の収益金で道路整備

交通遺児等に援護金を支給

手話通訳者認定試験

　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1/3㊌～8㊗・24㊌～29㊊、2/1
㊍～5㊊・17㊏～21㊌、3/25㊐～29㊍。
会場はボートレース戸田。問財政課☎
922-07615922-1547

　「スポレクバンク」とはスポーツ指
導者の登録を受け、指導を受けたい人
と結びつける制度です。登録者には草
加市体育協会を通じて指導依頼をしま
す。幼児や小学生を指導した経験のあ
る人対象。ლ体育協会ホームページか
ら登録申請書を入手し、必要事項を記
入し同協会へ。☎928-63615922-1513

　1/21㊐13時30分～16時30分。会場は
吉川市民交流センターおあしす。電話
予約の上、相続・遺言・債務整理など
について、司法書士に無料で相談でき
ます。ლ埼玉司法書士会事務局・総合
相談センターへ。☎048-838-7472

　1/26㊎14時～16時。会場は歴史民俗
資料館。定員60人。ლ1/10㊌から電話
で同館へ。☎5922-0402

■縦覧　1/16㊋～2/16㊎8時30分～17
時15分（㊏・㊐、㊗を除く）。場所は
廃棄物資源課、新田西文化センター。
県ホームページでも縦覧できます
■説明会　1/28㊐14時～。会場は新田
西文化センター。当日直接会場へ
問廃棄物資源課☎931-39725931-9993

住宅・土地統計調査
単位区設定に協力を

川口市戸塚環境センター整備事業
実施に係る環境影響評価調査計
画書の縦覧と説明会

　平成30年住宅・土地統計調査単位区
設定を2/1を基準日に実施します。平
成30年10月に行われる住宅・土地統計
調査の準備として、調査区域の住戸数
や住戸の位置、居住世帯の有無等を調
べるものです。1月中旬以降に指導員
が「指導員証」を身につけて巡回しま
すので、協力をお願いします。問庶務
課☎922-09545922-3091

スポレクバンク登録指導者募集
　市では県の補助を受けて、重い障が
いのある人を対象に医療費助成を行っ
ています。対象となる医療費は、医療
機関等で保険診療にかかる最終的な医
療費本人負担額の1～3割及び入院時の
食事療養負担金等の1/2の額です。
　対象者は以下のとおり。ただし、平
成27年4/1以降に65歳以上で新規に手
帳を交付された人は対象となりません
（既に重度心身障害者医療費制度の受
給資格がある人は65歳以降も対象）。
■対象者
○身体障害者手帳1･2･3級所持者
○療育手帳Ⓐ･Ａ･Ｂ所持者
○精神障害者保健福祉手帳1級所持者
（精神病床の入院費用を除く）

　保護者が交通事故で死亡または重い
障がいを負った18歳以下の交通遺児等
を対象に援護金を給付しています。給
付額は子ども1人につき年額10万円。
支給は5月上旬。要件等は問い合わせ
てください。ლ交通対策課や学校で配
布する申請書に記入し、1/31㊌までに
みずほ信託銀行浦和支店へ。問県防犯
・交通安全課☎048-830-2958

愛の献血

重度心身障害者医療費の助成制度

　1/31㊌13時～16時30分。会場は市役
所西棟ロビー。問福祉政策課☎922-12 
345922-1066

川口税務署からのお知らせ

○医療費控除を適用する人へ
　平成29年分の確定申告から、医療費
控除に領収書が不要となり、代わりに
医療費控除明細書の添付が必要となり

　2/25㊐9時45分～15時。会場は草加
市文化会館。受験資格は市内在住の平
成10年4/2以前に生まれた人で、手話
通訳者養成講座の修了者または同程度
の技術を有し、1年以上の手話活動経
験がある人。試験内容は手話表現、手
話の読み取り（読取筆記・読取口頭）、
筆記、面接。ლ草加市社会福祉協議会
または障がい福祉課で配布する申込書
に記入し1/9㊋～19㊎（必着）に〒340-
0013松江1-1-32同協議会へ（持参も
可）。☎932-67705932-6781

人権を考える市民のつどい

草加市民体育祭

○後期高齢者医療制度の障害認定を受
け、被保険者となった人（主に身体障
害者手帳4級の一部や精神障害者保健
福祉手帳1･2級の交付を受けている人、
障がい基礎年金1･2級の人）
問後期高齢者・重心医療室☎922-1035 
5922-3178

越谷総合相談センター
出張法律相談会

歴民講座
「古文書から読み解く
喧嘩の顛末とその時代背景について」

■バスケットボール大会　2/4㊐・11
㊗・12㊡。会場は記念体育館。ミニバ
スケットの部や中学生の部、一般の部
など色々な部門の試合が観覧できます。
問草加市体育協会☎928-63615922-15 
13
■市民スキー競技会　2/24㊏8時30分
福島県グランドサンピア猪苗代リゾー
トスキー場集合、17時現地解散。種目
は大回転。小学生以上対象。参加費大
人5000円、小学～高校生1000円。ლ温
水プールで配布する申込用紙・振込用
紙（草加市スキー連盟ホームページか
らも入手可）に必要事項を記入し、温
水プールへ。☎936-68245935-8981

ます（平成31年分の確定申告までは従
来どおり領収書の添付・提示でも可）。
ただし、税務署から記入内容の確認を
求める場合がありますので、領収書は
5年間保存してください。なお、おむ
つ使用証明書や在宅介護費証明書など
の医師等が発行した証明書の添付は引
き続き必要です。
○公的年金等を受給している人へ（確
定申告不要制度）
　公的年金等の収入金額の合計額が
400万円以下であり、かつ、公的年金
等による雑所得以外の所得金額が20万
円以下であるときは、所得税の確定申
告書を提出する必要はありません。
　なお、所得税の申告が必要ない場合
でも、住民税の申告が必要となる場合
があります。また、所得税の還付を受
ける場合や確定申告書の提出が要件と
なっている純損失や雑損失の繰越控除
などの適用を受ける場合には、確定申
告書の提出が必要です。
※平成27年分以後は、外国の制度に基
づき国外で支払われる年金など源泉徴
収の対象とならない公的年金等を受給
している人は、確定申告が必要です。
問川口税務署☎048-252-5141（自動音
声で「0」を選択）

　1/18㊍13時50分～16時30分。会場は
中央公民館。市内小・中学校児童生徒
による人権問題についての作文発表、
草加市出身で民謡歌手の森田彩さんに
よるミニコンサート、講演「インター
ネット上のトラブルとその対策～見え
ない場所で発生するトラブルとは～」
を行います。問指導課☎922-2748592 

てんまつけんか

8-1178

平成29年の市内交通事故状況（前年比）12月20日現在　人身事故897件（－96）　死者8人（＋5）

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。

1月の
納税
・
納付

市県民税（普通徴収） 第4期
国民健康保険税（普通徴収）  第8期
後期高齢者医療保険料（普通徴収） 第7期

介護保険料（普通徴収） 第8期

1/31㊌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

1/31㊌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）

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（12/31を除く）
㊌（1/3・㊗・㊡を除く）21時まで

