
市制60周年
記念事業
4月から
始動

問総合政策課 ☎922-0749 5927-4955

問同実行委員会事務局 ☎080-1330-3410

綾瀬川左岸広場の
新しい名前を募集

公園に「思い出」を残しませんか？

募集内容は2面をご覧ください

ベンチの寄付者募集します

60周年記念
盛り上げイベント続々開催！
受付終了

草加市文化会館
NHK「民謡魂 ふるさとの唄」

4/8㈰

残席僅少・受付中

記念体育館
大相撲草加場所
4/12㈭

一度は失われた幻の浄瑠璃演目！

アコスホール
▶詳細は8面をご覧ください

古浄瑠璃
｢越後國柏崎 弘知法印御伝記｣
5/6㈰

「松」をテーマに皆さんの作品を展示

アコスギャラリー
▶詳細は決定次第お知らせします

公募美術展「国指定名勝 おく
のほそ道の風景地 草加松原展」
11/12㈪～21㈬

記念式典 皆さんと共に60年の節目をお祝いします！

草加市文化会館11/11㈰ ▶PRアニメーション、（仮）SOKA次世代合唱団、草加市歌
の現代編曲版発表など詳細は決定次第お知らせします

♥♥

公開収録
4/30㉁放 送 日

草加人のための情報紙　広報「そうか」 毎月5日・20日発行
編集・発行　草加市市長室広報課

で無料配信中

〒340-8550
草加市高砂1-1-1

草加 検索ホームページ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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3月

☎048-922-0151（代）
5048-922-3091

…このマークは、「市制60周年
　記念事業・協賛事業」です



■2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0.09（市役所前）

　心に残るライフイベントの記念や公園で過ごした思
い出を、市制施行60周年を機に目に見える形で残しま
せんか。寄付されたベンチには寄付者名、メッセージ
を入れた記念プレートを取り付けます。
　設置場所はそうか公園または綾瀬川左岸広場。金額

等、詳細は問い合わせて
ください。なお、この寄
付は所得税・住民税の控
除対象となります。
■申請方法　4月1日㈰～
7月31日㈫にみどり公園
課、サービスセンターで
配布する申請書（市ホー
ムページからも入手可）
に記入し、持参または郵
送で〒340-8550同課へ。

■応募方法　4月1日㈰～5月31日㈭にみどり公園課、サービスセンターで
配布する応募用紙（市ホームページからも入手可）に記入し、〒340-8550
同課へ。なお、埼玉県電子申請システムも利用できます。

5.22
4.511115

思い出を形に…

問みどり公園課☎922-19735922-3145

ベンチ寄付者
問みどり公園課☎922-19735922-3145

綾瀬川左岸広場に
すてきな名前を付けてください

問職員課☎922-09855922-3098
市職員の給与等を公表します

　市では、職員の給与制度とその運用状況を公表しています。
市職員の給与は地方公務員法の規定により、生計費及び国や他
の地方公共団体の職員、民間企業の従業員の給与等を考慮し、
市議会の議決を経て定められています。地方自治の基本理念で
ある「最少の経費で最大の効果」が得られるよう、地域経営の
視点で地域の豊かさを創出しつつ、適正な定員管理による人件
費の抑制にも努め、市政運営を行っています。

給 料

扶 養 手 当

地 域 手 当

住 居 手 当

通 勤 手 当

そ の 他

時間外勤務手当

特殊勤務手当

そ の 他

民間のボーナスに相当する手当
期　末 区　分 勤　勉 合　計 

退職時に支給される手当

加算措置 

自己都合 区分 

なし 

定年・勧奨 

※退職手当＝退職日給料月額×勤続年数別支給率（月分）＋調整額

職務の種類と内容に応じて、
給料表や級などを決定します

①配偶者1万500円
②子8000円（父母等6500円）

主に民間賃金の高い地域に勤務する職員に支給する手当
手当支給率 → （給料＋扶養手当）の6％

①借家等居住者→家賃に応じて支給（最高2万7000円） 
②持家居住者→4000円 

①交通機関（電車等）利用者→運賃相当額
　　　　　　　　　　　　   （6か月定期代等）
②交通用具（自転車等）利用者→距離に応じた額

管理職手当ほか

正規の勤務時間外に勤務した際に支給する手当

著しく危険、不快、困難な勤務など、特殊な業務に
従事する職員に対して支給する手当

夜間勤務手当・宿日直手当ほか
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■職員給与の概要

勤続20年
勤続25年
勤続35年
最高限度

20.445か月分
29.145か月分
41.325か月分
49.590か月分

25.556か月分
34.582か月分
49.590か月分
49.590か月分
定年前早期退職
特例措置

（2～45%加算）
平成28年度

退職者1人あたり
平均支給額等

（※一般会計職員のみ）

186万6000円
（平均勤続年数  
　　7年2か月）

2180万
6000円

（平均勤続年数　 
　　  38年0か月）

6月期

12月期

年間合計

※職務段階に応じた加算措置あり
※（　 ）は再任用職員の支給月数

1.225か月分
（0.650か月分）

1.375か月分
（0.800か月分）

2.600か月分
（1.450か月分）

0.850か月分
（0.400か月分）

0.850か月分
（0.400か月分）

1.700か月分
（0.800か月分）

2.075か月分
（1.050か月分）

2.225か月分
（1.200か月分）

4.300か月分
（2.250か月分）
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（平成29年12月1日現在）

（平成29年度）

　職員数及び、市民1000人当たりの職員数を県内15万人以上の市の
平均と比較したグラフです。職員数は平均を下回り、低い水準を維
持しています。※職員数は消防、病院、公営企業等を除きます

■職員数及び市民1000人当たりの職員数比較

（人） （人）

草加市 県内人口15万人以上の市の
平均※さいたま市を除く

職員数 市民1000人当たりの職員数

草加市 県内人口15万人以上の市の
平均※さいたま市を除く

平成25 26 27 28 29（年度） 平成25 26 27 28 29（年度）

14111404

10581059
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1435

1093

0
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4.414.42
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4.35
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4.45

0

500

1000

1500 1438

♥♥
　綾瀬川左岸広場は平成8年に開放してから現在まで市民の皆さんに愛さ
れてきました。この21年間に松並木が国の名勝に指定され、公園東側には
道路が開通し、最寄り駅名が獨協大学前＜草加松原＞駅に改称されるなど
様々な変化がありました。市制施行60周年を機により皆さんに親しまれる
場所になるよう新しい名前を募集します。

・親しみやすい
・場所をイメージしやすい
・「草加松原」「綾瀬川」「松並木」
など歴史・文化を感じさせる

こんな名前を
募集しています

こちらも
募集

新しい名前は
記念式典で
発表！！
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　○PM2.5（単位：マイクログラム／㎥）最大値24.6／最小値4.4（花栗中学校内）　○給食の放射性物質の検出なし

