
問産業振興課 ☎922-3477 5922-3406

折り込んである「TAXぺいじ」「そうか市議会報」は、抜いて読んでください。

　バレンタインデーに大切な人へハート型のおせんべ
いを贈りませんか。メッセージや絵をおせんべいに描
けるので、プレゼントにぴったり。
日　時　2月10日㈯・11日㈷　午前10時～午後4時30分
　　　　（所要時間30分程度）
会　場　伝統産業展示室ぱりっせ（草加市文化会館内）
参加費　540円（5枚、要予約）
入ぱりっせへ。☎5931-1970

草加せんべい草加せんべい世界へ発信！世界へ発信！

ニューヨーク
「Taste of Japan-Endless 
Discovery」

ニューヨーク
「Taste of Japan-Endless 
Discovery」

～未来へつなげ　見つめる先は2020年～
国に知られる名産品「草加せんべい」。
近年は廉価商品との競争激化や後継者

不足などの影響による市内店舗数の減少が
憂慮されています。
　せんべい事業者で構成する草加せんべい
振興協議会では、製造へのこだわり、品質
の良さを知ってもらおうと、地域食品ブラ
ンド「本場の本物」認定や地域団体商標を
取得し、ブランド「草加せんべい」の確立
とPRを積極的に進めています。
　また、平成27年からは国際PR事業を本格
化させました。2020年は東京オリンピッ
ク・パラリンピックが開催され、世界から
注目が集まることから、この機会に草加せ
んべいをさらに発信していきます。皆さん
もSNSでの発信等で、ぜひご協力ください。 　平成29年9月、ニューヨークで国

連総会に合わせて開催され、安倍首
相も出席したレセプション「Taste 
of Japan-Endless Discovery」で、草
加せんべいが振る舞われました。
　訪日旅行や日本の食文化をアピー
ルするために日本政府と日本政府観
光局が主催したもので、草加せんべ
いを含む6品目が提供されました。
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ルするために日本政府と日本政府観
光局が主催したもので、草加せんべ
いを含む6品目が提供されました。

「草加せんべいで創る巨大モ
ザイクアート」留学生と共に

「草加せんべいで創る巨大モ
ザイクアート」留学生と共に

ハート型せんべい手焼き体験ハート型せんべい手焼き体験

草加せんべい詰め合わせセット（13枚入り）草加せんべい詰め合わせセット（13枚入り）　平成29年10月の草加宿場まつりでは、草
加せんべい約5200枚を使用した「巨大モザ
イクアート」に挑戦し、2日間の作業で見事
完成しました。制作には獨協大学の海外留
学生も参加し、SNSを活用した情報発信に
も取り組みました。次は規模を拡大して世
界記録に挑戦！との声も。
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　市内13のせんべい店の商品をセットで販売。食べ比べて
お気に入りの一枚を見つけてみてはいかがでしょうか。
値　　段　1180円（税込）
販売場所　物産・観光情報センター
問物産・観光情報センター☎921-1800 5921-1811
　そのほか、伝統産業展示室ぱりっせ、草加宿神明庵でも
草加せんべいを取り揃えています。

全

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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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SOKA ☎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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■12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）

申告書は、自宅で作成し郵送で提出を！

確定申告（所得税の申告）注）申告期間中は、川口税務署内での申告はできません。
〒332-8666 川口市青木2-2-17（郵送申告のみ可）問川口税務署☎048-252-5141

市民税・県民税申告 問市民税課☎922-1042

　税申告の時期が近づいています。スムーズな申告ができるよう早めに準備を
しておきましょう！「確定申告（所得税の申告）」は川口市内のSKIPシ
ティ、「市民税・県民税申告」は中央公民館で申告できます。
　申告内容によって会場や日程が異なりますので、ご注意ください。また、会
場での待ち時間を無くしたいという人には、郵送での申告をお勧めします！

税の申告
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申告に必要な持ち物（確定申告、市民税・県民税申告共通）

確定申告メイン（主）会場

（ご注意）確定申告ではありません

具体的な申告対象者は…

簡易申告会場（年金・給与のみ）

●最寄りのバス停
①JR川口駅東口7番～9番乗り場から
バスに乗り「総合高校」下車徒歩5分
②埼玉高速鉄道鳩ヶ谷駅西口から「川
口駅東口」行きに乗り「総合高校」下
車徒歩5分

SKIP（スキップ）シティ
川口市上青木3-12-18（駐車場あり　約300台）
2月16日㈮～3月15日㈭
（土・日曜日を除く。2月18日㈰・25日㈰は開催）
午前9時～午後4時

①事業所得・不動産所得・雑所得・譲渡所得・一時所
得等の各種所得の合計額が所得控除の合計額を超え
る人
②所得税が源泉徴収されており、各種所得控除を追加
することで、所得税が還付になる人
③給与の収入が2000万円を超える人
④年末調整をした会社からの給与以外に、給与収入や
その他の所得があり、その合計が20万円を超える人
⑤公的年金の収入金額の合計が400万円を超える人、
外国の法令に基づく年金がある人
⑥公的年金以外の所得が20万円を超え、所得税が課税
される人
⑦その他（損失を繰り越す場合や株式の申告等）

　例年、確定申告会場は大変混み合い、手続終了までSKIPシティは最大3時間、中央公民館は最大6時間を要して
います。また、確定申告会場でも、パソコンを使って納税者自身に申告書を作成していただいております。
　国税庁ホームページでは、ご自宅等で会場と同じソフトウェアを使って確定申告書を作成できます。
　操作に関しては、ヘルプデスク☎0570-01-5901で個別にサポートもしております。お気軽にご利用ください。

□本人（身元）確認書類
□マイナンバーが確認できるもの
　（通知カードまたはマイナンバーカード）
□印鑑（朱肉を使うもの）
□申告書が送られてきた人はその申告書
　（無い場合は会場で作成するので不要です）
□給与や年金収入があった人は平成29年分
の源泉徴収票

□事業所得及び不動産所得があった人は、収
支の分かる帳簿、支払調書、領収書など

□その他の収入がある人は、その収入が分か
る申告用の書類

□生計を一にする親族（所得38万円以下）
を扶養控除の対象とする場合は、その親族
のマイナンバーが分かるもの（メモ可）

□各種控除を受けるための控除証明書や領収書
□障がいのある人は、障害者手帳など
　※要介護1～5の認定を受けている場合は障
害者控除対象者認定書（介護保険課で発行）

