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綾瀬川を和舟で遊覧！綾瀬川を和舟で遊覧！

5月16日 本格的にオープン5月16日 本格的にオープン

日没から午後10時まで季節によって
白・桃・青緑・橙・紫・黄金色にライトアップ
日没から午後10時まで季節によって
白・桃・青緑・橙・紫・黄金色にライトアップ

新規観光用和舟
「草加松原」
4月から運航開始

新規観光用和舟
「草加松原」
4月から運航開始

　市民活動団体「なかね和舟の会」と草加市の共同で、和
舟の乗船体験を行っています。遊歩道を歩いた時とは一味
違う川面から眺める草加松原の風景を堪能できます。
　運航スケジュールは市ホームページでご覧ください。

　5月16日㈬は、俳聖松尾芭蕉が
『おくのほそ道』の旅へ出立した
日。この日に合わせて本格的にオ
ープンします。運営は「草加宿神
明庵運営協議会」の皆さん。
■開館時間：午前10時30分～午
後3時30分
■休館日：月曜日（祝祭日は開館
し、翌日休館）

草加せんべいなどの特産品も販売
ぜひお立ち寄りください。
草加せんべいなどの特産品も販売
ぜひお立ち寄りください。
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　634本の松が並ぶ草加松原遊歩
道。国の名勝に指定された草加松
原は、市民の憩いの場＆草加のシ
ンボル。更なる魅力アップのため、
橋りょうなどのライトアップを行
っています。また、遊歩道の照明
改修や松のライトアップも9月末の
完成を目指して行っています。
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松のライトアップ
9月末完成予定
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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
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■3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）

　市の審議会等を傍聴できます。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週間前までに担当事務局へ連絡を。
■地域経営委員会＜総合政策課☎922-07495927-4955＞
…5月10日㈭午前10時～　市役所西棟第3会議室で

　市長は、草加市病院事業管理者に河野辰幸氏を任
命しました。
　任期は平成30年4月1日から同34年3月31日まで。
　河野辰幸氏は、昭和51年3月東京医科歯科大学医
学部を卒業。平成29年1月まで東京医科歯科大学大
学院消化管外科学分野教授。前草加市立病院長。

【理事級】　市長室長（兼）秘書課長（市長室長（兼）秘書課長）
吉田孝弘▽総務部長（総務部副部長）増渕俊一▽総務部特命理事
（兼）副部長（総務部理事（兼）副部長）浅井公三郎▽子ども未来
部長（監査委員事務局長）下国季樹▽市立病院副院長（兼）医療情
報室長（市立病院診療部長）西岡良薫▽市立病院副院長（兼）脳神
経外科部長（市立病院心臓・脳血管センター長（兼）脳神経外科部
長）新井俊成▽監査委員事務局長（監査委員事務局次長）髙松光夫
▽上下水道部長（上下水道部副部長）中原勝美
【退職者（理事級）】　小野秀樹（総務部長）▽橋本吉朋（子ども
未来部長）▽和気敦志（上下水道部長）▽渡邉廣行（総合政策部技
監（兼）庁舎建設総括監）

　草加市立病院の婦人科診療における一連の問題につきましては、
市民の皆様に多大なるご心配をおかけしておりますことを、深くお
詫び申し上げます。
　病院事業管理者を新しく迎え、新体制のもと、再発防止と安心し
て医療を受けることができる環境づくりを進めてまいります。

草加市長　田中和明

　当院は市民の皆様からの多大なご支援をいただき、地域基幹病院
としての役割を担ってきました。今回、過去の婦人科診療にかかわ
る問題を深刻に捉え、第三者を中心とした委員会による検証を進め
ていくと同時に、他の診療を従来通り行いつつ、病院全体の診療体
制の見直しを進めております。職員一同、掲げた理念を忘れること
なく、安全・安心でレベルの高い医療を提供できるよう不断の努力
を重ねてまいります。

草加市病院事業管理者　河野辰幸

　市長は、市議会2月定例会で議会の同意を得て、教育長に髙木宏
幸氏を、教育委員に宇田川久美子氏をそれぞれ再任しました。任期
は髙木氏が4月1日から平成33年3月31日の3年間、宇田川氏が4月1
日から平成34年3月31日の4年間。

　髙木氏は昭和53年東北大学教育学部卒業、同年栄中学校教諭に就
任、平成8年市指導・青少年課指導係長兼指導主事、同12年花栗中

学校教頭、同16年松江中学校校長、同18年県小
中学校人事課管理主幹、同22年県市町村支援部
副部長を歴任。同23年3月県退職。同年4月から
同27年3月まで草加市教育委員会委員、同23年4
月から教育長。同27年埼玉県都市教育長協議会
副会長、同29年内閣府子ども・子育て会議専門
委員に就任。64歳。

　宇田川氏は、昭和57年明治薬科大学薬学部製
薬学科を卒業、その後薬剤師として病院薬局等
に勤務後、平成14年有限会社ユアケー設立、同
16年栄養学博士称号（米国AHCN大学）取得、
同22年一般社団法人国際感食協会設立、同23年
ハッピーウォーク主宰。草加市学校薬剤師など
を歴任し、同26年から草加市教育委員会委員。
薬を使わない薬剤師として活躍中。59歳。

　草加柿木地区産業団地整備に伴
い、区域区分・用途地域・準防火
地域・地区計画をそれぞれ変更し
ました。詳細は市ホームページま
たは都市計画課で確認してくださ
い。
■区域区分…市街化調整区域から
市街化区域に編入（変更）
■用途地域…工業地域に指定
■準防火地域…火災に強い建物の
建築を促進させる地域
■地区計画…建築物等の用途制限
や敷地面積の最低限度等を規定

　市営住宅とは、世帯条件・収入基準などの一定の条件を満た
す市民を対象にしている住宅です（家賃は入居者の収入に応じ
て決定）。
●借上型（既存の建物を市が借り上げて提供するもの）
　例年5月の待機者募集から、年2回（1月・7月）空室が発生
してからの入居者募集に変わりました。今年度の募集は平成31
年1月を予定しています。募集の実施が決まりましたら広報そ
うか等で改めて案内します。なお、空室が発生しなかった場合
は募集を行いません。
●建設型（市が建設して提供するもの）
　待機者の登録を随時受け付けています。詳細は資産活用課に
問い合わせてください。なお、平成31年度からは借上型と同様
の、空室がある場合の年2回の募集に変わります。