　地域福祉を推進するための基本的な方針
と具体的な取り組みをまとめた草加市地域
福祉推進基本方針案を策定しました。この
方針案は市役所情報コーナー、担当課で閲
覧できます。案の概要と意見用紙は、市役
所情報コーナー、福祉政策課、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4
月19日㈭までに意見用紙に記入し、〒340-
8550福祉政策課へ。ファクス・メールで
も可。

　これまで在宅福祉センターきくの里内にあ
った谷塚・瀬崎地域包括支援センターが、瀬
崎5丁目地内に移転します。電話番号の変更
はありません。
■移転日　4月1日㈰から
■新住所　瀬崎5-20-16
■連絡先　☎929-3613（変更なし）
　　　　　5933-9380

■縦覧　他の土地や家屋の評価額と比較
して自己の資産の評価額が適正か確認す
るために、平成30年度の土地・家屋価格
等縦覧帳簿を見ることができます。期間
は4月2日㈪～5月31日㈭。縦覧できるのは、
納税者・納税者と同居している親族・納
税管理人・代理人（委任状が必要）です。
なお、法人の場合は代表者印を持参する
か、代表者印を押した委任状が必要です。
■閲覧　固定資産税の納税義務者（免税
点未満の人も含む）は、所有している資
産の価格等が記載された課税台帳の写し
（名寄帳）を受け取ることができます。
縦覧期間中は無料ですが、6月1日㈮から
は200円。
　いずれも月～金曜日（祝日除く）午前8
時30分～午後5時。場所は資産税課

問福祉政策課☎922-12345922-1066
　fukushiseisaku@city.soka.saitama.jp　

問資産税課☎922-10685920-1502

　一般会計の歳出総額に占める人件費の割合を表したグラフです。
行財政改革の推進により、10年前と比較して人件費の歳出額は34億
2153万円減少（－28.0％）し、歳出総額に占める人件費の割合も9.9ポ
イント減少しています。

■一般会計歳出決算額総額に対する人件費の割合の推移
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歳出総額に対する人件費の割合 人件費以外の歳出額

平成18年度 平成23年度 平成28年度

121億7718万円
22.4%

421億8240万円
77.6%

112億5982万円
18.0%

512億6619万円
82.0%

87億5565万円
12.5%

615億4485万円
87.5%

※額については1万円未満切り上げとしています。
※人件費には特別職（市長や市議会議員、附属機関の委員等）に支給される給与、報酬等を
含みます。

※上記職員数については、草加市職員の身分を保有する休職者、派遣職員等を含みます。
　また、上記職員数のほかに、職員の退職等に伴う欠員補充、職員の育児休業・病気休職等
の代替、業務の繁忙期間に限って配置する臨時的任用職員を、平成29年4月1日現在で954
人任用しています。

（各年度4月1日現在、単位：人）■部門別職員数の状況
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総務

税務

民生
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平成27年度 平成28年度 増減数 主な増減理由
平成29年度の職員数の増減状況職 員 総 数区 分 
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営
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門

平成29年度 
11
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51
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0
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0

4

0
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0

0

0
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2

0

2

24

3

2

- 1

- 1

3

27

業務充実による増

児童福祉の充実による増

リノベーション推進事業のため増

業務充実による増

業務充実による増

医療体制充実による増

業務充実による増

業務体制の見直しによる減

業務の統廃合による減

11

217

74

406

54

2

5

14

131

914

135

0

135

1049

564

49

16

48

677

1726

　特別職の給料・報酬等の額は、各界代表者、学識経験者等で構成
される草加市特別職報酬等審議会の意見に基づき、議会の議決を経
て条例で定められています。
　なお、平成30年12月までの間、市長の給料は20%、副市長の給料
は10%、教育長の給料は5％を本来の支給額から減額しています。

草 加 市

月　額 月　額

区分

職

市  　  長

副 市 長

教 育 長

病院事業管理者

議 長

副 議 長

議 員

83万2000円
（20万8000円減額後）

78万7500円
（8万7500円減額後）

71万2500円
（3万7500円減額後）

99万8727円

83万7818円

75万3727円

89万  500円

56万9636円

51万3545円

48万9727円

※上記以外に、一般職の期末・勤勉手当の支給率に準じた期末手当が減額後の給料を基にし
て支給されています。

82万円

54万円

50万5000円

47万円

■特別職の給料・報酬等■年齢別平均給料月額比較

15万円

20万円

25万円

30万円

35万円

40万円

45万円

24～27歳 32～35歳 44～47歳 52～55歳

20万6900円 20万6100円

26万8800円 26万円

35万8400円
37万1800円

39万9500円
41万3500円

草加市
県内人口15万人以上の
市の平均
（※さいたま市を除く）

※埼玉県市長会による埼玉県内市職員の給料手当等調査の金額を使用しています。
年齢区分は当該調査の区分によるもので、各年代の中間層を掲載しています。

（平成29年度）

草加市地域福祉
推進基本方針・
パブリックコメント
皆さんの意見を
募集します

固定資産税の
縦覧と閲覧

問長寿支援課☎922-28625922-3279

谷塚・瀬崎地域
包括支援センター
4月1日㈰移転　

瀬崎（中央）

谷塚駅入口

瀬崎中瀬崎小

コンビニ

草
花
ふ
れ
あ
い
通
り

瀬崎2丁目

瀬崎5丁目

コンビニ

富士浅間神社

新センター

さいたま市を除く、
県内人口15万人以上の

市の平均

谷
塚
駅

県
道
足
立
越
谷
線
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④ 2018年3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。

子ども・親子向け

ふれあい文芸草加を刊行

水道水の水質検査計画を策定

狂犬病予防集合注射と犬の登録
血流測定　あなたの血管は大丈夫？

障がい者野外活動

新緑の茶会

スポーツ教室

地域包括支援センター（包）

シルバーカルチャー教室

生涯学習体験講座

えせ同和行為は断固拒否しましょう

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。 自転車保険　入って安心！RinRinそうか　4/1補償開始の締切は3/26㊊

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

　市民や小・中学生から投稿された俳
句や小説・短歌等の文芸作品を掲載し
たふれあい文芸草加第33号が刊行され
ました。1冊700円。市役所情報コーナ
ー、各公民館、中央図書館で販売して
います。問文化観光課☎922-2968592 
2-3406

　水質検査計画とは、安全で良質な水
道水を届けるため、1年間に行う水道
水の水質検査項目、検査場所、回数等
を定めたものです。計画の詳細は水道
施設課・市ホームページで閲覧できま
す。問水道施設課☎924-38075929-52 
91

