
折り込んである「そうか教育だより」は、抜いて読んでください。

　市では、市役所新庁舎の建設に向けて基
本的な配置や機能等をまとめた基本設計案
を策定しました。基本設計案と意見用紙は
市役所情報コーナー・公共建築課・サービ
スセンター・公民館等の公共施設で配布す
るほか、市ホームページからも入手できま
す。意見のある人は5月21日㈪～6月19日㈫
に〒340-8550公共建築課へ。ファクス・メ
ールも可。

　本庁舎（閉鎖中）は、昭和40年11
月の完成から50年以上経過し、老朽
化・狭あい化が進み、耐震診断の結
果では大規模地震により倒壊または
崩壊する危険性が高いとされ、早急
な耐震化対策が必要となっています。
　このため、平成23年から庁舎建設
について検討を始め、平成29年に4つ
の基本方針を定めた「草加市新庁舎
建設基本計画」を策定しました。
　今回の基本設計案は、この基本計
画を具体的な図面としてまとめたも
のです。今後は詳細な実施設計・建
設工事を進めていきます。

新庁舎建設基本設計（素案） ■新庁舎建設の経緯

市役所新庁舎の基本設計案を公表市役所新庁舎の基本設計案を公表

■新庁舎設計概要

※詳しくは2面参照

5月21日㈪～6月19日㈫
皆さんの意見を募集します

問公共建築課☎922-10605922-1062
choshakensetsu@city.soka.saitama.jp

 ◇建設場所：草加市高砂1-1-1
 　　　　　 （現在地）
 ◇階　　数：地上10階地下1階建て
 ◇延床面積：約1万7900㎡
 　　　　　 （地下駐車場含む）
 ◇建物高さ：約40.8ｍ

■事業スケジュール
 ◇基本設計 ・ 実施設計
　平成29（2017）～同31（2019）年度
 ◇旧庁舎解体工事・新庁舎建設工事
　平成31（2019）～同33（2021）年度
 ◇新庁舎供用開始
　平成34（2022）年度

2022年
新庁舎
供用開始
予定

南東側から見たイメージ図南東側から見たイメージ図
※今後の詳細な設計で変更となる可能性があります。※今後の詳細な設計で変更となる可能性があります。

新庁舎の基本方針新庁舎の基本方針
1.人にやさしく親しまれる庁舎1.人にやさしく親しまれる庁舎

2.機能的･効率的で働きやすい庁舎2.機能的･効率的で働きやすい庁舎
3.環境にやさしい庁舎3.環境にやさしい庁舎
4.災害につよい庁舎4.災害につよい庁舎
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■4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）

　ユニバーサルデザインを取り入れて、分かりやすい案内やサイン
によって市民が利用しやすい庁舎とします。
　また、周辺のまちなみに配慮した草加宿をイメージさせる建物と
し、ロビー、ギャラリー、喫茶スペースを設けて市民が気軽に交流
できる庁舎とします。

　執務室、会議室、執務付属室などを機能的に配置し、効率的に業
務を行うことができる庁舎とします。
　また、執務室や待合スペースのエリアを明確にし、市民と職員の
動線を整理するとともにセキュリティに配慮した庁舎とします。
　待合スペースを中央に配置することで、見通しが良く、だれでも
分かりやすいフロア構成とします。
　執務室の両側に会議室や執務付属室を配置し、機能的なレイアウ
トとします。

　地震や水害などの災害時に防災
拠点としての機能を維持できるよ
うに、首都直下型地震にも耐える
ことのできる免震構造の庁舎とし
ます。
　災害発生後、速やかに災害対策
活動が開始できるスペースなどを
設けます。また、インフラが途絶
した際の備えとして、2回線での
電力の引き込み、非常用発電機、
非常用の汚水槽等を設けます。

　周辺環境や道路状況に配慮し、地下駐車場の入口と出口は東西に
分散して設けます。敷地南側には、障がい者等優先駐車場やタクシ
ー・送迎用の車寄せスペースを設けます。

　低層階（1～4階）には、多くの市民が利用する窓口を配置しま
す。また、転入
出・証明のフロ
ア、福祉のフロ
ア、子育てのフ
ロア、まちづく
りのフロアのよ
うに、関連する
窓口を同じ階に
配置して利便性
と効率性の両立
を図ります。

　エコボイド（吹き抜け）によ
り建物の中央まで自然採光や自
然通風を取り入れて、自然エネ
ルギーを積極的に活用した庁舎
とします。
　また、高効率機器の採用や断
熱性能を高めて、環境負荷の少
ない庁舎とします。

※今後、レイアウトは変更になる可能性があります。

トイレの位置や
視線等の配慮

1F

分かりやすい
サイン

車椅子使用者に配
慮した高さ・形状

北

ギャラリー

新庁舎
西棟

喫茶
スペース展示

新庁舎建設基本設計（素案）

①人にやさしく親しまれる庁舎

②機能的・効率的で働きやすい庁舎

④災害につよい庁舎

◆新庁舎設計概要

建物配置

ゾーニング

③環境にやさしい庁舎

新庁舎の基本方針
問公共建築課☎922-10605922-1062
　choshakensetsu@city.soka.saitama.jp　

トイレ
階段

出入口

出入口

第2駐車場

上部屋根

安全な歩行者動線と
円滑な自動車動線を確保

地下駐車場
入口

旧
日
光
街
道

草
加
駅

地下駐車場
出口

車寄せ

障がい者等優先
駐車場2台

明確なエリア分け
職員のエリア／市民のエリア

窓口

執務室

執務室

効率的な業務

窓口

新庁舎西棟

出入口に近い場所に駐輪場
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　○PM2.5（単位：マイクログラム／㎥）最大値34.8／最小値4.8（花栗中学校内）　○給食の放射性物質の検出なし