河野辰幸 氏

宇田川久美子 氏

髙木宏幸 氏

審議会等の開催日程
市営住宅の募集方法が変わります

5月の待機者募集は行いません
問資産活用課☎922-17985924-3739

問職員課☎922-09835922-3098

草加市病院事業管理者に
　　　　　　　河野辰幸氏が就任

問市立病院経営管理課☎946-22005946-2211

地域医療の中核病院として
　　　  使命を果たしてまいります

教育長に髙木宏幸氏を
教育委員に宇田川久美子氏を再任

問都市計画課☎922-01835922-3145

草加柿木地区の都市計画を変更

平成30年4月1日付人事

2018年は60周年イヤー・みんなで盛り上げよう！

共に創ろう！快適都市、草加。

（　）内は旧役職　
退職者は3月31日付

市街化調整区域から市街化区域に
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　○PM2.5（単位：マイクログラム／㎥）最大値41.0／最小値3.0（花栗中学校内）　○給食の放射性物質の検出なし

■中小企業の新製品・新技術開発費用
　製品の軽量化、耐久性の強化、新技術など（業界内や異業種との
共同開発含む）の開発に必要な経費の一部を補助。上限150万円。
募集は3件。審査会でのプレゼンテーション等審査の上、決定
■展示会出展費用
　建築・建材展、国際宝飾展、中国国際環境保護博覧会など国内・
国外を問わず、新・既製品の販路拡大のため各種展示会などへ出展
するときに必要な経費の一部を補助。上限50万円。募集は4件
■ISO・エコアクション21認証取得費用
　ISO9001や14001、エコアクション21の認証取得に必要な審査・
登録機関に支払う経費の一部を補助。ISOは上限30万円。エコアク
ション21は上限10万円（外部コンサルタント料を除く）。募集は各
1件
■産業財産権申請費用
　産業財産権（特許・実用新案・意匠・商標）の申請に必要な経費
の一部を補助（弁理士費用、海外申請の際の現地代理人費用を含
む）。上限30万円。募集は4件

　現在の児童扶養手当・特別児童扶養手当の手当額は、毎年の消費
者物価指数の変動に応じて手当額を改定する物価スライド措置が取
られており、平成30年度はいずれも対前年比0.5%引き上げられます。
手当額は下表のとおり。8月の支給から新手当額になります。
■平成30年度の児童扶養手当額・特別児童扶養手当額（月額）

　市では65歳以上の人の介護保険料を、高年者の人口や要
支援・要介護認定者数、介護サービスの利用状況を見込み、
3年ごとに見直しています。平成30年度から3年間について
は過去3年間と同じ基準額に決定しました（表1）。納付通
知書は6月中旬頃に発送予定です。なお、今回の介護保険
法等の改正による変更点は次の3つです。
①7-8段階を区分する金額を190万円⇒200万円へ
　8-9段階を区分する金額を290万円⇒300万円へ変更。
②土地売却等に係る長期譲渡所得及び短期譲渡所得の特別
控除を適用されている場合は、当該特別控除額を合計所得
金額から控除した金額を所得段階の算定に用いる。
③1月1日以降に65歳になった人と65歳以上の人の公的年
金等控除額が異なり「課税年金収入額と合計所得金額の合
計額」に差が生じるため、合計所得金額から年金収入に係
る所得を控除した額を用いる。

・「課税年金収入金額」とは、老齢（退職）年金のことで、遺族年金・障害年金などは除きます。
・「合計所得金額」とは、収入から必要経費を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除
をする前の金額です。
※第１段階から第５段階の人については、合計所得金額から年金収入に係る所得を控除して算定を行います。

　  高年者肺炎球菌　通知発送
　3月末に平成30年度高年者肺炎球菌予防接種の通知を対象者
に郵送しました。平成31年3月31日までに通知に同封の指定医
療機関で接種してください。接種費用は3000円。転入などで
通知が届かなかった人は連絡してください。
■対象者　
①市内在住の次の生年月日の人
　65歳：昭和28年4月2日～同29年4月1日生まれ
　70歳：昭和23年4月2日～同24年4月1日生まれ
　75歳：昭和18年4月2日～同19年4月1日生まれ
　80歳：昭和13年4月2日～同14年4月1日生まれ
　85歳：昭和  8年4月2日～同  9年4月1日生まれ
　90歳：昭和 3年4月2日～同  4年4月1日生まれ
　95歳：大正12年4月2日～同13年4月1日生まれ
 100歳：大正 7年4月2日～同 8年4月1日生まれ
②市内在住の60歳以上65歳未満で心臓・腎臓・呼吸器の機能
またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に関する障害1級
の身体障害者手帳を持っている人。
※①②とも既に23価肺炎球菌ワクチンの接種を受けた人は対象
外。75歳以上の人および①②の人で生活保護・中国残留邦人支
援給付制度に該当する人は無料。②に該当する接種希望者は保
健センターに申し込みを。県内のかかりつけ医での接種希望者
は問い合わせを。県外で接種する場合は、助成はありません。

　  大人の風しん予防接種
　接種費用を助成します。対象は風しんにかかったことや予防
接種を受けたことがない①妊娠を希望する16～49歳の女性②
妊婦の夫で18歳以上の男性。平成25年4月1日㈪～同31年3月31
日㈰に国内の医療機関で行った風しん単独または麻しん風しん
混合ワクチンの予防接種が対象。
■条　　件　接種当日に市民であること、妊婦の夫であること
■助 成 額　上限3000円(1人1回限り）
■申請方法　予防接種後、平成31年3月31日㈰まで（必着）に
①医療機関の領収書または支払証明書、②接種を証明する書類
（予診票控え等）、③銀行口座通帳写し、④印鑑、⑤妊婦の夫
の場合は母子健康手帳を〒340-0016中央1-5-22保健センターへ。
持参も可。申請書は市ホームページからも入手可。