　ランニング初心者のための定期練習
会。市民体育館…㊋19時30分～21時、
㊍9時30分～11時、㊎19時30分～21時。
記念体育館…㊌9時30分～11時。月3回
程度。18歳以上対象。年会費6000円
（65歳以上は5500円）。ლ4/2㊊から
電話で草加市体育協会へ。☎928-6361 
5922-1513

　各コミセンの地域健康相談で、血流
測定を実施。当日直接会場へ。氷川コ
ミセン…4月の㊋・㊎　瀬崎コミセン
…4月の㊌・㊎（第3㊌を除く）　いず
れも9時～12時　問保健センター☎922-
02005922-1516

　4/21㊏9時30分～13時30分。会場は
そうか公園。小学生以上の知的障がい
者とその家族、支援者対象。公園散策
やボール運動の後、豚汁作り。定員15
人。参加費1人500円。ლ4/5㊍までに
電話で草加市体育協会へ。☎928-6361 
5922-1513

　5/27㊐10時～15時。会場は草加市文
化会館。席種は和室席・立礼席・フリ
ースペース席の三種。料金一般2500円
（点心つき）、高校生以下1000円（点
心なし）。問草加市文化会館☎931-93 
255936-4690

■日時　3/25㊐①11時～12時30分
②13時30分～15時③16時
～17時30分の3回

■会場　草加市文化会館
■料金　高校生以上1000円、3歳

～中学生800円（全席自
由）

ლ当日10時から草加市文化会館で。
☎931-93255936-4690

　5/13㊐10時～。会場は草加市文化会
館。ピアノ、声楽、管・弦・打楽器の
演奏を学んでいる小学生から高校生対
象。定員80人。参加費5000円。ლ4/16
㊊（消印有効）までに草加市文化会館
ほかで配布する申込用紙（草加市演奏
家協会ホームページからも入手可）に
必要事項を記入し〒340-0013松江1-1-5
草加市文化会館へ。☎931-93255936- 
4690

■ジュニアチアダンス教室　4/21～5/ 
19の㊏（5/5を除く）9時15分～10時45
分。全4回。会場は記念体育館。幼児
～小学生対象。定員20人。参加費2000
円
■親子トランポリン教室　4/26～5/24
の㊍（5/3を除く）10時～11時。全4回。
会場は記念体育館。平成26年4/2～同
28年4/1生まれの子と親対象。定員30
組。参加費2000円
ლいずれも4/5㊍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、〒340-00 
22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可。☎92 
8-63615922-1513

■介護者のつどい　4/6㊎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。ლ草
加中央・稲荷（包）へ。☎959-913359 
22-3801

■水彩画教室　4/7㊏・21㊏13時～16
時。全2回。会場は高砂コミセン。定
員10人。参加費1600円。鉛筆・消しゴ
ム・スケッチブック持参。ლ3/30㊎ま
でにシルバー人材センターへ。☎928- 
92115928-9209

ლ生涯学習課へ。☎922-28195922-34
98
■皆で踊ろう日本の民踊　4/10～24の
㊋11時～12時30分。全3回。会場は川
柳文化センター。定員30人。上履き持参
■話し方のマナー「聞き上手になる」
　4/11～25の㊌13時30分～15時30分。
全3回。会場は草加市文化会館。定員
15人

　平成30年度の狂犬病予防集合注射と
犬の登録手続きを、下表の日程・会場
で行います（雨天決行）。飼い主は毎
年、狂犬病予防注射を受けさせる義務
があります。生後91日以上の未登録の
犬は、必ず犬の登録も行ってください。
狂犬病予防注射の費用は3300円（犬の
登録手続きを同時に行う場合は6300
円）。登録済みの犬の飼い主は市が送
付する狂犬病予防注射済票交付申請書
を持参してください。下表の日程で予
防注射を受けられない場合は、動物病
院で注射を受けてください。問くらし
安全課☎922-36425922-1030

　同和問題を口実に企業・個人などに
「高額な図書の購入強要」や「寄付金
の強要」などの不法・不当な行為や要
求をする「えせ同和行為」が4月は新

地域ランニングクラブ
草加JOGS（ジョグス）参加者募集

　4/21㊏、5/12㊏8時市民温水プール
駐車場集合。全2回。18歳以上対象。

安全に走行するためのルールやパンク
修理などの講習とミニツーリング。定
員15人。参加費1000円。スポーツサイ
クル、ヘルメット（無い人は要相談）
持参。ლ3/21㊗から電話で草加市体育
協会へ。☎928-63615922-1513

地域サイクリングクラブ
「ツール・ド・そうか」入門講習

　6/10㊐14時開演。会場は草加市文化
会館。人形劇団むすび座による大型人
形劇。前売り大人2500円、子ども（4～
18歳）とシニア（65歳以上）1500円、親
子ペア3000円。当日大人・子どものみ
販売、各500円増し。3歳以下のひざ上
鑑賞可。チケットは4/10㊋10時から草
加市文化会館ほかプレイガイドへ。問
草加市文化会館☎931-93255936-4690

人形劇アラビアンナイト
～魔法のランプと明日のヒカリ～

　4/18㊌13時15分～14時45分。田中和
明市長が「未来を築く草加のまちづく
り～『快適都市』の実現に向けて～」
をテーマに講演します。コーディネー
ターは獨協大学の大谷基道教授。会場
は獨協大学。定員50人。ლ4/9㊊まで
に往復はがきに住所・氏名（ふりが
な）・電話番号を記入し、〒340-0042
学園町1-1獨協大学エクステンション
センターへ。☎946-1828問職員課☎92 
2-09835922-3098

獨協大学公開授業
法政総合講座～地域の現場から～

クラシック音楽ジュニア
コンクール出場者募集

■狂犬病予防集合注射
　実施日程及び会場
■狂犬病予防集合注射
　実施日程及び会場

4/6㊎

4/7㊏

4/9㊊

4/10㊋

4/11㊌

4/12㊍

4/13㊎

4/15㊐

4/17㊋

4/18㊌

4/21㊏

実施日     

旧柿木公民館跡地

吉町集会所

谷塚上町会館

谷塚サービスセンター

稲荷コミセン

草加保健所

北谷町会峯分会館

環境業務センター

そうか公園ドッグラン

瀬崎コミセン

旧谷塚西公民館跡地

中央公民館

弁天公園

市民体育館駐車場

草加保健所

新栄中央公園

原町コミセン

環境業務センター

時間 9時30分～11時30分 13時～15時

しい環境に不慣れな人を狙って多く発
生します。相手が激しい口調で不当な
要求をしてきても、断固として拒否し
てください。えせ同和行為についての
相談はさいたま地方法務局人権擁護課
（☎048-859-3507）で受け付けていま
す。問人権共生課☎922-08255927-49
55

■初めての美味しい紅茶の淹れ方講座
　4/24㊋10時30分～13時30分。会場は
谷塚文化センター。定員6人。材料費
2000円。布巾持参
■母の日に贈るハーバリウム　4/27㊎
10時～11時30分。会場は中央公民館。
定員10人。材料費1500円。はさみ・ピ
ンセット持参