情報コーナー ・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

企
画
展

　市民が制作した色とりどりのつるし飾りのほか、
明治・昭和・平成のそれぞれに特色ある7段ひな
飾り、源氏物語貝合わせ、絢爛豪華な御殿飾りな
ど季節感あふれる品々を
展示します。
■日時
　2/1㊍～3/11㊐
■会場　
　歴史民俗資料館
問同館☎5922-04
02

「
桃
の
節
句
展
」

納税は便利な口座振替で
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■介護者のつどい　1/9㊋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
■初心者のための気功教室　1/12㊎9
時15分～10時45分。会場は高砂コミセ
ン。65歳以上対象。定員30人。上履き
持参。動きやすい服装で。ლ1/5㊎か
ら草加中央・稲荷（包）へ。☎959-9133 
5922-3801
■男性介護者のつどい　1/15㊊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）☎929-3613592 
9-3612
■介護者のつどい　1/17㊌13時15分～
14時30分。会場は勤労福祉会館。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。問新
田（包）☎946-05205946-0523
■認知症サポーター養成講座　1/23㊋
14時～15時30分。会場は谷塚南ミニコ
ミセン。認知症の症状と対応の仕方に
ついて理解を深める。定員20人。ლ

1/4㊍から谷塚・瀬崎（包）へ。☎929 -3 
6135929-3612
■はつらつチャレンジ教室　1/26㊎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。会場は川柳文化
センター。65歳以上で軽い運動ができ
る人対象。定員30人。上履き持参。ლ

地域包括支援センター (包)
介護予防教室・介護者のつどい

ふれあいの里講座
犯罪から身を守る防犯教室

福祉なんでも相談会

新春図書館寄席

ლ各開講日の3日前までに生涯学習課
へ。☎922-28195922-3498
■歌うためのボイストレーニング　
2/1㊍・8㊍10時～12時。全2回。会場
は中央公民館。定員25人。空のペット
ボトル、フェイスタオル（35cm×80 
cm程度）、割り箸1膳持参
■手拍子揃えて踊る民踊　2/6㊋・13
㊋・20㊋10時～12時。全3回。会場は
中央公民館。定員30人
■女性の為の姿勢美体操　2/9㊎・16
㊎・23㊎11時～12時30分。全3回。会
場は新田西文化センター。定員20人。
フェイスタオル・上履き持参

生涯学習体験講座

　1/28㊐13時30分開演。会場は中央公
民館。出演は草加中吹奏楽部・ドレミ
ファハンドベル隊・草加市演奏家協会
会員ほか。料金一般1000円（高校生以
下無料。要整理券）。ლ草加市文化会
館ほかプレイガイドへ。☎931-93255
936-4690

　近年増加している悪質商法等の特殊
詐欺の手口や対処方法について、寸劇
を交えて楽しく解説します。草加市く
らしの会との共催。1/29㊊10時～11時
30分。会場は勤労福祉会館。定員30
人。ლ1/4㊍からくらし安全課へ。☎
941-61115941-6157

　年齢や性別にかかわらず、誰にでも
訪れる大切な「出会い」。あなたの心
に残るすてきな「出会い」を表現した
作品を募集します。写真展は2/2㊎～
28㊌男女共同参画さわやかサロン、3/ 
2㊎～9㊎新里文化センターで開催。
●応募条件　キャビネ（2L）判以上
（人物を撮影する場合は必ず許可を得
ること）。テーマを付けて提出。応募
写真は返却しません。
ლ1/31㊌までに〒340-0013松江1-1-5
「男女共同参画さわやかサロン」へ。
☎931-9325○内 505936-4690

　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
■ホッと！さわやか　1/13㊏13時30分
～15時30分。テーマ「転倒予防につい
て」。定員20人。参加費100円
■草加キングス・ガーデン　1/13㊏14
時～16時。テーマ「冬に注意する感染
症」。参加費100円
■デイサービスセンター草加　1/13㊏

オレンジカフェ（認知症カフェ）

まちづくり講座
地域課題解決ビジネスで地域を
元気にしよう！～みんなとつながる
ソーシャルビジネス～

　1/15㊊10時～12時。会場はであいの
森。2/19㊊10時～12時。会場はふれあ
いの里。福祉に関する相談会を実施。
問草加市社会福祉事業団☎930-03115 
930-0313

　1/20㊏13時30分～14時30分。会場は
ふれあいの里。県警防犯指導班「ひま
わり」が寸劇やパネルで指導。問ふれ
あいの里☎920-62225920-6251

消費生活講座「あなたは知って
いますか？特殊詐欺の手口と対処法」

男女共同参画さわやかサロン
「出会い」写真展作品募集

みんなでつくる
「ドレミファそうかコンサート」

1/5㊎から川柳・新田東部（包）へ。☎9 
32-70075931-0993
■いきいき体操教室　1/29㊊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。上履き持参。
ლ1/5㊎9時から谷塚西部（包）へ。☎
929-00145929-5222
■介護者のつどい　2/2㊎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
■笑いと音楽のハーモニー　2/2㊎13
時15分～14時45分。会場は勤労福祉会
館。65歳以上対象。定員70人。みんな
で笑い歌ってリラックス。ლ1/9㊋か
ら新田（包）へ。☎946-05205946-0523

14時～16時。健康体操と回想法の体験。
参加費100円
■埼友草加病院　1/20㊏14時～16時。
テーマ「気を付けよう　皮膚のあれや
これや」。定員80人。参加費200円
■ボンセジュール草加　1/27㊏13時30
分～15時30分。テーマ「脳卒中リハビ
リ」。定員40人。参加費100円

■資格にチャレンジ!宅建士講習会　
2/15㊍・22㊍・3/1㊍9時30分～11時30
分。全3回。会場は草加市文化会館。
定員20人。資料代1000円

　1/25㊍18時～19時30分。会場は草加
商工会議所。空き家・空き地の活用に
よる街なか居住の推進や子どもを持つ
ママたちの地域交流イベント・相談事
業など地域課題解決ビジネスに取り組
む団体の活動紹介を行います。講師は
SOKAスマイリーママの上原美香代表
と越谷市住まい・まちづくりセンター
の若色欣爾代表理事。定員50人。ლ1/
4㊍から市民活動センターへ。☎920-35
805925-1872

わかいろ  きんじ

　1/21㊐14時開演。会場は中央図書館。
毎年恒例の新春寄席。出演は「そうか
宣伝隊長」の落語家三遊亭春馬。図書
館で楽しい新春のひと時をお過ごしく
ださい。演目は落語「花筏」のほか、
年代問わず人気の相撲に関する話。中
学生以上対象。定員100人（要整理券）。
ლ1/7㊐9時から中央図書館2階事務室
で整理券を配布（1人2枚まで）☎946-
30005944-3800

はないかだ

1月の「なくそう暴力」標語　広げよう　暴力なくす　希望の手

　大規模災害時における消防と医療機関の連携強化を目的とした「埼玉県
特別機動援助隊合同訓練」を実施します。消防機動救助隊10本部・草加八
潮消防局・県内DMAT18チーム（市立病院含む）など訓練参加者約350人・
参加車両約40台・防災ヘリコプター1機による、被災地を草加市と想定した
大規模な救出救護訓練となります。皆さんのご理解ご協力をお願いします。
■日時　2/9㊎10時～12時
■会場　綾瀬川左岸広場及び南側公共用地