　市では、1年に1回、無料の健康診査を行っています。血中たんぱ
くの測定や尿酸検査、腎機能検査、尿検査のほか、医師が必要と認
めた場合に眼底検査、貧血検査、心電図検査も行います。
■対 象 者　特定健診…40歳以上75歳未満の国民健康保険加入者
　　　　　　後期高齢者健診…後期高齢者医療制度の加入者
■受診方法　5月末以降に郵送する受診券を持参し、指定医療機関

で12月14日㈮までに受診してください。　
※5～9月に、国民健康保険または後期高齢者医療制度に途中加入
した人には、加入月の翌月末頃に郵送します。
《特定保健指導》特定健診受診者で、メタボリックシンドロームと
判定された人に特定保健指導を勧めています。保健師や管理栄養士
が食事や運動について支援計画を立てる手伝いや、生活習慣改善の
ポイント、運動施設の紹介などの情報提供を行います。また、定期
的な面談を行い、長期的な指導をします。

　認知症は、誰にでも起こりうる脳の病気の一つです。年齢を重ね
るほど発症する可能性が高まり、65歳以上の約4人に1人が認知症ま
たはその予備軍であると言われています。症状が軽いうちに気付き、
適切な治療が受けられれば、薬で進行を遅らせたり、場合によって
は症状を改善したりすることもできます。
　今年度中に60歳になる人、また65歳以上の市民は誰でも受診でき
ます。この機会に脳の健康度チェックを行い、認知症の早期発見に
役立ててください。
■受診期間　6月1日㈮～12月14日㈮　※期間内に1回のみ
■対 象 者　平成31年4月1日までに①60歳になる人（昭和33年4月

2日～同34年4月1日生まれ）　②65歳以上の人（昭和
29年4月1日以前生まれ）

■受診方法　健康保険証・お薬手帳を持参し、実施医療機関へ
■費　　用　無料　※他に受ける診察・検査等を除く
■実施医療機関

　交際費の執行状況を公開しています。今回は1～3月分までの市長
交際費、議長交際費などすべての交際費9種類。公開内容は、支出
年月日・支出目的・相手方（病気見舞いは除く）・金額の4項目。
公開は3か月ごとに行い、市のホームページと市役所情報コーナー
で閲覧できます。
■交際費支出件数・金額
　市長…78件・35万8200円　議長…30件・16万1860円　教育委員
会…8件・3万6000円　農業委員会…1件・6000円　
　なお、上下水道部、市立病院事業管理者、選挙管理委員会、監査
委員、公平委員会の支出はありませんでした。

鳳永病院

肥田医院

草加西部クリニック

みなみ草加クリニック

柳島クリニック

内藤クリニック

内山内科小児科医院

草加永大クリニック

神谷医院

中田医院

山崎クリニック

草加内科呼吸ケアクリニック

かがわ医院

たなか内科・循環器内科クリニック

さかの医院

大里内科医院

石井外科医院

山崎胃腸科内科クリニック

児玉医院

メディクス草加クリニック

埼友草加病院

臼田診療所

大城クリニック

草加脳神経外科クリニック

高木クリニック

松野クリニック

かたい内科クリニック

草加松原整形外科医院

草加きたやクリニック

瀧澤医院

いしどりクリニック

かとうファミリークリニック

正務医院

虎溪医院

草加グリーンクリニック

メディカルハブクリニック

平田クリニック

二宮病院

しんえいクリニック

レン・ファミリークリニック

松原・
草加東部

谷塚・
瀬崎

谷塚西部

草加中央

・稲荷

草加西部

安行

川柳・
新田東部

新田

　任期満了に伴う草加市議会議員一般選挙及び草加市長選挙を、
10月21日㈰に告示し、同月28日㈰に実施します。
　任期満了日は市議会議員が10月25日、市長が12月11日と離
れていますが、選挙に要する経費の削減や投票率の向上などを
目的に、公職選挙法の規定に基づき両選挙を同日に実施します。
　また、両選挙の立候補予定者説明会を9月1日㈯午後1時30分
から市役所で開催します。

■対象建築物　昭和56年5月31日以前に建築確認を受け工事に着手
した戸建て住宅、分譲マンション（分譲マンションは若干数）。
■対象者　市内に建物を所有し、自ら1年以上居住している個人
（マンションは管理組合等）。所有者が複数いる場合は、他の所有
者の同意を得ていること。
■耐震改修の流れ　市税完納、施工業者の規定などの条件を満たし
た上で、①事前申請（契約済は不可）②審査期間（2～3週間）③契
約・着工④実績報告（平成31年2月28日まで）。
　簡易診断は無料で行います
　補助金交付制度の他に簡易な耐震診断を無料で行っています。図
面をもとに行う簡易診断のため現地調査は行いません。平面図や間
取り図を用意し、電話で連絡の上、建築指導課まで申し込みを。

草加市議会議員一般選挙
・草加市長選挙

1～3月交際費の執行状況を公開
問庶務課☎922-09545922-3091

問特定健診　保険年金課……………☎922-15935922-3178
　後期高齢者健診　後期高齢者・重心医療室…
　　　　　　　　　　　　　　　　☎922-13675922-3178
　特定保健指導　保健センター……☎922-02005922-1516