3月の
納税
日曜・夜間納税窓口 市役所第2庁舎

納税課で
9時～12時30分
㊌（㊗・㊡を除く）21時まで

日曜
夜間 納税は便利な口座振替で

映画鑑賞会
「怪盗グルーの
　ミニオン大脱走」市役所

本庁舎駐車場

ベルクス草加青柳店
第2駐車場

勤労福祉会館
第2駐車場

市役所
本庁舎駐車場

い
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定員のあるものは3/22㊍
10時から各館へ申し込みを

定員のあるものは3/22㊍
8時30分から各館へ申し込みを

▼おもちゃ病院　3/22㊍10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
▼ドッジビー大会　3/22㊍15時～　小
学生対象
▼ふれあい囲碁・将棋教室　3/24㊏、
4/14㊏14時～15時　幼児（保護者同
伴）～高年者対象
▼グラウンド・ゴルフ　3/27㊋10時30
分～12時　小学生～高年者対象
▼学年お別れ会　3/30㊎14時～　ゲー
ムほか　小学生対象
▼缶積み大会　4/6㊎14時～　小・中
学生対象
▼卓球で遊ぼう　4/10㊋14時～　小学
3年生～中学生対象
▼オセロ大会　4/19㊍16時～　小学生
対象

▼わくわく広場～春～　3/23㊎・30㊎、
4/2㊊・6㊎10時～12時、13時30分～17
時30分　会場は中央図書館　幼児（保
護者同伴）～小学生対象　
▼わくわくリビング　3/27㊋～29㊍、
4/4㊌・5㊍10時～17時30分　会場はコ
ンフォール松原12号棟　幼児（保護者
同伴）～小学生対象　昼食持参可
▼読み聞かせ「たんぽぽ」　4/5～19
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
▼ツイスターで遊ぼう　4/9㊊は中央
図書館・10㊋はコンフォール松原12号
棟　いずれも14時～　小学生対象　
▼飛ばせ！飛ばせ！Week　4/13㊎・
16㊊・20㊎は中央図書館　4/12㊍・17
㊋・19㊍はコンフォール松原12号棟　
いずれも15時～17時30分　ブーメラン
　小学生対象
▼おもちゃ病院　4/20㊎13時30分～15
時　会場は子育て支援センター　おも
ちゃの無料修理　部品代実費　1人2点
まで
▼初めてのお誕生会　4/25㊌13時～　
会場はコンフォール松原12号棟　一升
餅を担いでお祝い・記念制作　平成29
年4月生まれ対象　定員12人　ლ4/2㊊
13時から電話で同館へ

▼ふれあいパン作り　3/26㊊13時～15
時　会場は中央公民館　小学生～高年
者対象　参加費300円　定員20人
▼映画会　3/30㊎13時～　会場は勤労
青少年ホーム　小学生対象　　
▼グラウンド・ゴルフ　4/5㊍・6㊎10
時30分～11時30分（雨天中止）　小学
生対象
▼オセロ大会　4/6㊎14時～　マンカ

ラ大会　4/13㊎16時～　小学生対象　
参加賞・優勝賞品あり
▼組み紐でブレスレット　4/16㊊・17
㊋16時～　小学生対象　定員各5人
▼こぶたのしっぽ　4/18㊌11時～　パ
ネルシアター　乳幼児と保護者対象
▼おもちゃ病院　4/21㊏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

▼昔遊び週間　4/2㊊～13㊎10時～16
時　びゅんびゅんごま　小学生以上対
象
▼将棋教室　4/14、5/19、6/16、7/7
の㊏13時20分～14時20分　全4回　小
・中学生初心者対象　定員10人
▼進級おめでとうガガ大会　4/14㊏15
時～　小学生対象
▼ともだち文庫の「おはなしポケッ
ト」　4/16㊊11時～　読み聞かせ・わ
らべ唄　乳幼児と保護者対象
▼親子で作ろう　4/27㊎　こいのぼり
　14時45分～　3歳以上の未就学児と
保護者対象　定員10組

▼卓球大会　3/30㊎16時～17時　小学
3年生以上対象　定員20人
▼ピカピカの泥団子づくり　4/2㊊～4
㊌13時30分～16時　幼児（保護者同
伴）以上対象
▼おもちゃ病院　4/5㊍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
▼カプラ王国　4/6㊎16時～17時　幼
児（保護者同伴）以上対象
▼なかよしランチ　4/11㊌11時30分～
13時　フルーツタルト作り　幼児と保
護者対象　定員15組
▼パパサロン・リズム＆ストレッチ　
4/14㊏11時～12時　0～2歳児と保護者
対象　定員15組

▼アナログゲーム「ニムト」　4/15㊐
13時30分～、15時～　小学生以上対象
　数字を並べて楽しむカードゲーム
▼ママのためのリラックスヨガ　4/19
㊍16時～16時40分　0～2歳児と保護者
対象　定員15組　
▼洋服・靴のくるくるリサイクル　
4/23㊊11時～12時　洋服・靴の交換会
　0～2歳児と保護者対象

▼こころを結ぶ光のひろば　4/3㊋10
時～12時　視覚障がいに関する相談コ
ーナーほか
▼SKT24高年者健康エクササイズ　
4/10～9/11の第2㊋（8月のみ第1㊋）
10時～12時　全6回　軽体操　60歳以
上対象　定員70人
▼にじいろタイム　4/13㊎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」
4/13㊎13時30分～　胎教と友だちづく
り　初妊婦対象
▼スプリングコンサート　4/15㊐14時
開演　出演は草加フィルハーモニー管
弦楽団　ブラームス交響曲第2番ほか
　定員400人　ლ当日13時から整理券
配布
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
4/18㊌10時～　親子友だち作り・簡単
工作ほか　乳幼児と保護者対象
▼土曜日事業　4/21㊏10時～12時　バ
ルーンアート　小学生対象　定員20人
▼初心者楽器体験講座　4/21㊏午後
（30分～1時間）　チェロ・フルート
・クラリネット・オーボエ・ホルン・
トランペット・サキソフォン・トロン

ボーン・打楽器　高校生以上対象　定
員各3人　楽器貸し出しあり　詳細は
同館へ
▼華道体験教室　5/11・18、6/1・8の
㊎10時～12時　全4回　定員12人　参
加費8000円（花代含む）　
▼伝統文化茶道講座　5/19、6/9、
7/7、8/18、9/8、10/6、11/17、
12/8、平成31年2/9、3/9の㊏10時～12
時…裏千家、13時～15時…表千家　全
10回　初心者対象　定員各10人　月額
1500円