問草加八潮消防局警防課☎924-09675928-8454

埼玉県
特別機動援助隊
合同訓練実施

草加市制60周年記念
～淡路人形浄瑠璃～
　国指定重要無形民俗文化財に指定されている淡
路人形浄瑠璃。人形遣いと人形とが一体となって
おりなす伝統芸を楽しめます。また、人形の所作
や太夫・三味線の役割の解説を交え、普段見る
ことのできない伝統芸の裏側も楽しめます。
■日時　5/19㊏14時開演
■会場　草加市文化会館　

■料金　一般2500円、小・中学生500円（全席
指定、未就学児入場不可）
　チケットは1/20㊏10時から草加市文化会館
ほかプレイガイドで。問草加市文化会館☎931-
93255936-4690

■演目　「戎舞」「伊達娘恋緋鹿子　火の

見櫓の段」「播州皿屋舗　青山館の段」
みやぐら だん ばんしゅうさらやしき あおやまやかた だん

こいのひ がのこ       ひえびすまい だてむすめ

皆さんの
安全を
守ります！！
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マンションライフ
セミナー

ふれあいの里講座
バレンタイン・スイーツ

土曜体験教室
「ひなかざりを作ってみよう」

草加松原太鼓橋ロードレース
大会事前練習会

男女共同参画講座
整理収納アドバイザーが教える・
収納の基本とモノの手放し方

　2/4㊐13時～15時。会場は記念体育
館。技術の研修や合同練習を行います。
小学生以上対象。定員20人。ლ1/15㊊
までに電話で草加市体育協会へ。☎92 
8-63615922-1513

　2/11㊗9時～18時。会場は草加消防
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20人。応募多数
の場合は抽選。ლ1/28㊐までに草加消
防署へ。☎924-21145924-0965

　音楽や軽運動を取り入れた認知症予
防教室。
稲荷コミセン…2/7㊌・14㊌・22㊍・
28㊌、3/7㊌・14㊌・22㊍、3/28㊌9時
15分～10時45分
氷川コミセン…2/1～3/22の㊍13時15
分～14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。初参加者優先。室
内履き持参。ლ1/5㊎から電話で長寿
支援課へ。☎922-28625922-3279

　2/3㊏10時～12時30分。会場はふれ
あいの里。中・高校生対象。定員12
人。フォンダンショコラ、チョコレー
トドリンク作り。材料費300円。エプロ
ン、三角巾持参。ლ1/11㊍9時からふ
れあいの里へ。☎920-62225920-6251

　勤務は4月から。㊊～㊏のうち週5日
で、9時30分～18時（時差勤務あり）。
児童館の児童厚生員（遊びの企画・指
導）または放課後児童クラブの指導員
（小学生の生活サポート）。時給960
円（保育士有資格者1060円）。実績に
より賞与・有給休暇等あり。ლ1/31㊌
までに履歴書（保育士は資格証の写し
も）を〒340-8550子ども育成課へ（持
参可）。☎922-14485922-3274

　千代紙などを使った小さいひな人形
作り。2/17㊏10時～12時。定員15人。
小学生（保護者同伴）対象。会場は歴
史民俗資料館。ლ2/1㊍から電話で同
館へ。☎5922-0402

　館内電気設備点検による停電のため、
1/27㊏9時～13時は会議室等の利用を
停止します。問くらし安全課☎941-61
115941-6157

　1/29㊊～2/3㊏は温水プールは機械
設備点検のため休館します。問温水プ
ール☎936-68245935-8981

　2/15～3/8の㊍15時30分～17時。全4
回。会場は総合運動場。年長児～小学
1年生対象。定員30人。参加費1200円。
応募多数の場合は抽選。ლ1/20㊏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。同協会ホームページから
も応募可。☎928-63615922-1513

　2/13㊋10時30分～12時。会場は草加
市文化会館。講師は整理収納アドバイ
ザーの青山順子さん。定員30人。すっ
きり豊かな暮らしをしてみませんか。
ლ2/5㊊までに男女共同参画さわやか
サロンへ。☎931-9325○内 505936-4690

　2/14㊌10時～12時。会場は草加市文
化会館。神谷医院の神谷達司医師によ
る認知症予防の秘訣、認知症地域推進
員による認知症との付き合い方につい
ての講演。いざというときの心構えや
介護の仕方を学んでみませんか。定員
80人。ლ1/5㊎から電話で長寿支援課
へ。☎922-28625922-3279

　2/17㊏9時15分～。会場は市民体育
館。小学生以上対象。定員32チーム
（1チーム4人）。参加費1チーム1000
円。室内履き持参。ლ2/7㊌までに記
念体育館、市民体育館、温水プール、

みんなでまちづくり会議開催

地域育成柔道研修会

　2/18㊐・25㊐10時30分市民体育館集
合。全2回。ウオーミングアップやラ
ンニングの基礎を学びます。ロードレ
ース大会に参加する18歳以上のランニ
ング初心者対象。定員30人。ლ草加市
体育協会へ。☎928-63615922-1513

はじめてのベースボール教室

ドレミ♪でスッキリ教室

①介護保険料徴収補助員
　勤務は4月から。週4日程度で10時～
16時。場所は介護保険課。自転車での
介護保険料の訪問徴収業務（パソコン
入力あり）。63歳以下対象。募集は1

　マンションを適性に維持管理し、快
適なマンションライフをサポートする
ための講演会と相談会を開催します。
2/10㊏13時～。会場は草加市文化会館。
講演は埼玉県マンション管理士会によ
る「マンションにおける民泊のトラブ
ル防止対策について」。同テーマにつ
いて情報交換会もあります。講演後、
相談会あり（予約制）。ლ相談希望者
は2/2㊎までにはがきに氏名・参加人
数・住所・マンション名・電話番号・
相談内容を記入し、〒340-8550都市計
画課へ。ファクス、メール（QRコー
ド）も可。☎922-18965922-3145

上級救命講習会

①臨床検査技師　勤務は㊊～㊎8時30
分～17時、第1または第3㊏8時30分～
12時30分。主に生理検査（心電図、肺
機能、脳波、耳鼻科検査、採血等）。
時給1550円
②検査科助手　勤務は㊊～㊎午前8時
30分～13時30分、第1・3㊏8時30分～
12時30分。受付、案内、物品整理、清
掃等。時給980円
③看護補助者　勤務は㊏、㊗を含む週
5日で8時30分～17時、7時～15時30分。
時給980円
　いずれも賞与・社会保険あり。募集

認知症虎の巻講座

カローリング大会 非常勤嘱託員募集

市立病院で働く臨時職員を募集

児童館・児童クラブ臨時職員募集

　勤務は4/1から。場所は川柳小・西
町小・新里小・八幡北小・小山小・両
新田小学区。通学路での児童の交通安
全指導（7時30分～8時30分）や交通安
全教室での指導。市内在住の20～65歳
程度、心身ともに健康で交通安全に理
解と関心のある人対象。募集は各学区
1人。制服・装備品を貸与。報酬は登
校時の交通安全指導が日額1500円、交
通安全教室での指導等が時給1000円。
ლ1/4㊍～31㊌に〒340-8550交通対策
課へ電話連絡の上、履歴書を送付。☎
922-16415922-1030