□医療費控除及び医療費控除の特例を受ける人
は、平成29年中に支払った医療費の明細書
等（詳しくは右側「医療費控除（特例含む）を
受ける人へ」を参照）

□本人名義の通帳　※確定申告の場合のみ
□税務署から「平成29年分確定申告のお知ら
せ」が送られてきている場合には、そのはが
き

□代理申告の場合は委任状と代理人の本人（身
元）確認書類

　※市民税・県民税申告の場合のみ

●平成30年度の市民税・県民税（平成29年分の所得税）から
医療費控除の適用を受ける際、従来の領収書に代わり、医療
費控除の明細書の提出が必要になりました。（経過措置とし
て平成30～同32年度は領収書の提出でも可）

●医療費控除の特例（セルフメディケーション税制）がはじま
りました。年間1万2000円を超えて支払ったスイッチOTC
医薬品（医療用から一般用に転用された医薬品）の購入費が
控除の対象となります（限度額8万8000円）。

　　適用を受けるには、セルフメディケーション税制の明細書
（領収書でも可）のほかに「一定の取組」の証明（健康診断
の結果通知の写等）が必要になります。

※医療費控除の明細書及びセルフメディケーション税制の明細
書はあらかじめ作成してから申告会場にお越しください。

※従来の医療費控除とセルフメディケーション税制は選択制で
す。両方の適用を同時に受けることはできません。

注）医療費控除は、所得税または市民税・県民税がかからない
人は対象になりません。

医療費控除（特例含む）を受ける人へ

　市民税・県民税申告書は郵送で提
出することができます。会場で長時
間待つ必要が無くなるのでお勧めで
す。手元に申告書が無いという人は
市民税課へ請求してください。
　郵送で申告する場合には、本人
（身元）確認書類の写し及びマイナ
ンバーが確認できる書類、源泉徴収
票等の収入金額が分かるもの、控除
証明書などの添付が必要です。

〒郵送申告が便利です〒

中央公民館（住吉2-9-1）
2月16日㈮～3月1日㈭（土・日曜日を除く）
午前9時～午後2時30分
各日200人で受付終了
※混雑状況により、午前中の早い時間に終了する
場合や受付時間が前後することがあります。
※例年、申告期間の前半は特に混雑します。

【対象者】給与・年金収入のみの簡易な申
告（扶養・生命保険・医療費控除の追加
等）を行う人

※中央公民館への申告に関する問い合わせはできません。
※混雑緩和のため、公共交通機関や自転車等での来場にご協
力ください。

注）住宅借入金控除がある人や他の所得（事業、不
動産、株、土地、建物の譲渡等）がある人、海
外被扶養者の追加がある人は受付不可。

〜郵送申告がオススメです〜

申告期間中、市民税課での申告はできません。

※SKIPシティに直接申告に関する問
い合わせをすることはできません。
問い合わせは川口税務署へ。

※混雑状況により受付終了時間を早める場合があります

●前年中に収入があった人は原則申告する必要があります
ただし、確定申告を行った場合などは申告の必要はありません。
※詳しくは折り込んである「TAXぺいじ」（税特集号）1ページをご覧ください。

中央公民館（住吉2-9-1）
2月16日㈮～3月15日㈭（土・日曜日を除く）
※確定申告とは日程が異なりますのでご注意ください。
午前9時30分～午後3時30分
（受付時間は混雑状況により前後することがあります）
※中央公民館への申告に関する問い合わせはできません。問い合わせは市民税課へ。
※混雑緩和のため、公共交通機関や自転車等での来場にご協力ください。

SKIPシティでの申告を！

郵送先：〒340‐8550市民税課

② 2018年2月5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32.5／最小値0.0（花栗中学校内）　○給食の放射性物質の検出なし

　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
に奨学金を貸し付けます。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

■貸付額　高校・高専・専修学校…国・公立1万円、私立2万円
短期大学・大学…国・公立1万5000円、私立3万円

■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・
公立は貸付期間の2倍、私立は3倍の期間で均等月払い

　高校～大学の入学準備金（10～50万円）貸付制度利用者を2月9
日㈮～3月12日㈪に追加募集します。詳細は同課へ。

　市では、平成26年3月に策定した「草加市学校におけるいじめの
防止等のための基本的な方針」の改定案を策定しました。この改定
案について意見を募集します。案の概要と意見用紙は、市役所情報
コーナー・指導課・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、2月28日㈬までに意見用紙に記入し、〒340-8550指導課
へ。ファクス・メールでも可。

　奨学金に関する相談は随時受け付けています。
　開庁時間に来られない人は以下の時間に受け付けます。　
■日時　①2月21日㈬午後5時30分～8時②2月25日㈰午前9時～正午
■場所　総務企画課
　相談希望者は20日㈫または23日㈮までに電話予約を。

　4月1日から自転車保険への加入が義務になります（埼玉県条例）。
市では、自転車事故による高額賠償事例が増えていることから、け
がによる入院等も補償し、損害賠償責任補償（最大1億円）を付加
した保険「入って安心！RinRinそうか」を保険会社と共同で創設
しました。いざというときのため、家族そろって県の義務要件も満
たしている「入って安心！ RinRinそうか」に加入しましょう。

■特設窓口　市役所西棟1階
■受付日時　4月27日㈮まで（土・日曜日、祝日を除く）の午前8時

30分～午後5時15分（正午～午後1時を除く）
■対　　象　市内在住・在勤・在学者
■保 険 料　①本人用プラン…年額2000円
　　　　　　②家族用プラン…年額1000円（①加入者の同居家族）
　保険加入日により補償開始日が異
なりますのでご注意ください。特設
窓口開設中及び終了後も郵便局での
払い込み等で受け付けます。
　保険の詳細は市ホームペ
ージ（QRコード）及び公
共施設で配布のパンフレッ
トでも確認できます。

審議会等の
開催日程

　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。
■子ども・子育て会議＜子育て支援課☎922-34925922-3274＞
…2月15日㈭午後2時～　子育て支援センター研修室で
■環境審議会＜環境課☎922-15195922-1030＞…2月16日㈮午
前10時～　市役所西棟第3会議室で
■介護保険推進委員会＜長寿支援課☎922-13425922-3279＞…
2月20日㈫午後2時～　中央公民館第2講座室で
■安全安心まちづくり推進協議会＜くらし安全課☎922-36075
922-1030＞…2月20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＞…3
月9日㈮午後2時～　中央公民館第1会議室で

