
折り込んである「そうか市議会だより」「国民健康保険特集号」は、抜いて読んでください。

被害多発被害多発

平成30年：28件 　　約1800万円平成30年：28件 　　約1800万円
平成29年：69件 約1億８000万円平成29年：69件 約1億８000万円

STOP！STOP！県内ワースト１位県内ワースト１位 特殊詐欺特殊詐欺

※平成30年は4月24日時点

緊急通報（警察） ☎110
草加警察署生活安全課   ☎048-943-0110
草加市役所くらし安全課  ☎048-922-3607
草加市消費生活センター ☎048-941-6111
消費者ホットライン ☎１８８

〇在宅中も常に留守番電話に設定
犯人は声が録音されるのを嫌って電話を切ります。「この通話は録音
されます」というメッセージが流れる機械を取り付けるのも有効です。

〇知らない電話番号や非通知電話に
　出ないようにしましょう。
ナンバーディスプレイ等の機能を活用しましょう。

切り取って電話機などに貼り付けて活用してください切り取って電話機などに貼り付けて活用してください

過去最悪を上回る見込み

被害者にならないために

（泣き寝入りは１８８）
い や や

その電話、特殊詐欺かも？！その電話、特殊詐欺かも？！

念のため、
留守番電話に設定
しておくね

はい、もしもし

おばあちゃん、
そんなに慌てて
どうしたの？

実は警察から電話が
あってね、カードを
渡さないといけない
みたいなのよ

それって
　　　詐欺かも?!
それって
　　　詐欺かも?!

こんにちは、
○○警察の
者ですが

あなたのキャッシュカード
が悪用されているかもしれ
ません
今から銀行協会の者がカー
ドを取りに行きます

大変!!
ええっ?!

ちょっと
待ってー!!!
ちょっと
待ってー!!!

不
審
に
思
っ
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ら
連
絡

　過去最悪だった平成29年を上回る被害が見込まれています。
「キャッシュカードを預かる」「暗証番号を教えて欲しい」といった
話が出たら、それは詐欺です。

ちょっと待っ
た！

ちょっと待っ
た！

ちょっと待っ
た！

ちょっと待っ
た！
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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）
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　記念事業・協賛事業」です



　地域経済の活性化を図るため、以下の事業補助を希望する事業者
を募集。詳細は同実行委員会事務局で配布する実施要項（同実行委
員会ホームページからも入手可）で確認できます。
○市内リフォーム補助事業
　リフォームの発注者に対して請負額の割引を行った場合に補助を
行います。応募多数の場合は抽選。
■限度額　請負額の20％（5000円以上10万円以内）
■条　件　・実行委員会に申請し「認定事業者」の承認を得ること
　　　　　・交付決定後に施行し、平成31年1月31日㈭までに工事

が完了すること
○市内事業所等設備投資支援事業
　設備等の新設や更新を行う市内事業者に補助を行います。
■限度額　設備等の取得価格の20％（上限100万円）
■条　件　新たな商品やサービスの開発、環境に配慮した設備投資

を行い、平成30年12月末までに設置が完了していること

　5月27日㈰に市内全域で春の美化運動を実施します。実施時間及
び場所は町会・自治会ごとに確認してください。
　集めたごみは、可燃ごみ、不燃ごみ、資源物の3種類に分別し、
町会・自治会などが配布する「美化運動専用ごみ袋」に入れ、「美
化運動専用の集積所」に出してください（家庭内や事業所内から出
されたごみ、テレビや自転車、石、コンクリートなどは収集しませ
ん）。なお、U字溝等の清掃を行う町会・自治会は、事前に同協議
会にヘドロ収集を依頼してください。また、収集作業中のごみ収集
車は危険ですので近づかないでください。多くの皆さんの参加と協
力をお願いします。

　「快適都市－草加－」の実現に向け、市民の声を聴き、市民と共
に考え、草加の未来につながる仕事を積極的に行う意欲ある人材を
募集します。職種及び受験資格等は下表のとおり。詳細は、市役所
総合案内、職員課、各サービスセンター等で配布している募集要項
及び申込書で確認を（市ホームページでも入手可）。
■第1次試験　【実施日】6月24日㈰　【会場】獨協大学
■申 し 込 み　簡易書留で郵送（窓口受付は行いません）
　【受付期間】5月18日㈮まで（消印有効）
　【宛　　先】〒340-8550　職員課人事研修係

■職種・採用人数　
【看護師】15人程度
【理学療法士・言語聴覚士・薬剤師・社会福祉士・医療事務】若干名
ლ市立病院（市立病院ホームページからも入手可）、市職員課、各
サービスセンターで配布している試験申込書に記入し、〒340-8560
市立病院経営管理課へ郵送（5月29日㈫必着）または持参（5月31
日㈭まで。土・日曜日、祝日を除く）。

問草加地域経済活性化事業実行委員会事務局（草加商工会議所内）
　☎928-81115928-8125

リフォーム補助・設備投資支援の
利用事業者を募集

問職員課☎922-09835922-3098
草加市新規採用職員を募集

問選挙管理委員会☎922-24905927-7693

草加市議会議員一般選挙及び
草加市長選挙の投票日が10月28日㈰に決定

平成5年4月2日以降生まれ
大学以上を卒業または平成31年3月ま
でに卒業見込み

平成5年4月2日以降生まれ
大学以上を卒業または平成31年3月ま
でに卒業見込み

昭和53年4月2日以降生まれ
看護師の免許を有する人。または、平成31
年3月31日までに免許を取得見込みの人

昭和59年4月2日以降生まれ
理学療法士の資格を有する人

昭和54年4月2日以降生まれ
言語聴覚士の資格を有する人

昭和54年4月2日以降生まれ
社会福祉士の資格を有する人

昭和53年4月2日以降生まれ

平成5年4月2日以降生まれ
薬剤師の免許を有する人。または、平成31
年3月31日までに免許を取得見込みの人

昭和58年4月2日～平成5年4月1日生まれ
高等学校以上を卒業した人

昭和58年4月2日～平成5年4月1日生まれ
高等学校以上を卒業した人

昭和58年4月2日～平成5年4月1日生まれ
高等学校以上を卒業した人

昭和58年4月2日以降生まれ
試験申込時において社会福祉士資格を有する人

昭和63年4月2日以降生まれ
試験申込時において保育士資格を有する者また
は平成31年3月までに同資格を取得見込みの人

昭和38年4月2日～同63年4月1日生まれ
試験申込時において保育士資格を有し、かつ資
格取得後、保育士または幼稚園教諭（講師）と
しての職務経験を平成30年4月1日現在で5年
以上有する人

