
歳出歳入

SOKA
自主財源：56.5％

依存財源：
43.5％

民生費
357億6223万円
47.5％（0.3％）

土木費
109億177万円
14.5％（6.9％）

総務費
85億4163万円
11.3％（4.1％）

衛生費
54億7039万円
7.3％（4.2％）

公債費
54億6921万円
7.2％（－1.3％）

教育費
56億5585万円
7.5％（8.0％）

消防費
25億417万円
3.3％（3.2％）

議会費・商工費ほか
10億5475万円
1.4％（－3.9％）

％は構成比率
（　）は前年度比増減率
1万円未満調整

市税
350億5935万円
46.5％（0.7％）

諸収入
9億1934万円
1.2％（－24.8％）

地方交付税
27億円
3.6％（－23.9％）

地方消費税
交付金
40億2600万円
5.3％（11.0％）

県支出金
44億3899万円
5.9％（5.3％）

市債
65億2890万円
8.7％（12.7％）

国庫支出金
138億5633万円
18.4％（6.8％）

その他（依存財源）
12億5300万円
1.6％（6.4％）

その他（自主財源）
65億7809万円
8.8％（5.6％）

［歳出］［歳入］

■一般会計の内訳／予算額753億6000万円

■平成30年度当初予算一覧

公共下水道事業
交通災害共済事業
新田西部土地区画整理事業
駐車場事業
新田駅西口土地区画整理事業
国民健康保険
介護保険
後期高齢者医療

特別会計

水道事業
病院事業

企業会計

一般会計

予算区分 平成30年度（円） 増減率
（%）

総計

（1万円未満調整）

736億1300万
564億7342万
74億2057万

3623万
2億1549万
2億1676万
9億1940万

315億3773万
136億3026万
24億9698万
216億7644万
69億4122万
147億3522万
1517億6286万

平成29年度（円）

2.4
‒ 13.8
0.2

‒ 30.6
‒ 15.3
‒ 82.5
‒ 58.2
‒ 24.2
3.2
5.1
4.1
7.5
2.5
‒ 3.4

753億6000万
486億5440万
74億3470万

2514万
1億8253万
3791万

3億8387万
239億  216万
140億6449万
26億2360万
225億6903万
74億6357万
151億  546万
1465億8343万

　市議会2月定例会で平成30年度予算が原案どおりに可決されま
した。予算は、第四次総合振興計画を踏まえ、市の将来像「快適
都市～地域の豊かさの創出～」の実現を目指し、3つの重点テー
マ「持続可能性の向上・ブランド力の向上・コミュニティ力の向
上」に基づき、市制60周年にかかわる多様な事業を含め編成しま
した。一般会計予算の総額は753億6000万円（前年度比2.4%増)､
一般会計・特別会計・企業会計を合わせた総額は1465億8343万
円（同3.4%減）になりました。

　一般会計は子どもや高年者、障がい
者などへの福祉サービスや、公園・道
路の整備、公民館、図書館の運営など
市民の皆さんの暮らしにかかわる会計
です。
　歳入予算のうち、市税など市が自主
的に確保できる自主財源が全体の
56.5%を占め、国・県支出金や市債な
どの依存財源が43.5%となっています。
　歳出予算のうち民生費は357億6223
万円で全体の47.5%を占め、国民健康
保険費は減額となりましたが、保育園
費等で増額が見込まれ、前年度比0.3%
増額となりました。
　また、教育費は56億5585万円で学校
のトイレ環境改善整備事業、非構造部
材耐震化事業や校舎等大規模改造事業
を実施することなどから、前年度比
8.0%増額となりました。
　

　特別会計は、国民健康保険や介護保
険など特定の事業を行うための会計で、
全体で8会計があり、予算総額は486億

平成30年度主要事業

5440万円（前年度比13.8%減）となり
ました。このうち、国民健康保険特別
会計は主に国保都道府県化による制度
改正等に伴う保険給付費減のため、前
年度比24.2%の減額となりました。
　

　企業会計は、事業に必要な資金をそ
の収入で賄う独立採算制の会計で、水
道事業会計と病院事業会計があり、予
算総額は225億6903万円（前年度比
4.1%増）となりました。

　

　

○本庁舎建設事業
【公共建築課】6937万円
　災害時の対策本部となる市役所を現
在の本庁舎敷地内において建て替える
ため、平成33年度中の完成に向けて、
基本・実施設計、環境事前調査を行い
ます。

○市民温水プール建て替え事業
【スポーツ振興課】1059万円
　老朽化した市民温水プールを、屋内
運動機能等を含んだ施設に建て替える
ための基本設計等を行います。
○障害児相談支援推進等事業
【子育て支援課】1500万円
　障がいや発達に心配のある子どもの
支援に必要な障害児相談支援体制の充
実を図るため、指定障害児相談支援事
業者等に対し、必要な補助を行います。
○児童発達支援センター あおば学園
整備事業
【子育て支援センター】1000万円
　老朽化が進んでいる児童発達支援セ
ンターあおば学園を新たに整備するた
め、敷地測量・地質調査を行います。

○日本文化芸術等関連施設整備事業
【文化観光課】2億89万円
　市民の文化活動の促進、観光の振興
を図るため、草加市文化会館西側に和
の文化芸術の拠点を新築します。
○幼稚園就労支援預かり保育事業
【保育課】3450万円
　多様化する働き方を応援するため、
3～5歳児の預かりを行う既存の私立幼
稚園に対し、「就労支援預かり保育事
業補助金」を創設し、新たに交付しま
す。

○放課後児童健全育成事業
【子ども育成課】8億2954万円
　17か所の児童クラブの運営者をＮＰ
Ｏ法人草加・元気っ子クラブから社会
福祉法人草加市社会福祉協議会に変更
し、事業の安定化を図ります。
○新田駅東口土地区画整理事業
【新田駅周辺土地区画整理事務所】
　16億2707万円
　良好な住環境づくり及び未整備の都
市計画街路等の公共施設を整備するた
め、土地区画整理事業を進めます。
○新田駅西口土地区画整理事業
【都市計画課】2億3068万円
　災害に強いまちづくりの実現に向け
た公共施設整備と、宅地の利用増進を
図るとともに、健全な住宅地として居
住環境を整備するため、土地区画整理
事業を進めます。
○草加駅東口駅前広場整備事業
【道路課】2160万円
　草加駅東口の駅前広場の利便性、機
能性の向上及びにぎわいの創出を図る
ため、実施設計を行います。
○エアコン設置事業（特別教室）
【総務企画課】342万円
　児童生徒の健康保持及び学習環境向
上のため、小・中学校の特別教室のエ
アコンを平成31年度に設置するための
準備を進めます。

一般会計

特別会計

企業会計

持続可能性の向上

ブランド力の向上

問財政課☎922-07615922-1547
一般会計予算額753億6000万円

平成30年度の
主要事業

【】は担当所管名、金額は予算額

次頁へ続く

あおば学園

特別教室にもエアコン設置へ

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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〒340-8550
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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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…このマークは、「市制60周年
　記念事業・協賛事業」です



　平成30年度から、子宮がん検診は毎年受診可能となり、保健セン
ターへの申し込みが不要になりました。直接、指定医療機関（右表
参照）の窓口に申し出て受診してください。
■対　象　者　20歳以上
■実 施 期 間　6月1日㈮～11月30日㈮（休診日を除く）
■受 診 方 法　実施期間内に、指定医療機関の窓口に申し出て受診
　　　　　　 （受診券はありません。健康保険証を持参）
■費　　　用　頸部検診：1700円　