無料になった
特定健診・後期高齢者健診 問選挙管理委員会☎922-24905927-7693

問長寿支援課☎922-28625922-3279

受診は指定の医療機関で12月14日㈮までに

認知症検診を受けましょう 早めの受診が
大切です

住宅の耐震診断・
耐震改修費用の一部補助

自分や家族、地域を守るために家の耐震化を！

問建築指導課☎922-19585922-3148

補助対象 補助金額

■耐震診断補助

木造（在来工法）2階建て以下の一戸建ての住宅、
併用住宅または長屋住宅の耐震診断

診断費用の2分の1の額で、上限は住戸の戸数に5万円
を乗じた額

次の（ア）、（イ）、（ウ）の合計した額で上限55万円
（ア）改修に要した費用の23%で上限30万円
（イ）今年度中に補助を利用した場合は、改修に要した費

用の2.5%で上限5万円
（ウ）補助対象者が65歳以上の場合、上限20万円

（エ）耐震シェルターを設置する費用の23%で上限20
万円

（オ）屋根の葺き替えを行い、屋根を軽量化する費用の
23%で上限20万円

（カ）安全な空間の確保が見込める寝室等の補強に要す
る費用の23%で上限10万円

（エ）～（カ）の改修を同時に2つ以上行う場合は上限20
万円

改修に要した費用の23％で
上限200万円

診断費用の2分の1の額か住戸の戸数に5万円を乗じ
た額のいずれか少ない額で、上限100万円

診断費用の2分の1の額で、上限10万円
分譲マンション（区分所有されてい
る共同住宅）

簡易診断

耐震診断

補助対象 補助金額

■耐震改修補助

［木造一般耐震改修］
▽対象物件：木造（在来工法）2階建以下の一戸建て
の住宅、併用住宅または長屋住宅で、耐震診断の結
果、総合評点が1.0未満と判定された建築物
▽対象工事：基礎、壁の補強、屋根の軽量化等の改
修を行い、総合評点が1.0以上となる改修

［木造簡易耐震改修］
▽対象物件：木造（在来工法）2階建以下の一戸建て
の住宅、併用住宅または長屋住宅で、耐震診断の結
果、総合評点が1.0未満と判定された建築物
▽対象工事：総合評点が1.0を満たさなくても安全性
の向上が見込める右記（エ）～（カ）に該当する改修

［マンション耐震改修］
▽対象物件：マンションの建替え等の円滑化に関す
る法律第2条第1号に規定する延床面積1000㎡、
3階建て以上の耐火または準耐火建築物のマンショ
ンで、耐震診断の結果、構造耐震指標Ｉｓ値が0.6未
満と判定された建築物
▽対象工事：改修によりＩｓ値が0.6以上となり、改修
設計の安全性を公的機関等が適正と認めた改修

10月28日㈰
投票

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③2018年5月20日号市政情報



④ 2018年5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。

生涯学習体験講座

ラジオ体操地域訪問講習会

氷川コミセンまつり

草加の地場産業イベント

協働のひろば講演会

　5/31㊍18時～6/1㊎6時30分まで、メ
ンテナンスのためマイナンバーカード
（個人番号カード）による全国指定コ
ンビニでの証明書等の交付サービスが
利用できません。問◇住民票、印鑑登
録証明書、戸籍証明書等…市民課☎
922-15265920-1501◇課税・非課税証
明書、所得証明書…市民税課☎922-10 
495920-1502◇納税証明書…納税課☎
922-10985920-1502

5/31㊍～6/1㊎
コンビニ交付サービス一時休止

ふるさとまちづくり応援基金
助成事業公開審査会

地域包括支援センター（包）
介護者のつどい＆介護予防教室

音楽の森ミニコンサート
出演団体募集

草文キネマ劇場
「鞍馬天狗　御用盗異聞」

　6/2㊏10時～。会場は高砂コミセン。
ふるさとまちづくり応援基金助成事業
の公開審査会を開催します。問市民活
動センター☎920-35805925-1872

　5/29㊋～6/20㊌10時～17時30分（㊊
休館）。会場は県立近代美術館。日本
画や洋画など県内から募集した優秀な
作品が展示されます。問県立近代美術
館☎048-833-0185

　6/3㊐10時～。会場は氷川コミセン。
利用者団体による舞台発表・作品展示
・各種模擬店の出店ほか。問同コミセ
ン☎5927-5692

　6/5㊋10時30分～12時。会場は市民
活動センター。講師はふじさわこども
まちづくり会議代表の三原栄一氏。同
会議は藤沢市の小・中学生を対象にワ
ークショップを開催し、自分たちの住
むまちに興味・愛着を持ち、これから
のまちづくりを考えるきっかけを提供
する活動をしています。講演では会議
発足の経緯や運営方法などを紹介。定
員30人。ლ5/21㊊から同センターへ。
☎920-35805925-1872

　6/8㊎18時30分開映。会場は草加市
文化会館。監督河野壽一、出演は東千
代之介・千原しのぶほか。江戸時代末
期に悪と暴力を粉砕する、快傑鞍馬天
狗の活躍を描いた作品です。観覧希望
者は当日直接会場へ。問同会館☎931- 
93255936-4690

　国土交通省では、羽田空港機能強化のため新飛行経路の運航を検討する
中で、対象となる地域の皆さんに羽田空港の現状を知ってもらおうと空港
見学会を開催します。
■開催日　7/27㊎・31㊋、8/3㊎・7㊋・

17㊎・20㊊・23㊍・28㊋・31
㊎、9/8㊏・30㊐、10/13㊏

■時　間　12時～17時
■場　所　管制塔、整備工場、滑走路
■定　員　各回45人
■対　象　小学生（保護者同伴）以上
ლ6/18㊊（必着）までに、参加者全員の氏名（フリガナ）、生年月日・希
望日当日の年齢、住所、電話番号、参加希望日（1日のみ。複数選択不可）
を記入し、〒144-0041大田区羽田空港3-3-1東京空港事務所環境・地域振興
課（☎03-5757-3021）へ。車いす等補助が必要な人はその旨も明記を。当選
者のみ7/7㊏までに通知。

埼玉県美術展覧会

　6/3㊐9時15分～10時45分。会場は勤
労福祉会館。正しい身体の動かし方・
効果的なラジオ体操が学べます。タオ
ル・保険代50円持参。当日直接会場へ。
問スポーツ振興課☎922-28615922-
3172