昭和48年4月2日～平成12年4月1日生まれ
高等学校以上を卒業し、試験申込時において、
身体障害者手帳の交付を受け、次の要件をすべ
て満たす人

昭和48年4月2日～平成12年4月1日生まれ
高等学校以上を卒業し、試験申込時において、
身体障害者手帳の交付を受け、次の要件をすべ
て満たす人

①介助を必要とせず、事務職または現業職とし
て職務の遂行が可能である
②活字印刷文による出題に対応できる
※採用時の職種（事務または現業）については、
本人の意向、適性等を基に決定します
※申込書の中で希望した職種以外での採用とな
る場合があります

①介助を必要とせず、調理士として職務の遂行
が可能である
②活字印刷文による出題に対応できる
③試験申込時において、調理師免許を有し、か
つ免許取得後、調理師としての職務経験を平
成30年4月1日現在で3年以上有する人

試験区分

事　務
（新卒者等）

事　務
（社会人
経験者等）

土木技師
（新卒者等）

土木技師
（社会人
経験者等）

建築技師
（新卒者等）

社会
福祉士

建築技師
（社会人
経験者等）

保育士
（新卒者等）

保育士
（保育業務
等経験者）

調理士
（身体障
がい者）

事務・現業
（身体障
がい者）

職種 受験資格等 1次試験
科目

職種

看護師

理学
療法士

薬剤師

言語
聴覚士

社会
福祉士

医療
事務

受験資格等 試験日及び内容 採用予定日

6月2日㈯
論文・面接

6月2日㈯
第1次試験
一般教養・
　論文

7月7日㈯
第2次試験
　面接
（第1次試験
合格者のみ）

9月1日

9月1日
または

平成31年4月1日

平成31年4月1日

教養試験
専門試験
論文

教養試験
専門試験
論文

教養試験
論文

教養試験
論文

専門試験
論文

教養試験
専門試験
論文

教養試験
専門試験
論文

教養試験
専門試験
論文
教養試験
専門試験
論文

専門試験
論文

専門試験
論文

教養試験
論文

採用予定
人数

25人
程度

5人
程度

5人
程度

20人
程度

若干名

5人
程度

5人
程度

大学卒

大学卒

平成5年4月2日以降生まれ
大学以上を卒業または平成31年3月ま
でに卒業見込み

大学卒

平成31年4月採用

問市立病院経営管理課☎946-2200○内30035946-2211
市立病院新規採用職員を募集

A

B

E

F

G

H

C

D

I

L

M

J

K

平成30年9月採用・平成31年4月採用

問草加市クリーンふるさと推進協議会（廃棄物資源課内）
　☎931-39725931-9993

5月27日㈰は春の美化運動
～まちをきれいに～
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〇まちづくりさんぽ～この1日でまちづくりのすべてがわかる～
　空き家・空き店舗を活用し、新しい魅力を創
り出すそうかリノベーションまちづくりからう
まれたお店などを1日で回り、スタンプを集め
ると、後日特典が受けられるスタンプラリーを
実施。見学や簡単な体験などもできます（開催
時間・内容等は店舗により異なりますので、チ
ラシまたは市ホームページで確認を）。
■日時　5月27日㈰午前11時～
■会場　草加駅東口の旧日光街道周辺及び八幡

町のリノベーション案件の参加9店舗
〇まちの学校vol.7～ボクとあの人とまちが躍るシゴト～
　草加のまちで何か始めたいと考えている人を対象に、遊休不動産
の活用による事業やまちの活性化について講演します。
■日時　5月27日㈰午後2時～3時
■会場　弐丁目会館（高砂二丁目）
■定員　40人
■応募　5月21日㈪までにメールで産業振興課へ。電話、ファクス

も可
■講師　㈱三河家守舎　山田高広氏

　リノベーションまちづくりによるサブリースや飲食店プ
ロデュース、イベントの企画・運営を行い、遊休不動産を
活用した職住遊隣接の暮らしの実現に向けて活躍。

○創業応援セミナー
　創業に必要な心構えやポイントをわかりやすくお伝えします。実
践的な内容を学べる創業塾の紹介も行います。
■日時　6月2日㈯午後1時～4時30分
■会場　草加商工会議所　　■定員　40人
■申込期限　5月31日㈭まで
○創業塾
　創業計画の立て方や創業に必要な知識を集中的に学びます。創業
塾履修者は、法人設立時の登録免許税の軽減や信用保証枠の拡充な
どの特典が受けられます。
■日時　6月9日・16日・23日、7月7日の土曜日
　　　　午前9時30分～午後4時30分
■回数　全4回　■会場　草加商工会議所　■定員　30人　
■受講費　6000円（教材費込み）　■申込期限　6月7日㈭まで

　まちの安全を見守る「目」が多いと犯罪率が下がるといわれてい
ます。朝夕のウオーキング時の「徒歩パトロール」や愛犬の散歩時
に併せた「わんわんパトロール」で、まちの安全を見守る「そうか
まち見守り隊」隊員になってみませんか。
　新規隊員にはパトロール用資機材を2点貸与します。
■対象　18歳以上の市内在住、在勤、在学者で、週1回以上パトロ

ールを行える人
○パトロール講習会
　パトロールのポイントなどを学ぶ講習会を開催します。見守り隊
に参加を希望する人は、下記日程のいずれかを受講してください。
■日時　6月22日㈮・23日㈯午前10時～11時
■会場　勤労福祉会館

　市の審議会等を傍聴できます。各審議会ともに定員5人で当日先
着順（ふるさとまちづくり応援基金助成事業公開審査会を除く）。
なお、市内在住の聴覚障がい者で手話通訳者の派遣を希望する場合
は、会議開催1週間前までに担当事務局へ連絡を。
■安全安心まちづくり推進協議会＜くらし安全課☎922-36075922-
1030＞…5月22日㈫午後2時～　市役所西棟第3会議室で
■上下水道事業運営審議会＜水道総務課☎920-56775925-5046＞…
5月28日㈪午後2時～　水道庁舎会議室で　
■ふるさとまちづくり応援基金助成事業公開審査会＜市民活動セン
ター☎920-35805925-1872＞…6月2日㈯午前10時～　高砂コミセン
集会室で　定員20人