※9/26以降の加入は問い合わせを
※補償期間は翌年4月1日午後4時まで

保険加入日
2/1～3/26
3/27～4/25
4/26～5/25
5/26～6/25
6/26～7/25
7/26～8/25
8/26～9/25

補償開始日
4/1～
5/1～
6/1～
7/1～
8/1～
9/1～
10/1～

個別相談

　「農業委員会等に関す
る法律」の改正により、
農業委員の選出方法が変

更になり、公選制及び選任制が廃止され、推薦・公募による市長の
任命制によって選出することになりました。
　現在の農業委員の任期が平成30年8月31日に任期満了となるため
次期農業委員の募集を行います。
■任　　期　平成30年9月1日～同33年8月31日の3年間
■募集方法　①2人以上の農業者や農業関係団体等からの推薦②自薦
■定　　員　14人
□申 2月13日㈫までに産業振興課、サービスセンター等で配布する応
募用紙（市ホームページでも入手可）に必要事項を記入し同課へ。

個人賠償責任補償付傷害総合保険

加入受付中

奨学資金貸付制度の活用を
□申2月9日㈮～3月12日㈪総務企画課へ。
　☎922-26195928-1178
□申

総合教育会議を開催
問総合政策課☎922-07495927-4955

農業委員を募集します
問産業振興課☎922-08425922-3406

パブリックコメント　
皆さんの意見を募集します

問指導課☎922-27485928-1178shido@city.soka.saitama.jp

問交通対策課☎922-16415922-1030

草加市学校における
いじめの防止等の

ための
基本的な方針

　市長と教育委員会が、
教育の課題やあるべき姿
を共有し、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、午前9時45分までに会場へ。
■日　時　2月19日㈪午前10時～11時30分
■会　場　市役所西棟第3会議室
■内　容　草加市教育大綱に係る進捗管理について
■定　員　10人（希望者多数の場合は抽選）

　草加市病院事業管理者の諮問に応じ、市立病院の運営等について
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20歳以上（4月1日現在）で、市の他の審
　　　　　　議会等の委員になっていない人
■募集人員　男女各1人
■任　　期　委嘱の日から2年間
■報　　酬　会議1回につき7000円
□申 2月22日㈭までに市役所情報コーナー、サービスセンター等で配
布する審議会等委員応募用紙（市販のA4の用紙でも可）に審議会
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「草加市立病院運営審議
会委員に応募した動機について」
（600～800字）を記載し〒340-85
60市立病院経営管理課へ。ファク
ス・メールでも可。
　公開抽選は3月2日㈮午前10時か
ら市立病院本館3階講堂で。

草加市立病院運営審議会委員募集
問経営管理課☎946-22005946-2211
soka-hosp2200@max.odn.ne.jp

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③2018年2月5日号市政情報



絶対
誰かに
相談!!

　「民事訴訟管理センター」など国の行政機関をかたり「総合消費料金未
納分訴訟最終通知書」などと書かれたはがきが届いたとの相談が増えてい
ます。訴訟を起こす、給料を差し押さえるなど、怖い文言が書かれている
ため、驚いて連絡してしまう人がいますが、これは架空請求詐欺ですので、
絶対に連絡はしないでください。

問くらし安全課☎941-61115941-6157

☎188

未
納「未納です」

架空請求にご注意を！

心 配 な と き は

（消費者ホットライン）へ!

い　　　や　　　 　や

　同事業の事業計画を変更しました
（第1回変更。12/22決定）。主な内容
は、事業完了年度の平成37年度から同
45年度（清算期間5年を含む）への変
更などです。変更した計画は新田駅周
辺土地区画整理事務所で縦覧できます。
問同事務所☎954-63715941-5951

【対象団体】
■学校体育施設利用　小・中学校体育
館・校庭の利用を希望する10人以上で
構成され、満20歳以上の責任者がいる
団体対象
■グラウンド・ゴルフ場利用　金明専
用グラウンド・ゴルフ場と草加中央防
災広場を定期利用する10人以上で構成
される市民団体対象
　いずれも営利団体不可。現在登録し
ている団体も再登録が必要です。なお、
金明専用グラウンド・ゴルフ場は㊋9
時～12時、㊍13時～16時は個人利用専
用です（利用は当日直接会場へ。レン
タルクラブあり）。ლ3/16㊎までにス
ポーツ振興課で配布する申請書に記入
し、必要書類を添えて同課へ。☎922-
28615922-3172

　マイナンバーカード（個人番号カー
ド）を使って住民票の写しなどを全国
のコンビニで取得できるコンビニ交付
サービスを実施しています。様々なラ
イフシーンで必要になる諸証明を、時
間や場所にとらわれずに受け取ること
ができます。詳細は、市ホームページ
で確認できます。問市民課（住民票、
印鑑登録証明書、戸籍証明書等につい
て）☎922-15265920-1501、市民税課
（課税・非課税証明書、所得証明書に
ついて）☎922-10495920-1502、納税
課（納税証明書について）☎922-1098
5920-1502

　2/3㊏～3/31㊏9時～20時を高校生・
予備校生等に開放します（㊐・㊗、
2/24㊏を除く）。利用希望者は生徒証
等を持参し、図書館入口へ。問獨協大
学図書館☎946-1806

　国民年金保険料を口座振替で前納
（4月末日に1年分または2年分を一括
引き落とし）すると、納付書等での納
付より割引額が大きくお得です。また、
金融機関等に行く手間も省け、納め忘
れを防げます。平成30年度分の口座振
替による前納の申し込みは、2/28㊌ま
でに、預貯金口座がある金融機関窓口
もしくは越谷年金事務所へ年金手帳・
預金通帳・通帳の届出印を持参し手続
きをしてください（〒343-8585越谷年
金事務所は郵送可）。また、現金・ク
レジットカード納付でも割引額の大き
い2年前納が利用できます。問越谷年
金事務所☎960-11905960-7220

　4/1㊐からアコスホールに「ギャラ
リー小」を増設し、現在のギャラリー
は「ギャラリー大」に名称変更します。
ギャラリー小は5/1㊋から利用開始。
広さは35㎡、利用料金は1日1500円。
小規模の個展などに利用できます。ლ