スポーツ教室参加者募集

■初中級水泳教室　6/22～7/27の㊎9
時～10時30分。全6回。会場は市民温
水プール。18歳以上対象。定員30人。
参加費3000円
■親子トランポリン教室　6/27～7/18
の㊌11時15分～12時15分。全4回。会
場は市民体育館。平成26年4/2～同28
年4/1生まれの子と保護者対象。定員
30組。参加費2000円
■ジュニア陸上教室　6/30㊏10時～11
時30分。会場は栄中。小学生対象。定
員50人。参加費500円
ლ6/5㊋（消印有効）までに往復はが
きに教室名・住所・氏名（ふりがな）
・生年月日・電話番号を記入し、〒34
0-0022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でも応募で
きます。応募多数の場合は抽選。☎92
8-63615922-1513

■若さを保つための自彊術　6/13㊌14
時～16時。会場は中央公民館。定員20
人。敷き物（バスタオルなど）持参
■たのしいお箏　6/28㊍10時～11時30
分。会場は勤労青少年ホーム。定員8
人。資料代500円。あれば箏爪持参
■初めての社交ダンス　7/10㊋・17㊋
14時～16時。全2回。会場は中央公民

館。定員20人。厚手の靴下持参
■女性のための姿勢美体操＆美肌講座
　7/12～26の㊍9時～10時30分。全3回。
会場は新田西文化センター。定員10人。
上履き持参
ლ生涯学習課へ。☎922-28195922-3498

■レザークラフト体験　5/26㊏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。ლぱりっ
せへ。☎5931-1970
■ゆかた染め製品展示・販売会　6/2
㊏～3㊐。会場は物産・観光情報セン
ター。本染めゆかた・手拭い等、色鮮や
かな草加の染めものを販売をします。
問産業振興課☎922-34775922-3406

■介護者のつどい　6/1㊎13時15分～
14時45分。会場は中央公民館。ミニ講
座「介護施設について」と介護の情報
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）☎959-91335922-3801
■介護者のつどい　6/13㊌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
■介護予防教室　6/14㊍13時15分～14
時30分。会場は勤労福祉会館。体操・
脳トレ・音楽などで介護予防。65歳以
上対象。定員40人。ლ新田（包）へ。
☎946-05205946-0523

　5/28㊊～6/11㊊は国道4号線の補修
工事のため、谷塚南ミニコミセンの高
架下駐車場が利用できなくなります。
なお、施設の利用は可能です。問みんな
でまちづくり課☎922-07965922-3406

健康はお口から
成人歯科健診受診通知を送付

谷塚南ミニコミセンの
高架下駐車場利用休止

みどりのカーテンでエコ生活を
ゴーヤの苗を配布

　成人歯科健診受診通知票を対象者に
送付しました。お口の健康は、からだ
全身に影響します。期間内に健診を受
け、歯科疾患の早期発見・治療をしま
しょう。個別健診のため、通知文に記
載してある指定医療機関で受診を。転
入等で通知票が届かない人は、保健セ
ンターへ。
■対象者（生年月日）
40歳（昭和53年4/2～同54年4/1生まれ）
45歳（昭和48年4/2～同49年4/1生まれ）
50歳（昭和43年4/2～同44年4/1生まれ）
55歳（昭和38年4/2～同39年4/1生まれ）
60歳（昭和33年4/2～同34年4/1生まれ）
65歳（昭和28年4/2～同29年4/1生まれ）
70歳（昭和23年4/2～同24年4/1生まれ）
■受診期間　平成31年1/31㊍まで
問保健センター☎922-02005922-1516

　6/2㊏10時30分～（なくなり次第終
了）。会場はアコス北館（マルイ）前。

温暖化防止と街なか緑化のため、「み
どりのカーテン」用のゴーヤの苗を配
布します。袋持参。後日、カーテン設
置の結果を環境課へ報告した人には記
念品を贈呈。問環境課☎922-1519592 
2-1030

　市民の皆さんに音楽を身近に感じて
もらうため、市内で音楽活動を行う団
体に演奏の場を提供しています。開催
は6月・7月・9月・平成31年2月・3月
（他の日程を希望の際は応相談）。会
場は草加市文化会館ほか。問草加市
文化会館☎931-93255936-4690

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

6/1㊎～7㊍は水道週間。「水道水　安全　おいしい　金メダル」

▶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

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

羽田空港見学会
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氷川児童センター ☎928-2341

谷塚児童センター ☎925-1856

そうか公園自然観察会

親子でヘルシークッキング

子ども・親子向け

ママのためのエアロビクス

トランポリンフェスティバル

　6/9・16・23の㊏19時30分～20時30
分。全3回。会場は八幡コミセン。子
育ての合間にできるエアロビクス。定
員20人。上履き持参。ლ5/23㊌9時30
分から同コミセンへ。☎5935-4878

　6/17㊐9時30分～12時、13時～15時
30分。会場は市民体育館。跳び方やト
ランポリンを使ったゲーム。定員各40
人。参加費800円。室内履き・靴下持
参。ლ6/4㊊までに申込書（草加市体
育協会ホームページからも入手可）に
記入し市民体育館へ。☎5936-6239

覚えておきたいスポーツ現場での
応急処置

　6/23㊏16時～19時。会場は記念体育
館。スポーツ活動中の突発的に発生す
る外傷に対する正しい手当ての知識と
技術を習得します。指導は県柔道整復
師会草加八潮支部。18歳以上対象。定
員50人。上履き持参。ლ5/21㊊から電
話で草加市体育協会へ。☎928-63615 
922-1513

　6/24㊐10時～13時。会場は新里文化
センター。小松菜入り焼きうどんとミ
ニ春巻き・季節の果物を使ったデザー
ト。小学生と保護者対象。定員12組。
参加費大人500円、子ども400円。エプ
ロン・三角巾・布巾2枚を親子分持参。
ლ5/21㊊から電話で保健センターへ。
☎922-02005922-1516