交通指導員を募集

勤労福祉会館の一時利用停止

温水プール臨時休館

は若干名。
ლ1/15㊊までに履歴書（①は資格証の
写しも）を〒340-8560市立病院経営管
理課へ（持参も可）。☎946-2200○内 30 
04

　1/31㊌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

高年者向け

子ども・親子向け

スポーツ振興課で配布する申込書に参
加費を添えて各施設へ。☎928-63615 
922-1513

人。日額4750円（交通費含む。能率給
あり）。面接は1/29㊊
②消費生活相談員
　勤務は4月から。㊊～㊎の指定する
月8日以内で9時30分～16時30分。場所
は勤労福祉会館内消費生活センター。
売買や契約等に関する相談、アドバイ
スほか。60歳以下で消費生活相談員資
格試験合格者、もしくはそのみなし合
格者対象。募集は1人。日額9500円
（交通費込み）。面接は1/26㊎
③土木作業員
　勤務は4月から。㊊～㊎の8時30分～
17時。場所は維持補修課。運転業務、
道・水路のパトロール、補修作業ほか。
60歳以下で普通自動車運転免許証（Ａ
Ｔ車限定は不可）以上所持者対象。募
集は1人。日額7700円（交通費込み）。
面接は1/29㊊
④排水設備事務嘱託員
　勤務は4月から。㊊～㊎の指定する
月16日以内で8時30分～17時。場所は
上下水道部下水道課。宅内排水設備工
事に係る完了検査、調査ほか。60歳以
下で上下水道に係る業務経験者で普通
自動車運転免許証（AT車限定も可）
以上所有者対象。募集は1人。日額770
0円（交通費込み）。面接は1/26㊎
ლ1/23㊋（必着）までに履歴書（②は
資格証等の写し、③・④は免許証の写
し）を職員課へ。☎922-0983

　冬季は気温が低く空気が乾燥し、インフルエンザや感染性胃腸炎（ノロ
ウィルス）などが流行しやすくなります。また、肺炎にも注意が必要です。
　感染症予防には、○手洗い・うがいを徹底する　○マスクを使用する　
○免疫力を弱めないように、十分な休養や睡眠、栄養をとり、過労や無理
を避ける　○食事を提供する際は、十分な手洗いと調理器具の消毒をする
などの心がけを。高年者や乳幼児は特に重症化することもありますので注
意し、感染の予防をしましょう。高年者インフルエンザ予防接種の助成は1
月末までなので早めに受けましょう。

問保健センター☎922-02005922-1516

インフルエンザ・感染性胃腸炎・
肺炎などの感染症に注意を



▼将棋教室　1/20㊏、2/10㊏13時30分
～14時30分　将棋大会　2/12㊡13時30
分～16時　小学生以上（初級以上）対
象　定員各10人　
▼ともだち文庫の「おはなしポケッ
ト」　1/22㊊、2/19㊊11時～　わらべ
唄ほか　乳幼児と保護者対象
▼おもちゃ病院　1/25㊍、2/22㊍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
▼ふれあい節分会・大道芸　1/27㊏11
時～　南京玉すだれ　幼児（保護者同
伴）～高年者対象　定員50人
▼ガガで遊ぼう　2/3㊏14時～　小学
生対象　参加賞あり
▼親子で作ろう　2/16㊎・23㊎14時45
分～15時30分　おひなさま作り　3歳
以上の未就学児と保護者対象　定員10
組
▼ママのためのリフレッシュヨガ　
2/17㊏10時15分～　定員15人　ヨガマ
ット持参
▼けん玉教室　2/18㊐10時～　けん玉
大会　11時～　小学生対象　参加賞あ
り
▼ふれあいひなまつり会　2/25㊐11時
～　ともだち文庫による影絵ほか　幼
児（保護者同伴）～高年者対象　定員
50人

▼新春落語会　1/9㊋15時30分～　出
演は三遊亭春馬　小学生以上対象
▼オセロ大会　1/10㊌14時～、2/5㊊
15時30分～　マンカラ大会　1/11㊍、
2/9㊎16時～　小学生対象　参加賞・
優勝賞品あり
▼読み聞かせ「バンビ」　1/15㊊・29
㊊、2/5㊊・19㊊11時～　乳幼児と保
護者対象
▼こぶたのしっぽ　1/17㊌、2/7㊌11
時～　パネルシアター　乳幼児と保護
者対象
▼こまを回して遊ぼう　1/18㊍・19㊎
16時～16時30分　小学生対象
▼おもちゃ病院　1/20㊏、2/17㊏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
▼ABCで遊ぼう　1/22㊊15時30分～16
時30分　幼児（保護者同伴）～小学生
対象
▼ベーゴマで遊ぼう　1/25㊍・26㊎16
時～16時30分　小学生対象
▼ふれあいクッキー作り　2/3㊏10時
～　会場は中央公民館　小学生～高年
者対象　定員20人　参加費300円　持
ち帰り用袋持参
▼指編みにチャレンジ　2/19㊊・20㊋
16時～　小学生対象　定員各5人　並太

毛糸1個持参

▼新春お楽しみ会　1/5㊎10時30分～
　こま・福笑い・羽根つきほかお正月
遊び　幼児（保護者同伴）～高年者対象
▼幼児のひろば説明会　1/9㊋10時30
分～11時15分　初参加で3月までに2歳
以上になる幼児と保護者対象
▼オセロ大会　1/11㊍、2/1㊍　マン
カラ大会　1/25㊍、2/15㊍　いずれも
15時30分～　小学生対象
▼ふれあい囲碁・将棋教室　1/13㊏・
27㊏、2/10㊏14時～15時　幼児（保護
者同伴）～高年者対象
▼こま遊び　1/18㊍15時30分～　小学
生以上対象
▼スライム作り　2/8㊍15時30分～　
幼児（保護者同伴）～中学生対象

▼ビニール凧づくり　1/4㊍13時30分
～16時　幼児（保護者同伴）以上対象
▼パパサロン・リズム&ストレッチ　
1/14㊐、2/17㊏11時～12時　0～2歳児
と保護者対象　定員各15組
▼七輪タイム　1/14㊐、2/11㊗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
▼ママのためのリラックスヨガ　1/18
㊍、2/15㊍16時～16時40分　0～2歳児
と保護者対象　定員各15組　
▼洋服・靴のくるくるリサイクル　
1/29㊊11時～12時　0～2歳児と保護者
対象　不要な乳幼児の洋服・靴交換
▼おもちゃ病院　2/1㊍13時～15時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
▼子ども歳時記「節分」　2/3㊏14時
～　幼児（保護者同伴）以上対象
▼バレンタインスぺシャル　2/12㊡13
時30分～、15時～　チョコタルト作り
　幼児（保護者同伴）以上対象　定員各
10人
▼なかよしランチ　2/14㊌11時30分～
13時　お汁粉　幼児と保護者対象　定
員15組
▼ワークわくランチ　2/18㊐10時30分
～13時　ちらし寿司　小学生以上対象
　定員10人

▼バルーンスライムを作ろう　1/10㊌
14時～　会場は中央図書館　小学生対
象　定員20人（当日先着順）
▼飛ばせ！飛ばせ！Week「吹き矢」
　1/11㊍・17㊌・18㊍　会場はコンフ
ォール松原19号棟　1/12㊎・15㊊・19
㊎　会場は中央図書館　いずれも15時
～　小学生対象
▼おもちゃ病院　1/19㊎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
▼あみあみパラダイス　1/24㊌～2/2
㊎（㊋を除く）15時～　会場はコンフ