3/1㊍から同ホール事務所（☎922-70
05）またはまんまるよやくで。問文化
観光課☎922-29685922-3406

　5/29㊋～6/20㊌に埼玉県近代美術館
で開催される埼玉県美術展覧会に出品
する作品を募集。部門は日本画（水墨
画含む）・洋画（版画含む）・彫刻・
工芸・書（篆刻・刻字含む）・写真の
6部門。県内在住、在勤、在学で15歳
以上（中学生を除く）対象。各部門3
点まで。出品手数料は1点につき3000
円。搬入は5/11㊎～13㊐。ლ文化観光
課等で配布する要項を確認の上、搬入
期間に直接会場へ。問県生涯学習文化
財課☎048-830-69215048-830-4965

　子育てを応援する会員組織のファミ
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者と子育
てを支援する会員を募集します。入会
説明会（要予約）は3/3㊏10時～12時。
会場は高砂コミセン。ლ同センターへ。
☎920-11005920-1101

　2/10㊏・11㊗10時～16時30分。会場
はぱりっせ。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

　今年予定されている草加市議会議員
一般選挙及び草加市長選挙にちなんだ
標語を募集。優秀作品は選挙時の啓発
活動に活用します。入賞者には記念品、
全員に参加賞を贈呈します。応募は1
人何点でも可（未発表のものに限る）。
ლ2/8㊍（消印有効）までに、はがき
に作品・住所（勤務先・学校名）・氏
名（ふりがな）・電話番号を記入し、
〒340-8550選挙管理委員会へ。☎922-
24905927-7693

　2/15㊍14時～15時30分。会場は草加
市文化会館。定員100人。地域での支
え合いや、地域に何が必要か、自分た
ちに何ができるかを参加者同士で話し
合う会。地域課題の解決や地域づくり
に関心のある人の参加をお待ちしてい
ます。ლ草加市社会福祉協議会へ。
☎932-67705932-6779　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☎922-12815922-3279
■草加キングス・ガーデン　2/10㊏14
時～16時。テーマ「認知症の方とのコ
ミュニケーション」。参加費100円
■デイサービスセンター草加　2/10㊏
14時～16時。健康体操と回想法の体験。
参加費100円
■ホッと！さわやか　2/17㊏13時30分
～15時30分。冷凍食品を使った簡単調
理と脳トレ。定員20人。参加費100円
■埼友草加病院　2/17㊏14時～16時。
テーマ「グループホーム、小規模多機
能型居宅介護」。定員100人。参加費
200円
■ボンセジュール草加　2/24㊏13時30
分～15時30分。テーマ｢運動からみた
認知症予防｣。定員40人。参加費100円

　2/12㊡13時～。会場は草加市文化会
館。「すべての子どもに安全・安心
を！～災害と子ども～」をテーマに、
森田明美東洋大学教授が講演します。
みんなのまち草の根ネットの会・草加
市青少年健全育成市民会議との共催。
定員80人。ლ2/9㊎までにインターネ
ット受付専用サイト「こくちーず」（QR
コード）へ。住所・氏名・電話番号と
手話通訳・保育希望の有無（保育は定
員あり）を記入し、子育て支援課へ。
ファクスも可。☎922-34925922-3274

てんこく

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

インフルエンザ流行しています。手洗い・うがい等予防をしっかりと

▶固定資産税・都市計画税　第4期
▶国民健康保険税（普通徴収）　第9期
▶後期高齢者医療保険料（普通徴収）  第8期

2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▶介護保険料（普通徴収）  第9期

2/28㊌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） 納税は便利な口座振替で

2/28㊌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

・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

新田駅西口土地区画整理事業の
事業計画の施行期間を変更

ファミリー・サポート・センター
会員募集

草加の地場産業　バレンタイン限定
「レザークラフト体験」

応募者全員に参加賞あり！
明るい選挙啓発標語を募集

ふれあい・支えあいを考える会
参加者募集

学校体育施設&グラウンド・ゴルフ場
平成30年度定期利用団体登録

アコスホールのギャラリー増設

埼玉県美術展覧会作品募集

便利なコンビニ交付サービスの利用を

獨協大学図書館を高校生に開放

オレンジカフェ（認知症カフェ）

国民年金保険料は前納がお得

子どもにやさしい
まちづくりフォーラム

④ 2018年2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30年の市内交通事故状況（前年比）1月20日現在　人身事故31件（－25）　死者0人（±0）



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

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

2/26㊊

2/28㊌

【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離乳食講習

初期

中期

後期

3/6㊋

3/20㊋

2/13㊋

2/27㊋

3/4㊐・7㊌

平成28年8/1～15生まれ

平成28年8/16～31生まれ

平成26年11/1～15生まれ

平成26年11/16～30生まれ

対象者に2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） 2/21㊌ 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
親子触れあい遊び10時～11時

すくすく赤ちゃん相談
（谷塚児童センター） 2/15㊍ 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
（氷川児童センター） 3/12㊊ 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 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

13時15分～15時15分

10時～12時

10時～11時30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

身体測定、内科・歯科健診ほか

こんにちは赤ちゃん訪問

1歳7か月児健康診査

3歳3か月児健康診査

2月下旬～3月中旬 平成30年1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1月末に診査票を送付済み。
届かない人は連絡を

マタニティクラス
（両親学級）

平成30年5～7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

乳幼児相談 3/14㊌ 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

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

㊊・㊎…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

9時～12時地域健康相談 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㊊～㊎（申し込み時に調整） 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 2/28㊌ 13時～14時 【要申込】
バスタオル・タオル持参

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

　市立病院小児科医師が子どもの発達
障がいとその対応についてお話します。
保育も行っていますので、子ども連れ
での参加も可能です。
■日時　2/17㊏14時30分～16時
■会場　市立病院心臓・脳血管センタ
ー5階大講堂
■講師　市立病院診療部長（兼）小児
科部長　長谷川毅
　保育（5歳未満。定員10人）の希望
者は2/9㊎までの15時～17時（㊏・㊐
を除く）に小児科外来へ連絡を。
問市立病院小児科外来☎946-2200○内22
10