頸部・体部検診（医師が必要と認め、説明に本人が
同意したとき）：2500円

■無料対象者 75歳以上・65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制度
加入者・生活保護受給者・中国残留邦人等支援給付
制度適用者・非課税世帯の人

■注 意 事 項　検診は実施期間内に、1回のみの受診となります。
　　　　　　　2回目以降は全額自己負担

　中央図書館では雑誌等の充実を図るため、雑誌カバーに企業や団
体等の広告を掲載し、掲載する雑誌（図書館が定期購入している雑
誌の中から選択可）の購入費用を負担する広告主を募集しています。

■募集対象　企業・団体等
■掲載期間　雑誌の提供開始から1年間
■設置場所　最新号雑誌カバー・雑誌収納扉
■規　　格　縦16㎝×横13㎝以内
■費　　用　対象雑誌の年間購入費用
■広告内容　「市広告掲載事業要綱」「市広

告掲載基準」に適し、図書館掲
載にふさわしいもの（内容は年
4回まで変更可）

□申指定の申請書（図書館ホームページから入手可）に掲載する広告
を添えて同館2階事務室へ。申請内容を審査後、後日通知。

　ふるさと納税制度は、応援したい自治体に寄付の形で税を納めら
れる制度です。市でも平成27年6月より全国から寄せられたふるさ
と納税のお礼として返礼品を贈呈し、市や市内の製品のPRをして
います。今回返礼品の提供を希望する事業者を募集します。
■参加条件　①市内に事業所を有していること
　　　　　　②市内事業所等で製造・加工した商品・市内産の原材
　　　　　　　料を使用している商品であること

　4月1日付けで高橋昌夫氏が法務大臣より人権擁護委員に委嘱され
ました。任期は平成33年3月31日まで。

　高橋氏は学校法人
高橋学園理事長、草
加市情報公開・個人
情報保護審議会委員
などを歴任し、今回
で7期目。

■指定医療機関

※広告掲載イメージ

選挙啓発標語優秀作品が決まりました
問選挙管理委員会☎922-24905927-7693

かがわ医院

木島医院

児玉医院

草加菅原レディ－スクリニック

瀧澤医院

松原レディ－スクリニック

メディカルトピア草加病院　※要予約　

八潮中央総合病院　※要予約

草加3-8-21

谷塚町648-1

氷川町2144-25

氷川町2118-35

北谷2-18-35

栄町2-12-5

新栄2-27-8

谷塚1-11-18

八潮市南川崎845

☎942-6062

☎925-1919

☎925-1819

☎923-1131

☎942-3318

☎936-3251

☎934-0303

医療機関名 所在地 電話番号

問保健センター☎922-02005922-1516

子宮がん検診のお知らせ　

問中央図書館☎946-30005944-3800

問人権共生課
　☎922-08255927-4955

中央図書館雑誌カバー等への 　　
 広告の掲載主募集 □申産業振興課へ。☎922-34775922-3406□申

ふるさと納税返礼品協力事業者募集

人権擁護委員に
高橋昌夫氏を委嘱

○子ども教育連携推進事業
【子ども教育連携推進室】285万円
　全ての中学校区において、幼保小中
を一貫した教育を実施し、教員・保育
士が0歳からの15年間を見通した保育
・教育を実施できるよう、既存の子ど
も教育プログラムの改定等を行います。

　
○地域福祉活動推進事業（コミュニテ
ィソーシャルワーカーの配置）
【福祉政策課】750万円
　地域の課題を把握し、課題解決に向
けたケアプランの作成や、不足してい
る福祉サービスの開発、地域コミュニ
ティづくりなどを行う「コミュニティ
ソーシャルワーカー」を配置します。

○（仮称）松原児童センター建設事業
【子ども育成課】3589万円
　平成33年度の供用開始に向け、平成
29年度に策定した基本計画に基づき、
市民ワークショップを開催する中で、
基本設計・実施設計を行います。

○市制60周年関連事業
【総合政策課】3219万円
　市制施行から60年の歴史を振り返り、
市民の皆さんのまちへの愛着・誇りを

醸成し、快適都市の実現につなげるた
め、記念式典の開催、PR映像の制作、
市歌の編曲、次世代合唱団の結成・合
唱披露等を行います。
○国指定名勝 おくのほそ道の風景地 
草加松原展【文化観光課】1320万円
　草加の歴史を尊重し、草加に息づく
にぎわいと活気にあふれた文化芸術の
振興、向上、発展を図るため、全国か
ら「草加松原」をテーマとした作品を
公募し、美術展を開催します。

○古浄瑠璃「越後國柏崎弘知法印御伝
記」草加公演【文化観光課】526万円
　古典芸能の魅力発信による文化芸術
の振興のため、古浄瑠璃「越後國柏崎
弘知法印御伝記」公演を実施します。

○大相撲草加場所
【スポーツ振興課】930万円
　国技である相撲を通じた青少年健全
育成を図るべく、市民団体である実行
委員会と共催で、大相撲草加場所を開
催します。　

コミュニティ力の向上

市制60周年事業

草加松原

市制60周年記念ロゴ

☎912-3300
検診専用ダイヤル
☎998-8001
検診専用ダイヤル

水上レディ－スクリニック   ※要予約
 （初診の人は予約不要）

　選挙をより身近に感じてもらうため選挙啓発標語を募集した
ところ、136点の応募があり、審査の結果、次のとおり入賞者
を決定しました。
　これらの優秀作品は、選挙啓発に活用していきます。
■特選　「投票は　生かして未来の　街づくり」
　　　　（松原1丁目　野口都未子さん）
■入選　「一八歳　未来の草加を　創る一票」

（北谷2丁目　熊谷徹也さん）
「Let's Go!　当日無理なら　期日前」
（弁天2丁目　和久井将弘さん）
「選びます　住みよい草加に　できる人」
（氷川町　岩崎弘平さん）
「この一票　みんなで決める　町の未来」
（手代町　渡辺清己さん）

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

掲載
箇所

② 2018年4月5日号 草加人のための情報紙　広報「そうか」市政情報



　定員5人（当日先着順）。市内在住
の聴覚障がい者で手話通訳者の派遣を
希望する場合は、会議開催1週間前ま
でに担当事務局へ連絡を。

■建築審査会＜都市計画課☎922-18025922-3145＞
…4月20日㈮午後2時～　市役所仮庁舎（FTビル）C会議室で

　職場の健康保険をやめた時、または加入した時などは、国民健康
保険（以下国保）の届け出が必要です。該当する人は、保険年金課
またはサービスセンターで手続きをしてください。
　※各種届け出には、本人確認書類（運転免許証・パスポート等）
と個人番号のわかるもの（通知カード・マイナンバーカード等）が
必要です。別世帯の人が手続きをする時は、「委任状」の持参を。
■国民健康保険の主な届け出

①社会教育委員
　本市の社会教育に関し教育委員会に助言を行います。
■対　　象　市内在住の20歳以上（6月1日現在）で、他の審議会等
　　　　　　の委員になっていない人
■募集人数　1人
■任　　期　委嘱の日から2年間
■報　　酬　会議1回につき7000円
■小 論 文　テーマ「生涯学習を通して得られるものとは」
■公開抽選　4月25日㈬午後2時からぶぎん草加ビル4階教育委員会

会議室で
■申込期限　4月20日㈮
②草加市立小中学校通学区域審議会委員
　小中学校の通学区域の在り方に関する事項を審議します。
■対　　象　市内在住の20歳以上（7月1日現在）で、他の審議会等