（参考）平成29年度  

4万2290円

4万2280円～9980円

9990円

9980円～5000円

5990円

5980円～3000円

5万1450円

3万4270円

平成30年度   　 

4万2500円

4万2490円～1万30円

1万40円

1万30円～5020円

6020円

6010円～3010円

5万1700円

3万4430円

全部支給

一部支給

全部支給

一部支給

全部支給

一部支給

1級

2級

1人目

2人目

3人目以降

児童
扶養手当

※平成30年度の最初の定期支払月は8月です。

特別児童
扶養手当

■（表1）平成30～32年度の介護保険料（年額）

高年者肺炎球菌・
大人の風しん

問保健センター☎922-02005922-1516□申5月18日㈮までに産業振興課へ。☎922-34775922-3406□申

意欲ある中小企業を支援します
市内事業者向け補助金制度

問子育て支援課　児童扶養手当☎922-14765922-3274
　　　　　　　　特別児童扶養手当☎922-14835922-3274

・児童扶養手当
・特別児童扶養手当

平成30年度
介護保険料（基準額）が決定

第2段階

第3段階

第4段階

第5段階

第6段階

第7段階

第8段階

第9段階

第10段階

第11段階

対象者
本人の収入状況本人の住民税

課税状況

非課税

全員非課税

課税者がいる

－課税

世帯の住民税
課税状況

基準額×0.45

基準額×0.67

基準額×0.75

基準額×0.87

基準額

基準額×1.20

基準額×1.30

基準額×1.50

基準額×1.70

基準額×1.85

基準額×2.00

2万6840円

3万9960円

4万4730円

5万1890円

5万9650円

7万1580円

7万7540円

8万9470円

10万1400円

11万  350円

11万9300円

400万円以上
500万円未満

指標 金額
年額保険料 算定基準

問介護保険課☎922-13765922-3279

第1段階
（生活保護

        受給者含む）

所得段階

前年の課税年
金収入額と合
計所得金額の
合計額

前年の
合計所得金額

80万円以下

80万円超え
120万円以下

120万円超え

80万円以下

80万円超え

120万円未満

500万円以上

120万円以上
200万円未満
200万円以上
300万円未満
300万円以上
400万円未満

手当額が変わります

予防接種

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③2018年4月20日号市政情報



④ 2018年4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。

血流測定　あなたの血管は大丈夫？

原町コミセンまつり

草加落語会

体協体操教室
　　　端午の節句を楽しむ野点

栄平成塾ふれあい作品展

生涯学習体験講座
田んぼに野鳥を見に行こう

駅ホームの声かけサポート講習会

稲荷コミセンまつり

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

　4/30㊡及び5/3㊗～5㊗のゴールデン
ウィーク期間に緊急で手話通訳が必要
となった場合は、住所・氏名・ファク
ス番号・依頼内容・時間・行き先・通
訳との待ち合わせ時間と場所を記入し、
5997-4119（夜間、㊏・㊐、㊗の緊急
時の依頼方法と同様）へファクスして
ください。消防局が受け付けを代行し、
手話通訳者を派遣します。なお、救急
車や消防車が必要な場合は、5 119
（消防局）へ。事前に分かっている場
合は、4/27㊎までに草加市社会福祉協
議会に依頼してください。問同協議会
☎932-67705932-6781

■介護者のつどい　5/4㊗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
■介護者のつどい　5/9㊌13時～15時。
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
■サスティナブル体操　5/10㊍13時30
分～15時。会場は勤労福祉会館。錆び
ない身体をつくるための講義と体操。
65歳以上対象。定員50人。ლ4/23㊊か
ら新田（包）へ。☎946-05205946-0523

　4/28㊏13時～。会場は高砂コミセン。
平成29年度に助成を受けた団体の活動
実績報告会を行います。問市民活動セ
ンター☎920-35805925-1872

　5/13㊐10時～16時。会場は原町コミ
セン。利用者団体等による舞台発表・
作品展示・各種模擬店・子ども遊び等。
問原町コミセン☎5941-5353

　5/16㊌18時30分開演。会場は中央公
民館。出演は紫綬褒章受章の柳家権太
楼、彩の国落語大賞殊勲賞の橘家文蔵、
古今亭菊之丞ほか。料金は前売り2600
円、当日3100円。ლ草加市文化会館ほ
かプレイガイドへ。☎931-93255936- 
4690

■親子ヨガ教室　5/18～6/22の㊎11時
～12時。全6回。産後の保護者と歩け
る3歳までの乳幼児対象。定員20組。
参加費3000円
■健康和太鼓教室　5/18～7/6の㊎9時
30分～10時30分。全8回。18歳以上対
象。定員20人。参加費4000円
■にこにこシニアトレーニング　5/18
～7/6の㊎15時～16時30分。全8回。55
歳以上対象。定員15人。参加費4000円
　いずれも会場は記念体育館。ლ5/5
㊗（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。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。☎928-63 
615922-1513

　5/5㊗10時～。会場
は歴史民俗資料館（雨
天時屋内開催）。企画
展「端午の節句展」を
開催中（5/13まで）の同館で、おいし
い抹茶とお菓子で端午の節句を楽しみ
ませんか。なくなり次第終了。問同館
☎922-04025922-1117

　5/9㊌～15㊋9時～21時（9㊌は13時
から、15㊋は14時まで）。会場は草加
市文化会館。絵画・書道・生け花・手
芸・ステンドグラスの作品展示。問生
涯学習課☎922-28195922-3498

ლ生涯学習課へ。☎922-28195922-34
98
■ハーバリウム作り　5/11㊎10時～11
時。会場は新里文化センター。定員10
人。材料費800円。ピンセット持参
■生前整理と墓じまい　5/17㊍10時～
11時。会場は草加市文化会館。定員15
人
■着物と友達に　5/18～6/1の㊎14時
～16時。全3回。会場は新里文化セン
ター。定員8人。着物一式（名古屋帯
と半幅帯）持参
■新舞踊に挑戦　5/23㊌・30㊌14時～
16時。全2回。会場は谷塚文化センタ
ー。定員20人。上履き・扇子1本・手
拭い持参

　市役所西棟の特設窓口で加入申し込
みができるのは4/27㊎までです（以降
は郵便払込で受け付けます）。補償開
始日は4/25㊌申込分までは5/1㊋～、
以降は6/1㊎～となり、申込時期によ
り開始日が変わりますので早めの申し
込みを。問交通対策課☎922-1641592
2-1030

　第三者からの請求で本籍入りの住民
票等を交付した場合に、住民票に記載
されている本人に交付事実を通知する
「本人通知制度」を実施しています。
草加市の住民基本台帳、草加市が編製
した戸籍、戸籍の附票に記載されてい
る人が対象。登録を希望する人は市民
課または各サービスセンターに本人確
認ができる書類（運転免許証・保険証
等）を持参し申し込んでください。な
お、本人以外による申し込みは同世帯
の家族でも委任状が必要となります。
郵送での登録も可能です。詳細は市ホ
ームページで確認を。問市民課☎92 
2-15265920-1501

　4/29㊗9時30分～15時。会場は稲荷
コミセン。利用者団体等による演芸披

ふるさとまちづくり応援基金
助成事業実績報告会

地域包括支援センター（包)
介護予防教室

草加の地場産業
「レザークラフト体験」ゴールデンウィーク中の

緊急時の手話通訳依頼方法

県条例で加入義務化　
賠償責任補償付保険「入って安心！
RinRinそうか」特設窓口は4/27㊎まで

不正取得による権利侵害
防ぐ住民票等の本人通知登録を

　5/20㊐9時綾瀬川左岸広場集合、12
時解散。ウオーキングをしながら健康
づくりを題材としたクイズに答えるな
ぞときクイズラリー。小学生と保護者
対象。定員50組（1組4人まで）。ლ4/ 
23㊊9時から電話で草加市体育協会へ。
☎928-63615922-1513