■介護者のつどい　2/13㊋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
■男性介護者のつどい　2/19㊊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
■はつらつチャレンジ教室　2/23㊎13
時15分～14時45分。会場は八幡コミセ
ン。簡単なストレッチや筋力トレーニ
ング。65歳以上対象。定員30人。上履
き持参。ლ2/6㊋から川柳・新田東部
（包）へ。☎932-70075931-0993
■介護者のつどい　2/23㊎13時30分～
15時。会場は草加キングス・ガーデン。
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。
ლ2/6㊋から谷塚西部（包）へ。☎929-0
0145929-5222
■いきいき体操教室　2/26㊊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。
動きやすい服装で。ლ2/6㊋から谷塚
西部（包）へ。☎929-00145929-5222

　2/25㊐9時～15時。会場は総合グラ
ンド。経験者コースと初心・初級コー
スに分かれ、審判の基本動作やジャッ
ジの仕方を実践形式で学べます。中学
生以上対象。定員は経験者コース70人、
初心・初級者コース80人。ლ2/6㊋か
ら電話でそうか公園へ。☎931-98335
935-8510

　2/14㊌13時～16時。会場は埼玉会館。
県内市町村職員による仕事紹介やトー
クライブなど。定員1300人（当日先着
順）。問彩の国さいたま人づくり広域
連合☎048-664-6681

　2/10㊏13時30分～16時。会場は春日
部市立中央公民館。里親制度の説明と
現役里親の体験談、質疑応答。定員45
人（当日先着順）。問越谷児童相談所
☎975-41525977-3200

　3/2～23の㊎9時30分～10時30分。全
4回。会場は記念体育館。18歳以上対
象。定員20人。参加費1000円。応募多
数の場合は抽選。ლ2/20㊋（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。同協会ホームページか
らも可。☎928-63615922-1513

　3/4㊐9時30分開会。会場は記念体育
館。柔道、剣道、空手道、少林寺拳法、
弓道の模範演武の見学や体験ができま
す。幼児以上対象（弓道の体験は小学
生以上）。定員200人。ლ2/6㊋から草加
市体育協会へ。☎928-63615922-1513

　市内の魅力を知ってもらうため、モ
ノづくり企業や、観光名所を訪問し、
見学や体験などを実施します。Ⓐ2/24
㊏、Ⓑ3/3㊏。いずれも18歳以上対象。
定員各20人（先着順）。参加費はⒶ
3000円Ⓑ2000円。詳細は特設サイト
「そうかモニターツアー」（QRコー
ド）で。ლ2/6㊋から電話で草加商工
会議所へ。ファクスも可。☎928-8111
5928-8125

　2/25㊐8時50分川柳文化センター集
合。葛西用水で絶滅危惧種キタミソウ
などを観察します。ლ2/23㊎までに環
境課へ。メール（QRコード）も可。
☎922-15195922-1030

　2/10㊏11時～14時（荒天時は11㊗）。
会場は草加中央防災広場。高砂・住吉
・中央地区まちづくり市民会議が、地
域のにぎわい創
出と子どもたち
の思い出づくり
のために開催す
る、凧あげイベ
ントです。問み
んなでまちづく
り課☎922-0796
5922-3406

たこ

里親入門講座 みんなのあそびば原っぱ　凧あげ
たこ

健康和太鼓教室

武道まつり

野球審判技術講習会

地域包括支援センター (包)
介護予防教室・介護者のつどい

埼玉県内市町村職員
採用情報フォーラム2018

市立病院子ども健康教室
「子どもの発達障がいとその対応」

モノづくり観光推進事業
モニターツアー

貴重な植物キタミソウを
見に行こう

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2月5日号

2月の「なくそう暴力」標語　暴力を　しない心と　させない勇気



⑥ 2018年2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

　3/18㊐9時～16時（雨天中止）。会
場はそうか公園。募集は35区画。出店
料1区画1080円。ლ2/6㊋からみどり公
園課へ。☎922-19735922-3145

　3/12・19の㊊13時30分～15時30分。
全2回。会場は保健センター。65歳以
上対象。定員30人。転倒・認知・骨密
度低下の予防のためのいつでもどこで
も出来るオリジナル体操講座。講師は
健康運動指導士の田邉雅子氏。2日目
終了後、希望者にマッサージあり。ლ

2/6㊋から電話で保健センターへ。☎
922-02005922-1516

食費の見直し！根菜アレンジ料理
～家計にやさしい消費生活の工夫～

ためしてバッテン！－３つの予防
（転倒・認知・骨密度低下）－

睡眠講演会～眠れていますか？
ぐっすり眠っていきいきと過ごそう～

センター等。市内の子育てに関する情
報の収集・提供ほか。60歳以下で子育
てに関する相談、情報の整理、ワード
・エクセル等での資料作成ができる人
対象。募集は1人。日額7700円（交通
費込み）。面接は2/22㊍に実施。
ლいずれも2/20㊋（必着）までに履歴
書（①は資格証の写し）を職員課へ。
☎922-09835922-3098

①家庭児童相談員
　勤務は4月から。勤務時間は㊊～㊎
の指定する週4日の8時30分～17時。場
所は子育て支援センター。家庭児童に
関する相談・調査・指導ほか。63歳以
下で社会福祉主事の有資格者または児
童福祉事業の経験者対象。募集は1人。
日額1万1700円（交通費込み）。面接
は2/22㊍に実施。
②子育て支援コーディネーター
　勤務は4月から。勤務時間は㊊～㊎
の8時30分～16時30分または9時～17時
のうち月20日以内。場所は子育て支援

■保健師・助産師・看護師・保育士
　勤務は保健事業計画日の午前か午後
で3～4時間程度。場所は保健センタ
ー。内容は幼児健診・がん検診・健康
相談・健康教育・家庭訪問等。有資格
者でおおむね60歳まで対象。賃金は保
健師・助産師が時給1550円、看護師が
時給1300円、准看護師・保育士が時給
1200円。ლ2/20㊋までに連絡後、履歴
書・免許証の写しを、保健センター
へ。☎922-02005922-1516