▼ロビー展　3/27㊋～4/12㊍…草加天
文愛好会スペースワンダー写真展　
4/19㊍～26㊍…川柳ぬくとぼこ展
▼おはなしの広場　4/13㊎・27㊎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　4/20㊎10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで

▼スプリングコンサート　4/8㊐14時
～16時　草加東高吹奏楽・軽音楽部・
ダンス部・パフォーマンス書道　定員
120人（当日先着順）　上履き持参
▼おもちゃの病院　4/9㊊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　4/12㊍10時～11
時30分　開校式・季節のおもちゃ作り
ほか　乳幼児と保護者対象
▼SKT24高年者の元気ルーム　4/20～
6/22の㊎（5/4・25を除く）9時30分～
11時　全8回　健康体操　おおむね60
歳以上対象　定員30人　参加費1000円
▼SKT24親子体操　4/24～7/24の第2
・4㊋9時30分～10時30分　全7回　未
就学児と保護者対象　定員20組　参加
費1000円

▼ママといっしょにおはなし会　3/26
㊊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
▼おもちゃの病院　4/2㊊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」　
4/2㊊10時～12時　手遊び・リズム体
操ほか　乳幼児と保護者対象
▼放課後クラブ　4/5㊍17時～18時…
卓球・4/9㊊16時～17時…将棋・4/17
㊋17時～18時…スポーツ吹矢・4/2～
23の㊊（9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
▼親子茶道教室（裏千家）　4/8～平
成31年2/10（8/12を除く）の第2㊐、
3/3㊐13時30分～15時30分　全11回　
定員13人　参加費1回大人1000円・小
学生～高校生500円・年長300円
▼かぎ針編でベスト作り　4/10～5/22
の第2・4㊋10時～12時　全4回　成人
対象　定員15人　　
▼初めての大正琴体験教室　4/10～
6/12の第2・4㊋13時10分～14時10分　
全5回　成人対象　定員5人
▼伝統文化茶道講座　4/21～平成31年
3/9の第2㊏（初回のみ第3㊏）10時～

　カローリング・バッコー・ダーツ
▼すくすくクラブ　3/27㊋10時～12時
　リズム体操・手遊びほか　乳幼児と
保護者対象
▼ロビーステージ「マジック」　3/27
㊋12時～12時30分　
▼綾瀬川コーラス教室　4/6～平成31
年3/9（8月を除く）の第1㊎10時～12
時・第2㊎13時～15時　全22回　20歳
以上対象　定員30人　
▼谷塚元気ひろば　4/23㊊13時～15時
　ツボの話・茶話会　65歳以上対象　
定員30人　参加費200円　
▼利用者懇談会　4/24㊋13時30分～　
平成30年度の事業予定・意見交換ほか
▼伝統文化茶道講座　10時～12時…表
千家、13時～15時…裏千家　月額1500
円　琴講座　16時～17時　1回2000円
　いずれも4/28～平成31年3/23の第4
㊏（平成31年1月を除く）　全11回　
初心者対象　定員5人　

氷川児童センター ☎928-2341

5925-0152

中央公民館 ☎922-5344

川柳文化センター ☎936-4088

12時…裏千家　全12回　5/12～平成31
年3/9の第2㊏13時～15時…表千家　全
11回　初心者対象　定員各5人　月額
1500円

▼2日間で作る組み紐教室　4/5～26の
㊍14時～15時30分　着物の帯締め作り
　成人対象　定員4人　材料費正絹32
00円、ポリエステル1800円　
▼すくすくクラブ　4/12㊍10時～11時
30分　子育て相談ほか　乳幼児と保護
者対象
▼のびのび広場　4/20㊎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
▼手作り味噌（5㎏）体験講座　4/26
㊍9時～、13時～　成人対象　定員各5
人　参加費3600円　
▼おもちゃの病院　4/27㊎10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼赤ちゃんとコミュニケーション英語
でベビーサイン講座　5/11・25、6/8
・22、7/6・20の㊎10時30分～11時30
分　全6回　2歳未満と保護者・妊婦対
象　定員20組　参加費800円

▼ロビースポーツ　3/26㊊12時～13時

5922-3274

☎942-9876新栄児童センター

わくわくタウン松原 ☎941-2905

住吉児童館 ☎928-5736

☎925-1856谷塚児童センター

柿木公民館 ☎931-3117

H28.4　カラー
H20.1.20
1000号

S48.7
タブロイド判

創刊号
B4判

　協働によるまちづくりを進めるには、行政情報等を正確に分かりや
すく、市民の皆さんへお届けすることが大切であり、それが広報紙の
最大の使命です。
　「広報そうか」は、昭和34年4月に「草加市政だより」として創刊
し、昭和48年7月には現在と同じタブロイド判へ、平成15年5月からは
全戸配布を行っています。また、平成28年4月20号（1156号）から紙
面構成をリニューアルし、カラー・横書き・左開きとなりました。
　今後も、市と市民の皆さんをつなぐ広報紙として、幅広い年代の皆
さんにご覧いただき、市政情報等を共有していただけるような紙面編
集に取り組んでいきます。

「草加市政だより」創刊

   ・B4判 2ページ

「広報そうか」へ改称

   ・B5判 8ページ

   ・配布方法：町会郵送

月2回発行

   ・配布方法：新聞折込

タブロイド判：8ページへ

配布方法を全戸配布へ

1000号発行

月1回発行：16ページへ

月2回発行：8ページへ

カラー・横書き・左開きへ

●昭和34年（1959年）4月

●昭和39年（1964年）4月

●昭和48年（1973年）4月

●昭和48年（1973年）7月

●平成15年（2003年）5月

●平成20年（2008年）1月

●平成21年（2009年）4月

●平成24年（2012年）4月

●平成28年（2016年）4月

草加市と市民をつなぐ広報紙へ
これからも分かりやすく、市政情報などをお届けします！

草加って

こんなまち
数字でわかる草加市

1200号
広報そうかの

通算発行は？

広報そうかの歴史



⑥ 2018年3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。

■郷土作家原勝洋の戦艦大和展示・講
演会　ギャラリー展　3/21㊗～4/16㊊
　戦艦大和の図面・写真・1/250ダイ
キャストモデルほか　講演会「戦艦大
和と我が人生－原勝洋の世界－」　
4/7㊏13時30分～15時　大和の世界を

☎946-3000 5944-3800

▼こころを結ぶ光のひろば　4/3㊋10
時～12時　視覚障がいに関する相談コ
ーナーほか
▼SKT24高年者健康エクササイズ　
4/10～9/11の第2㊋（8月のみ第1㊋）
10時～12時　全6回　軽体操　60歳以
上対象　定員70人
▼にじいろタイム　4/13㊎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」
4/13㊎13時30分～　胎教と友だちづく
り　初妊婦対象
▼スプリングコンサート　4/15㊐14時
開演　出演は草加フィルハーモニー管
弦楽団　ブラームス交響曲第2番ほか
　定員400人　ლ当日13時から整理券
配布
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
4/18㊌10時～　親子友だち作り・簡単
工作ほか　乳幼児と保護者対象
▼土曜日事業　4/21㊏10時～12時　バ
ルーンアート　小学生対象　定員20人
▼初心者楽器体験講座　4/21㊏午後
（30分～1時間）　チェロ・フルート
・クラリネット・オーボエ・ホルン・
トランペット・サキソフォン・トロン