　5/16㊌14時～16時。会場は中央図書
館。白い杖を持った人を見かけたとき、
どうすればいいか困った経験はありま
せんか。あなたの思いやりを行動に移
すため、視覚障がい者の誘導・介助方
法を学び、獨協大学前駅ホームで実践

なぞときクイズラリーウオーク
in SOKA

　5/31、6/7・28、7/5・19の㊍13時～
14時30分。全5回。会場はであいの森。
18歳以上の身体に障がいのある人対象
（手話通訳あり）。定員15人。ლ4/23
㊊からであいの森へ。☎936-2791593 
6-2792

であいの森障害者福祉センター
リフレッシュ健康教室・カローリング

　各コミセンで実施している地域健康
相談で、血流の流れを見る血流測定を
してみませんか。指先を機械にあてる
だけで簡単に測定できます。当日直接
会場へ。稲荷コミセン…5月の㊊・㊍
（3㊗を除く）。柳島コミセン…5月の
㊌・㊎（4㊗・16㊌を除く）いずれも9
時～12時。問保健センター☎922-0200
5922-1516

露・手芸等手作り作品の展示・各種模
擬店等。問稲荷コミセン☎5931-5333

■始めてみようハンドベル　6/6㊌10
時～12時30分。会場は新田西文化セン
ター。定員20人
■資格にチャレンジ宅建士講習会　6/ 
7～21の㊍14時～16時。全3回。会場は
中央公民館。定員24人。資料代1000円

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

　柿木の田んぼでシギ・チ
ドリなどの生きものを観察します。
5/13㊐8時50分柿木公民館集合、12時
解散。小学生以上（親子参加可）対象。
定員30人。双眼鏡持参。ლ環境課へ。
ファクス・メール（QRコード）も可。
☎922-15195922-1030

　4/28㊏10時～16時。会場は伝統産業
展示室「ぱりっせ」。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☎5931-19
70

市職員を装った詐欺に注意　還付金はATMでは戻りません

講習を行います。定員30人。ლ5/8㊋
までに交通対策課へ。☎922-1685592
2-1030

の だて

さ



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20日号

定員のあるものは4/23㊊
10時から各館へ申し込みを

定員のあるものは4/23㊊
8時30分から各館へ申し込みを

▼読み聞かせ「バンビ」　4/23㊊、
5/7㊊・21㊊11時～　乳幼児と保護者
対象
▼ABCであそぼう　4/23㊊、5/21㊊15
時30分～16時30分　幼児（保護者同
伴）～小学生対象
▼こぶたのしっぽ　5/2㊌11時～　パ
ネルシアター　乳幼児と保護者対象
▼家族にプレゼント　5/7㊊・8㊋16時
～　牛乳パックで二段トレー　小学生
対象　定員各日5人
▼オセロ大会　5/11㊎　マンカラ大会
　5/18㊎　いずれも16時～　小学生対
象　参加賞・優勝賞品あり
▼ふれあいグラウンド・ゴルフ　5/12
㊏10時30分中央防災広場集合（雨天中
止）　小学生～高年者対象

▼おもちゃ病院　5/19㊏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

▼ママにナイショのプレゼント作り　
4/23㊊・27㊎、5/7㊊・11㊎は中央図
書館　4/24㊋・26㊍、5/1㊋はコンフ
ォール松原12号棟　5/9㊌・10㊍は同
19号棟　いずれも15時～　小学生対象
▼カードゲーム　5/14㊊～31㊍（㊌を
除く）15時～　トランプ・ウノほか　
㊊・㊎は中央図書館　㊋・㊍はコンフ
ォール松原19号棟　小学生対象
▼読み聞かせ「たんぽぽ」　5/10～24
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
▼春の工作　5/14㊊・18㊎・21㊊は中
央図書館　5/15㊋・17㊍・22㊋はコン
フォール松原19号棟　いずれも15時～
　切り紙コースター
▼おもちゃ病院　5/18㊎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　5/30㊌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5月生まれ対象　定員12人　ლ5/1㊋
13時から電話で同館へ

▼おもちゃ病院　4/26㊍10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
▼マンカラ大会　4/26㊍　オセロ大会
　5/17㊍　いずれも16時～　小学生対
象
▼ふれあい囲碁・将棋教室　4/28㊏、
5/12㊏14時～15時　幼児（保護者同
伴）～高年者対象
▼みんなで手形を残そう　5/5㊗10時
30分～　幼児（保護者同伴）～高年者

対象
▼母の日プレゼント作り　5/7㊊・10
㊍15時30分～　小学生対象　
▼グラウンド・ゴルフ　5/19㊏10時30
分～12時　小学生～高年者対象

▼手芸　4/29㊗13時30分～16時　布で
カーネーション作り　幼児（保護者同
伴）以上対象
▼子ども歳時記　5/3㊗～6㊐13時30分
～16時　杉板でこいのぼり作り　幼児
（保護者同伴）以上対象
▼なかよしランチ　5/9㊌11時30分～
13時　お菓子で家作り　幼児と保護者
対象　定員15組　参加費300円
▼みなクル工房　5/12㊏13時30分～16
時　ポップアップカード作り　幼児
（保護者同伴）以上対象
▼パパサロン・リズム＆ストレッチ　
5/13㊐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　5/13㊐13時30分～、
15時～　ペンギンが魚を集めながら陣
取りするボードゲーム　小学生以上対
象
▼ママのためのリラックスヨガ　5/17
㊍16時～16時40分　0～2歳児と保護者
対象　定員15組　
▼ひ革工房　5/19㊏13時30分～16時　
革で動物マスコット作り　幼児（保護
者同伴）以上対象
▼ワークわくランチ　5/20㊐10時～13
時　炊き込みご飯作り　小学生以上対
象　定員15人

▼おもちゃ病院　4/26㊍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
▼サイコロ将棋大会　4/30㊡13時20分
～16時　小学生対象　定員10人
▼親子で作って遊ぼう　5/11㊎・25㊎

▼すくすくクラブ　5/10㊍10時～11時
30分　子育て相談ほか　乳幼児と保護
者対象
▼サークル見学週間　5/14㊊～27㊐9
時～21時30分　同館で行われている見
学可能なサークル対象
▼のびのび広場　5/18㊎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
▼春の親子運動会　5/21㊊9時40分～
10時50分　未就園児と保護者対象　定
員5組　参加費300円
▼おもちゃの病院　5/25㊎10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼親子でエクササイズ　6/4～7/9の㊊
11時～12時　全6回　2歳～未就園児と
保護者対象　定員15組　参加費200円
　上履き持参