パパもわくわく！枝豆とり

　6/30㊏10時草加北ミニコミセン集合
12時解散。会場は野口農園。1歳以上
の未就学児と保護者対象。定員30組。
参加費1組400円（10本）。ლ6/6㊌9時
から電話で保育ステーションへ。☎
920-11205920-1101

市民税課（臨時職員）

　勤務は7月から。時間は㊊～㊎8時30
分～17時。場所は市民税課。事務補助、
窓口業務ほか。パソコン操作可能な60
歳以下対象。募集は3人。時給960円。
面接は6/12㊋に実施。ლ6/8㊎（必
着）までに履歴書を職員課へ。☎922- 
09835922-3098

スポーツ施設の休館

　6/4㊊。記念体育館、市民体育館、
吉町テニスコート、総合グランドは施
設整備のため休館します。問草加市体
育協会☎928-63615922-1513

家庭児童相談員（非常勤嘱託員）

　場所は子育て支援センター。時間は
祝日を除く㊊～㊎のうちの週4日、8時
30分～17時。社会福祉主事有資格者ま
たは児童福祉事業経験のある63歳以下
対象。日額1万1700円。健康保険、厚
生年金、雇用保険、有給休暇、特別休
暇あり。募集は1人。ლ履歴書と資格

草加かがやき特別支援学校
ボランティア養成講座

　6/26㊋・27㊌・28㊍・30㊏の講義と
7/4㊌・5㊍・10㊋・11㊌の実習のうち
各1日。会場は草加かがやき特別支援
学校。修了後は同校ボランティアに登
録可。ლ6/8㊎までに申込用紙を同校
へ。☎946-21315946-5670

　子ども会は市内に6団体あり、
様々な体験活動を通じて、コミュ
ニケーション能力や考える力を育
んでいます。地域で子どもたちを
育てる、伝統ある子ども会活動を
体験してみませんか。
■日　時　6/17㊐14時～16時
■会　場　中央公民館
■対　象　小学生と保護者
■参加費　子ども1人300円
■内　容　射的、ヨーヨー釣り、

輪投げ、落書きせんべ
い、コイン落としなど
遊び放題。保護者向け
に子ども会説明会を開
催します

　6/10㊐9時30分～13時（雨天中止）。
会場はそうか公園。公園散策、手作り

5922-3274

バウムクーヘン体験。小学生（保護者
同伴）対象。定員15組。ლ5/21㊊からみ
どり公園課へ。☎922-19735922-3145

▼おもちゃ病院　5/24㊍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
▼ぬりえコンテスト　6/1㊎～22㊎10
時～17時　小学生対象　6/23㊏～26㊋
は投票
▼オセロで遊ぼう　6/2㊏14時～　小
学生対象
▼リトミック教室　6/4㊊10時30分～、
11時20分～　1歳児と保護者対象　定
員各20組
▼親子で作ろう　6/8㊎・22㊎14時45
分～15時30分　プラバン作り　3歳～
未就学児と保護者対象　定員各日10人
▼ふれあい収穫体験じゃがいも掘り　
6/10㊐10時30分三浦農園集合（雨天時
6/17㊐）　幼児（保護者同伴）～高年
者対象　定員30組　参加費360円（3
株）　ლ参加費を添えて同館へ　
▼ママのためのリフレッシュヨガ　
6/16㊏10時15分～　定員15組　
▼父の日の制作　6/16㊏14時～　牛乳
パックでスマホ立て　小学生以上対象

　定員10人
▼ともだち文庫の「おはなしポケッ
ト」　6/18㊊11時～　読み聞かせ・わ
らべ唄　乳幼児と保護者対象

▼手芸　5/27㊐13時30分～16時　布で
父の日のブックカバー作り　幼児（保
護者同伴）以上対象
▼ビブリオバトル　6/2㊏14時～15時
　小学生以上対象
▼じゃがいも掘り　6/4㊊10時30分三
浦農園集合（雨天時6/11㊊）　幼児と
保護者対象　定員20組　参加費1組400
円（3株）　　
▼おもちゃ病院　6/7㊍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
▼みなクル工房「青赤アニメ」　6/9
㊏13時30分～16時　専用メガネでのぞ
くと描いた絵が動くよ　幼児（保護者
同伴）以上対象　
▼家族で遊ぼう　6/10㊐10時30分～11
時30分　バルーンアート　幼児と保護
者対象　定員20組
▼なかよしランチ　6/13㊌11時30分～
13時　ミニパンケーキ作り　幼児と保
護者対象　定員15組　
▼ひ革工房　6/16㊏13時30分～16時　
父の日のキーホルダー作り　幼児（保
護者同伴）以上対象　
▼野外クッキング　6/17㊐13時30分～
15時　ダッチオーブンでアップルパイ
作り　幼児～小学生と保護者対象　定
員10組　材料費100円
▼とり＋かえっこ屋　6/18㊊～22㊎15
時30分～17時　使わなくなったおもち
ゃの交換、ゲーム　幼児（保護者同
伴）以上対象
▼ママのためのリラックスヨガ　6/21
㊍16時～16時40分　0～2歳児と保護者
対象　定員15組　

▼おもちゃ病院　5/24㊍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　5/24㊍　オセロ大会
　6/7㊍　いずれも16時～　小学生対
象
▼ドッチビー大会　5/31㊍16時～　小
学生対象
▼ぬりえコンテスト　6/1㊎～16㊏　
幼児（保護者同伴）～小学生対象　6/ 
18㊊～23㊏は投票
▼ふれあい囲碁・将棋教室　6/9㊏14
時～15時　幼児（保護者同伴）～高年
者対象
▼父の日プレゼント作り　6/11㊊・14
㊍15時30分～　革を使ったキーホルダ
ー　小学生対象