　一定以上の障がいのある人のために使用する軽自動車の軽自動車
税を減免します。
■対象　①障がい者本人または障がい者と生計を一にする人が軽自

動車を所有し運転する場合
　　　　②障がい者のみで生活する人が所有する軽自動車を常時介

護する人が運転する場合
　軽自動車税以外の自動車税の減免については、越谷県税事務所
（☎962-2191）へ問い合わせてください。減免は、普通自動車など
を含め、障がい者1人につき1台に限ります。
ლ5月上旬に郵送する納税通知書と運転免許証、自動車検査証、身
体障害者手帳（療育手帳・精神障害者保健福祉手帳）、納税義務者
と障がい者のマイナンバーが分かるものを持参し、5月31日㈭まで
に市民税課へ。
　なお、車の所有者または運転者が障がい者と別住所の場合は、健
康保険証や源泉徴収票など生計を一にすることが分かる書類などが、
また運転者が常時介護する人の場合は、常時介護の誓約書などが必
要です。減免の対象となる障害等級や必要書類の詳細については、
同課へ問い合わせてください。

　4月1日から、医師の指示により靴型の装具を作成した場合、療養
費支給申請の書類に、その装具を装着した写真の添付が必要になり
ました。
　写真の他に申請に必要なものは下表のとおり。加入している保険
により必要となるものが異なりますので注意してください。

保険名

必要書類

国民健康保険 後期高齢者医療制度

①被保険者証
②預金通帳(世帯主名義）
　またはキャッシュカード
③明細が分かる治療用装具の領
収書（原本）
④医師の診断書または同意書
（原本）
⑤朱肉を使う印鑑（スタンプ印
不可）
⑥個人番号がわかるもの（通知
カード・マイナンバーカード
等）
⑦本人確認書類（運転免許証、
パスポート等）

①被保険者証
②預金通帳(被保険者名義）
　またはキャッシュカード
③明細が分かる治療用装具の領収
書（原本）
④医師の診断書または医師が発行
した作成指示がわかる書類（原
本）
⑤朱肉を使う印鑑（スタンプ印不
可）

審議会等の開催日程

問産業振興課☎922-08395922-3406
　sangyosinko@city.soka.saitama.jp　

そうかリノベーションを楽しもう！
まちづくりさんぽ／まちの学校vol．7

□申各申込期限までに草加商工会議所へ。☎928-81115928-8125□申

問市民税課☎922-10495920-1502

障がい者の軽自動車税を減免

問国民健康保険加入者…保険年金課☎922-15935922-3178
　後期高齢者医療制度加入者…後期高齢者・重心医療室
　　　　　　　　　　　　　 ☎922-13675922-3178

靴型装具の療養費支給申請には
装具の写真を添付してください

夢をカタチに　やりたかったことを　今やれることに変えよう 参加者
募集創業応援セミナー・創業塾

あなたの散歩がまちの安全を守る
「そうかまち見守り隊」隊員募集
□申5月7日㈪～6月15日㈮にくらし安全課へ。ファクス、メールも可。
　☎922-36075922-1030kurashianzen@city.soka.saitama.jp
□申
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　芭蕉と草加の縁に思いを馳せながら、
『おくのほそ道』の歴史や文化を学びます。
開催日と内容は下表のとおり。いずれも14
時～16時。会場は歴史民俗資料館。定員各
回60人。ლ5/8㊋から同館へ。☎922-04025
922-1117

そうか芭蕉塾

開催日 内　容

5/26㊏　   芭蕉と『おくのほそ道』の旅
6/15㊎　 『おくのほそ道』の虚構性
6/28㊍　   芭蕉と茶の湯

ぼっくるん隊募集
5/15、6/12の会議を公開

　子ども・子育ての様々な情報を
提供する「そうか子育て応援・情
報サイトぼっくるん（QRコー
ド）」の取材、記事作成などを行
う、ぼっくるん隊員になりません
か。20～60代の男女で楽しく活動
しています。5/15㊋10時～12時、
6/12㊋10時～13時の会議見学は申

し込み不要です（保育希望者のみ1
週間前までに連絡を）。
【入隊応募】6/29㊎までに応募用紙
（子育て支援センター、プチみっ
け、児童館・児童センター、ぼっ
くるんで入手可）を〒340-0041松
原1-3-1子育て支援センターへ。☎9
41-67915941-6828

　対象は特別支援学校へ就学、転学、
進学を希望する人や保護者等。見学・
学校説明会の参加希望者は希望日の5
日前までに各学校へ連絡を。問教育支
援室☎933-75915933-7590
■草加かがやき特別支援学校（松原
4-6-1）☎946-21315946-5670　見学・
学校説明会…小学部6/21㊍、9/11㊋・
中学部6/22㊎、9/10㊊・高等部7/5㊍、
9/18㊋の9時45分～11時40分。　学校
公開…11/1㊍・2㊎の10時～12時10分
■越谷特別支援学校（越谷市大字船渡
字福島500）☎975-21115973-1182　
学校公開…5/17㊍、6/13㊌、7/12㊍、
9/5㊌、10/5㊎、11/6㊋、12/17㊊、平
成31年1/15㊋、2/13㊌、3/7㊍の10時
～12時

　自動車税・軽自動車税は、5/31㊍ま
でに指定の金融機関・郵便局・コンビ
ニエンスストアで納めてください。自
動車税のみインターネット「Yahoo!公
金支払い」クレジットカードでも納付
できます。問自動車税コールセンター
☎050-3786-1222、軽自動車税について
は市民税課☎922-10495920-1502

　平成30年度工業統計調査が6/1を基
準日として実施されます。この調査は、
製造業を営む事業所を対象にした調査
で、調査結果は中小企業施策や地域振
興などの基礎資料として広く利活用さ
れます。提出された調査票は統計の目
的以外には使用しません。5月上旬か
ら調査員が各事業所を訪問しますので、
ご協力をお願いします。問庶務課☎92
2-09545922-3091

　市内の川・橋・水辺を題材にした写
真を募集します。特選作品は7/18㊌～
31㊋に稲荷橋で展示、特選・入賞作品
は7/10㊋～20㊎に中央公民館で、7/24
㊋～31㊋にであいの森で展示します。
市内在住・在勤・在学のアマチュア写
真家対象。市内で撮影した未発表作品
で、四つ切りまたは六つ切り相当のカ
ラー写真、1人5点まで。ლ6/22㊎まで
に河川課で配布する応募用紙を作品に
添付し同課へ。☎922-21725922-2124

　児童サポーターは、市内全小学校で
開催している放課後子ども教室の運営
や子ども達の活動の見守りなどを行う
地域の有償ボランティア。子どもを支
援する地域活動に関心のある77歳以下
対象。活動は長栄小は毎週㊋、新里小
は毎週㊌14時～17時30分頃。問子ども
育成課☎922-10645922-3274