ォール松原19号棟　ししゅう糸で組み
ひも作り　小学生対象
▼読み聞かせ「たんぽぽ」　2/1～15
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
▼チョコレートクッキング　2/5㊊15
時～　会場はコンフォール松原12号棟
　お菓子作り　小学生対象　定員12人
　参加費50円　ლ1/22㊊15時から電話
で同館へ
▼作ってあそぼう　2/7㊌～19㊊の㊊
・㊎は中央図書館　㊌・㊍はコンフォ
ール松原19号棟　いずれも15時～　傘
袋ロケット　小学生対象
▼初めてのお誕生会　2/27㊋11時～　
会場はコンフォール松原19号棟　平成
29年2月生まれ対象　定員8人　ლ2/1
㊍13時から電話で同館へ

▼うたごえひろば　1/26㊎10時～12時
　参加費200円（資料・飲み物含む）
▼すくすくクラブ　2/8㊍10時～11時
30分　手遊び・子育て相談ほか　乳幼
児と保護者対象
▼押し花絵教室　2/9㊎10時30分～12
時　押し花絵を入れたボールペン作り
　成人対象　定員16人　参加費300円
▼新春落語会　2/14㊌13時30分～14時
30分　出演は三遊亭春馬　高年者対象
　定員100人（当日先着順）
▼のびのび広場　2/16㊎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
▼利用者懇談会　2/20㊋10時～12時
団体登録更新の説明・意見交換
▼おもちゃの病院　2/23㊎10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼すくすく講座　絵本サロン＆キャラ
クター椅子作り　2/23㊎、3/9㊎・23
㊎10時～12時　全3回　絵本の紹介　1

歳～未就園児と保護者対象　定員12組
（1歳以上の保育あり）　参加費1500
円　木工用ボンド持参

▼おもちゃの病院　1/8㊗、2/12㊡10
時～12時　おもちゃの無料修理　部品
代実費　1人2点まで
▼おはなしの時間　1/24㊌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
▼冬の星空観察会　1/27㊏16時30分～
18時30分　皆既月食（1/31㊌）の観察
の仕方・星座早見盤作成ほか　定員30
人　小・中学生と保護者対象
▼親子で元気ルーム　2/8㊍10時～11
時30分　親子手遊び・情報交換ほか　
乳幼児と保護者対象
▼チョコがけクッキーを作ろう　2/10
㊏9時30分～12時　バレンタイン・ホ
ワイトデーに向けてのお菓子作り　小
・中学生対象　定員20人　参加費500
円　エプロン・三角巾・布巾持参

▼ロビーコンサート　1/26㊎11時30分
～12時30分　三味線・尺八ほか　2/25
㊐12時～12時40分　トロンボーン・チ
ューバ　　
▼そば作り教室　1/27㊏9時～14時　
そば打ち・ゆで方　成人対象　定員10
人　参加費2500円　そばを入れる容器
・350mlの空のペットボトル・エプロ
ン・三角巾・布巾持参
▼冬の星空教室　1/28㊐18時30分～20
時30分　天体観測　小学生と保護者対
象　定員15組
▼初心者英会話教室　2/2～23の㊎10
時～11時30分　全4回　外国人に道案
内をしよう　初心者対象　定員10人　
▼味噌作り教室　2/10㊏9時～、13時～
　成人対象　定員各5人　参加費3600
円　漬物容器10Lまたは15L・エプロ
ン・三角巾・雑巾・手袋持参
▼谷塚元気ひろば　2/26㊊13時～16時
　七宝焼きのブローチ作り　成人対象
　定員20人　参加費1500円

み　 そ

たこ

　除籍資料となった本・雑誌など約1万冊（1人
30冊まで）を無料配布します。
■日時

■会場
■定員

　段ボール箱等の持ち込みは禁止（手提げ・リュ
ックサックは可）。
問中央図書館☎946-30005944-3800

普段読まない本にも　 出会える
気
軽
に

中央図書館古本市
チャンス！

2/3㊏9時～15時。13時25分までは25
分ごとの入れ替え制、13時30分からは
入場自由
中央図書館
各回70人。要入場券（当日9時から同
館正面玄関前で配布）

定員のあるものは1/4㊍
10時から各館へ申し込みを

5922-3274 新栄児童センター ☎942-9876

定員のあるものは1/4㊍
8時30分から各館へ申し込みを

住吉児童館 ☎928-5736

氷川児童センター ☎928-2341

☎925-1856谷塚児童センター

5925-0152

谷塚文化センター ☎928-6271

柿木公民館 ☎931-3117

新里文化センター ☎927-3362

わくわくタウン松原 ☎941-2905

⑧ 2018年1月1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」



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29年3/31現在☎922‒0200   5922‒1516

母
子
保
健

成
人
保
健

名称・会場 対象と定員 備　考内容と費用実施日 受付時間

1/22㊊

1/24㊌

【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
保育なし

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）

2/6㊋

2/20㊋

平成28年7/1～15生まれ

平成28年7/16～31生まれ

対象者に1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

ぽかぽか広場
（中央図書館） 1/24㊌

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

絵本の読み聞かせと
親子ふれあいあそび

10時～11時

13時15分～15時15分

10時～12時

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

13時～
（受付：13時～13時45分）

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 1月下旬～2月中旬 平成29年12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。

既に助産師等による家庭訪問を受け
た人には訪問は行わず通知を送付しま
す。転入等で届かない人は連絡を 

対象者に12月末に質問票等を送付済
み。届かない人は連絡を

1/16㊋

1/30㊋

平成26年10/1～15生まれ

平成26年10/16～31生まれ

マタニティクラス
（両親学級）

2/4㊐・7㊌
平成30年4～6月出産予定の
初妊婦と家族
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

マタニティサロン 2/21㊌ 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

すくすく赤ちゃん相談
住吉児童館 1/31㊌ 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

乳幼児相談 2/19㊊ 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

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

㊊～㊎（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） 要予約。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 1/24㊌ 【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

▼新春ギターコンサート　1/26㊎14時
開演　出演はギターサークル・メヌエ
ット　「旅人よ」「夜霧のしのび逢
い」ほか　定員60人（当日先着順）
▼ファミリーコンサート　2/4㊐14時
開演　出演は草加ジュニアオーケスト
ラ・草加児童合唱団　「ホール・ニュ
ー・ワールド」「組曲アルルの女」よ
りファランドール　定員400人（当日先
着順）
▼こころを結ぶ光のひろば　2/6㊋10
時～12時　視覚障がいに関する相談コ
ーナーほか
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
2/14㊌10時～　親子友だち作り・簡単
工作ほか　乳幼児と保護者対象
▼にじいろタイム　2/16㊎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｣
　2/16㊎13時30分～　胎教と友だちづ
くり　初妊婦対象
▼土曜事業　ひな祭りフラワーアレン
ジメント体験　2/17㊏　小学生対象　
定員15人　参加費800円　カローリン
グ　3/10㊏　定員20人　いずれも10時
～12時　小学生対象　