ボーン・打楽器　高校生以上対象　定
員各3人　楽器貸し出しあり　詳細は
同館へ
▼華道体験教室　5/11・18、6/1・8の
㊎10時～12時　全4回　定員12人　参
加費8000円（花代含む）　
▼伝統文化茶道講座　5/19、6/9、
7/7、8/18、9/8、10/6、11/17、
12/8、平成31年2/9、3/9の㊏10時～12
時…裏千家、13時～15時…表千家　全
10回　初心者対象　定員各10人　月額
1500円

▼ロビー展　3/27㊋～4/12㊍…草加天
文愛好会スペースワンダー写真展　
4/19㊍～26㊍…川柳ぬくとぼこ展
▼おはなしの広場　4/13㊎・27㊎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　4/20㊎10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで

▼スプリングコンサート　4/8㊐14時
～16時　草加東高吹奏楽・軽音楽部・
ダンス部・パフォーマンス書道　定員
120人（当日先着順）　上履き持参
▼おもちゃの病院　4/9㊊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　4/12㊍10時～11
時30分　開校式・季節のおもちゃ作り
ほか　乳幼児と保護者対象
▼SKT24高年者の元気ルーム　4/20～
6/22の㊎（5/4・25を除く）9時30分～
11時　全8回　健康体操　おおむね60
歳以上対象　定員30人　参加費1000円
▼SKT24親子体操　4/24～7/24の第2
・4㊋9時30分～10時30分　全7回　未
就学児と保護者対象　定員20組　参加
費1000円

▼ママといっしょにおはなし会　3/26
㊊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
▼おもちゃの病院　4/2㊊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」　
4/2㊊10時～12時　手遊び・リズム体
操ほか　乳幼児と保護者対象
▼放課後クラブ　4/5㊍17時～18時…
卓球・4/9㊊16時～17時…将棋・4/17
㊋17時～18時…スポーツ吹矢・4/2～
23の㊊（9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
▼親子茶道教室（裏千家）　4/8～平
成31年2/10（8/12を除く）の第2㊐、
3/3㊐13時30分～15時30分　全11回　
定員13人　参加費1回大人1000円・小
学生～高校生500円・年長300円
▼かぎ針編でベスト作り　4/10～5/22
の第2・4㊋10時～12時　全4回　成人
対象　定員15人　　
▼初めての大正琴体験教室　4/10～
6/12の第2・4㊋13時10分～14時10分　
全5回　成人対象　定員5人
▼伝統文化茶道講座　4/21～平成31年
3/9の第2㊏（初回のみ第3㊏）10時～

　カローリング・バッコー・ダーツ
▼すくすくクラブ　3/27㊋10時～12時
　リズム体操・手遊びほか　乳幼児と
保護者対象
▼ロビーステージ「マジック」　3/27
㊋12時～12時30分　
▼綾瀬川コーラス教室　4/6～平成31
年3/9（8月を除く）の第1㊎10時～12
時・第2㊎13時～15時　全22回　20歳
以上対象　定員30人　
▼谷塚元気ひろば　4/23㊊13時～15時
　ツボの話・茶話会　65歳以上対象　
定員30人　参加費200円　
▼利用者懇談会　4/24㊋13時30分～　
平成30年度の事業予定・意見交換ほか
▼伝統文化茶道講座　10時～12時…表
千家、13時～15時…裏千家　月額1500
円　琴講座　16時～17時　1回2000円
　いずれも4/28～平成31年3/23の第4
㊏（平成31年1月を除く）　全11回　
初心者対象　定員5人　

分かりやすく伝える講座　定員90人
（当日先着順）
■木曜シアター　3/22㊍14時～15時20
分　ニッポンの里山⑵　関東地方編　
成人対象　定員90人（当日先着順）
■おはなし会　3/24㊏11時30分～12時
　「鳥呑爺」「ついでにペロリ」ほか
　4歳（保護者同伴）～小学生対象
■小学生のための読み聞かせ　3/25㊐
13時30分～14時
■ビデオ上映会　4/8㊐14時～15時45
分　「わたしを離さないで」　成人対
象　定員90人（当日先着順）
■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）

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（3/21～4/20）

4/11㊌

4/12㊍

4/13㊎

4/18㊌

4/19㊍

4/20㊎

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

長栄・草加小

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分日程

12時…裏千家　全12回　5/12～平成31
年3/9の第2㊏13時～15時…表千家　全
11回　初心者対象　定員各5人　月額
1500円

▼2日間で作る組み紐教室　4/5～26の
㊍14時～15時30分　着物の帯締め作り
　成人対象　定員4人　材料費正絹32
00円、ポリエステル1800円　
▼すくすくクラブ　4/12㊍10時～11時
30分　子育て相談ほか　乳幼児と保護
者対象
▼のびのび広場　4/20㊎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
▼手作り味噌（5㎏）体験講座　4/26
㊍9時～、13時～　成人対象　定員各5
人　参加費3600円　
▼おもちゃの病院　4/27㊎10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼赤ちゃんとコミュニケーション英語
でベビーサイン講座　5/11・25、6/8
・22、7/6・20の㊎10時30分～11時30
分　全6回　2歳未満と保護者・妊婦対
象　定員20組　参加費800円

▼ロビースポーツ　3/26㊊12時～13時

しょう けん

新里文化センター ☎927-3362

谷塚文化センター ☎928-6271

新田西文化センター ☎942-0778

ピヨピヨ広場・よちよちクラブ・幼児のひろば

　「0・1・2歳クラブ」「つどいの広場」「ピヨピヨ広場」は、気軽にいつで
も遊びに行けるスペースです。開催当日、直接会場へ。「よちよちクラブ」
「幼児のひろば」は、説明会への参加や定員があるものがあるので、申し込み
方法を確認してください。スタッフが自由遊びや年齢に応じたプログラムなど 
を提供します。子どもの集団生活の第一歩・親同士の交流・子育ての相談の場
として利用してみてはいかがですか。なお、開催日は変更になることがありま
す。問子ども育成課☎928-64215928-9632