　行政相談委員は、民間の有識者の中
から総務大臣が委嘱しており、公平・
中立な第三者の立場で国の仕事に対す
る苦情等の解決を図り、皆さんの声を
行政運営に役立てています。定例相談
会は第2㊎13時30分～16時に市民相談
室（市役所西棟）で行っています。ま
た、市内の行政相談委員、醍醐洋子さ
ん（氷川町☎925-1930）、中村久夫さん
（中根三丁目☎936-0054）、山川邦子
さん（栄町二丁目☎931-8689）、竹村博
之さん（遊馬町☎925-4151）宅でも相談
に応じます。問広聴相談課☎922-0566

5922-3173

　赤十字会員とは年額2000円以上を出
資し、日本赤十字社の活動を支援する
人。町会・自治会の協力により会員増
強運動を実施します。活動資金は、災
害救護活動、国際救援活動、各種講習
会、医療事業など様々な活動のために
使われます。ご理解ご協力をお願いし

ます。問日本赤十字社埼玉県支部草加
市地区（福祉政策課内）☎922-12345
922-1066

　7/13、8/10、9/14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（一
部制限あり）。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。各回1組
限定（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
ぼっくるんで確認を。ლ5/21㊊までに

子育て支援センター、プチみっけ、ぼ
っくるんで配布する応募用紙を子育て
支援センターへ。☎941-67915941-68
28

　6/9㊏開催の青少年の主張大会で発
表する作品を募集します。テーマは
「未来に向けて考えること（希望・提
案・将来の夢）」「日常生活や学校生
活の中でチャレンジしていることや感
じていること」「大人に訴えたいこ
と」など。小中学生の部は400字詰め
原稿用紙4枚以内、高校生等の部は同
原稿用紙6枚以内。市内在住・在学の
小学４年生～高校生、同年代の人対象。
応募は1人1点。作品は返却しません。
ლ5/15㊋（必着）までに、市内の学校
在学者は学校を通じて、それ以外の人
は草加市青少年健全育成市民会議事務
局（勤労青少年ホーム内）へ。☎928-
64215928-9632

　地震や武力攻撃な
どの緊急情報を国か
ら人工衛星などを通
じて瞬時に伝える全国瞬時警報システ
ム（Jアラート）の、防災行政無線を
使った試験放送を行います。
【放送内容】チャイム音→「これはJ
アラートのテストです」×3→「こち
らは防災草加です」→チャイム音。
問危機管理課☎922-06145922-6591

　5/12㊏10時～12時。会場は伝統産業
展示室ぱりっせ。お母さんに日頃の
「ありがとう」の気持ちを込めてゆか
たの染め技法を使って自分で染めたハ
ンカチをプレゼントしてみませんか。
定員50人（当日先着順）。汚れてもい
い服装またはエプロン持参。問産業振
興課☎922-34775922-3406

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

赤十字会員増強運動にご協力を

5月は自動車税の納期です

平成30年度工業統計調査

青少年の主張大会作品募集

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。 5月の暑さに気をつけて！熱中症にご用心

▶固定資産税・都市計画税　第1期
▶軽自動車税　全期

5月の
納税
・
納付 5/31㊍までに最寄りの市指定金融機関・

コンビニで納めてください 納税は便利な口座振替で

国の仕事に関する相談は
行政相談委員へ

特別支援学校の見学・学校説明会、
学校公開を行います

5/16㊌11時
Jアラート試験放送を実施

7月は河川愛護月間
川などを題材にした写真募集 

長栄小・新里小放課後子ども教室
児童サポーター募集

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

母の日ハンカチ染め体験教室

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

平成30年の市内交通事故状況（前年比）4月20日現在　人身事故258件（－65）　死者2人（－5）

④ 2018年5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」



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

5/28㊊

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

5/30㊌

6/15㊎

【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

【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

離乳食の進め方の講習と試食

歯科衛生士によるブラッシング指導とだ
液のＰＨテスト
計測、育児・栄養相談

超音波による骨密度測定
（簡易検査）　費用100円

1歳7か月児健康診査

離乳食講習

おやこでブラッシング＆
子育て相談
〈栄児童クラブ（栄小内）〉 

①9時30分～10時
②10時30分～11時
③13時～13時30分
④14時～14時30分

5/30㊌、6/29㊎骨密度

6/5㊋

6/19㊋

平成28年11/1～15生まれ

平成28年11/16～30生まれ

対象者に5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）

7/1㊐・2㊊・19㊍・23㊊、
9/6㊍・20㊍・29㊏

6/13㊌、
7/4㊌・9㊊・20㊎・31㊋、
8/3㊎・23㊍、
9/5㊌・12㊌・13㊍

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

18歳以上 定員80人
（測定は年度に1回のみ）

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
集団検診（胃・大腸・乳がん検診）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
注）各検診は、実施期間内に１回のみの受診となります。複数回同じ検診を受診した
場合、２回目以降は全額自己負担

【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、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

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 6/20㊌ 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 5月下旬～6月中旬 平成30年4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4月末に診査票を送付済み。届かない人は連絡を
5/15㊋

5/29㊋

平成27年2/1～13生まれ

平成27年2/14～28生まれ

マタニティクラス
両親学級 6/3㊐・6㊌

平成30年8～10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

すくすく赤ちゃん相談
（氷川児童センター） 6/4㊊ 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15分

乳幼児と保護者　定員30組

未就学児と保護者　定員36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 6/18㊊ 9時30分～12時

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

㊊～㊎（申し込み時に調整） 【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 5/23㊌ 【要申込】
バスタオル・タオル持参

【要申込】
5/7㊊から電話で保健センターへ
健康手帳、拭き取り用のティッシュペーパー持参

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

ლ各締め切り日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。同協会のホーム
ページでも応募可。応募多数の場合は抽選。☎928-63615922-1513

スポーツ教室・キッズクラブ参加者募集

教室名 実施日 曜日 時間

15時～16時 24

回数

■キッズクラブ（締め切り：5/23㊌（消印有効））　初期費用2000円（保険料を含む）

年少

対象

1500円

月額 会場定員
ホップ
すくすく
水曜（年少）
木曜（年少）

6/5～H31.2/26
6/1～H31.3/1
6/6～H31.2/27
6/7～H31.2/21

27人
36人
36人
36人

㊋
㊎
㊌
㊍

記念体育館

市民体育館

教室名 実施日 曜日 時間

6

8

回数

■スポーツ教室（締め切り：5/20㊐（消印有効））

11時～12時

10時～12時

対象

3000円

4000円

月額 会場定員

親子体操教室

初心者弓道教室

6/7～7/19
（6/14を除く）

6/2㊏～7/28㊏
（6/16㊏、30㊏を除く。7/1㊐実施）

30組

15人

㊍
記念体育館

H26.4.2～同28.4.1
生まれの子と親

18歳以上

　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。いずれも当日直接会場へ。
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　5/12㊏13時30分
～15時30分。当事者の思いを語る介護
体験談。定員20人。参加費100円