▼パラリンピックを10倍楽しむ方法　
2/21㊌10時30分～12時　車椅子バスケ
ットボールチームヘッドコーチの講演
　定員40人

▼放課後クラブ　1/4㊍、2/1㊍17時～
18時…卓球・1/16㊋、2/20㊋17時～18
時…スポーツ吹矢・1/18㊍、2/15㊍16
時20分～16時50分…HIPHOP・1/15～
2/19の㊊（2/12を除く）16時～17時…
楽しく英語　小学生（英語は小学4～6
年生）対象　保護者同伴
▼ママといっしょにおはなし会　1/22
㊊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
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
2/5㊊10時～12時　手遊び・リズム体
操ほか　乳幼児と保護者対象
▼おもちゃの病院　2/5㊊10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
　1人2点まで

▼ロビー展　1/11㊍～23㊋…川柳中に
よる書初め作品展　1/27㊏～2/8㊍…
川柳・青柳中特別支援学級による作品
展　2/14㊌～27㊋…青柳平成塾による
作品展

■ビデオ上映会　1/14㊐14時～15時50
分　「遠い空の向こうに」、2/11㊗14
時～16時5分　「その名にちなんで」
　いずれも成人対象　定員各90人（当
日先着順）
■木曜シアター　1/25㊍14時～15時30
分　にっぽん百名山（15）「大菩薩嶺、
天城山、富士山」　成人対象　定員90
人（当日先着順）
■小学生のための読み聞かせ　1/28㊐
13時30分～14時
■絵本の読み聞かせ講習会　2/8㊍14
時～16時　読み聞かせ基本・本の選び

方　大人対象　定員50人　ლ1/10㊌か
ら同館へ
■図書館生涯学習講座　「今は聞く
時？話すとき？～親の言葉かけで変わ
る親子関係～」　2/17㊏10時～11時45
分　定員20人　ლ2/15㊍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）

■第53回八潮市内一周駅伝大会観覧者
募集　1/21㊐（雨天決行）　会場は八
潮市内全域　問文化スポーツセンター
☎996-5126

▼おはなしの広場　1～2月第2・4㊎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　1/19㊎、2/16㊎10時
～12時　おもちゃの無料修理　部品代
実費　1人2点まで
▼バレンタインお菓子づくり　2/3㊏
10時～12時　小学生対象　定員12人
　参加費400円　エプロン・布巾・三
角巾持参　
▼手作り味噌講習会　2/22㊍9時30分
～15時　成人対象　定員10人　参加費
3000円　エプロン・布巾・三角巾持参

み　 そ

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（1/10～2/20）

1/10㊌・24㊌、2/7㊌

1/11㊍・25㊍、2/8㊍

1/12㊎・26㊎、2/9㊎

1/17㊌・31㊌、2/14㊌

1/18㊍、2/1㊍・15㊍

1/19㊎、2/2㊎・16㊎

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

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

川柳文化センター ☎936-4088

中央公民館 ☎922-5344

新田西文化センター ☎942-0778

☎946-3000 5944-3800

八潮市

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ⑨情報コーナー「すとりーと」 2018年1月1日号



⑩ 2018年1月1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」

■越谷いちごタウンの開園　1/3㊌～
5/31㊍の10時から（インターネット予
約優先）　入園料4/8まで大人2100円、
小人1200円、4/10から大人1600円、小
人1000円　問同館☎965-1514

■第10回
 たこ 

凧あげまつり　1/14㊐10時～
（雨天時は内容を変更）　会場はまつ
ぶし緑の丘公園　参加費200円　小学
生以下対象　問まつぶし緑の丘公園管
理センター☎991-1211

■新春落語会　1/14㊐14時～15時45分
　会場はおあしす　定員150人　問同
市立図書館☎984-18895983-5500

■文学講演会 生きものたちとのここ
ろの会話～絵本をつくる私の旅から～
　1/20㊏13時30分～15時　会場は同市
文化会館　講師は絵本作家のあべ弘
士氏　定員350人　□申1/10㊌までには
がきに氏名・郵便番号・住所・同伴者
氏名（1人まで）を記入し〒341-8501日本
一の読書のまち推進室へ。☎930-7818

■スポーツ吹矢体験会　1/7㊐・12㊎
・16㊋・19㊎・30㊋9時～11時　中央
公民館で　初回無料、2回目以降300円
　問田岡☎090-4335-7987
■スポーツ吹矢体験会　1/7～28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-

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）

8475
■新春コンサート～フルートだよ！全
員集合！　1/7㊐13時～　中央公民館
で　フルート発表会　ゲストさかはし
矢波（東京フィルフルート奏者）　無
料　問平塚☎090-1607-8917
■卓球体験　1/9㊋・16㊋9時～　市民
体育館で　ラリー中心です　問松が根
クラブ須藤☎922-4789
■彩光会展　1/7㊐～13㊏10時～16時
（初日は13時～）　アコスギャラリー
で　油彩・水彩画で日頃の研修作品発
表会　会長飯渕祐二　問小澤☎925-05
74
■氷川ダンス倶楽部フリーダンス　
1/7㊐13時15分～16時15分　谷塚文化
センターで　軽飲食付き　男女競技選
手多数待機　参加費700円　問太田☎
090-3520-7309
■編み物体験会　1/9㊋13時～15時　
草加市文化会館で　材料費3600円（春
夏用ベスト代）　見学者無料　小物・
セーターなど編み物も展示　問編み物
を楽しむ会植竹☎931-4809
■食べて応援！東北復興支援販売会　
1/11㊍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　問池島☎090-1408-6431
■バレーボール体験　1/12～2/2の㊎9
時～11時　市民体育館で　女性対象　
初心者大歓迎　問家庭婦人バレーボー
ル草加クラブ鈴木☎090-5782-9592
■スポーツ吹矢体験会　1/12・26、
2/9・16の㊎13時～15時　勤労福祉会
館で　用具不要　初心者歓迎　無料　
問髙間☎090-1556-6897

■司法書士による法律相談会　1/12㊎
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　1/13㊏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
■スポーツ吹矢体験　1/13～27の㊏13
時～15時　八幡コミセンで　全3回　
参加費300円　□申山田☎944-8837
■相続の7割は不動産！遺言で安心不
動産相続　1/14㊐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
■ニューロマンスフリーダンスパーテ
ィー　1/14㊐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
ル有　問高橋☎090-2303-3667
■スポーツ吹矢体験会　1/15㊊・29㊊
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☎
080-5477-3719
■ミシン洋裁基礎講座　1/17㊌13時～
17時　勤労福祉会館で　材料費1000円
　ミシンと洋裁の基礎を一から学びま
しょう　問竹花☎090-6657-4005
■介護者サロン「らくだ」　1/19㊎　
わ～くわっく草加で　「こもれび」　
1/25㊍　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
■八幡ダンスサークルフリーダンス　
1/21㊐、2/4㊐各13時15分～16時15分
　谷塚文化センターで　トライアル有
　飲み物付き　参加費500円　問千代
田☎090-3574-3430
■習い事で悩んでない？子供をやる気
にさせるひと言　1/25㊍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☎09
0-9203-4244
■歴史学講座「再成塾」鎌倉時代から
あった「頼母子講」という金銭融通制
　1/28㊐13時30分～16時30分　草加市
文化会館で　問小嶋☎090-1261-7366
■水蓮会書道書き初め展　1/27㊏13時
～18時、28㊐9時～16時　勤労福祉会
館で　書き初めほか500点以上を展示