▼アフタヌーンコンサート　
6/6㊌13時30分～　出演はなの

はな谷塚　「荒城の月」枕草子より
「夏は夜」ほか

SKT24そうか健康づくり応援隊

▼おはなしの時間　4/25㊌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
▼親子で元気ルーム　5/10㊍10時～11
時30分　季節のおもちゃ作り・読み聞
かせほか　乳幼児と保護者対象
▼おもちゃの病院　5/14㊊10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼ヘルシークッキング　5/17㊍9時～
13時　「揚げない春巻き」「人参と豆
腐のチーズケーキ」ほか　成人対象　
定員12人　参加費500円　エプロン・
三角巾・布巾持参

▼利用者懇談会　4/23㊊10時～11時30
分、19時～20時30分　主催事業・利用
方法等の説明ほか　利用団体・個人対
象
▼川柳教室　4/25からの第4㊌13時30
分～15時30分
▼ロビー展　4/29㊗～5/9㊌…川柳地
区民生・児童委員協議会パネル展　
5/12㊏～24㊍…キャンバス油絵展　
6/7㊍～19㊋…すみれネオステンドア
ート展
▼地域はつらつ元気体操教室　5/9～
7/11（5/16、6/20を除く）の㊌13時30
分～15時　ストレッチ・リズム体操ほ
か　65歳以上対象　定員30人　上履き
持参
▼おはなしの広場　5/11㊎・25㊎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　5/18㊎10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
▼プールのヤゴ救出大作戦　5/19㊏9
時30分～11時　幼児以上対象（幼児・
小学低学年は保護者同伴）　定員30人
　濡れても良い服装で　あれば小型水
槽持参

▼こころを結ぶ光のひろば　5/1㊋10
時～12時　視覚障がいに関する相談コ
ーナーほか
▼地域はつらつ元気健康体操教室　
5/10～7/5（5/24を除く）の㊍15時15
分～16時45分　全8回　家庭でも出来
るストレッチ体操・筋力トレーニング
ほか　65歳以上対象　定員30人　
▼利用者懇談会　5/11㊎19時～・12㊏
10時～　主催事業・利用方法等の説明
ほか　利用団体対象
▼大切な人にプレゼントしよう　5/12
㊏10時～12時　生花アレンジメント　
小学生対象　定員10人　参加費1000円
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
5/16㊌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　5/18㊎11時～12時
　わらべ唄・読み聞かせほか　未就園

氷川児童センター ☎928-2341

5925-0152

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」
　5/18㊎13時30分～　胎教と友だちづ
くり　初妊婦対象
▼カローリングをやってみよう　5/19
㊏10時～12時　小学生対象　定員20人
　

▼すくすくクラブ　4/24㊋10時～12時
　リズム体操・手遊びほか　乳幼児と
保護者対象
▼ロビーギターコンサート　4/25㊌12
時～13時　「酒は涙か溜息か」「人生
の並木路」ほか
▼ベビーマッサージ体験会　5/14㊊10
時～11時　乳幼児と保護者対象　定員
10組　参加費300円
▼少年少女発明教室　5/19～平成31年
3/16の第3㊏9時30分～11時30分　全9
回　小学4年生～中学生対象　材料費
1800円　定員16人　定規・はさみ持参
▼3B体操体験講座　5/29、6/5・12の
㊋11時15分～12時15分　全3回　成人
対象　定員15人　上履き持参
▼高年者学級コスモス受講生募集　6/
20～平成31年3/20の第3㊌（除外日あ
り）10時～12時　全10回　講義・課外
活動ほか　1年間受講可能な60歳以上
対象　定員70人　ლ4/30㊡（消印有
効）までに往復はがき（往信用…住所
・氏名・生年月日・電話番号、返信用
…住所・氏名）に記入し、〒340-0025
谷塚仲町440同センターへ　結果は5月
中旬通知予定

▼ママといっしょにおはなし会　4/23
㊊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
▼ロビー展　4/24㊋～5/8㊋9時～21時
　阿左見栄志版画・ペン画個展
▼おもちゃの病院　5/7㊊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」　
5/7㊊10時～12時　手遊び・リズム体
操ほか　乳幼児と保護者対象
▼仏画教室　5/11㊎・18㊎13時～17時
　全2回　成人対象　定員10人　あれ
ば習字道具持参
▼放課後クラブ　5/14㊊16時～17時…
将棋・5/15㊋17時～18時…スポーツ吹
矢・5/7～28（14を除く）の㊊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
▼親も子も一緒に野菜を食べましょう
　5/18、6/1・15の㊎9時40分～12時　
全3回　調理実習　簡単肉まん、魚の
ピカタほか　1歳～未就園児の保護者
対象　定員16人（1歳以上の保育あ
り）　材料費1500円　エプロン・三角
巾・布巾2枚持参
▼朗読サークルはなみずき発表会　
5/23㊌13時30分～15時　志賀直哉「転
生」、いぬいとみこ「川とノリオ」ほ
か　成人対象　定員60人

14時45分～　小さな容器を使った太鼓
作り　3歳以上の未就学児と保護者対
象　定員各日10組
▼パパも一緒のティータイム　5/12㊏
10時30分～　情報交換と手形カード作
り　3か月～1歳の乳幼児と保護者対象
　定員6組　ლ参加費100円を添えて同
館へ
▼母の日制作　5/12㊏14時～　フェル
トでお花作り　小学生対象　定員15人
▼ともだち文庫の「おはなしポケッ
ト」　5/21㊊11時～　読み聞かせ・わ
らべ唄　乳幼児と保護者対象

5922-3274

☎942-9876新栄児童センター

新里文化センター ☎927-3362

■妊婦さんのためのリラックスヨガ　
5/29～7/3（6/5を除く）の㊋9時15分
～10時30分　全5回　妊娠16～32週の
人対象　定員20人　
■ママと赤ちゃんのためのハッピー体
操　5/25～6/22の㊎13時15分～14時15
分　全5回　3～12か月児と保護者対象
　定員20組
　いずれも会場は保健センター。ლ4/
23㊊9時から草加市体育協会へ。☎92 
8-63615922-1513

ლ保育課へ。☎922-14915922-3274
■場　所　市立保育園
■時　間　㊊～㊎8時30分～17時
（㊏勤務あり）
■時　給　1060円。通勤手当（上限
1万2000円）・賞与あり
■その他　有給休暇・被服貸与あり。
社会保険・厚生年金・雇用保険加入
あり