■草加キングス・ガーデン　5/12㊏14
時～16時。テーマ「若年性認知症（ピ
ック症）の介護体験」。参加費100円
■デイサービスセンター草加　5/12㊏
14時～16時。健康体操と脳トレ体験。
参加費100円
■埼友草加病院　5/19㊏14時～16時。
テーマ「健康寿命と運動の関係」。定
員100人。参加費200円
■ボンセジュール草加　5/26㊏13時30
分～15時30分。テーマ「糖尿病とその
予防・在宅でも自己管理」。定員40人。
参加費100円。上履き持参

　収容人員が、30人以上の店舗等と50
人以上の共同住宅・工場等では、この
資格取得者を置くことが消防法で定め
られています。6/14㊍・15㊎9時20分
～16時50分。全2回。会場は草加市文
化会館。定員78人。受講料7500円。ლ

消防局予防課で配布する申込書に顔写
真（縦3cm×横2.4cm）1枚と「郵便振
替払込請求書兼受領書」を添付し、5/
23㊌にファクス（503-3591-7130）で
日本防火・防災協会へ。申込書は同協
会ホームページからも入手可。問消防
局予防課☎996-06605997-1300

地域包括支援センター (包)
介護者の集い・介護予防教室など

■介護者のつどい　5/8㊋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
■初心者のための気功教室　5/11㊎9
時15分～10時45分。高砂コミセン。65
歳以上対象。定員30人。上履き持参。
ლ5/7㊊から草加中央・稲荷（包）へ。
☎959-91335922-3801
■介護者のつどい　5/12㊏14時～16時。

会場は草加キングス・ガーデン。オレ
ンジカフェと同時開催。介護の情報交
換と交流。介護をしている人、する予
定の人対象。参加費100円。問谷塚西
部（包）☎929-00145929-5222
■介護者のつどい　5/16㊌13時15分～
14時30分。会場は勤労福祉会館。介護
の情報交換と交流。介護をしている人、
していた人、する予定の人対象。問新
田（包）☎946-05205946-0523
■いきいき体操教室　5/21㊊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40人。運動靴持参。
ლ5/7㊊から谷塚西部（包）へ。☎929-
00145929-5222

■介護者のつどい　5/21㊊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、する予定の人対象。問安行
（包）☎921-21215928-8989
■コツコツ貯筋体操～いつまでも若々
しく～　5/23㊌14時～15時30分。会場
は花栗会館。65歳以上対象。定員20人。
トレーナーによる運動機能向上プログ
ラム。ლ5/7㊊から安行（包）へ。☎92
1-21215928-8989
■はつらつチャレンジ教室　5/25㊎13
時15分～14時45分。簡単なストレッチ
や筋力トレーニング。会場は川柳文化
センター。65歳以上対象。定員30人。
上履き持参。ლ5/7㊊から川柳・新田
東部（包）へ。☎932-70075931-0993

オレンジカフェ（認知症カフェ）

甲種防火管理者資格取得講習会 

5月の「なくそう暴力」標語　その言葉　言っていいこと？　悪いこと？

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5月5日号



⑥ 2018年5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。

■やしお枝豆ヌーヴォー祭（枝豆解
禁）　5/26㊏15時～18時　会場はフレ
スポ八潮イベント広場　問やしお枝豆
まつり実行委員会☎996-1926

■さつき展　5/26㊏13時～17時・27㊐
9時～16時　会場は瑞沼市民センター
体育館　問農業振興課☎930-7722

■環境展2018　6/8㊎～10㊐9時～16
時　会場は市民交流センターおあしす
　問環境課☎982-9698

■まつぶし緑の丘公園春の花まつり　
5/12㊏10時～15時（雨天時は13㊐）　
会場はまつぶし緑の丘公園　問同公園
管理センター☎991-1211

①土木作業員　勤務は7月からの㊊～
㊎8時30分～17時。場所は維持補修課。
運転業務、道・水路のパトロール、補
修作業ほか。63歳以下で普通自動車運
転免許証（AT車限定は不可）以上所
持者対象。募集は1人。日額7700円（交
通費込み）
②介護保険料徴収補助員　勤務は7月
からの㊊～㊎のうち週4日程度で10時
～16時。場所は介護保険課。自転車で
の介護保険料の訪問徴収業務ほか。63
歳以下対象。募集は1人。日額4750円
（能率給あり、交通費込み）
③資産調査員　勤務は7月からの㊊～
㊎の9時～16時。場所は生活支援課。
生活保護に関する資産調査及び保護費
返還にかかる督促事務ほか。パソコン
操作可能な60歳以下対象。募集は1人。
日額7700円（交通費込み）
ლ面接は①・②は5/22㊋、③は5/23㊌
に実施。5/18㊎（必着）までに履歴書
（①は運転免許証の写しも）を職員課
へ。☎922-09835922-3098

高年者向け

　5/26㊏10時～。会場は勤労福祉会館。
講師は東京大学大学院教授の宮下直さ
ん。生物多様性のしくみや私たちの生
活との関わり。定員80人。ლ環境課へ。
☎922-15195922-1030

　6/6㊌9時30分～12時。会場は市民温
水プール。プールや水辺での事故の予
防や予見、救急救命処置について学び
ます。18歳以上対象。定員20人。水着
・帽子・ゴーグル・タオル持参。ლ

5/6㊐から電話で市民温水プールへ。
☎936-68245935-8981

　10/14㊐草加市文化会館で開催する
草加ふささらダンスフェスティバルで
ダンスを披露する団体を募集。市内活
動団体対象。参加費1団体1万円、出演
者1人につき1000円（別途ステージ料
等）。なお、参加希望団体は5/31㊍20
時に草加市文化会館で行う説明会に参
加。ლ5/24㊍までに同館で配布する用
紙に記入し、〒340-0013松江1-1-5草加
市文化会館「ダンスフェスティバル団
体募集」係へ。☎931-93255936-4690

　5/27㊐13時30分～15時。会場は中央
図書館。河竹黙阿弥著「怪談月笠森」
に草加出身と記されている美人町娘
「笠森お仙」が一世風靡した1768年か
ら今年で250年。その節目と草加市制
60周年を記念し草加の魅力を発信する
講演会を開催。小学4年生以上対象。
定員100人。講師は江戸の文化歴史を
楽しむ会福本伸二さん。ლ5/7㊊9時か
ら同館で整理券配布☎946-30005944-
3800