子育て支援センター（非常勤嘱託員）
臨時職員の登録受け付け　4/13、5/11、6/8の㊎9時～12時。会

場は子育て支援センター。ワークショ
ップや講座形式などで来場者へ活動の
お知らせをすることができます（禁止
条件あり）。市内で子ども・子育て活
動を行っていて、子育て応援隊に登録
している団体・個人対象。定員各回1
組（子育て応援隊同士のコラボレーシ
ョン可）。応募多数の場合は抽選。詳
細はそうか子育て応援・情報サイト
「ぼっくるん」で確認してください。
ლ2/19㊊までに子育て支援センター、
プチみっけ、「ぼっくるん」で配布す

高校生硬式テニス大会

子ども教育連携教員（臨時職員）

であいの森　苔玉を作ろう

　3/14㊌13時～15時。会場はであいの
森。60歳以上対象。定員15人。材料費
200円。エプロン・ゴム手袋・ピンセ
ット・雑巾・持ち帰り用袋持参。ლ2/ 
6㊋10時から電話でであいの森へ。☎9
36-27915936-2792

保健センター（臨時職員）

そうか公園フリーマーケット

　3/25㊐12時～14時30分。会場は市民
体育館。ダンススポーツを通じた交流
やJDSFアマチュアファイナリストA
級者による模範演技が楽しめます。小
学生以上対象。定員400人。参加費100
0円。室内運動靴持参。ლ2/6㊋9時か
ら電話で市民体育館へ。☎5936-6239

チャリティダンスフェスティバル

みんななかま卓球バレー大会

ボランティアリーダーによる
ボランティア活動発表会

小学校で働く学級支援員（臨時職員）

　勤務は4/1～9/30の学校業務のある
㊊～㊎で1日6時間。教育に関心があり、
児童の学習・生活の支援を積極的に担
える22歳以上65歳未満対象。時給1165
円。通勤手当（条件・上限あり）、社
会保険、雇用保険あり。面接は2/21㊌
を予定。ლ2/14㊌までに指導課で配布
する応募用紙（市ホームページからも
入手可）と切手を貼った結果通知用封
筒を同課へ。☎922-27485928-1178

　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（いずれ
も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。
ლ履歴書を職員課へ。☎922-0983592 
2-3098

公立保育園（臨時職員）

　勤務は4月から。勤務場所は市内公
立保育園。いずれも65歳未満対象。有
給休暇・忌引休暇等特別休暇、被服貸
与あり。
①保育士②看護師（准看護師）③栄養
士④調理士（いずれも要資格）…㊊～
㊎8時30分～17時勤務（シフト制・㊏
勤務あり）。時給は①②③1060円（准
看護師は960円）、④1000円。通勤手
当上限1万2000円。賞与あり。⑤短時
間保育士（要資格）…㊊～㊎10時30分
～15時30分のうちの3.5時間勤務。時
給1060円。通勤手当上限1万2000円。
⑥時間外保育従事者…㊊～㊎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、または㊊～㊎7時～9時及び16時30
分～19時、㊏7時～19時のうち6時間。
時給1420円（無資格者1320円）。通勤
手当上限1万2000円（無資格者8000
円）。⑦給食補助…㊊～㊏8時30分～
13時。時給1220円。通勤手当上限8000
円。
ლ履歴書と資格証の写しを保育課へ。
☎922-14915922-3274

　勤務は4/1～9/30（更新の可能性あ
り）の週5日で8時30分～16時45分のう
ち7時間30分（長期休業中を含む）。
場所は市内小・中学校。中学校教員免
許（数学・保健体育）所有者または3/
31までに取得見込者対象。募集は若干
名。時給1810円。交通費、社会保険等
あり。中学校教員による小学校への乗
り入れ授業を行うための教科指導・補
助・準備手伝い、幼保小中の連携業務、
校内外事務・業務。ლ指定の履歴書
（市ホームページからも入手可）を子
ども教育連携推進室へ。代理持参不可。
☎922-34945928-1178

　3/4㊐13時30分～。会場は中央公民
館。学校で必要な物の説明、書類記入
の手伝いをします。小学校の説明会に
行った人は、資料を持ってきてくださ
い。問国際相談コーナー（㊗を除く㊊
・㊌・㊎）☎922-29705927-4955

　3/27㊋男子シングルス・女子ダブル
ス。28㊌男子ダブルス・女子シングル
ス。会場はそうか公園。高校生対象。
参加費シングルス300円、ダブルス400
円。ლ2/22㊍（必着）までに往復はが

　3/14㊌14時～16時。会場は中央図書
館。定員80人。プロの視点で今日から
使える広報紙やチラシ作成術を伝授。
ლ2/6㊋から草加市社会福祉協議会へ。
☎932-6772 5932-6779

普通救命講習会

　3/10㊏9時～12時。会場は草加消防
署北分署。心肺蘇生法・AED・異物
除去法ほか。草加・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。ლ2/28㊌までに草加
消防署北分署へ。☎944-73015944- 81
88

チャリティーコンサート

　3/11㊐14時開演。会場は草加市文化
会館。出演は草加市演奏家協会。チケ
ット収入の一部を音楽設備改善のため
市内の公共施設に寄付します。料金
1500円（未就学児入場不可）。チケッ
トは草加市文化会館ほかプレイガイド
で。問同館☎931-93255936-4690

　3/6㊋10時～12時30分。会場は高砂
コミセン。定員80人。自分に合ったボ
ランティアを見つけよう。ボランティ
ア活動経験者及び興味のある人対象。
昼食持参。ლ2/6㊋から草加市社会福
祉協議会へ。☎932-67725932-6779

手話体験講座

　簡単な手話とコミュニケーションを
学べます。3/6㊋中央公民館、3/7㊌勤
労福祉会館、3/8㊍草加市文化会館、
3/9㊎谷塚文化センター。いずれも10
時～12時。定員各20人。ლ2/19㊊まで
に草加市社会福祉協議会へ。☎932-67 
705932-6781

　3/3㊏10時30分～13時。会場は中央
公民館。食材の無駄を出さない家計に
やさしい料理方法と料理の合間にでき
る健康体操。エコ生活ガイド草加との
共催。定員20人。材料費100円。エプ
ロン・三角巾持参。ლ2/27㊋までにく
らし安全課へ。☎941-61115941-6157

　3/2㊎14時～16時。会場は保健セン
ター。定員60人。睡眠は心身の疲労を
回復する働きがあります。十分な睡眠
がとれないと生活に支障が生じ、うつ
病のようなこころの病につながること
が明らかになっています。質の高い睡
眠をとるコツ、生活のヒントなどを学
びましょう。ლ2/6㊋から電話で保健
センターへ。☎922-02005922-1516