▼オセロ大会　6/1㊎　マンカラ大会
　6/8㊎　いずれも16時～　小学生対
象　参加賞・優勝賞品あり
▼読み聞かせ「バンビ」　6/4㊊・18
㊊11時～　乳幼児と保護者対象
▼こぶたのしっぽ　6/6㊌11時～　パ
ネルシアター　乳幼児と保護者対象
▼ファミリー制作　6/11㊊・12㊋16時
～　飛び出すカード　幼児（保護者同
伴）～小学生対象
▼ふれあい収穫体験じゃがいも掘り　
6/16㊏10時30分野口農園集合（雨天時
23㊏）　幼児（保護者同伴）～高年者
対象　定員20組　参加費300円（2株）
▼おもちゃ病院　6/16㊏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
▼親子コンサート　6/20㊌11時～　出
演はポコアポコ　乳幼児と保護者対象

▼牛乳パック工作　6/1㊎・4㊊・8㊎
・11㊊は中央図書館　6/6㊌・7㊍・12
㊋・14㊍はコンフォール松原19号棟　
いずれも15時～　小学生対象　
▼読み聞かせ「たんぽぽ」　6/7～21
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
▼おもちゃ病院　6/15㊎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
▼マンカラパーティー　6/18㊊～29㊎
（25㊊は大会）15時～　会場はコンフ
ォール松原12号棟　小学生対象　　
▼初めてのお誕生会　6/20㊌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6月生まれ対象　定員12人　ლ6/1㊎
13時から電話で同館へ

草加市子ども祭り
～子ども会を体験しよう～

証の写しを〒340-0041松原1-3-1子育て
支援センターへ。☎941-67915941-6 
828

問子ども育成課
　☎928-64215928-9632

定員のあるものは5/21㊊
10時から各館へ申し込みを

旧庁舎（昭和39年ごろ、高砂2丁目）

現庁舎（現在閉鎖中、奥の建物は西棟）

　昭和33年（1958年）の市制施行時の市役所庁舎は、昭和4年
に建設された木造2階建ての旧草加町役場の建物をそのまま使
用していました。
　現在、閉鎖されている本庁舎は、鉄筋コンクリート造の3階
建て。延床面積4693㎡、総工事費2億2990万円をかけ昭和40年
（1965年）11月に竣工したものです。
　その後、人口急増に伴う事務量の増加と職員数増により、庁
舎スペースが手狭になったため、昭和56年には中央一丁目の旧
草加郵便局舎を取得し、第2庁舎として活用。平成10年（1998
年）には、鉄骨鉄筋コンクリート造の5階建て西棟を本庁舎隣
接地に増築しました。第2庁舎は平成28年（2016年）に改築。
　本庁舎は平成31年（2019年）には取り壊され、新庁舎は2022
年には供用開始予定です。

草加市は11月1日に市制60周年を迎えます。この
コーナーでは草加の歩みや移り変りを紹介します。

市役所庁舎

草加今昔物語草加今昔物語



⑥ 2018年5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。

以上対象　定員30人　年会費3000円　
ლ5/21㊊～23㊌に同館へ　応募多数の
場合抽選　後日当選者に通知　

▼こころを結ぶ光のひろば　6/5㊋10
時～12時　視覚障がいに関する相談コ
ーナーほか
▼中央公民館美術展　6/8㊎～18㊊9時
～20時（8㊎は13時から、18㊊は13時
まで）　同館で活動している創作活動
団体の成果発表　写真・絵画・陶芸ほ
か
▼チャレンジ！シニア講座企画運営委
員募集　6/11㊊10時～12時　秋の開講
に向けた講座内容の企画・検討　60歳
以上対象　定員7人
▼にじいろタイム　6/15㊎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」
　6/15㊎13時30分～　胎教と友だちづ
くり　初妊婦対象
▼太陽を友だちにしよう　6/16㊏10時
～12時　パイレーツが使っていた日時
計作り　小学4～6年生対象　定員15人
　参加費100円　
▼ホッとひと息「子育てサロン」　6/
20㊌10時～　親子友だちづくり・簡単
工作ほか　乳幼児と保護者対象

▼おはなしの時間　5/23㊌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
▼親子で元気ルーム　6/7㊍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　6/11㊊10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで

▼ママといっしょにおはなし会　5/28
㊊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
　　　▼新田西文化センターふれあい
　　　コンサート　6/3㊐12時30分～
15時30分　出演は利用団体・草加西高
校吹奏楽部　定員150人（当日先着
順）
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
6/4㊊10時～12時　手遊び・リズム体
操ほか　乳幼児と保護者対象
▼おもちゃの病院　6/4㊊10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼放課後クラブ　6/4㊊・18㊊16時～
17時…楽しく英語、6/7㊍17時～18時
…卓球、6/11㊊16時～17時…将棋、
6/19㊋17時～18時…スポーツ吹矢　小
学生（英語は小学4～6年生）対象　保
護者同伴
▼国際交流料理教室（フィリピン料
理）　6/12㊋10時～13時　アドボ（鶏
肉の煮込み料理）・ルンピアサリワ