露。料金1500円（全席指定・未就学児
入場不可）。ლ5/12㊏10時から草加市
文化会館へ。☎931-93255936-4690

　7/14㊏14時開演。会場は草加市文化
会館。第1部はNHKの紀行番組「小さ
な旅」のアナウンサー山本哲也氏が
「旅の名人　草加を語る」と題し講演。
第2部は世界で活躍するピアニスト三
舩優子氏が旅をテーマにした名曲を披

三郷市

八潮市

吉川市

松伏町
■臨床検査技師　勤務は㊊～㊎8時30
分～17時、第1または第3㊏8時30分～
12時30分。主に生理検査（心電図、肺
機能、脳波、耳鼻科検査、エコー、採
血等）。時給1550円。社保・雇用保険
加入、賞与あり。ლ履歴書と資格証の

写しを市立病院経営管理課へ。業務内
容は検査科に問い合わせを。問経営管
理課☎946-22005946-2211

「身近な生物多様性」講演会

水の安全講習会

　6/2㊏9時～18時。会場は草加消防署
西分署。心肺蘇生法・AEDの使用法
・異物除去法ほか。市内または八潮市
在住・在勤の中学生以上対象。定員20
人。応募多数の場合は抽選。昼食持参。
ლ5/28㊊までに草加消防署西分署へ。
☎925-32515925-3269

　5/21㊊10時～11時。会場は勤労福祉
会館。意外に知らないごみの分け方・
出し方等の環境に配慮した暮らしに役
立つ話。草加市くらしの会と共催。定
員30人。ლ5/7㊊からくらし安全課へ。
☎941-61115941-6157

■卓球教室　月3回17時～19時。会場
はシルバー人材センター。初心者対象。
定員10人。月額1600円。上履き持参
■写真教室（基礎科）　第1･3㊎13時
～15時。会場は草加市文化会館ほか。
定員10人。月額1100円。デジタルカメ
ラ持参
ლシルバー人材センターへ。☎928-92
115928-9209

上級救命講習
　スポーツや文化活動を通じて、高年
者が気軽に健康づくりに取り組める講
座。期間は6/5㊋～平成31年3/19㊋9時
～11時。会場は市民体育館、中央公民
館ほか。内容はリズム体操・音楽会ほ
か。60歳以上対象。上履き持参。受講
希望者は6/5㊋10時30分に草加市文化
会館で行われる開講式へ。保険への加
入（65歳以上1200円、65歳未満1850
円）が必要です。保険加入用紙は開講
式で配布。保険料の支払いは2回目
（6/19㊋）に行います。問スポーツ振
興課☎922-28615922-3172

①日常を快適に！ストレッチ体操～バ
ランスコーディネーション～　6/11・
25、7/9・30、8/13・27の㊊13時～14
時30分。全6回。定員30人
②苔玉を作ろう　6/13㊌13時～15時。
定員15人。材料費200円。エプロン、
ゴム手袋、ピンセット、雑巾持参
　いずれも60歳以上対象。ლ①は5/8
㊋10時から②は5/10㊍10時から電話で
であいの森へ。☎936-27915936-2792

オールドカレッジ

であいの森講座

非常勤嘱託員

草加市立病院臨時職員

QRコード（こくちーず）からも可。
☎922-34945928-1178シルバーカルチャー教室

受講者追加募集

「小さな旅」の大きな出会い
講演会・コンサート

草加ふささらダンスフェスティバル
参加団体募集

消費生活講座「意外に知らない
ごみの分け方・出し方のお話」

子育て講演会
「乳幼児期の子育て」

「250年振りの里帰り降臨
『笠森お仙』」講演会

■市制60周年記念レイクタウン防災フ
ェス2018　5/26㊏・27㊐10時～16時
　会場はイオンレイクタウンアウトレ
ットＱ駐車場とその周辺　問同フェス
実行委員会☎070-5021-5371

　6/17㊐10時～11時45分。会場は中央
公民館。子どもの成長に合わせた関わ
り方についての講演や参加者同士のグ
ループトーク。0～5歳の保護者または
これから親になる人対象。講師は埼玉
大学教育学部名誉教授の志村洋子さん。
定員80人。保育（定員20人）、手話通
訳あり（いずれも要予約）。ლ5/7㊊
～6/1㊎に子ども教育連携推進室へ。

　5/13㊐13時～16時。会場は市民体育
館。普及指導員資格所有者・指導員を
目指す人対象。指導者の資質の向上や
指導法を学びます。定員20人。室内用
運動靴持参。ლ5/6㊐から電話で市民
体育館へ。☎5936-6239

トランポリンジュニア指導者講習会

井上麻矢講演会
「父を語れば」

86年前の音色が蘇る

5/19㊏、6/9㊏14時～15時
会場　歴史民俗資料館

11時〜16時30分

　8/4㊏14時開演。会場は草加
市文化会館。こまつ座新作
「母と暮せば」を一層楽しめる話題が詰まった
講演会。故井上ひさし氏の三女でこまつ座代表

の井上麻矢が、父とのエピソ
ードや新作誕生秘話をお話し
します。料金は1000円（全席
指定・未就学児入場不可）。
ლ5/6㊐10時から草加市文化
会館へ。☎931-93255936-4690

　淡路人形浄瑠璃の公演に
併せ、本場南あわじ市の新
鮮な「淡路島たまねぎ」を
はじめ、人気の淡路島ソー
スやドレッシング、スープ
などを販売。問草加市文化
会館☎931-93255936-4690

問歴史民俗資料館☎922 -04
025922-1117

5/19●

草加市文化会館
会　場

淡路島のたまねぎ
は甘くてみずみず
しくやわらかいと
有名です

土

懐かしのSPレコードの
音色をお聞かせします。

♪
♬

♩

コンサ
ート蓄音

機
故井上ひさし氏

井上麻矢
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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