　5/17㊍10時～13時。会場は保健セン
ター。かつおと野菜の和風ソテー・長
芋の梅マヨ和え・ごまミルクゼリー。
65歳以上対象。定員25人。材料費500
円。エプロン・三角巾・布巾2枚持参。
ლ4/23㊊から保健センターへ。☎922- 
02005922-1516

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

ヘルシー料理教室
65歳からのコレステロール対策

高年者向け

臨時保育士・看護師

昭和33年ごろの谷古宇橋付近

現在の松並木の様子

　草加松原は、草加市の中心を南北に流れる綾瀬川右岸沿い
にある1.5kmにわたって続く松並木です。一説には天和3年
（1683年）に日光街道が整備された際に、松が植えられたと
伝わっており、江戸時代から日光街道の名所として知られ、
街道をゆく人々を見守ってきました。
　昭和40年代には排気ガス等の影響により松の本数が大きく
減りましたが、草加松並木保存会による保護・補植や、県と
共同で遊歩道としての整備が実施され現在の姿になりました。
また、平成24年には、東京スカイツリーの高さ634ｍに合わ
せて補植を行い、634本の松並木となりました。
　綾瀬川に沿って延びる松並木は、おくのほそ道の時代の雰
囲気を伝える一連の風致景観として、平成26年に国の名勝に
指定された草加のシンボルです。

11月1日に市制60周年を迎える草加市。このコー
ナーでは草加の歩みや移り変わりを紹介します。

草加のシンボル　草加松原

草加今昔物語草加今昔物語
募集
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■食生活改善会川柳支部（料理）　月
1回9時30分～12時30分　川柳文化セン
ターほかで　料理・栄養勉強・食品工
場見学・ウオーキングなど　年額3000
円（材料費含む）　問岡田☎936-4189
■紫苑水墨画会　第2㊏13時30分～15
時30分　勤労福祉会館で　墨と顔彩を
使用して美しい絵の練習をしています
　入会金1000円　月額2500円　問小林
☎090-8486-9139
■スポーツ吹矢草加栄支部　㊐～㊏
（㊌・㊎を除く）13時～15時または15
時～17時　川柳文化センターほかで　
入会金1000円　7回3000円　問植木☎
090-2253-8475
■手打ちめんクラブ　第2㊋9時～13時
　新里文化センターで　細く長く我が
人生手打ちそばの如し　春・秋のそば
食べ歩きの旅と共に楽しむ人生　月額
1500円　問関野☎943-7711
■西町バドミントンクラブ　㊍19時～
21時　西町小で　エンジョイバドミン
トン　学校行事に参加あり　月額1000
円　問張替☎941-7141

■豊田三郎と三上於菟吉の世界ギャラ
リー展　5/14㊊まで　講演会「三上於
菟吉と長谷川時雨の文学」　4/28㊏14
時～15時30分　講師は歴史研究家の染
谷洌さん　定員80人（当日先着順）
■小学生のための読み聞かせ　4/22㊐
13時30分～14時
■木曜シアター　4/26㊍14時～15時30
分　ニッポンの里山⑶　中部地方編　
成人対象　定員90人（当日先着順）
■ビデオ上映会　5/13㊐14時～16時　
「壁抜け男 モンマルトル恋物語」　
成人対象　定員90人（当日先着順）
■おはなし会　5/19㊏11時30分～12時
　「チモとかしこいおひめさま」「ね
こがごはんの後に顔を洗うわけ」ほか
　4歳（保護者同伴）～小学生対象
■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）

☎946-3000 5944-3800

▼すくすくクラブ　5/10㊍10時～11時
30分　子育て相談ほか　乳幼児と保護
者対象
▼サークル見学週間　5/14㊊～27㊐9
時～21時30分　同館で行われている見
学可能なサークル対象
▼のびのび広場　5/18㊎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
▼春の親子運動会　5/21㊊9時40分～
10時50分　未就園児と保護者対象　定
員5組　参加費300円
▼おもちゃの病院　5/25㊎10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼親子でエクササイズ　6/4～7/9の㊊
11時～12時　全6回　2歳～未就園児と
保護者対象　定員15組　参加費200円
　上履き持参

▼アフタヌーンコンサート　
6/6㊌13時30分～　出演はなの

はな谷塚　「荒城の月」枕草子より
「夏は夜」ほか

谷塚文化センター ☎928-6271

川柳文化センター ☎936-4088

柿木公民館 ☎931-3117

▼おはなしの時間　4/25㊌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
▼親子で元気ルーム　5/10㊍10時～11
時30分　季節のおもちゃ作り・読み聞
かせほか　乳幼児と保護者対象
▼おもちゃの病院　5/14㊊10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼ヘルシークッキング　5/17㊍9時～
13時　「揚げない春巻き」「人参と豆
腐のチーズケーキ」ほか　成人対象　
定員12人　参加費500円　エプロン・
三角巾・布巾持参

▼利用者懇談会　4/23㊊10時～11時30
分、19時～20時30分　主催事業・利用
方法等の説明ほか　利用団体・個人対
象
▼川柳教室　4/25からの第4㊌13時30
分～15時30分
▼ロビー展　4/29㊗～5/9㊌…川柳地
区民生・児童委員協議会パネル展　
5/12㊏～24㊍…キャンバス油絵展　
6/7㊍～19㊋…すみれネオステンドア
ート展
▼地域はつらつ元気体操教室　5/9～
7/11（5/16、6/20を除く）の㊌13時30
分～15時　ストレッチ・リズム体操ほ
か　65歳以上対象　定員30人　上履き
持参
▼おはなしの広場　5/11㊎・25㊎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　5/18㊎10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
▼プールのヤゴ救出大作戦　5/19㊏9
時30分～11時　幼児以上対象（幼児・
小学低学年は保護者同伴）　定員30人
　濡れても良い服装で　あれば小型水
槽持参

▼こころを結ぶ光のひろば　5/1㊋10
時～12時　視覚障がいに関する相談コ
ーナーほか
▼地域はつらつ元気健康体操教室　
5/10～7/5（5/24を除く）の㊍15時15
分～16時45分　全8回　家庭でも出来
るストレッチ体操・筋力トレーニング
ほか　65歳以上対象　定員30人　
▼利用者懇談会　5/11㊎19時～・12㊏
10時～　主催事業・利用方法等の説明
ほか　利用団体対象
▼大切な人にプレゼントしよう　5/12
㊏10時～12時　生花アレンジメント　
小学生対象　定員10人　参加費1000円
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
5/16㊌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　5/18㊎11時～12時
　わらべ唄・読み聞かせほか　未就園