の委員になっていない人
■募集人数　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
■小 論 文　テーマ「草加市の通学区域について」
■公開抽選　6月7日㈭午前10時からぶぎん草加ビル4階教育委員会

会議室で
■申込期限　5月30日㈬
□申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、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（600～800字）を記
載し、①は〒340-8550生涯学習課、②は〒340-8550学務課へ。いず
れもファクス・メール可。

　資源の消費を抑制し、自然エネルギーを有効利用する活動を支援
するため、環境への負荷の少ない機器や設備等を購入・設置した場
合に補助を行います。重複申請も可能です。
　購入・設置をする前に環境課へ申請してください。申し込みが予
算に達した時点で締め切ります。
■機器購入　補助額は①～⑥が2万円、⑦は1万円
①太陽熱を利用した給湯器
②地中熱を利用した給湯器
③家庭用コージェネレーションシステム
④燃料電池給湯器
⑤家庭用蓄電池
⑥次世代自動車（電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイ
ブリッド自動車）

⑦HEMS
■雨水貯留施設設置　経費の2分の1で限度額1万円を補助
■太陽光発電システムの設置　1kWあたり1万5000円

（限度額10万5000円）
※太陽光発電システムの設置については、大規模災害時に近隣の小
電力機器への充電を約束・宣言すればさらに1万円を、出力が2kW
未満のものの設置については2万円を加算。

　身近な場所で植物、鳥、昆虫など42種を調査し報告する個別調査
や、下表の集合調査に参加する人（在勤・在学も可）を募集します。
■集合調査日程（全6回）

■国保への加入・脱退等の届け出は速やかに
　国民健康保険税は、職場の健康保険をやめた月など、国保に
加入しなければならない月の分から課税されるので、加入届の
提出が遅れると、さかのぼって保険税を納めることになります。
　また、国保の脱退届が提出されるまでは国保に加入している
とみなされるため、職場の健康保険の保険料と国民健康保険税
を二重に納めてしまうこともあります。
　国保への加入・脱退の届け出は速やかに行ってください。平
成30年度より国保の都道府県化が実施されますが、加入・脱退
等の手続きは、いままで通り草加市保険年金課へ。

　4/21㈯8時50分柿木公民館集合。柿木の田んぼ
で植物を中心とした生きもの調査会。小学生以
上（3年生以下保護者同伴）対象。定員30人。□申
環境課へ。ファクス・メール可。

他の市町村から転入してきた時
職場の健康保険をやめた時
職場の健康保険の被扶養者でなくなった時
子どもが生まれた時
生活保護を受けなくなった時
外国籍の人が入る時
他の市町村に転出する時
職場の健康保険に入った時
職場の健康保険の被扶養者になった時
国保被保険者が死亡した時
生活保護を受けるようになった時
市内で住所が変わった時
世帯主の氏名が変わった時
世帯が分かれたり、一緒になったりした時

就学や施設入所のため、
別に住所を定める

保険証をなくした時
汚れて使えなくなった時

入
る
と
き

や
め
る
と
き

そ
の
他

他の市区町村の転出証明書
職場の健康保険をやめた証明書
被扶養者でなくなった証明書
保険証、出生を証明するもの
保護廃止決定通知書
在留カード、パスポート
保険証

保険証、死亡を証明するもの
保険証、保護開始決定通知書

保険証

保険証、在学証明書または
入所証明書、他市区町村住民票

本人確認書類

国保と職場の健康保険の両方の保険
証（職場の保険証が未交付の場合、
入ったことを証明するもの）

こんな時 届け出に必要なもの

調査員以外も参加できます！調査会参加者募集

審議会等の
開催日程

問保険年金課☎922-15925922-3178

職場の健康保険をやめた時・加入した時は
国民健康保険の届け出を

問社会教育委員…生涯学習課☎922-28195922-3498
　　　　　　　　shogaigaku@city.soka.saitama.jp
　小中学校通学区域審議会委員…学務課☎922-26745928-1178
　　　　　　　　　　　　　　    gakumu@city.soka.saitama.jp





❶社会教育委員
❷小中学校通学区域審議会委員

□申環境課へ。☎922-15195922-1030 
　　　　　　 kankyoka@city.soka.saitama.jp
□申
　　　　　　 

市内の動植物を調査してみませんか
生きもの調査員を募集 地球温暖化防止活動補助金を利用してください

4月21日㈯
5月13日㈰
7月24日㈫
8月21日㈫
12月8日㈯

午前9時～
正午

柿木地区（田んぼ）　植物中心
柿木地区（田んぼ）　シギ・チドリ類中心
柿木地区（そうか公園、田んぼ、中川）　植物・昆虫
獨協大学（キャンパス内）、松原団地記念公園　植物・昆虫
新田西部地区（綾瀬川沿い）　鳥中心

青柳地区（葛西用水）　植物中心

日程 時間 場所・内容

平成31年
2月24日㈰

□申環境課へ。☎922-15195922-1030□申

募集

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③2018年4月5日号市政情報



　交通遺児の学業継続を援助し、人材
を育成することを目的に、市内の篤志
家により発足した奨学金です。市内在
住の小学生から大学生までの交通遺児
対象。月額支給奨学金は小学生7000円、
中学生1万3000円、高校生2万円、大学
生3万円（短大、大学院、専門学校を
含む）。返済の必要はありません。ლ

5/2㊌までに交通対策課へ。☎922-164
15922-1030

　田植えのシーズンを迎え、4/16㊊
（見沼用水）・24㊋（八条用水）・26
㊍（葛西用水）に各用水の通水を始め
ます。水量が増加しますので、水難事
故に遭わないよう注意してください。
なお、通水は9月下旬まで行います。
問農業委員会事務局（産業振興課内）
☎922-08425922-3406

　市内の農家が育てた野菜を庭先で販
売している場所をまとめた庭先販売マ
ップを市内公共施設などで配布してい
ます。庭先販売マップを活用して市内
の畑で採れた安心で新鮮な野菜を味わ
ってみてはいかがでしょうか。問産業
振興課☎922-08425922-3406

　手話の技術だけでなく、聴覚障がい
者の生活や特性、福祉制度などについ
ても学べます。いずれも会場は草加市
文化会館ほか。
■手話奉仕員養成講座「入門」　5/18
～10/26の㊎（8/10を除く）19時15分
～21時15分。全23回。初心者対象。定
員40人。受講料3240円
■手話奉仕員養成講座「基礎」　5/10
～12/6の㊍（8/16を除く）9時30分～11
時30分。全30回。入門講座修了または
同等レベルの人対象。過去に1度受講
した人も可。定員30人。受講料3240円
■手話通訳者養成講座Ⅰ　5/8～平成
31年3/12の㊋（㊏開催もあり）19時15
分～21時15分（㊏9時30分～11時30
分）。手話通訳者を目指し、平成31年
度の手話通訳者養成講座Ⅱ・Ⅲ（平成
31年4月から開始で全92回）を受講で
きる次の①～③のいずれかに該当する
人対象。①過去に本講座を受講②手話
奉仕員養成講座「基礎」を受講③上記
と同等レベル。定員20人。受講の可否
は、4/21㊏9時30分から中央公民館で
行う受講審査会（読み取り・手話表
現）で決定。受講料は平成30年度4860
円、同31年度6048円（テキスト代）
ლ奉仕員養成講座は4/18㊌、通訳者養
成講座は4/11㊌（必着）までに、往復
はがきに住所・氏名・年齢・電話番号
・希望講座名・受講動機、保育希望
（未就学児）の有無を明記し、〒340-
0013松江1-1-32草加市社会福祉協議会
へ。☎932-67705932-6781