■やしお枝豆ヌーヴォー祭（枝豆解
禁）　5/26㊏15時～18時　会場はフレ
スポ八潮イベント広場　問やしお枝豆
まつり実行委員会☎996-1926

■さつき展　5/26㊏13時～17時・27㊐
9時～16時　会場は瑞沼市民センター
体育館　問農業振興課☎930-7722

■環境展2018　6/8㊎～10㊐9時～16
時　会場は市民交流センターおあしす
　問環境課☎982-9698

■まつぶし緑の丘公園春の花まつり　
5/12㊏10時～15時（雨天時は13㊐）　
会場はまつぶし緑の丘公園　問同公園
管理センター☎991-1211

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

■スポーツ吹矢体験会　5/7㊊・21㊊9
時～11時　瀬崎コミセン集会室で　初
回無料　2回目以降300円　問下田☎08 
0-5477-3719
■あみもの体験　5/8㊋草加市文化会
館で　5/10㊍勤労福祉会館で　11時～
13時　定員各5人　毛糸代500円　見学
無料　問あみものを楽しむ会植竹☎93 
1-4809
■スポーツ吹矢体験　5/8～29の㊋15
時～17時　新田西文化センターで　初
心者歓迎　体験用マウスピース200円
　問植木☎090-2253-8475
■子育てセミナー「夫と子供、どちら
が優先？」　5/10㊍10時～11時30分　
草加市文化会館第2会議室で　参加費
200円　保育要予約　問家庭倫理の会
草加市石野☎090-9203-4244
■食べて応援！東北復興支援　5/10㊍
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で復
興支援　問池島☎090-1408-6431
■不登校相談会　5/10㊍15時30分～16
時50分　草加市文化会館第2研修室で
　不登校に悩む中高生、保護者対象　
問そうか不登校支援ネット☎932-5139
■スポーツ吹矢体験会　5/11㊎・14㊊
・20㊐9時～11時　5/15㊋13時～15時
　5/24㊍11時～13時　中央公民館で　
初回無料　2回目以降300円　問田岡☎
090-4335-7987
■スポーツ吹矢体験会　5/12㊏・26㊏

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　5/12～26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
■合気道無料体験会　5/12㊏15時～16
時…小学生、16時～17時…中学生以上
　草加中体育館柔道場で　駐車場あり
　ლ合気研究所佐久間☎050-7114-0709
■ニューロマンスフリーダンスパーテ
ィー　5/13㊐13時15分～16時15分　谷
塚文化センターで　参加費500円　お
菓子・飲み物付き　ミキシングトライ
アル有　問高橋☎090-2303-3667
■家庭婦人バスケットボール教室　
5/15～6/5の㊋11時～13時　市民体育
館で　保険代1850円　全4回　ლ草加
市家庭婦人バスケットボール草加クラ
ブ小泉☎090-5408-8125
■ルピナス展（油彩・水彩）　5/18㊎
～23㊌9時～17時（18㊎は12時から、
23㊌は12時まで）　草加市文化会館市
民ギャラリーで　問大倉☎941-3927
■バレーボール体験　5/18～6/8の㊎9
時～11時　市民体育館で　女性対象　
初心者大歓迎　問家庭婦人バレーボー
ル草加クラブ鈴木☎090-5782-9592
■介護者サロン「らくだ」　5/18㊎　
わ～くわっく草加で　「こもれび」　
5/24㊍市民活動センターで　13時～15
時　参加費100円　問介護者支援の会
草加酒井☎090-9245-2067
■ボーイスカウトと遊ぼう　5/19㊏9
時30分～　松原団地西口公園で　年長
～小学2年生の男女対象（保護者同
伴）　水筒・タオル持参　問ボーイス
カウト草加第8団荒木☎090-2328-8524
■介護者の集い「オアシス」　5/19㊏
10時～12時　中央公民館で　6/5㊋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
■宮沢賢治学習会　5/19㊏・6/16㊏13
時～15時　勤労福祉会館で　賢治の人
柄と作品について学びましょう　ლ風
間☎5942-1430
■相続の7割は不動産！遺言で安心不
動産相続　5/19㊏13時15分～15時　ア
コス6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
■史跡巡り「日光御成道を駒込から王
子へ」　5/20㊐8時30分草加駅改札内
集合　定員50人　参加費600円　交通
費・拝観料等別途　昼食持参　ლ草加
史談会浅古☎924-3403
■八幡ダンスサークルフリーダンス　
5/20㊐13時15分～16時15分　谷塚文化
センターで　参加費500円　トライア
ル有　飲み物付き　問千代田☎090-35 
74-3430
■草加よさこいサンバフェスティバル
（7/21･22）で踊ろう説明会＆体験　
5/27㊐15時～　中央公民館で　参加費
1回500円（6回以上参加）・衣装代別　
問草加サンバプロジェクト☎947-4072
■家庭婦人初心者卓球講座　5/22～
6/19の㊋（6/12は除く）13時～15時　
全4回　市民体育館で　参加費1000円
　申込締切5/15㊋　問末木☎942-2458
■油絵サークル・キャンバス展　5/25
㊎～30㊌10時～18時（25㊎は13時から、
30㊌は17時まで）　アコスギャラリー
大で　油絵30点を展示　問鈴木☎936- 
3589
■3.11フクシマの現況と福島原発事故
の責任を問う刑事裁判について武藤類
子氏が語る　5/26㊏10時～12時　草加
市文化会館で　資料代500円　問キビ
タキとわらしの会今村☎090-2637-7507
■氷川ダンス倶楽部フリーダンス　
5/27㊐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

■市制60周年記念レイクタウン防災フ
ェス2018　5/26㊏・27㊐10時～16時
　会場はイオンレイクタウンアウトレ
ットＱ駐車場とその周辺　問同フェス
実行委員会☎070-5021-5371

手多数待機　参加費700円　問太田☎
090-3520-7309
■中央絵画クラブ展　6/1㊎～5㊋10時
～18時（1㊎は13時から、5㊋は17時ま
で）　アコスギャラリー大で　無料　
油彩等約30点展示　問坂口☎922-5229
■西町東部平成の会今井節子パッチワ
ーク展　6/1㊎～30㊏であいの森1階ギ
ャラリーで　問川上☎080-2342-3961
■混合ダブルスバドミントン大会　
6/3㊐9時～　市民体育館で　参加費一
般1500円　ლ5/17㊍までに〒340-0012
神明2-2-45矢島☎5925-4981
■障害年金・成年後見無料相談会　
6/3㊐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
■歴史学講座「創世」軍船で侵攻して
来た西方軍事勢力［紀元4世紀初め］
　6/4㊊13時30分～16時30分　草加市
文化会館で　問小嶋☎090-1261-7366
■文化庁伝統文化親子茶道教室裏千家
　6/10㊐10時～12時（以降月1回）　
氷川コミセンで　全9回　幼児～高校
生と保護者対象　1回300円　ლ平島☎
090-1128-5916
■草加市演奏家協会ティータイムコン
サート華麗なるハーモニー　6/10㊐14
時開演　草加市文化会館第1会議室で
　カルメンメドレーほか　チケット
2000円　問金刺☎5050-8885-8873
■バドミントン講習会　6/19㊋11時～
13時　市民体育館で　初中級者対象　
参加費500円　シューズ・ラケット持
参　ლ草加レディースバドミントンク
ラブ平林☎936-0440
■コンサート「エリックとえいごで歌
って踊りまSHOW♪」　6/24㊐1部11
時～　2部14時～　アコスホールで　
チケットは5/20㊐から　1席1500円　
問西村☎090-6519-8167