■谷塚中学校PTAソフトボールクラブ
　暖期間6時30分～9時　寒期間7時～9
時　谷塚中で　年会費1000円　問高草
木☎925-5825
■新里モダンバレエサークルティアラ
　㊎15時10分～16時50分　新里文化セ
ンターで　いろいろな音楽で踊ります
　4歳～小学生対象　入会金1000円　
月額3500円　問児玉☎090-5573-2351
■草加太極拳楽園の会　㊐9時～11時
　勤労福祉会館ほかで　心身の健康増
進のため太極拳を始めてみませんか　
月額1500円　問梁瀬☎090-6703-2990
■アモーレ（社交ダンス）　㊋11時～
13時　勤労青少年ホームで　基本を重
視してプロ教師が直接組んで指導しま
す　入会金1000円　1回1000円　問鈴
木☎090-4378-2323　
■正宗太極拳サークル　月4回㊎9～11
時　新田ミニコミセンで　皆さんと気
功の後太極拳の練習を楽しくしていま
す　体験無料　入会金1000円　月額
2600円　問千葉☎924-1063
■バドミントンコンペ　㊌13時～15時
　市民体育館・記念体育館で　バドミ
ントンで気持ち良い汗を流しましょう
　待ってます　月額1000円　問原田☎
080-1053-7504
■グリーンカルチャークラブ（英会
話）　㊋19時30分～21時　中央公民館
で　英国人講師とAL GORE氏の「不
都合な真実」を英文で読んでいます　
4回5500円　問桜井☎922-2133
■スポーツ吹矢草加中央支部　㊋また
は㊎9時～11時　中央公民館で　腹式
呼吸を応用し自分の息で専用筒を使い
矢を飛ばし的に当てる健康スポーツ　
1回300円　問田岡☎090-4335-7987
■草加健康体操の会　㊊13時30分～15
時　新田西文化センターで　無理なく
体を動かして自分の足で動ける体作り
をしましょう　入会金1000円　月額
2000円　問吉原☎941-8724
■ふれあいの里健康体操の会　第2・4
㊌13時15分～14時30分　ふれあいの里
で　転倒予防・認知予防・骨密度UP
のための体操をしています　入会金
500円　月額500円　問鈴木☎925-7962
■義和流拳法（拳法・空手ほか）　㊌
19時～、㊏15時～　いずれも谷塚ミニ
コミセンで　4歳以上対象　入会金200 
0円　月額2500円　問福島☎090-4747-1 
190
■草和会（茶道）　第1・3㊏9時～13
時　新里文化センターで　一服のお茶
とお菓子で季節を楽しみながらお稽古
しませんか　月額3000円　問小川☎92 
8-5545
■朋友会（中国語）　㊐10時～12時　
中央公民館で　初・中・上・高級・研
究の5クラス　老師は全員高学歴中国
人女性　3か月9000円　問薄井☎928-1 
287
■彩の会(油絵）　第1・3㊎10時～15
時　勤労福祉会館で　入会金1000円　
月額3500円　問多賀☎925-3107

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（4/21～5/20）

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」
　5/18㊎13時30分～　胎教と友だちづ
くり　初妊婦対象
▼カローリングをやってみよう　5/19
㊏10時～12時　小学生対象　定員20人
　

▼すくすくクラブ　4/24㊋10時～12時
　リズム体操・手遊びほか　乳幼児と
保護者対象
▼ロビーギターコンサート　4/25㊌12
時～13時　「酒は涙か溜息か」「人生
の並木路」ほか
▼ベビーマッサージ体験会　5/14㊊10
時～11時　乳幼児と保護者対象　定員
10組　参加費300円
▼少年少女発明教室　5/19～平成31年
3/16の第3㊏9時30分～11時30分　全9
回　小学4年生～中学生対象　材料費
1800円　定員16人　定規・はさみ持参
▼3B体操体験講座　5/29、6/5・12の
㊋11時15分～12時15分　全3回　成人
対象　定員15人　上履き持参
▼高年者学級コスモス受講生募集　6/
20～平成31年3/20の第3㊌（除外日あ
り）10時～12時　全10回　講義・課外
活動ほか　1年間受講可能な60歳以上
対象　定員70人　ლ4/30㊡（消印有
効）までに往復はがき（往信用…住所
・氏名・生年月日・電話番号、返信用
…住所・氏名）に記入し、〒340-0025
谷塚仲町440同センターへ　結果は5月
中旬通知予定

▼ママといっしょにおはなし会　4/23
㊊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
▼ロビー展　4/24㊋～5/8㊋9時～21時
　阿左見栄志版画・ペン画個展
▼おもちゃの病院　5/7㊊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」　
5/7㊊10時～12時　手遊び・リズム体
操ほか　乳幼児と保護者対象
▼仏画教室　5/11㊎・18㊎13時～17時
　全2回　成人対象　定員10人　あれ
ば習字道具持参
▼放課後クラブ　5/14㊊16時～17時…
将棋・5/15㊋17時～18時…スポーツ吹
矢・5/7～28（14を除く）の㊊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
▼親も子も一緒に野菜を食べましょう
　5/18、6/1・15の㊎9時40分～12時　
全3回　調理実習　簡単肉まん、魚の
ピカタほか　1歳～未就園児の保護者
対象　定員16人（1歳以上の保育あ
り）　材料費1500円　エプロン・三角
巾・布巾2枚持参
▼朗読サークルはなみずき発表会　
5/23㊌13時30分～15時　志賀直哉「転
生」、いぬいとみこ「川とノリオ」ほ
か　成人対象　定員60人

5/17㊍

5/18㊎

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

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分日程
4/25㊌、
5/9㊌
4/26㊍、
5/10㊍
4/27㊎、
5/11㊎
5/2㊌・
16㊌