新里文化センター ☎927-3362

新田西文化センター ☎942-0778

住吉児童館 ☎928-5736

新栄児童センター ☎942-9876

わくわくタウン松原 ☎941-2905

川柳文化センター ☎936-4088

谷塚文化センター ☎928-6271

中央公民館 ☎922-5344

柿木公民館 ☎931-3117

■茶和会（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　問丸野☎92 
4-7619
■新大正琴愛好会　第1・3㊏13時～15
時　中央公民館で　初心者大歓迎　月
額2500円　問田代☎927-1631
■いなりいきいき体操の会　㊊9時～
11時　稲荷コミセンで　体力に自信の
ある人もない人も一度見学に来ません
か　年会費1000円　月額1500円　問青
木☎936-1022
■フラワーサークル（健康体操）　㊊
13時30分～15時　草加北ミニコミセン
で　ストレッチ等健康維持のため楽し
く体を動かしませんか　月額1000円　
問堤☎935-5039
■つばさの会（健康体操）　㊊9時15
分～11時　新田ミニコミセンで　スト
レッチ・簡単に踊れるレクダンス等楽
しみながら体を動かします　月額1500
円　問嶽☎090-4385-6754
■ダンスクラブロマン（社交ダンス）
　㊍13時～15時　氷川コミセンで　プ
ロ10ダンス歴40年のプロ講師が8種目
踊れるまで指導　月額3000円　問倉持
☎927-8574
■谷塚プアオレナ（フラダンス）　月
3回㊊11時～13時　谷塚文化センター
で　楽しくフラダンスをしています　
月額3500円　問山内☎925-8153
■どんぐり音楽隊（ブラスバンド）　
月4回（内1回㊐）9時～13時　中央公
民館ほかで　ブランクあり歓迎　募集
パート問い合わせてください　月額
1000円　問本郷☎090-2722-9010　

▼複音ハーモニカ教室　6/6～7/4の㊌
13時～15時　全5回　初心者対象　定
員30人　　
　　　▼紫陽花コンサート　6/11㊊13
　　　時30分～14時30分　出演は草加
市演奏家協会（フルート・ピアノ）　
「アメージング・グレイス」　ショパ
ン「ノクターン」ほか
▼すくすくクラブ　6/14㊍10時～11時
30分　手遊び・育児交流ほか　乳幼児
と保護者対象
▼のびのび広場　6/15㊎10時～11時　
季節の遊び・読み聞かせほか　乳幼児
と保護者対象
▼押し花絵教室　6/22㊎9時30分～12
時30分　押し花絵の額作り　成人対象
　定員5人　参加費1500円
▼おもちゃの病院　6/22㊎10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼楽しいユニカール教室　7/9㊊・30
㊊13時30分～15時30分　全2回　成人
対象　定員15人

▼ロビー展　6/7㊍～19㊋　ネオステ
ンドアートすみれによる作品　
▼おはなしの広場　6/8㊎・22㊎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　6/15㊎10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
▼じゃがいも掘り体験　6/23㊏9時30
分～11時　定員10人　参加費200円　
▼粋生き教室　6月～平成31年2月の月
1回（8月を除く）10時～12時　全8回
　座学・手工芸・料理ほか　概ね60歳

公共施設での市民の自主的なサークル活動
を紹介しています。交渉は当事者間で。市
は関与しません。掲載依頼は指定の用紙で。

☎946-3000 5944-3800

■木曜シアター　5/24㊍14時～15時30
分　ニッポンの里山⑷ 近畿地方編　

▼おもちゃ病院　5/24㊍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
▼ぬりえコンテスト　6/1㊎～22㊎10
時～17時　小学生対象　6/23㊏～26㊋
は投票
▼オセロで遊ぼう　6/2㊏14時～　小
学生対象
▼リトミック教室　6/4㊊10時30分～、
11時20分～　1歳児と保護者対象　定
員各20組
▼親子で作ろう　6/8㊎・22㊎14時45
分～15時30分　プラバン作り　3歳～
未就学児と保護者対象　定員各日10人
▼ふれあい収穫体験じゃがいも掘り　
6/10㊐10時30分三浦農園集合（雨天時
6/17㊐）　幼児（保護者同伴）～高年
者対象　定員30組　参加費360円（3
株）　ლ参加費を添えて同館へ　
▼ママのためのリフレッシュヨガ　
6/16㊏10時15分～　定員15組　
▼父の日の制作　6/16㊏14時～　牛乳
パックでスマホ立て　小学生以上対象

　定員10人
▼ともだち文庫の「おはなしポケッ
ト」　6/18㊊11時～　読み聞かせ・わ
らべ唄　乳幼児と保護者対象

▼手芸　5/27㊐13時30分～16時　布で
父の日のブックカバー作り　幼児（保
護者同伴）以上対象
▼ビブリオバトル　6/2㊏14時～15時
　小学生以上対象
▼じゃがいも掘り　6/4㊊10時30分三
浦農園集合（雨天時6/11㊊）　幼児と
保護者対象　定員20組　参加費1組400
円（3株）　　
▼おもちゃ病院　6/7㊍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
▼みなクル工房「青赤アニメ」　6/9
㊏13時30分～16時　専用メガネでのぞ
くと描いた絵が動くよ　幼児（保護者
同伴）以上対象　
▼家族で遊ぼう　6/10㊐10時30分～11
時30分　バルーンアート　幼児と保護
者対象　定員20組
▼なかよしランチ　6/13㊌11時30分～
13時　ミニパンケーキ作り　幼児と保
護者対象　定員15組　
▼ひ革工房　6/16㊏13時30分～16時　
父の日のキーホルダー作り　幼児（保
護者同伴）以上対象　
▼野外クッキング　6/17㊐13時30分～
15時　ダッチオーブンでアップルパイ
作り　幼児～小学生と保護者対象　定
員10組　材料費100円
▼とり＋かえっこ屋　6/18㊊～22㊎15
時30分～17時　使わなくなったおもち
ゃの交換、ゲーム　幼児（保護者同
伴）以上対象
▼ママのためのリラックスヨガ　6/21
㊍16時～16時40分　0～2歳児と保護者
対象　定員15組　

▼おもちゃ病院　5/24㊍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　5/24㊍　オセロ大会
　6/7㊍　いずれも16時～　小学生対
象
▼ドッチビー大会　5/31㊍16時～　小
学生対象
▼ぬりえコンテスト　6/1㊎～16㊏　
幼児（保護者同伴）～小学生対象　6/ 
18㊊～23㊏は投票
▼ふれあい囲碁・将棋教室　6/9㊏14
時～15時　幼児（保護者同伴）～高年
者対象
▼父の日プレゼント作り　6/11㊊・14
㊍15時30分～　革を使ったキーホルダ
ー　小学生対象