　下表の対象者へ、3月末に日本脳炎2
期、麻しん・風しん混合（MR）2期、
二種混合の予防接種の通知を郵送しま
した。接種回数は1回。通知に同封の
指定医療機関で接種してください。転
入などで通知が届かなかった人は連絡
を。問保健センター☎922-02005922-
1516

　4～8月の第2㊍19時～21時。会場は
市民体育館。ボールの投げ方やゲーム
などの体験。障がいのある小学生以上
とその家族・支援者対象。定員各日40
人。参加費各日100円。室内運動靴持
参。ლ各開催日前日までに電話で市民
体育館へ。☎5936-6239

　お休み処「草加宿神明庵」で湯茶の
振る舞いやお土産品の販売などで神明
庵を訪れた人をもてなします。㊏・㊐
を含む11時～16時に参加できる人対象。
4/16㊊13時30分から草加宿神明庵で説
明会を行います。ლ文化観光課へ。☎
922-24035922-3406

　5/8㊋13時30分～15時30分。会場は
中央公民館。弁護士が、離婚、相続、
借金の問題などあらゆる法律問題にお
応えします。予約不要。問埼玉弁護士
会越谷支部☎962-11885962-1422（㊊
～㊎10時～16時30分）

　4/29㊗。審判講習会…9時～12時。9
人制バレーボールの競技者対象。審判
技術や公式記録技術を学ぶ。技術講習
会…13時～17時。小学生以上対象。バ
レーボールの基礎技術を学び簡易ゲー
ムを行う。いずれも会場は市民体育館。
参加費500円。あればルールブック持参。
ლ4/22㊐までに電話で草加市体育協会
へ。☎928-63615922-1513

　5/12㊏9時～12時。会場は八潮消防
署。乳幼児に必要な心肺蘇生法・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。ლ4/28㊏
までに八潮消防署へ。☎998-0119599
7-8519

　埼玉県都市競艇組合は草加市を含む
15市で構成され、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。競艇の開催期間は4/17㊋～20
㊎、22㊐～27㊎、5/10㊍～14㊊、31㊍
～6/5㊋、8㊎～12㊋、29㊎～7/4㊌。
会場はボートレース戸田。問財政課☎
922-07615922-1547

　4/26㊍10時～16時30分。会場はイト
ーヨーカドー新田店。草加中央ボラン
ティアクラブの協力。問福祉政策課☎

922-12345922-1066

　6/10㊐9時30分～15時。会場は記念
体育館。卓球バレーや障がい者スポー

ツを体験できます。障がいのある人と
その家族対象。定員350人。参加費300
円。室内履き、あれば卓球ラケット持
参。ლ4/30㊡までに電話で草加市体育
協会へ。卓球バレーは同協会ホームペ
ージから申請書を入手しファクス。☎
928-63615922-1513

　4/15㊐～22㊐（15㊐・22㊐はイベン
トを行います）。会場は草加駅東口周
辺。この春、進学や就職などで草加に
引っ越してきた皆さんに草加の魅力を
伝えようと草加駅東口にある8商店会
と丸井・イトーヨーカドー・ヴァリエ
が合同で開催します。期間中は草加駅
周辺のイベント参加店舗で割引などの
特典が受けられます。詳細は草加Wel
comeFestivalホームページで確認を。
イベント内で行われる「クイズ草加
王」の申し込みも同ホームページへ。
問産業振興課☎922-34775922-3406

　認知症の不安や心配を抱えている人
やその家族などが気軽に交流し、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
■ホッと！さわやか　4/14㊏13時30分
～15時30分。テーマ「振り込め詐欺被
害防止について」。定員20人。参加費
100円
■草加キングス・ガーデン　4/14㊏14
時～16時。テーマ「お薬と上手に付き
合う」。参加費100円
■デイサービスセンター草加　4/14㊏
14時～16時。健康体操と手工芸の体験。
参加費100円
■埼友草加病院　4/21㊏14時～16時。
終活記帳（エンディングノート）の書
き方について講演。定員100人。参加
費200円
■ボンセジュール草加　4/28㊏13時30
分～15時30分。「高齢者の薬の飲み過
ぎを考える・多剤併用のリスク」につ
いて講話。定員40人。参加費100円

　よさこいやトランポリン、卓球バレ
ー、カローリングなどの体験。4/7～
平成31年3/23の月2回㊏（除外日あ
り）13時～15時。全22回。会場は市民
体育館。小学生以上の知的障がい者と
その家族・支援者対象。定員各日30人。
参加費1回200円。室内履き持参。当日
直接会場へ。問市民体育館☎5936-62
39

　4/16㊊10時～13時。会場は保健セン
ター。小松菜おにぎり、肉巻おにぎり、
鶏つくね焼きほか。定員25人。材料費
500円。エプロン、三角巾、布巾2枚持
参。ლ4/6㊎から保健センターへ。☎9
22-02005922-1516

パラリンピック種目を体験しませんか
春のボッチャ体験会

ヘルシー料理教室
500kcal　バランス満点弁当

「クイズ草加王」にチャレンジ！
草加Welcome Festival開催

（※）平成10年4/2～同19年4/1生まれの人は、20歳の
誕生日の前日まで、日本脳炎予防接種の定期接種（無料）
が受けられます。母子健康手帳を確認し、接種が不十分な
人は早めに接種してください。

予防接種名 通知対象者（接種期間）

日本脳炎２期（※）

麻しん・風しん
混合（MR）２期

平成20年4/2～同21年4/1生まれ
（9～13歳の誕生日の前日まで）

平成24年4/2～同25年4/1生まれ
（平成31年3/31まで）

平成18年4/2～同19年4/1生まれ
（11～13歳の誕生日の前日まで）二種混合

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 ・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

市内農業用水に通水
水量増加にご注意を

庭先販売マップ2018を活用して
市内の新鮮な野菜を食卓に

愛の献血
ボートレース事業の収益金で道路整備

草加宿神明庵運営ボランティア募集

手話講習会

地元弁護士による無料法律相談会

バレーボール審判・技術講習会

普通救命講習会Ⅲ

高橋記念草加市交通遺児奨学基金

各種予防接種の通知を送付

オレンジカフェ（認知症カフェ）

スポーツ広場

草加パリポリレクリエーションの集い

４/６㊎～15㊐は「春の全国交通安全運動」期間。交通ルールを守って通行しましょう！

4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

④ 2018年4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）3月20日現在　人身事故172件（－64）　死者1人（－5）



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31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

母
子
保
健

成
人
保
健

4/23㊊

4/25㊌

【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
保育はありません

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

5/8㊋

5/22㊋

平成28年10/1～15生まれ

平成28年10/16～31生まれ

対象者に4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）

6/14㊍・17㊐・21㊍、
7/1㊐・2㊊・19㊍・23㊊、
9/6㊍・20㊍・29㊏

5/9㊌・18㊎・23㊌、
6/4㊊・13㊌、
7/4㊌・9㊊・20㊎・31㊋、
8/3㊎・23㊍

6/1㊎～12/14㊎
（休診日を除く）

5/15㊋～平成31年1/31
㊍（休診日を除く）

6/1㊎～11/30㊎
（休診日を除く）

7/2㊊～9/29㊏
（休診日を除く）

6/1㊎～12/14㊎
（休診日を除く）

30歳以上
胃の手術経験のある人や胃痛など何
らかの自覚症状がある人は医療機関
へ　定員各日140人

40歳以上で、これまでに市の肝炎ウ
イルス検診を受けていない人

20歳以上

50歳以上

40歳以上

30歳以上

40歳以上の女性で、前年度市の乳が
ん検診を受けていない人
妊娠中・授乳中・断乳後6か月以内・
乳房整形・ペースメーカー使用者は
不可　
定員　（集団）各日90人
　　　（個別）600人