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）。

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

休日等上水道工事店

5/  3㊗　㈲東洋開発　　　　　両新田西町246　☎928-5520
5/  4㊗　㈲イワセポンプ店　　手代町1027-8　  ☎922-2429
5/  5㊗　㈲平和電気商会　　　住吉1-12-5　  　☎924-3071
5/  6㊐　㈲井戸浅水道工事店　八幡町802  　　☎931-3330
5/13㊐　㈲やまと水道　　　　氷川町429-4  　☎927-8519

■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

5/3
㊗

　月 日　診療科 当番医名 住　所 電話番号　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

5/5
㊗

5/4
㊗

5/13
㊐

5/6
㊐

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

レン・ファミリークリニック

埼友草加病院

みなみ草加クリニック

草加松原整形外科医院

松原2-2-7

旭町6-1-17

氷川町2179-31

栄町2-9-20-301

新善町373

松原1-7-22

新里町107-1

松江2-3-50

☎942-5462

☎941-2140

☎922-5155

☎936-0365

☎944-2200

☎944-6111

☎924-0600

☎935-4838

内科

外科

歯科

内科

外科

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

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

☎941-5211

☎924-2631

☎928-4833

☎922-0963

☎925-4255

☎936-0120

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



問文化観光課☎922-24035922-3406

おくのほそ道「旅立ちの日」
芭蕉翁像・曾良像のお身拭い

5月16日水午後1時30分　おせん公園集合

　草加八潮消防局の高度救助隊が、平成30年4月より埼玉県特別機
動援助隊（埼玉ＳＭＡＲＴ）の登録部隊となりました。埼玉ＳＭＡ
ＲＴは、各消防の機動救助隊、県ＤＭＡＴ（災害派遣医療チー

ム）、県防災航空隊で編成され、関係
機関と連携し、県内における地震、台
風及び集中豪雨等による災害等に出動
します。
　今後は、埼玉県特別機動援助隊の一
員として、関係機関と連携し、迅速な
人命救助活動に邁進してまいります。 

　12日、市制60周年記念大相撲草加場
所が記念体育館で開催され約3800人が
来場。赤ちゃんを抱いての土俵入りや
遠藤関の公開まげ結いなどもあり、満
員御礼の会場は大いに沸きました。

■対　　象
■定　　員
■講義内容

　大学教授や専門家による体験型の講義で、学校では体験でき
ないことを楽しく学ぶことができます。日程、
内容等は下表のとおり。申込書は市立小学校で
配布します（市ホームページからも入手可）。
■対　　象　全講義に参加できる小学5・6年生
■定　　員　30人（応募多数の場合は抽選）
■講義内容

■日　時

■対　象
■定　員
■参加費

■内　容

　姉妹都市福島県昭和村の食や特産、自然も楽しみ、村民との
交流を深めましょう。
■日　時　6月27日㈬午前7時草加駅東口

周辺集合、午後7時30分解散
■対　象　市内在住、在学の人
■定　員　35人程度
■参加費　1人3500円（昼食代、各種体験料、見学料、有料道

路通行料など）、別途任意保険料500円
■内　容　バスにて昭和村へ。片道4時間半程度。村内レスト

ランで昼食、農作物収穫体験、からむし織の里でか
らむし織のしおり作り体験など

□申 5月21日㈪（必着）までに往復はがきに希望者全員の住所・
氏名（ふりがな）・性別・年齢・電話番号・保険加入の有無・
在学の場合は学校名を記載し〒340-8550文化観光課へ。はがき
1枚につき5人まで。重複応募は無効。応募多数の場合抽選。結
果は5月28日㈪以降発送します。

　松尾芭蕉のおくのほそ道「旅立ち」を記念して、松尾芭蕉像
（札場河岸公園）と河合曾良像（おせん公園）のお身拭いを行
います。参加希望者は当日直接会場へ。記念証をお渡しします。
■日　　時　5月16日㈬午後1時30分おせん公園集合
草加宿芭蕉庵も同日オープンします！
　同日開所の観光案内所「草加宿芭蕉庵」もお楽しみください。
■開館時間　午前10時30分～午後3時30分（月曜休館。祝日の

場合は翌日）
■所 在 地　札場河岸公園内望楼付近

■日時
■会場
■内容　①

②

②

　6月4日～10日は「歯と口の健康週間」です。楽しく豊かな生
活は健康で丈夫な歯から。乳幼児から成人までの歯科相談や指
導などをきっかけに、健康な歯を維持するための生活習慣につ
いて考えてみませんか。
■日時　6月10日㈰午前10時～午後1時30分
■会場　保健センター（車での来場不可）
■内容　①歯科相談・指導（乳幼児～成人対象）…受付午後1時
　まで。当日直接会場へ　
②ブラッシング指導・フッ素塗布（乳幼児～中学生対象）
　定員150人
③高年者よい歯のコンクール（市内在住の70歳以上で自分の
歯が20本以上残っている人対象。※さし歯・インプラント・
入れ歯等は該当しません）　定員60人

□申③は5月25日㈮までに、②は6月1日㈮までに同センターへ。

■対象
■活動内容

　平成31年1月14日㈷に開催する「新成人のつどい」の企画や
運営などを行う実行委員を募集します。
■対象　平成10年4月2日～同11年4月1日生まれの市内在住者
■活動内容　式典内容や案内状の検討（7月から月に1回程度委
員会を実施）、当日の司会進行ほか

4月かどまちごとでき

⃞申 5月31日㈭までに申込書を生涯学習課へ。
　☎922-28195922-3498

⃞申 5月31日㈭までに生涯学習課へ。
　ファクス・メールも可。
　☎922-28195922-3498
　*shogaigaku@city.soka.saitama.jp

埼玉県特別機動援助隊（埼玉ＳＭＡＲＴ）に登録

大相撲草加場所

「新成人のつどい」
  実行委員を募集

子ども大学そうか 入学生を募集

問保健センター☎922-02005922-1516

～市内の歯科医師が無料で健診・相談を行います～

歯の健康フェア＆
高年者よい歯のコンクール

問文化観光課☎922-29685922-3406

  日　　時 講義内容 会　場
7月7日㈯
午前10時15分～午後0時15分 みんなのスペイン語　バモス！ 獨協大学

8月25日㈯
午前10時～11時３０分 棒で家をデザインしよう 東京電機大学

9月29日㈯  ハープアンサンブルで 上野学園大学
午前10時～午後0時15分 ディズニーメロディを弾こう 短期大学部
10月6日㈯  ミニ地球儀を作って、
午前10時45分～午後0時15分 地球を調べよう 獨協大学

10月20日㈯  ふるさと草加再発見
午前10時～正午 ～草加お宝かるた大会～ 市民体育館

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5月5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