　問須賀☎090-1213-4559
■家庭婦人初心者トランポリン教室　
2/9～23の㊎11時～13時　市民体育館
で　全3回　初心者の女性対象　定員
10人　参加費1500円　□申奥山☎927-93
50
■不登校相談会　1/11㊍・29㊊15時30
分～16時50分　草加市文化会館第2研
修室で　不登校に悩む中高生、保護者
対象　問そうか不登校支援ネット森泉
☎932-5139
■遺言書の書き方と終活を学ぼう　
1/27㊏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
■健康らくらく講座　新春健康落語寄
席　2/7㊌13時30分～　中央公民館で
　講師は三遊亭春馬さん　定員90人　
無料　□申みんなのまち草の根ネットの
会青柳☎5929-2502

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。
■勤福健康体操の会　㊌13時～15時　
勤労福祉会館で　入会金1000円　月額
2000円　問小畑☎942-5399
■草加スクエアダンスクラブ　㊌19時
～21時　中央公民館で　カントリー・
ウエスタンで踊るダンスです　リズム
にのって頭と体の健康に　入会金1000
円　月額1500円　問渋谷☎924-6494
■

 はな いかだ

花筏（着付け）　月3回㊏13時～16
時　勤労福祉会館で　一緒に楽しく着
物を着ませんか　入会金1000円　月額
2000円　問倉橋☎080-3382-3638
■ロンドダンスサークル　㊌19時30分
～21時15分　原町コミセンで　男女指
導員おります　皆で楽しく仲間作りし
ませんか　入会金1000円　月額2500円
　問内村☎090-1549-1649
■ジュニアクラシックバレエ　㊊17時
15分～　中央公民館ほかで　初心者・
幼児歓迎　みんなで楽しく踊りましょう
　入会金2000円　月額4000円　問酒田
☎090-4938-8851
■高砂レクリエーションダンスクラブ
　㊎11時～13時　中央公民館で　心も
体もリフレッシュ楽しいダンス　月額
1000円　問小林☎925-2361

　児童・生徒による学校給食のポス
ター等の作品展示、人形劇による栄
養指導、学校給食の試食会、スタン
プラリーなどを行います。
■日時　1/20㊏～22㊊10時～17時
（22㊊は15時まで）
■会場　草加市文化会館
■試食会　1/21㊐11時30分～。ごは
ん、小松菜ふりかけ、鮭のゆず風味、
昆布漬け、沢煮椀、豆腐白玉だんご。
いずれも一口サイズ。定員200人。
当日10時から会場で整理券を配布
問学務課☎922-26855928-1178

　姉妹都市福島県昭和村を訪れ、草加で
は味わうことのできない自然体験を通し
て、村民との交流を深めましょう。
■日時　2/24㊏・25㊐の1泊2日
■集合　午前7時草加駅西口周辺
■宿泊　昭和温泉しらかば荘
■内容　からむし織の里雪まつりで雪像
づくりやそば打ち体験のほか、からむし
織の雪ざらしの様子を見学
■定員　25人
■対象　市内在住（中学生以下の子ども
と保護者）
■参加費　9000円　小学生以下7500円
（24㊏・25㊐の昼食代を除く）
□申1/22㊊（必着）までに往復はがきに参
加希望者全員の住所、氏名、年齢、電話
番号を記入し、〒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。申し込み多数の場合は抽選。1/25㊍
以降に結果を発送します。

「冬の昭和村体験＆交流事業」
 参加者募集 問文化観光課☎922-29685922-3406

昭和村の冬の魅力を味わおう！

吉川市

松伏町

三郷市

学 校
給食展

生き
る力を育む

越谷市



1/4㊍～2/20㊋（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

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）。

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）歯科…9時～12時

☎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

休日当番医
QRコード

㈲東洋開発
㈲石田水道
㈱井戸梅
㈲寺島管工設備
㈲やまと水道

両新田西町246
吉町1-5-12
住吉2-4-3
柳島町193-5
氷川町429-4

☎928-5520
☎922-2736
☎922-3413
☎925-4566
☎927-8519

1/1㊗
1/2㊋
1/3㊌
1/7㊐
1/8㊗

東京管工機材㈱
草加支店

萬設備
正木設備㈱
㈲平和電気商会

住吉1-14-20

長栄1-779-1
栄町3-9-30
住吉1-12-5

☎927-0041

☎942-1200
☎931-3933
☎924-3071

1/14㊐

1/21㊐
1/28㊐
2/4㊐

月 日 診療科 当番医名 住　所 電話番号

■外国籍市民相談（市役所での手続き・入学手続き・生活全般）（電話・

来庁）　  ㊊・㊌・㊎9時～17時…国際相談コーナー☎922-2970　㊋・㊍9時～

17時（来庁は予約制）…人権共生課☎922-0825　

　  がいこくせきしみんそうだん　 しやくしょ　　　てつづ 　　にゅうがくてつづ　 せいかつぜんぱん　 でんわ　

らいちょう　  げつ　すい   きん  じ　　　  じ　こくさいそうだん　　　　　　　　　　　　　　   か　 もく　じ

 　 じ　らいちょう  よやくせい　　 じんけんきょうせいか

【法律・行政】
◇会場の指定がない場合は市民相談室◇予約は広聴相談課（☎922-0566592
2-3173）
■弁護士による法律相談（裁判・離婚・相続・多重債務など）□予　㊋、㊌、
第1・4・5㊎13時20分～16時20分
■女性の法律相談（裁判・離婚など）□予　第2㊍13時20分～16時20分
■司法書士による法律相談（相続・登記など）□予　第1㊍・第3㊎9時～12時
■行政書士による法律相談（相続・外国人在留帰化・金銭貸借等の書類作成
など）□予　第4㊍9時～12時
■くらしの法律総合相談（税・労働・年金・土地・住宅・特許に関すること
など）□予　第3㊍13時30分～15時30分…高砂コミセン
■行政相談（国の仕事に関する意見・要望）　第2㊎13時30分～16時
■税務相談□予　第3㊎13時30分～16時30分
【女性の生き方】
■女性の生き方なんでも相談□予　㊍・第1㊏11時～16時…草加市文化会館☎
931-9325○内50（さわやかサロン）
【福祉・介護】
■ボランティア相談（電話・来所）　㊊～㊎8時30分～17時15分…草加市社会
福祉協議会ボランティアセンター☎932-67725932-6779
■ふれあい福祉相談　一般相談（電話・来所）　㊎10時～15時　法律相談（3
日前までに□予・来所）　第3㊎13時30分～15時30分…草加市社会福祉協議会☎
932-67895932-6779
■身体障がい者援護相談（電話・来庁）　第3㊌10時～12時…市民相談室☎92
2-14365922-1153（障がい福祉課）
■地域包括支援センター（高年者のこと全般）　㊊～㊏9時～17時…谷塚・瀬
崎☎929-36135929-3612▽谷塚西部☎929-00145929-5222▽草加中央・稲荷
☎959-91335922-3801▽草加西部☎946-70305942-7582▽松原・草加東部☎9
32-67755932-6779▽安行☎921-21215928-8989▽川柳・新田東部☎932-7007
5931-0993▽新田☎946-05205946-0523
【子育て】
■総合相談センター（電話・来所）　家庭児童相談員などが担当　㊊～㊎8時
30分～17時…子育て支援センター☎944-0621
■すこやか相談会（子育て相談・情報提供）　子育て支援コーディネーターが
担当　10時～12時　1/15㊊・29㊊、2/5㊊・19㊊…住吉児童館☎928-5736　