【要申込】8/31㊎（消印有効）までに窓口またははがきに希望の検診名・
住所・氏名・生年月日・電話番号、胃・大腸・乳がん検診は検診日の第3希
望までを明記し、保健センターへ。乳がん検診は集団か個別のどちらを希
望か明記。（健康カレンダー掲載の「申込書」を参照）
全日程の申し込み可。全日程は健康カレンダー・ホームページを参照
定員制の検診を希望の場合は、早めの申し込みを。
※乳がん個別検診は、定員に達した時点で申し込みを終了とし、集団検診
のご案内となります
＜決定通知（受診券）送付時期＞
胃・大腸・乳がん検診(集団)・・・決定した検診日の約1か月前に送付
口腔がん検診・乳がん検診(個別)・・・5月上旬から送付
肝炎検診・・・5月下旬から送付
＜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
制度被保険者・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
※乳がん検診・子宮がん検診の対象者のうち、一部の対象者には無料ク
ーポン券を送付予定
※各検診は、実施期間内に１回のみ

【直接指定医療機関で受診】
指定医療機関一覧は5月中旬以降、保健センター、市ホームページ、
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＞上記参照

問診・胃部バリウムX線検査・
便潜血検査
費用
胃がん900円　大腸がん500円

視触診・マンモグラフィ検査
費用1300円

8時15分～（受付：8時15分～10時）
※所要時間　約2～3時間
大腸がん検診のみ　9時30分～
(受付：9時30分～10時30分）

13時～
（受付：13時～14時）
※所要時間　約2～2時間30分

Ｂ・Ｃ型肝炎検査　費用1000円

便潜血検査　費用500円

問診・視診・触診　費用700円

費用　頸部検診　費用1700円
頸部・体部検診　費用2500円（医師が必要と認め、本人が同意したとき）

胸部レントゲン直接撮影・かく痰検査（医師が必要と認めたとき）
費用　レントゲン800円　かく痰検査900円

マタニティサロン 4/18㊌ 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・仲間づくり
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 4月下旬～5月中旬 平成30年3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3月末に診査票を送付済み。届かない人は連絡を
4/10㊋

4/24㊋

平成27年1/1～15生まれ

平成27年1/16～31生まれ

マタニティクラス
両親学級 5/13㊐・16㊌

平成30年7～9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
絵本の読み聞かせ

乳幼児相談 5/9㊌ 9時30分～12時

㊊～㊎（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 開催日当日、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 4/25㊌ 【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

胃がん・大腸がん検診
◇集団検診

乳がん検診
◇集団検診

6/1㊎～11/30㊎
（休診日を除く）

視触診・マンモグラフィ検査
費用1300円

乳がん個別検診
（指定医療機関）

肝炎ウイルス検診
（指定医療機関）

口腔がん検診
（指定医療機関）

子宮がん検診
（指定医療機関）

肺がん・結核検診
（指定医療機関）

大腸がん個別検診
（指定医療機関）

初期

中期

後期

　4/27～平成31年3/22の㊎（除外日あ
り）9時30分（7～9月は9時）市民体育
館集合。全20回。ウオーキングを中心
に、健康づくりに効果的な運動を継続
的に行い、運動習慣を身に付けましょ
う。18歳以上対象。定員30人。参加費
2000円。ლ4/6㊎から電話で草加市体
育協会へ。☎928-63615922-1513

　4/25㊌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

　5/15～7/17の㊋（6/12、7/10を除
く）10時～12時。全8回。会場は中央
公民館。新聞紙を利用したいつでもど
こでもできるオリジナル体操「一本棒
・バッテン棒体操」のリーダー養成講
座を開講します。転倒予防や認知症予
防のため音楽に合わせて楽しく行う体
操の指導法を一緒に学びませんか。講
師は健康運動指導士の田邉雅子氏。定
員40人。ლスポーツ振興課へ。☎922-

28615922-3172

　4/29㊗9時～16時（雨天時は4/30

㊡）｡会場は綾瀬川左岸広場。ラジオ
DJ体験・バッグプリント・ダンス甲
子園・せんべい焼き・ボールプールほ
か。ユースサミットを中心に子どもた
ちが企画したイベントがいっぱいです。
ご家族揃って出かけませんか。春の子
どもフェスタ実行委員会主催。問子ど
も育成課☎928-64215928-9632

　伝統文化を学習する教室に参加する
小・中学生を募集します。親子での参
加も可。問生涯学習課☎922-2819592
2-3498
■草加松原地区いけばな親子教室　
5/12～平成31年1月の月1回㊏14時～15
時20分。会場は草加市文化会館。定員
15人。参加費1回900～1000円（花材費
込み）。ლ黒崎へ。☎090-1460-2705
■新田西地区いけばな親子教室　5/26
～平成31年1月の月1回㊏14時～16時。
会場は新田西文化センター。定員20人。
参加費1回700～1000円（花材費込み）。
ლ北岡へ。☎090-1880-3271
■日本舞踊クラブ　5/12～12月の月2
回㊏14時～15時。会場は谷塚文化セン
ター。定員20組。扇子代2000円。ლ中
村へ。☎090-9965-3278
■和装礼法親子教室　4/29～12月の月
1回㊐11時～15時。会場は高砂コミセ
ン。定員10組。ლ中山へ。☎090-4604

-4286

　4/21㊏～5/13㊐。会場は歴史民俗資
料館。収蔵品の五月人形や、市民が制
作したつるし飾り等を展示するほか、
屋上からは鯉のぼりをつるします。季
節感あふれる日本の伝統文化を楽しみ
ませんか。問同館☎922-04025922-11
17

　5/18・25の㊎10時～12時。全2回。
会場は柳島コミセン。定員12人。材料
費200円。エプロン・三角巾・タオル
持参。ლ4/6㊎9時から電話で柳島コミ
センへ。☎5928-2321

　4/29㊗9時～16時（雨天中止）。会
場はそうか公園。輪投げ、電動ミニＳ
Ｌ運転、模擬店、花苗・農産物等即売、
硬式・軟式テニス体験ほか。
■同時開催フリーマーケット　募集は
20区画。出店料1区画1080円。ლみど
り公園課へ。☎922-19735922-3145

一本棒・バッテン棒体操
リーダー養成講座

歩いて健康づくり
ヘルシーウオーキングクラブ

　6/2～9/29の㊏。①そうか公園テニ
スコート…8時～10時、②吉町テニス
コート…13時～15時。いずれも小学生
対象。定員10人。参加費9000円。ლ

5/18㊎（必着）までに往復はがきに住
所・氏名（ふりがな）・性別・生年月
日・電話番号・学校名・学年・希望会
場を記入し、〒340-0022瀬崎6-31-1草
加市体育協会へ。☎928-63615922-15
13

　警察署員の指導で基礎体力と礼儀を
身につけよう。㊍17時30分～19時。会
場は草加警察署道場。小・中学生対象。
定員20人。年額5000円（保険料別途）。
保護者の引率、運営役員等の協力依頼
あり。問同警察署少年係遠藤☎943-01
10