　3/4㊐9時30分～。会場は市民体育館。
障がいのある小学生以上の人とその家
族、支援者対象。定員16チーム（1チ
ーム6人以上で障がい者を3人以上含む
こと。個人でも可）。参加費1人200円。
室内用運動靴・昼食持参。ლ2/15㊍ま
でに電話で市民体育館へ。☎5936-62 
39

ボランティア活動に役立つ
チラシづくり講座

子育て支援センターで子ども・
子育て活動をPRしませんか

外国籍市民のための

小学校入学準備講座

きに住所、氏名、電話番号、生年月日、
種目、学校名、学年を記入し〒340-00
22瀬崎6-31-1草加市体育協会へ。☎92
8-63615922-1513

る応募用紙を同センターへ。☎941-67 
915941-6828
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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

■文化協会祭　2/17㊏・18㊐・22㊍～
25㊐　会場は同市文化会館　問市民活
動支援課☎930-7714

■市制60周年記念平成29年度越谷市
生涯学習フェスティバル　2/25㊐10時
～15時　会場は中央市民会館及び周辺
　問同市生涯学習課☎963-9283

■消費生活展～みつめよう　みんなの
くらし～　2/25㊐10時～14時（展示は
2/24㊏から）　会場はやしお生涯楽習
館　問商工観光課☎996-2111○内 336

■公民館フェスティバル　3/3㊏・4㊐
9時～17時　会場は同市中央公民館　
問同公民館☎981-1231

■ふるさと寄席　林家正蔵・桂小南二
人会　3/10㊏14時開演　会場は田園ホ
ール・エローラ　大人2000円、高校生
以下1000円（未就学児入場不可）問同
ホール☎992-1001

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）

クラブ須藤☎922-4789
■スポーツ吹矢体験会　2/6・20・27
の㊋、2/9・16の㊎9時～11時　2/12㊡
11時～13時　2/25㊐13時～15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　2/6～27の㊋15
時～17時　新田西文化センターで　初
心者大歓迎　マウスピース代200円　
問植木☎090-2253-8475
■食べて応援！東北復興支援販売会　
2/8㊍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
■体験「自彊術（健康体操）」　2/8
㊍・15㊍13時20分～14時50分、15時10
分～16時40分　新田ミニコミセンで　
ლ松本☎942-2239
■司法書士による法律相談会　2/9㊎
17時～19時　物産・観光情報センター
で　問竹村☎920-5415
■2018年度体験練習会「草加ジュニ
ア陸上クラブ」　2/10～3/10・3/31の
㊏9時～11時30分　氷川小校庭で　新
小学1年～6年生対象　要申し込み　ლ

杉本☎090-9426-9844
■スポーツ吹矢体験　2/10～24の㊏13
時～15時　八幡コミセンで　全3回　
参加費300円　ლ山田☎944-8837
■税金・生活無料相談会　2/10㊏13時
30分～　勤労福祉会館で　2/18㊐13時
30分～　谷塚文化センターで　税金・
生活保護・国保等なんでも　問草加生
健会☎928-5564
■ロマンフリーダンスパーティー　
2/11㊗13時10分～16時20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
■氷川ダンス倶楽部フリーダンス　
2/11㊗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
■ダンススポーツ交流会　2/12㊡、
3/3㊏13時20分～16時15分　谷塚文化
センターで　参加費500円　飲み物・
競技選手等男女リボン待機・トライア
ル等あり　問川端☎935-9861
■中国旧正月春節餃子祭り　2/12㊡10
時～15時　中央公民館で　講師孫長英
さん　参加費1500円　エプロン・タオ
ル持参　料理三品作ります　ლサーク
ル中国大好き武藤☎090-3574-1031
■ミシン洋裁基礎講座　2/14㊌13時30
分～17時　勤労福祉会館第2会議室で
　材料費1000円　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」　2/16㊎わ
～くわっく草加で　「こもれび」2/22
㊍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
■スポーツ吹矢体験会　2/17㊏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
■介護者の集い「オアシス」　2/17㊏
10時～12時　中央公民館で　3/6㊋13
時30分～15時30分　氷川平成塾で　個
別相談、お受けします　問山田☎928- 
5332
■スポーツ吹矢体験会　2/19㊊9時～
11時　瀬崎コミセン集会室で　初心者
歓迎　無料　問下田☎080-5477-3719
■スマホ、ゲームに頼っていません
か？大切な子供とのコミュニケーショ
ン　2/22㊍10時～11時30分　氷川コミ
セン大会議室で　参加費200円　問家
庭倫理の会石野☎090-9203-4244
■調理士さんと学校給食を作ってみま
せんか　2/24㊏10時～　草加市文化会
館で　さつま芋シチュー　チリコンカ
ン＆ホットドッグほか　定員30人　参
加費500円　問菅☎090-1559-3160
■相続の7割は不動産！遺言で安心不

動産相続　2/24㊏13時15分～15時　ア
コス7階会議室で　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
■講演「イラクから見た日本の平和憲
法」　講師　高遠菜穂子氏（イラクで
人質事件被害者）　2/25㊐14時～16時
　勤労福祉会館で　参加費500円　問
白根☎924-6400
■リトミック体験会　2/28㊌11時15分
～11時45分　谷塚文化センターで　
3/15㊍11時15分～11時45分　中央公民
館で　平成26年4/2～同29年4/1生まれ
の未就園児対象　ლ戸上☎927-0400
■バドミントン講習会　3/3㊏10時～
15時　市民体育館で　定員60人　参加
費無料　ლ3/1㊍までに神明2-2-45矢島
☎5925-4981
■講演会「9条改憲発議を許さないた
めに」　3/4㊐13時30分～16時30分　
勤労福祉会館で　講師は石川康宏神戸
女学院大学教授　問草加革新懇高田☎
942-7166
■歴史学講座「創世」邪馬台国の性格
と卑弥呼̶女王にあらずして「女巫
師」だった̶　3/5㊊13時30分～16時
30分　草加市文化会館で　問小嶋☎09
0-1261-7366
■キッズ・スマイル松原新年度入会説
明会＆ミニ体験会　3/7㊌9時50分～11
時　市民体育館で　説明と親子遊び　
9か月～3歳の親子対象　定員10組　ლ