1/11㊍・25㊍、2/8㊍…谷塚児童センター☎925-1856　1/18㊍、2/7㊌・15㊍…
新栄児童センター☎942-9876　1/17㊌…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㊍（1/4を除く）…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　1/24㊌13時～16時…稲荷コミセン☎922-0825（人権共生課）／
㊊9時～16時…さいたま地方法務局越谷支局☎966-1321
■創業・金融よろず相談（中小企業者向け・3日前までに□予 ）　1/11㊍9時～
12時、2/1㊍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）

月 日 診療科 当番医名 住　所 電話番号

1/1
㊗

1/2
㊋

1/3
㊌

1/7
㊐

1/8
㊗

1/14
㊐

1/21
㊐

1/28
㊐

2/4
㊐

内科

外科

内科

外科

歯科

内科

外科

内科

外科

内科

外科

内科

外科

山崎胃腸科内科クリニック

いまじょうクリニック

しんえいクリニック

草加松原整形外科医院

みつる歯科クリニック

内山医院

正務医院

松本医院

土谷メディカルクリニック

高木クリニック

豊田クリニック

金子医院

新島整形外科

☎928-0011

☎941-2140

☎941-5211

☎935-4838

☎948-8249

☎922-0963

☎936-7422

☎942-5462

☎928-0228

☎931-3836

☎930-3636

☎936-3636

☎943-2711

氷川町2129-2

旭町6-1-17

新栄4-2-5

松江2-3-50

氷川町821-Ｂ

高砂2-6-4

青柳5-12-13

松原2-2-7

谷塚町629

栄町2-4-17

柿木町1127-1

稲荷3-13-23

草加2-4-14

内科

外科

歯科

歯科

内科

外科

歯科

歯科

内科

外科

歯科

歯科

草加循環器クリニック

山崎クリニック

高辻歯科医院

くにのべ歯科医院

メディカルハブクリニック

草加脳神経外科クリニック

外川歯科医院

二階堂歯科医院

草加きたやクリニック

メディクス草加クリニック

氷川デンタルクリニック

長栄歯科クリニック

氷川町2131-6

中央2-4-11

清門2-22-9

高砂2-18-37

金明町516-1-1

栄町2-1-33　１Ｆ

長栄4-35-1

中央1-1-3

北谷1-22-13

氷川町2149-3

氷川町917

長栄3-31-3

☎927-4811

☎924-1375

☎943-2133

☎924-7955

☎943-8292

☎949-6112

☎942-9230

☎922-3618

☎941-7800

☎920-6161

☎920-3456

☎941-8331

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

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」 ⑪医療・水道・相談案内 2018年1月1日号
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iPhone用

Android用

　出生届、婚姻届などの戸籍に関する届け出は、閉庁期間中（1月3
日まで）も市役所警備員室で受け付けます。
問市民課☎922-0151

　可燃ごみ収集業務等は下表のとおり、1月4日㈭から開始します。
ごみは夜に出さずに必ず収集日の午前8時までに出してください。
なお、資源・不燃ごみはごみ収集カレンダーのとおりです。
問廃棄物資源課☎931-39725931-9993

　草加の名所を駆け抜け太鼓橋を渡るといった変化に富んだ
コースです。ランニング初心者の人でも気軽に参加できる大
会で「仮装の部」では優秀な仮装ランナーに「仮装賞」が贈
られます。
　沿道からの声援を受けながら、春を迎える草加を爽やかに
駆け抜けてみませんか。
□申1月15日㈪までに大会公式ホームページ（QRコ
ード）で。定員になり次第締め切ります。

　食品ロスとは、まだ食べられるのに廃棄される食品のこと
で、日本では年間約621万トンと言われています。これは世
界中で飢餓に苦しむ人々への食糧援助量の約2倍に相当しま
す。お正月は大勢で集まる機会が多い時です。料理を残さな
い「食品ロスの削減」にご協力をお願いします。

　6日、草加市くらしの会が、家庭の
廃食油を再利用して作った石けん100
個を訪れた市民に無料配布しました。
今年で26回目。1歳の男児を連れた女
性は「初めて知りました」と説明に耳
を傾けていました。また、「毎年楽し
みにしている」と、廃食油を持参して
きた人も。白水会長は「換気扇掃除や
運動靴洗いに最適なので、一度使って
みてほしい」と話していました。

　ごみ収集カレンダーや種
類別ごみの出し方などが簡
単に検索できるほか、収集
日程のお知らせ機能なども
あるスマートフォン向けの
無料アプリを配信していま
す。左のQRコードからア
プリを入手してください。
通信料負担のみで利用でき
ます。

12月かどまちごとでき

　10日、市民体育館を会場に
開催。午前10時の販売開始を
前に、8時からの整理券配布
に長い行列ができるほどの人
気ぶり。特産品の小松菜や山
東菜を始め、手間と愛情がか
けられた見事な野菜は文字通
りあっという間に買い求めら
れていきました。宝船野菜の
競り落としや全国小学生パテ
ィシエ選手権で準優勝した向
井さくらさんの作品展示とレ
シピ配布等もあり、活気と笑
顔の溢れる歳末の1日でした。

戸籍の届け出は年始も受け付け

年始のごみ収集業務等

問廃棄物資源課☎931-39725931-9993

3/11日
開催

1月4日（木）から

市役所業務・
可燃ごみの収集 問廃棄物資源課☎931-39725931-9993

次
回
の
広
報
そ
う
か
は
２
月
５
日
発
行
で
す

ごみ出しにもう迷わない

ごみ分別アプリ配信中

食品ロスを減らしましょう
楽しいお正月。だからこそ…

問スポーツ振興課☎922-28615922-3172
1月15日（月）締め切り迫る!

草加松原太鼓橋ロードレース大会草加松原太鼓橋ロードレース大会

エコ石けん

 種別・コース  開始日

  月・木コース 1月4日㈭から

  火・金コース 1月5日㈮から

  水・土コース 1月6日㈯から

 し尿くみ取り 1月4日㈭から

可燃ごみ
収集

 
    種目名  参加料 定員 制限時間 表彰
 1  

男子

 中学生 1500円 

2200人

 1時間30分
 1～6位

 2   高校生～39歳 

3000円

   
 3   40～49歳    
 4   50～59歳    
 5 松並木の部  60歳以上    
 6 （10㎞） 

女子

 中学生 1500円   
 7   高校生～39歳 

3000円

   
 8   40～49歳    
 9   50～59歳    
 10   60歳以上    
 11   仮装の部（10㎞） 　　　   高校生以上 3000円   仮装賞
 12 

草加宿の部

 
男子
 小学3・4年生 

1500円

 
150人

 

なし 1～6位 13 
（1.2㎞）

  小学5・6年生    
 14  

女子
 小学3・4年生  

150人
  

 15   小学5・6年生 

（松並木
の部と仮
装の部を
合わせて） 

種目
番号

草加人のための情報紙　広報「そうか」⑫ まちの話題・できごとまちかど2018年1月1日号

市の人口　平成29年12月1日現在　24万7994人（男12万5847人・女12万2147人）／前月比20人増／世帯数11万4572世帯
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