0・1・2歳クラブ
《0～2歳対象》
♬

♬

会場

柳島コミセン

瀬崎コミセン

原町コミセン

稲荷コミセン

開催日

第1・3㊎

第2・3㊋

第1・2㊌

第2・4㊎

時間

10時～12時

10時～10時50分
「ねんねとハイハイ組」
11時～11時50分
「あんよ組」

施設
開催日時と対象 クラスと対象 定員

各
30組

15組

各
20組

30組

各
30組

30組

30組

－

申し込み方法 クラスと対象開催日時 開催日 開催時間 申し込み方法
ピヨピヨ広場 よちよちクラブ《歩行可能な子ども対象》 幼児のひろば

4/25からの
第2・4㊌

10時～12時30分
0～2歳児

4/25からの
㊌

4/27からの
㊎

4/24からの
㊋

4/27からの
㊎

4/17からの
㊋

4/13からの
㊋・㊎

4/13からの
㊎

4/11からの第2㊌
10時～12時　0～2歳児

4/19からの第1・3㊍
10時～12時30分
平成28年4/2以降
生まれの乳児

4/2からの㊊・㊍
（9～11月は㊍のみ）
10時30分～11時
0～2歳児

4/26からの㊍
10時50分～12時
平成29年4/2以降
生まれの乳児

※会場：栄児童クラブ
（栄小内）

5/10からの第1・3㊍
11時20分～12時
5/10からの第1・3㊍
10時30分～11時10分

10時30分
～11時30分

1部…10時5分
～10時50分
2部…11時
～11時45分

11時15分
～12時
10時15分
～11時
10時30分
～11時15分

10時30分
～11時15分

4/25からの第4㊌
10時～12時

4/26からの第2・4㊍
1部…10時5分～10時45分
　2部…11時～11時40分　　 

4/11からの㊌
10時30分～11時15分

4/23からの㊊
1部…10時～10時35分
2部…11時～11時35分
※会場：栄平成塾（栄小内）

4/24からの㊋
1部…10時～10時35分
2部…11時～11時35分

　※会場：コンフォール松原6号棟（集会所）

4/26からの㊍
10時～10時35分

※会場：栄児童クラブ（栄小内）

みつばち組
（2歳以上）
ちょうちょ組
（2歳以上）

2歳以上

からだで遊ぼうⅡ
（3歳以上）

4/10からの
㊋

からだで遊ぼうⅠ
（2歳以上）

つくって遊ぼう
（2歳以上）

「にじ」
平成28年4/2～
9/30生まれ

「ほし」
平成28年10/1～
同29年4/1生まれ

「そら」
平成28年10/1～
同29年4/1生まれ

平成28年4/2～
9/30生まれ

平成28年10/1～
同29年4/1生まれ

「よちよち探検」
満1歳以上

歩行可能な満1歳以上

わくわくタウン松原
☎941-2905

住吉児童館
☎928-5736

谷塚児童センター
☎925-1856

氷川児童センター
☎928-2341

新栄児童センター
☎942-9876

ホームページより「よち
よちクラブ申込書」を印
刷し、必要事項を記入し
往信はがきに貼り、返信
はがきに住所･保護者と
幼児の氏名を記入の上、
3/28㊌（消印有効)まで
に同館へ
※印刷ができない場合
は、必要事項をはがきに
直接記入してください

ホームページより「チャイ
ルド申込書」を印刷し、必
要事項を記入し往信はが
きに貼り、返信はがきに住
所･保護者と幼児の氏名を
記入の上、3/28㊌（消印
有効)までに同館へ
※印刷ができない場合は、
必要事項をはがきに直接
記入してください

4/20㊎10時30分から同
館で行う説明会に参加

4/6㊎10時30分から同館
で行う説明会に参加

対象年齢になり次第随時
参加可。初回は窓口へ

4/26㊍11時から同館で
行う説明会に参加

4/26㊍10時30分から
同館で行う説明会に参加

3/26㊊までに申請者
の住所と保護者氏名
を宛先に記入したはが
きを同館へ持参。応募
多数の場合は抽選

3/26㊊までに申請者の住
所と保護者氏名と児童名
を宛先に記入したはがきを
同館へ持参。応募多数の場
合は抽選

チャイルド
【水曜日コース】
（平成25年4/2～
同27年4/1生まれ）

チャイルド
【金曜日コース】
（平成25年4/2～
同27年4/1生まれ）

1部…10時～
10時45分
2部…11時～
11時45分
※会場：中央図
書館（多目的ホ
ール）またはコ
ンフォール松
原19号棟（集
会所）

平成28年4/2～
同29年4/1生まれ

4/2㊊10時から同館
で受け付け

対象年齢になり次第随
時参加可。初回は窓口
へ

リス組
（2歳以上）

つどいの広場《0～3歳対象》♬

谷塚1-7-4

旭町4-8-11

青柳5-22-28

弁天6-5-16

谷塚町752
（谷塚児童センター内）
氷川町934-5
（氷川児童センター内）
松原1-3-1
（子育て支援センター内）
中央1-2-5
（高砂児童クラブ内）

つどいの広場
おひさま
乳幼児サロン
おもちゃばこ
つどいの広場
ろけっと
子育て広場トットちゃん
（0歳～未就学児対象）
ママサロン
もくば
つどいの広場
きらりん
親子のひろば
のび～すく旭町
親子のひろば
のび～すく青柳
つどいの広場
ばぶハウス

新栄4-813-32
（新栄児童センター内）

住所 開催日時

925-1856

928-2341

941-6791

922-0674

942-9876

923-1313

942-7141

931-0118

932-7334

利用料金
㊊・㊋・㊎・㊏
10時～15時
㊊～㊎
10時～16時
㊊～㊎
10時～16時
4/23㊊ からの㊊・㊌・㊍10時～13時
※高砂小授業・休校日等により除外日あり
4/12㊍からの㊊・㊌・㊍（第2・4㊌
を除く）10時～13時
㊊～㊏
10時～16時
10時～16時
（㊊は10時30分～13時）
10時～16時
（㊌は10時30分～13時）
㊋～㊏　10時～16時
（第2～4㊊13時30分～16時）

1日利用
300円

1か月利用
1200円
※兄弟割引
あり

無料

電話番号名称

子育て中の親と子どもの交流・遊びの場平成30年度　
乳幼児対象



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

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。

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。

㈲東洋開発
㈲石田水道
㈱井戸梅

両新田西町246
吉町1-5-12
住吉2-4-3

☎928-5520
☎922-2736
☎922-3413

3/21㊗
3/25㊐
4/1㊐

　月　日　 診療科 当番医名 住　所 電話番号

内科

外科

歯科

内科

外科

内科

外科

3/21
㊗

3/25
㊐

4/1
㊐

クマガイこどもクリニック

木原整形外科医院

アート歯科

たかぎ医院

かとうファミリークリニック

さかの医院

かがわ医院

氷川町2105-6

住吉1-5-6

谷塚上町62-6

吉町3-2-47

青柳4-26-16

西町195-2

草加3-8-21

☎922-8683

☎922-5103

☎927-4618

☎922-3731

☎933-0333

☎921-2011

☎942-6062

■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

3/21㊗～4/20㊎（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

【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
【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…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（4/1㊐から933-9380）▽谷塚西部☎929-00145929-52
22▽草加中央・稲荷☎959-91335922-3801▽草加西部☎946-70305942-7582
▽松原・草加東部☎932-67755932-6779▽安行☎921-21215928-8989▽川柳
・新田東部☎932-70075931-0993▽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　3/22㊍、4/12㊍…谷塚児童センター☎925-1856　4/19㊍
…新栄児童センター☎942-9876　4/18㊌…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　3/28㊌13時～16時…氷川コミセン☎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
■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）