　5/13㊐9時30分開会。会場は記念体
育館。5分間走や立ち幅跳び、上体起
こし、時間往復走、腕立て伏せの5種
類の体力テストを行います。小学生対
象。室内履き持参。ლ4/15㊐までに草
加市体育協会へ。☎928-63615922-15
13

今年のテーマは「誰かのために」！
春の子どもフェスタ

みんなでまちづくり会議開催

手作りパン講習会

そうか公園まつり

伝統文化親子教室

企画展「端午の節句展」

ジュニアテニス教室

子ども・親子向け

草加警察署少年柔道教室

草加市スポーツ少年団「体力祭」

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4月5日号

4月の「なくそう暴力」標語　きみの手は　仲間を救う　勇気の手



⑥ 2018年4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。

■保健センター…5/10～7/12の㊍。
　各コミセンは9時～11時。定員各40
人。保健センターは13時～15時。定員
30人。いずれも65歳以上対象。初参加
者優先。タオル・運動靴持参。
ლ4/6㊎から保健センターへ。☎922-0 
2005922-1516

　ストレッチ体操を中心に楽しみなが
ら筋力アップ。マッサージも学べます。
■柳島コミセン…5/7～7/9の㊊。
■稲荷コミセン…5/23～8/8（6/20、
7/18を除く）の㊌。

高年者向け

　5/13㊐①障がい者コース…12時10分
～13時10分、②小学生コース…13時20
分～14時30分。会場は市民温水プール。
①は知的・身体に障がいのある小学生
以上、②は小学4～6年生対象。室内プ
ールでカヌーの基本動作を学びます。
定員各16人。参加費500円。水着、タ
オル持参。ლ4/6㊎9時から電話で市民
温水プールへ。☎936-68245935-8981

　歌や軽運動を取り入れた認知症予防
教室。5/1・8・15、6/5・12・26、7/3
・10の㊋、5/21・28、6/18の㊊、7/19
の㊍9時15分～10時45分。全12回。会
場は草加市文化会館。物忘れ等認知症
が心配な65歳以上対象。定員30人。運
動靴持参。運動しやすい服装で。ლ

4/6㊎～18㊌に電話で長寿支援課へ。
☎922-28625922-3279

　健康づくりに役立つ実技中心の講座
です。時間はいずれも9時～11時。60
歳以上対象。各期初回に保険料が必要
です。
■民踊　前期5/11～6/22の㊎…新田西
文化センター、中期6/29～8/3の㊎…
中央公民館、後期8/31～10/12の㊎…
勤労福祉会館
■レクリエーションダンス（流行のメ
ロディにあわせて楽しくダンス）　前
期5/9～6/20の㊌…勤労福祉会館、中
期6/27～8/1の㊌…谷塚文化センター、
後期8/29～10/31の㊌（9/19・26を除
く）…中央公民館
■卓球　5/10～9/27の㊍（6/14を除く）
…市民体育館　定員80人（応募多数の
場合抽選）
ლ卓球のみ4/17㊋（必着）までに往復
はがきに住所・氏名・年齢・電話番号
を記入し、〒340-8550スポーツ振興課
へ。その他は開講日に直接会場へ。問
スポーツ振興課☎922-28615922-3172

～11時30分。全6回。定員30人。上履
き持参
④折り紙を楽しもう　5/23㊌10時～12
時。定員20人。材料費100円。のり・
はさみ・定規持参
　いずれも60歳以上対象。ლ①は4/9
㊊、②は4/11㊌、③は4/6㊎、④は
4/10㊋の10時から電話でであいの森へ。
☎936-27915936-2792

ドレミ♪でスッキリ教室
■介護者のつどい　4/10㊋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）☎932-677559
32-6779
■介護者のつどい　4/11㊌13時～14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
■介護者のつどい　4/14㊏14時～16時。
会場は草加キングス・ガーデン。介護
の情報交換と交流。オレンジカフェと
同時開催。介護をしている人、する予
定の人対象。問谷塚西部（包）☎929-00
145929-5222
■いきいき体操教室　4/16㊊14時～15
時30分。会場は新里文化センター。定
員40人。65歳以上対象。運動靴持参。
運動しやすい服装で。ლ4/6㊎から谷

カヌー体験

60歳からのスポーツサロン

塚西部（包）へ。☎929-00145929-5222
■介護者のつどい　4/16㊊18時30分～
20時。会場はふれあいの里。介護の情
報交換と交流。介護をしている人、し
ていた人、関心のある人対象。問安行
（包）☎921-21215928-8989
■はつらつチャレンジ教室　4/27㊎13
時15分～14時45分。会場は川柳文化セ
ンター。定員30人。65歳以上対象。上
履き持参。運動しやすい服装で。ლ4/
6㊎から川柳・新田東部（包）へ。☎
932-70075931-0993
■子育て中の介護者のつどい　4/28㊏
10時30分～12時。会場は中央公民館。
子育てと介護を両立している人の話。
子育て・介護中以外も参加可。問草加
中央・稲荷（包）☎959-91335922-3801
■脳力アップ学習教室　5/11～7/27の
㊎13時30分～14時30分、14時30分～15
時30分の二部制。会場はコンフォール
松原19号棟集会室。定員いずれも16
人。65歳以上対象。教材を利用した簡
単な読み書き、計算や数字ならべ。月
額2000円。ლ4/6㊎から松原・草加東
部（包）へ。☎932-67755932-6779

地域包括支援センター (包)
介護予防教室・介護者のつどい

いつまでも元気に動きたい人へ
高年者マッサージ・ストレッチ体操教室

①フラダンス教室　5/7・21、6/4・
18、7/2・23、8/6・20の㊊10時～11時
30分。全8回。定員30人。上履き持参
②であいの森かけはしサロン　5/9㊌
13時～15時。認知症についての講話・
体操・茶話会。定員20人
③スローストレッチで筋力アップ　
5/17・31、6/7・21、7/5・19の㊍10時

であいの森講座

■キッズクラブ年少体験

記念体育館

市民体育館
各日36人

各日27人
会場 実施日 曜日 時間 対象 定員 参加費

15時～16時

㊋
㊎
㊌
㊍

1回 
500円

5/15・22
5/11・18
5/16・23
5/10・17

年少

スポーツ教室・キッズクラブ
申□4/20㊎（スポーツ吹き矢のみ4/15㊐）（消印有効）までに往復はがきに教室名（コー
ス名）・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。☎928-63615922-1513同協会のホームページからも応募可。応募多
数の場合は抽選。★は4/6㊎から電話で市民温水プールへ。☎936-68245935-8981