新田西文化センター ☎942-0778

中央公民館 ☎922-5344

み  かみ  お    と  きち



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
休日当番医
QRコード

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

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。

4/29
㊗

4/22
㊐

4/30
㊡

5/3
㊗

5/4
㊗

5/5
㊗

月 日 診療科 当番医名 住　所 電話番号

内科

外科

内科

外科

歯科

内科

外科

歯科

大里内科医院

メディクス草加クリニック

ハーモネスタワークリニック

草加中央診療所

野田歯科医院

高木クリニック

新島整形外科

きたはら歯科医院

氷川町178-2

氷川町2149-3

松原1-1-6 3F

中央1-2-22

青柳7-48-12

栄町2-4-17

草加2-4-14

谷塚町1363-1 1F

☎925-3118

☎920-6161

☎942-7111

☎922-2159

☎931-3185

☎931-3836

☎943-2711

☎921-7371

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

歯科

内科

外科

歯科

歯科

しんえいクリニック

鳳永病院

松本歯科医院

内山内科小児科医院

石井外科医院

高木歯科

松本医院

いまじょうクリニック

久野歯科医院

藤巻歯科医院

新栄4-2-5

谷塚2-12-15

高砂2-2-32 2Ｆ

高砂2-6-4

氷川町928

栄町2-4-15

松原2-2-7

旭町6-1-17

氷川町2179-31

栄町2-9-20-301

☎941-5211

☎924-2631

☎928-4833

☎922-0963

☎925-4255

☎936-0120

☎942-5462

☎941-2140

☎922-5155

☎936-0365

4/21㊏～5/20㊐（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

■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　5/10㊍・第3金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☎929-36135933-9380▽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　4/23㊊、5/7㊊…住吉児童館☎928-5736　4/26㊍、5/10㊍

…谷塚児童センター☎925-1856　5/17㊍…新栄児童センター☎942-9876　5/16
㊌…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　4/25㊌13時～16時…八幡コミセン☎922-0825（人権共生課）／
月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）

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4月20日号

㈱今泉水道

竹内セントラル㈱

㈲駒崎設備

谷塚上町483-3

苗塚町438-16

氷川町818-3 　

☎927-1010

☎928-5525

☎924-4136

4/22㊐

4/29㊗

4/30㊡

㈲東洋開発

㈲イワセポンプ店

㈲平和電気商会

両新田西町246

手代町1027-8

住吉1-12-5 　

☎928-5520

☎922-2429

☎924-3071

5/3㊗

5/4㊗

5/5㊗



参加特典あり！
昭和村からのちょっぴり
プレゼント・東武鉄道
グッズがもらえるよ

　3月25日～4月1日、葛西用水（稲荷地
区）で開催されたさくら祭り。31日の船
上金婚式や草加さわやかさんをモデルに
した桜並木撮影会、稲荷葵太鼓の演奏、
昭和村の特産物販売、1日の和舟乗船体
験などでにぎわい、多くの人が満開の桜
の下、春の風情を満喫していました。

■出演

【チケット】

■出演　鬼太鼓座（和太鼓）、ネーネーズ（沖縄音
楽）、仙波清彦＆カルガモーズ（邦楽囃子）、澤田勝
秋（津軽三味線）、杵屋裕光一座with S（長唄三味
線）、森田彩（民謡）、中村明一（尺八）
【チケット】　4月21日㈯午前10時から草加市文化会
館ほかプレイガイドへ。S席7000円　A席5000円　B席
3500円（全席指定、未就学児入場不可）

■日　程

■参加費

■定　員

　展望窓付き貸切列車やSL「大樹」に乗って昭和村を訪れ、豊かな
自然や郷土を楽しむ市制60周年記念ツアーを開催。
■日　程　6月10日㈰午前6時40分草加駅発
　　　　　午後7時頃草加駅着
■参加費　中学生以上8800円　
　　　　　小学生以下5400円
■定　員　60人（最少催行人員48人）

■利用期間

■宿泊料金

■食事料金（税込み）

　奥日光自然の家は中禅寺湖畔千手ヶ浜にほど近い国有林に
囲まれた保養施設。周辺は野鳥や鹿などの野生生物が生息す
る自然の宝庫です。また、西ノ湖や戦場ヶ原などの名所に近
く、ハイキングの拠点として便利です。なお、自然保護のた
め車での現地乗り入れはできません。赤沼車庫駐車場から千
手ヶ浜行き低公害バスを利用してください（約30分）。
■利用期間　5月3日㈷～11月上旬、
　　　　　　火曜定休（祝日の場合は翌平日）
■宿泊料金　1人1泊1540円（4歳～中学生770円）
　　　　　　1部屋1人での利用不可
■食事料金（税込み）　朝食810円　昼食（おにぎり2個）
　　　　　　324円　夕食Ａ1512円・Ｂ2700円・Ｃ3240円

□申 4月20日㈮から東武トップツアー
ズ（☎03-3621-0651）または「東武
旅倶楽部」ホームページ（https://
tobutoptours.jp/tabiclub/）へ。

　第一線で活躍するプロのソリストやオーケス
トラと公募による市民合唱団が共演する日本語
のオペラ。今回は特別ゲストとして青盛のぼる
（ソプラノ）と大澤一彰（テノール）を迎える
豪華な公演です。
■出演　アイゼンシュタイン男爵…田代誠（テ
ノール）　ロザリンデ…田中宏子（ソプラノ）
　ソウカパインオペラ合唱団　谷塚少年少女合
唱教室ほか
【チケット】草加市文化会館ほかプレイガイド
へ。S席4500円　A席3500円　B席3000円　C席
2000円（全席指定）

　独自の走楽論のもと世界で活動する創作和太鼓集団鬼太鼓座。琉球民謡を根底
とした聴きやすい楽曲「オキナワンポップス」を確立したネーネーズ。邦楽囃子
仙波流家元であり、パーカッショニストや音楽プロデューサーとして活動する仙
波清彦。国内外の歌舞伎公演などで長唄三味線方として活躍する杵屋裕光。草加
市出身で日本民謡協会内閣総理大臣杯争奪戦優勝の民謡歌手森田彩。本公演のプ
ロデューサーでもある中村明一らによる邦楽フェス。司会は幅広い音楽の知識で
世界的に活躍するピーター・バラカンと「邦楽ジャーナル」編集長の田中隆文。

3月かどまちごとでき

⃞申利用希望日の2か月～4日前に宿泊料・食事料金を添えて
　総務企画課へ。☎922-26435928-1178

問草加市文化会館☎931-93255936-4690

舞い散る桜、一面の薄桃色にうっとり…舞い散る桜、一面の薄桃色にうっとり…

SL「大樹」・
貸切スカイツリートレインで行く！

日帰り
ツアー

お で か け 情 報

ソウカパインオペラコンサート 

喜歌劇「こうもり」
ソウカパインオペラコンサート 

喜歌劇「こうもり」
問草加市文化会館
　☎931-93255936-4690

問文化観光課☎922-29685922-3406
　東武トップツアーズ（株）☎03-3621-0651

9月8日土午後2時開演
会場　草加市文化会館

6月24日日午後2時開演
会場　草加市文化会館

初夏の

申込受付
中！

昭和村マスコット
キャラクター
　　　　からむん

先着60人

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20日号

市の人口　平成30年4月1日現在　24万8239人（男12万5915人・女12万2324人）／前月比347人増／世帯数11万5270世帯