■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

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 2018年3月20日号



■会　場
■定　員
■入場料

　古浄瑠璃「越後國柏崎　弘知法印御伝
記」の一段目から三段目までを上演する
ほか、ドナルド・キーン氏（日本文学研
究者）、鳥越文蔵氏（日本文学研究者）
と黒田杏子氏（俳人）らの座談会、公演
団体の猿八座によるワークショップも行
われます。
■日　時　5月6日㈰午後2時開演
■会　場　アコスホール
■定　員　300人
■入場料　1000円（当日支払い）

□申 4月10日㈫（消印有効）までに、往復はがきに住所、氏名、電話
番号を記入し、〒340-8550文化観光課「古浄瑠璃観覧」係へ。1人1
通で重複無効。応募多数の場合は抽選。

　1685年に出版されながら300年以上、日本では
その存在すら忘れ去られていました。
　1692年に日本から持ち出されたものが、1962年
に鳥越文蔵氏によって大英博物館で発見され、
2009年に古浄瑠璃として復活されたものです。

　室町中期に琵琶を用いて座頭が語っていた物語が起源とされ
ています。のちに三味線を取り入れるようになり、江戸初期に
は人形操りと結んで『人形浄瑠璃』が成立されました。
　江戸中期、近松門左衛門の登場によって、浄瑠璃はさらなる
人気を博すこととなりますが、この近松以前の昨品を『古浄瑠
璃』と呼びます。

　草加松原を綾瀬川の川面から眺めて、新たな草加の魅力を発
見してみませんか。会場は綾瀬川左岸広場第2ラグーン。乗船
希望の人は当日直接会場へ。

3月

　約450本の桜がある葛西用水沿い
（稲荷地区）の桜並木で草加さくら
祭り（さくら祭り実行委員会主催）
が開催されます。
　3月31日㈯には草加さわやかさん
をモデルに桜並木撮影会や船上金婚
式、稲荷葵太鼓のパフォーマンスを
行います。また、4月1日㈰には和舟
の乗船体験も行われます。
　なお、両日とも姉妹都市福島県昭
和村によるそばや特産品の販売、地
元町会による模擬店も出店します。

　桜の名所「葛西用水」（稲荷地区）
と国の名勝に指定された「草加松原」
（札場河岸公園付近）で、草加さわや
かさんをモデルとした桜並木撮影会が
開催されます。
　撮影会参加希望者は直接会場へ。
※両会場とも駐車場はありません。

　草加松原に隣接する札場河岸公園内
の桜並木をライトアップします。この
季節にしか味わえない夜桜をぜひご堪
能ください。
■期間　3月19日㈪～4月8日㈰
　　　　午後6時30分～午後9時

■時間　午前10時～11時30分
■集合場所　稲荷橋

■時間　午後1時～2時30分
■集合場所　札場河岸公園

■日　　時　 3月25日㈰～4月1日㈰午前10時～
■会　　場　葛西用水（稲荷地区）
■アクセス　草加駅東口から東武バスで①「稲荷五丁目行き」
乗車「稲荷五丁目」停留所下車徒歩5分②「八潮団地行き」
乗車「伊草天満宮」停留所下車徒歩5分

　4月1日㈰からアコス南館6階の
旧喫茶室を閉鎖し「ギャラリー
小」としてリニューアルオープン
することを記念し、市内在住の美
術家たちによる記念企画展を開催
します。開場時間は午前10時～午
後6時。開催日程は下表のとおり。

　「なかね和舟の会」では、12歳以上で和舟の櫓漕ぎ経験のあ
る人、関心のある人（市内在勤可）を募集。年会費1000円。

　2月20日～26日、本市と国際姉妹都
市提携を結んでいるアメリカ合衆国カ
ーソン市の市制50周年を記念し、草加
市国際交流協会による市民交流使節団
が同市を訪問しました。カーソン市姉
妹都市協会をはじめとする多くの市民
から歓迎を受け、24日に開催された記

念式典では、㈱菊池襖紙工場（新里
町）から寄贈された草加松原を模した
屏風を、本市からの記念品として贈呈
し、両市民の交流を通してより良い友
好・親善を図ることが出来ました。
　なお、11月に開催される本市の60周
年記念式典には、カーソン市からも使
節団が来草する予定です。

2月かどまちごとでき

午後の部　草加松原（札場河岸公園付近）午前の部　葛西用水（稲荷地区）

こ じょう る　り えちごのくにかしわざき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こう  ち   ほう いん  ご  でん

き

草加市制60周年記念

古浄瑠璃
「越後國柏崎  弘知法印御伝記」
草加公演  観覧者募集
問文化観光課☎922-29685922-3406

問草加市観光協会事務局（文化観光課内）☎922-24035922-3406

和舟に乗って
草加松原を楽しみませんか

問文化観光課
☎922-29685922-3406

「アコスギャラリー小」
オープン記念展

草加さくら祭り＆桜並木撮影会

桜並木でさわやかさんをモデルに
あなただけの春を写真に
収めてみませんか

札場河岸公園内の桜並木をライトアップします

一度は失われた演目『越後國柏崎　弘知法印御伝記』

古浄瑠璃とは？

記念式典での記念品贈呈

氷の50周年モニュメント

3
31

問文化観光課☎922-24035922-3406問文化観光課☎922-24035922-3406

  開催期間 美術家名 展示作品の種類
 4月  3日㈫～  8日㈰ 麦倉忠彦 彫刻
 4月10日㈫～15日㈰ 河西昭治 絵画
 4月17日㈫～22日㈰ 越沼英夫 写真
 4月24日㈫～29日㈷ 鈴木喜美子・宮地陶博 絵画・工芸

  日にち 受付時間 出発時間 定員
 3月25日㈰ 

午前9時15分～
 ①午前9時30分 各回20人

 4月  5日㈭  ②午前10時30分
   ①午後1時
 4月  8日㈰ 午後0時45分～ ②午後2時 各回30人
   ③午後3時 

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3月20日号

市の人口　平成30年3月1日現在　24万7892人（男12万5743人・女12万2149人）／前月比17人減／世帯数11万4688世帯
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