申□4/6㊎9時から電話で各会場へ。記念体育館☎922-1151、市民体育館☎
936-6239

■スポーツ教室
会場

市民
温水
プール

そうか
公園

そうか
公園

草加中

教室名（コース名）

健康ウォーキング教室

シニアテニス教室

ジュニアソフトテニス教室

初心者少林寺拳法教室

トランポリン教室

親子リズム体操教室

おはようストレッチ教室

３Ｂ体操教室

バランス＆コアトレーニング教室

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

シェイプアップトレーニング教室

スポーツ吹矢教室

開始日 曜日 時間 回数 対象 定員 参加費

10時～12時

14時～16時

18時～20時

11時～13時

11時～12時

10時～11時

11時～12時

9時～10時

10時～11時

19時30分～21時

13時～14時

15時～16時

16時～17時

19時～20時

15時～17時

㊋

㊎

㊗

㊎

㊎

㊌

㊊

㊎

㊌

㊌

㊍

㊌

㊍

㊎

㊋

㊏

500円

6000円

7000円

2000円

2500円

3000円

4000円

6000円

4000円

3000円

2500円

1000円

40歳以上

55歳以上

小学4年～6年

年中児～一般

18歳以上

18才以上

年中・年長児

18才以上

6

8

16

8

5

各
6

8

12

各
8

各
6

各
5

ジュニア初心者水泳（1・2年A）

ジュニア初心者水泳（1・2年B）

ジュニア初心者水泳（3・4年）

初・中級硬式テニス教室
（月曜A）

初・中級硬式テニス教室
（月曜B）

初・中級硬式テニス教室
（水曜A）

初・中級硬式テニス教室
（水曜B）

5/22

5/11

5/5

5/11

5/11

5/2

5/7

5/11

5/9

5/2

5/10

5/9

5/10

5/11

5/1

4/21

会場

市民
体育館

記念
体育館

教室名（コース名）

健康エクササイズ教室

幼児器械体操教室

小学生器械体操教室

ヨガ教室

幼児トランポリン教室

初心者フラダンス教室

はじめてのバレエレッスン

スイム体験教室★

機能改善アクア教室

げんきがでるアクア教室★

はじめての水泳教室 

親と子どもの水泳教室

開始日 曜日 時間 回数 対象 定員 参加費

16時～17時

17時～18時

16時～17時

17時～18時

19時30分～21時

10時～10時50分

20時～20時50分

9時～10時30分

14時～15時

14時～15時

15時～16時

16時～17時

9時～11時

11時～13時

9時～11時

11時～13時

㊊

㊌

㊍

㊌

㊍

㊎

㊏

㊏

㊊

㊌

4000円

3000円

4000円

3000円

4000円

2500円

1回500円

4000円

1回500円

3000円

4000円

4000円

6000円

40人

25人

20人

15人

20人

40歳以上

年中・年長

小学生

18歳以上

年中・年長

18歳以上女性

年長～小学3年生

18歳以上

小学1・2年生

小学3・4年生

18歳以上

8

各
6

8

6

各
8

各
8

10

6

8 H24.4.2～同27.4.1
生まれの幼児と親

H26.4.2～同28.4.1
生まれの幼児と親

幼児体操教室マット編（A）

親子体操教室（月曜コース）

親子体操教室（金曜コース）

11時～
12時30分

11時30分～
12時30分

10時30分～
11時30分

13時45分～
14時45分

11時15分～
12時15分

幼児体操教室マット編（B）

5/14

5/9

5/10

5/9

5/10

5/11

5/12

5/12

5/7

5/9

20人

20人

30人

20人

20人

30組

20組

40人

80人

20人

30人

25人

20人

20人

20人

24人

20人

各日
10人

各
30人

各
24人

各日
10人

22組

瀬崎小

各
8

各
8

各

各
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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

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）

越谷市

三郷市

八潮市

吉川市

松伏町

■季節展示「端午の節句」　4/15㊐～
5/6㊐　9時～15時45分　会場は同市資
料館および併設の古民家　問同館☎99 
7-6666

■春の花いっぱい運動　4/28㊏10時～
12時（なくなり次第終了）　会場は三
郷市早稲田公園　問みどり公園課☎93 
0-7745

■市制60周年記念不動橋こいのぼりフ
ェスティバル《災害復興支援イベン
ト》　4/29㊗（雨天時は5/3㊗）9時40
分～14時　会場は不動橋・相模町スポ
ット広場　問大相模地区コミュニティ
推進協議会☎988-7370

■さつき展　5/25㊎13時～20時、5/26
㊏9時～17時　会場は市民交流センタ
ーおあしす　問商工課☎982-9697

　市民温水プールの常勤・非常勤職員
を募集します。
■常勤…勤務は週5日40時間（㊏・㊐
・㊗含む）。時間は8時30分～21時15
分1日8時間で2交代制
■非常勤…勤務は週2～3日程度で20時
間以内（㊏・㊐・㊗含む）。時間は17
時15分～21時15分で1日4時間
　いずれも時給963円。研修制度あり。
業務は市民温水プールでの監視・管理
運営業務等。18歳以上（高校生を除
く）70歳未満対象。ლ草加市体育協会
で配布する申込書（同協会ホームペー
ジからも入手可）に必要書類を添えて
〒340-0022瀬崎6-31-1草加市体育協会
事務局へ。☎928-63615922-1513

■車いすを希望する社会福祉団体募集
　草加市スポーツ少年団がプルタブを
集めて購入した車いすを寄贈します　
ლ4/20㊎までに草加市スポーツ少年団
事務局へ。☎927-6774
■第11回絵画専科展　4/6㊎～10㊋10
時～18時（6㊎は12時から、10㊋は17
時まで）　アコス6階ギャラリー大で
　入場無料　約30点油彩等展示　問山
本☎080-1251-5656
■スポーツ吹矢体験会　4/7㊏・14㊏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　4/7～28の㊏13
時～15時　八幡コミセンで　全4回　
参加費400円　ლ山田☎944-8837
■スポーツ吹矢体験会　4/8～29の㊐
13時～15時　川柳文化センターで　初
心者大歓迎　マウスピース代200円　
問植木☎090-2253-8475
■氷川ダンス倶楽部フリーダンス　
4/8㊐13時15分～16時15分　谷塚文化
センターで　参加費700円　軽飲食付
き　男女競技選手多数待機　問太田☎
090-3520-7309
■ふれあいダンスパーティー　4/8㊐
15時30分～18時30分、5/6㊐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
■卓球体験　4/10～24の㊋9時～　市
民体育館で　初心者歓迎　問松が根ク

ラブ須藤☎922-4789
■スポーツ吹矢体験会　4/11㊌15時～
17時、4/15㊐・17㊋・22㊐・27㊎9時
～11時、4/25㊌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
■自彊術（健康体操）体験　4/12㊍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☎94 
2-2239
■親子教室ダンボ体験会　4/13～27の
㊎9時30分～10時30分　原町コミセン
で　1歳～未就園児の親子対象　定員
20組　参加費1回500円　問末光☎090- 
6943-8357
■講演会「東叡山寛永寺領と草加」　
4/15㊐13時30分～15時15分　歴史民俗
資料館で　将軍家菩提寺と草加との関
わり　定員50人　参加費100円　問草
加史談会浅古☎924-3403
■スポーツ吹矢体験会　4/16㊊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
■水彩画三サークル「松の実会」第7
回合同発表展　4/16㊊～22㊐10時～17
時（16㊊は12時から、22㊐は15時ま
で）　草加市文化会館フリースペース
で　問矢田☎931-7803
■介護者サロン「らくだ」　4/20㊎　
わ～くわっく草加で　「こもれび」　
4/26㊍　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
■春季バドミントン大会　4/21㊏9時
～　記念体育館で　男女別ダブルス戦
　参加費1500円、高校生800円、小中
学生500円　ლ4/6㊎までに〒340-0012
神明2-2-45矢島☎5925-4981
■介護者の集い「オアシス」　4/21㊏
10時～12時　中央公民館で　4/28㊏10
時30分～12時　中央公民館で　子育て
しながら介護している人の集い　問山
田☎928-5332
■ボーイスカウトと遊ぼう　4/22㊐10
時～　松原団地西口公園（雨天時ハー