志賀☎090-1558-1724
■健康ボウリング教室　3/7～4/18草
加ボウルで①㊊9時30分～、②㊋13時
30分～、③㊋19時～、④㊌9時30分～
　各全6回　参加費2000円　ლ小山内
☎080-9544-0747
■講演会「慢性腎臓病について」　3/
25㊐13時30分～16時30分　埼友草加病
院3階会議室で　定員80人（当日先着
順）　参加は自由で無料　問草加市腎
臓病患者友の会水戸部☎924-2987

埋蔵文化財の発掘補助員

　勤務は4/13～5/23の㊊～㊎で9時～
15時（1日5時間）または9時～17時（1
日7時間、月15日以内）。市内遺跡の
発掘調査補助。時給934円。面接は
2/22㊍。ლ2/20㊋までに電話で埼玉県
埋蔵文化財調査事業団（☎080-9358-41
76）へ。問生涯学習課☎922-2830592
2-3498

越谷市

三郷市

八潮市

吉川市

松伏町

■卓球体験　2/6㊋・13㊋9時～　市民
体育館で　ラリー中心です　問松が根

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

㈲イワセポンプ店
㈲井戸浅水道工事店
㈱セントラル設備

手代町1027-8
八幡町802
青柳8-29-2

☎922-2429
☎931-3330
☎936-1000

2/11㊗
    12㊡
18㊐
   

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

2/11㊗

2/12㊡

2/18㊐

内科
外科
歯科
内科
外科
歯科
内科
外科

佐藤医院
石井外科医院
村木歯科医院
神谷医院
高山整形外科
桂歯科医院
草加西部クリニック
二宮病院

谷塚町831
氷川町928
谷塚町707-20
吉町3-1-3
新善町413-2
吉町5-4-50
両新田西町456
新栄2-22-23

☎925-4952
☎925-4255
☎922-0220
☎922-2616
☎943-6200
☎928-8281
☎928-3301
☎941-2223

　月　日　 診療科 当番医名 住　所 電話番号



■日時　3月4日㈰午前9時30分～
■会場　草加市文化会館
■講師　天笠光雄（口腔外科医・東

京医科歯科大学名誉教授）
■定員　100人
■主催　草加歯科医師会
□申3月2日㈮までに市民公開講座ポスタ
ーが掲示されてい
る歯科医院または
保健センターへ。

　口腔がんの5年生存率は60～80％と言われています。初期に発見すれば簡単
な治療で治すことができ、5年生存率は90％以上との報告もあります。しかし
進行した口腔がんでは、舌やあごの骨を切除したり、顔が変形したりすること
があり、食事や会話が困難になり日常生活に大きな支障を残すことになりま
す。だからこそ、初期症状での早期発見が重要になります。
　口腔がん治療最前線で長年の実績を持つ天笠先生が、口内に傷が生じた際の
注意事項や実際の処置、口腔がんの初期症状、最新の治療法・予防法をわかり
やすく解説します。家族や自分の健康を守るため学んでみませんか。

　獨協大学に訪問する韓国仁荷（イナ）大学の留学生のホーム
ステイ先を募集します。期間は2月24日㈯～25日㈰。24日午前
11時に獨協大での交流会の参加（顔合わせ）から25日午後3時
の市役所本庁舎へのお見送りまでのお世話をお願いします。13
人が留学予定です。少し日本語が話せる学生もいますので、ご
協力をお願いします。

■日時 2月26日㈪午後2時30分～
■会場 ハーモネスプラザ商店会B棟1階（獨協大学前駅西口）
■日時　2月26日㈪午後2時30分～　
■会場　ハーモネスプラザ商店会B棟1階（獨協大学前駅西口）
　韓国仁荷大学生が韓国海苔やお茶・化粧品など韓国の特産品を販売
します。学生とのやり取りが楽しい物産展です。ぜひお立ち寄りくだ
さい。

　1日、夜明け前から大勢の市民が集まり、
新年の始まりを元気にラジオ体操で迎えま
した。草加市ラジオ体操連盟指導員のリー
ドで体操が始まると、参加した約500人の
皆さんは楽しそうに体を動かし、その笑顔
は初日の出の中で一層輝いていました。

　1～7日は草加宿七福神めぐりスタンプ
ラリー。旧日光街道沿いの寺社8か所に
お参りして七柱の神様と宝船のスタンプ
を集める草加のお正月恒例のイベントで
す。今年は約5700人が、振る舞いの甘酒
を楽しみつ
つ、新年の
幸運を祈っ
ていました。

　8日、新成人のつどいが獨協大学で開催さ
れました。今年度の対象者は2577人（出席約
1900人）。それぞれの晴れ着に身を包み、旧
友との再会を喜びつつ、新成人有志の実行委
員が企画した式典を厳かに楽しみました。

1月かどまちごとでき

■出品受付

■価格設定

■清算・売れ残りの引き取り

■会場

　生活用品交換会で出品・販売する家庭で使っていな
い生活用品を募集します。洗濯済みの古着・古布回収、
廃油回収は交換会当日に行います。
■出品受付　3月9日㈮午後2時～7時、10日㈯午前10時
～午後2時　新品か新品同様の衣類・台所用品・学用
品・寝具など（食料品・医薬品・合成洗剤・書籍等を
除く）1人20点まで
■価格設定　市価の5割以下。売り上げ金の1割を草加
市くらしの会の経費として徴収
■清算・売れ残りの引き取り　3月12日㈪午後1時～3
時
■会場　勤労福祉会館

■開催日時
■会場
■開催日時　3月11日㈰午前10時～午後1時
■会場　勤労福祉会館
■主催　草加市、草加市くらしの会

市民公開講座

～お口の中のケガ、もし口腔がんと思ったら～
口腔外科最前線

問草加市国際交流協会事務局（文化観光課内）☎922-29685922-3406

▲目印はこのポスター

問保健センター☎922-02005922-1516

生活用品交換会の物品募集
問くらし安全課☎941-61115941-6157

大切な資源、
くらしを見つめ直す

3月9日金
10日土に
勤労福祉会館へ

ホストファミリー募集
1泊2日留学生と過ごそう
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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2018年2月5日号

市の人口　平成30年1月1日現在　24万7991人（男12万5831人・女12万2160人）／前月比3人減／世帯数11万4578世帯
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