草加市体育協会職員募集

モネス集会場）で　花栗南・松原・小
山小学区の小学1～5年生対象　問草加
第4団中山☎944-4523
■油絵炎展　4/24㊋～29㊗10時～18時
（24㊋は13時から、29㊗は16時まで）
　アコスギャラリー大で　問並木☎
943-5501
■家庭倫理講演会「ともに生きる」　
4/28㊏10時～11時40分　中央公民館で
　参加費1000円　子育てカフェ　4/26
㊍10時～11時30分　草加市文化会館第
2会議室で　問田中☎934-5295
■合気道無料体験会　4/28㊏15時～16
時　小学生　16時～17時　中学生～大
人　草加中柔道場で　駐車場あり　ლ

合気研究所佐久間☎050-7114-0709
■第25回チャリティ「歌と踊りの祭
典」　4/29㊗10時開演　草加市文化会
館で　歌と踊りの共演　募金は草加市
社会福祉協議会に寄付　問草加市カラ
オケ連合会高橋☎090-3902-7570
■台湾映画「恋人たちの食卓」鑑賞会
　4/29㊗13時30分～　中央公民館で　
参加費300円　映画を通じ異文化を学
びます　終了後茶話懇親会あり　ლサ
ークル中国大好き武藤☎090-3574-1031
■アヒルフリーダンスパーティー　
5/6㊐13時15分～16時15分　谷塚文化
センター3階で　軽飲食付き・男女競
技選手待機・ミキシング　参加費500
円　問黒崎☎090-3800-8380
■障害年金・成年後見無料相談会　5/
6㊐13時30分～16時　市民活動センタ
ーで　相談者制限無　定員10人　ლ障
害年金・成年後見サポートチーム新坂
☎080-6528-7364
■家庭婦人バウンドテニス教室　5/11
・18・25、6/1・15の㊎9時30分～11時
　市民体育館で　全5回　初心者歓迎
　保険代1850円　ლ4/24㊋までに金子
☎090-8858-0231
■宅建士講習会　5/13㊐～10/7㊐（全
20回）9時45分～12時15分　草加市文
化会館で　参加費（資料代込み）1回
500円　ლ北川☎080-5185-1474

■東京ヴィヴァルディ合奏団特別演奏
会“エローラの『四季』”Vol.15～渡辺
えりを迎えて　誘惑のタンゴ～　5/20
㊐14時開演　会場は田園ホール・エロ
ーラ　曲目は『四季』全曲、『私はマ
リア』ほか　費用は大人4000円、高校
生以下2000円（全席指定・未就学児入
場不可）問同ホール☎992-1001

4/8㊐

4/15㊐

内科

外科

内科

外科

西倉小児科医院

山崎クリニック

あさこ小児科内科

草加脳神経外科クリニック

旭町4-9-2

中央2-4-11

高砂2-2-31

栄町2-1-33 1F

☎941-7250

☎924-1375

☎922-2517

☎949-6112

　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）

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

㈲寺島管工設備
三栄工業㈱

柳島町193-5
苗塚町55-4

☎925-4566
☎925-7384

4/8㊐
15㊐
   

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



　市内在住の現役の行司である木村銀治
郎さんが、大相撲の楽しみ方や角界の仕
組みについて、分かりやすく楽しい解説
をします。
■日　時　5月12日㈯午後2時～3時30分、
　　　　　6月2日㈯・9日㈯午前10時～11時30分
■会　場　高砂コミセン（6月2日・9日は草加市文化会館）
■講　師　木村銀治郎（峰崎部屋　幕内格行司）
■定　員　30人
■受講料　3000円（全3回）

■会　場
■

　草加市観光協会が主催する「草加さわやかさんコンテスト」の
観覧者を募集します。今年のさわやかさんが決まる瞬間を共に会
場で見守りませんか。
■日　時　6月10日㈰午後2時～　■会　場　中央公民館
■ゲスト　竹花真弓とマリンバ・ヴァーツ、森田彩（民謡）ほか
□申入場整理券は4月12日㈭から市観光協会・中央公民館・各コミ
センで配布

■日　時

■会　場
■講　師
■定　員
■受講料

　世界の名作映画の貴重な映像から、登場する実在の音楽家や
名曲誕生のエピソードなどを楽しく学びます。そのほか、児童

文学作家や画家の物語が描かれた映画も紹介
します。
■日　時　5月9日㈬・23㈬・30㈬、6月6日㈬
　　　　　午後2時～3時30分
■会　場　中央図書館
■講　師　渡辺俊雄（映画評論家）
■定　員　30人
■受講料　4000円（全4回）

　札場河岸公園内に新たな観光案内所「草加宿芭蕉庵」が4月1日プ
レオープンしました。草加松原をはじめ市内の観光案内のほか、草
加せんべいや注染手ぬぐい、皮革製品など地場産品の販売なども行
います。旧宿場通り沿いのお休み処「草加宿神明庵」（☎948-6882）
とともに、お気軽にお立ちよりください。

　姉妹都市「奥会津昭和村」は大自然の宝庫。田植え体験や新緑散
策が楽しめ、草加では味わえない山里の春を感じることができます。
■日　　時　5月19日㈯～20日㈰
■集　　合　19日㈯午前7時30分草加駅東口集合
　　　　　　（バスで移動　片道約4時間半）
■宿　　泊　昭和温泉しらかば荘
■内　　容　ふれあい水田での田植え体験、新緑散策とからむし織

のしおり作り（内容は変更することがあります）
■定　　員　約25人（部屋数、家族構成等で前後する場合あり）
■対　　象　市内在住・在学者（高校生以下は保護者同伴）
■参 加 費　小学生以下1万100円、中学生以上1万4500円（2人以上

の場合1万2500円）（宿泊代、2日目昼食代、有料道路
通行料、各種体験料含む）

　詳細は市ホームページ・草加市観光協会Facebook・公共施設
に配布するチラシでご確認ください。
出場者募集
　部門　①18歳以上39歳以下の部②40歳以上の部
　対象　市内在住・在勤・在学の18歳以上の女性
　　　　※過去にさわやかさんに選ばれた人は応募不可
　任期　2年間
　応募　5月23日㈬（消印有効）までに応募用紙で市観光協会へ
審査員募集
　対象　市内在住・在勤・在学者
　定員　50人（要申し込み）

　11日、草加松原太鼓橋ロードレース大会が
行われ2829人が参加しました。全国高校駅伝
でも活躍した市村朋樹さんも応援に駆け付け、
市民と共に走ってくれました。

3月かどまちごとでき

□申 4月23日㈪（必着）までに往復はがきに住所・氏名（フリガナ）
・性別・年齢・電話番号を記入し、〒340-8550文化観光課へ。1枚に
つき5人まで。申込多数の場合は、初回者優先、はがき単位で抽
選。4月27日㈮以降に当落を通知します。

草加市制
60周年記念
草加市制
60周年記念

問草加市観光協会
　（文化観光課内）
　☎922-2403
　5922-3406

問文化観光課☎922-29685922-3406

草加松原にお越しの際のお休み処

映画に描かれた文学作家たち、芸術家たち

大相撲を楽しむ

プレオープン
観光案内所「草加宿芭蕉庵」

出場してみよう！＆審査員になってみよう！

▲市村さん（左）と一緒に▲市村さん（左）と一緒に
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▲力作揃いの仮装の皆さん▲力作揃いの仮装の皆さん

▲伴走する市村さん（右）▲伴走する市村さん（右）

春問文化観光課☎922-24035922-3406

そうか市民大学　前期講座
問生涯学習課☎922-28195922-3498
　*shogaigaku@city.soka.saitama.jp

往復はがきで
応募してネ！！

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4月5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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