▼オセロ大会　6/1㊎　マンカラ大会
　6/8㊎　いずれも16時～　小学生対
象　参加賞・優勝賞品あり
▼読み聞かせ「バンビ」　6/4㊊・18
㊊11時～　乳幼児と保護者対象
▼こぶたのしっぽ　6/6㊌11時～　パ
ネルシアター　乳幼児と保護者対象
▼ファミリー制作　6/11㊊・12㊋16時
～　飛び出すカード　幼児（保護者同
伴）～小学生対象
▼ふれあい収穫体験じゃがいも掘り　
6/16㊏10時30分野口農園集合（雨天時
23㊏）　幼児（保護者同伴）～高年者
対象　定員20組　参加費300円（2株）
▼おもちゃ病院　6/16㊏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
▼親子コンサート　6/20㊌11時～　出
演はポコアポコ　乳幼児と保護者対象

▼牛乳パック工作　6/1㊎・4㊊・8㊎
・11㊊は中央図書館　6/6㊌・7㊍・12
㊋・14㊍はコンフォール松原19号棟　
いずれも15時～　小学生対象　
▼読み聞かせ「たんぽぽ」　6/7～21
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
▼おもちゃ病院　6/15㊎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
▼マンカラパーティー　6/18㊊～29㊎
（25㊊は大会）15時～　会場はコンフ
ォール松原12号棟　小学生対象　　
▼初めてのお誕生会　6/20㊌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6月生まれ対象　定員12人　ლ6/1㊎
13時から電話で同館へ

成人対象　定員90人（当日先着順）
■小学生のための読み聞かせ　5/27㊐
13時30分～14時
■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）

（生春巻き）ほか　成人対象　定員16
人　参加費800円　
▼いっしょにあそぼう！百人一首体験
教室　6/23㊏10時～11時30分　小学生
～中学1年生対象　定員20人

▼すくすくクラブ　5/22㊋10時～12時
　リズム体操・手遊びほか　乳幼児と
保護者対象
▼高年者のひろば　6/12㊋13時30分～
　講義「地域包括支援センターについ
て」、7/10㊋9時～　市のバスでひた
ちなか市那珂湊お菓子の博物館へ　入
館料500円、9/10㊊10時～　調理実習
　材料費500円、10/9㊋13時30分～　
講義「救急救命について」　全4回　高
年者対象　定員25人
▼谷塚元気ひろば　6/25㊊13時～15時
　谷塚・瀬崎地域包括支援センターに
よる認知症サポーターについての話、
茶話会　65歳以上対象　定員30人　参
加費200円
▼浴衣着付け教室　7/2㊊・9㊊10時～
12時　全2回　成人対象　定員10人

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）

5/24㊍、
6/7㊍

5/23㊌、
6/6㊌・20㊌

5/25㊎、
6/8㊎

5/30㊌、
6/13㊌
5/31㊍、
6/14㊍

6/1㊎・15㊎

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

日程

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

■サービスコーナー（5/21～6/20）

（5/30休み）

定員のあるものは5/21㊊
８時3０分から各館へ申し込みを

5925-0152

あじさい

だけ



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

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。

5/21㊊～6/20㊌（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　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☎929-36135933-9380▽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　6/4㊊…住吉児童館☎928-5736　5/24㊍、6/14㊍…谷塚児
童センター☎925-1856　6/6㊌…新栄児童センター☎942-9876　6/20㊌…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　6/1㊎9時～12時…原町コミセン・13時～16時…稲荷コミセン☎
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）

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。

　月　日　 診療科 当番医名 住　所 電話番号

内科

外科

内科

外科

内科

外科

5/20
㊐

5/27
㊐

6/3
㊐

大城クリニック

正務医院

ふかさく内科クリニック

土谷メディカルクリニック

平田クリニック

豊田クリニック

松原5-1-5

青柳5-12-13

氷川町2171-8

谷塚町629

新栄1-48-11

柿木町1127-1

☎942-3039

☎936-7422

☎922-8007

☎928-0228

☎942-1245

☎930-3636

■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

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5月20日号

東京管工機材㈱草加支店

萬設備

正木設備㈱

住吉1-14-20

長栄1-779-1-105

栄町3-9-30

☎927-0041

☎942-1200

☎931-3933

5/20㊐

5/27㊐

6/3㊐



　29日、そうか公園まつり、春の子どもフェスタが
開催されました。晴天に恵まれ、多くの家族連れで
大変賑わいました。

　草加都市農業フェア実行委員会が中心となって開催します。
身近な都市農業の魅力を知り、おいしい草加の農産物を堪能し
てください。
■日時　 6月3日㈰午前10時～午後2時（荒天時中止）
■会場　草加中央防災広場
■内容　市内農業者やＪＡ
さいたまによる旬の新鮮な
野菜の販売、枝豆の試食、
地場農産物を使用したグル
メの販売、草加の都市農業
のPR、子ども向けイベン
トほか

1しらかば荘宿泊案内
　昭和村内唯一の温泉宿「昭和温泉
しらかば荘」。
　村の大自然に触れながら、源泉か
け流し温泉や山の恵みが味わえる田
舎料理をぜひご堪能ください。
　草加市民は、昭和村住民と同じ村
民料金で利用できます（いずれも税込み）。
■料金（1泊2食付）　6500円～、小学生以下4800円～

2喰丸小リニューアルオープン
　映画「ハーメルン」の撮影に使用
され、村内に唯一残された築80年の
木造廃校舎「喰丸小」が、クラウド
ファンディングによる改修工事を終
え、リニューアルオープンしました。
気軽にお立ち寄りください。

3春の味覚フェア&田舎の野菜便
■日時　6月2日㈯午後1時～4時
　　　　（売り切れ次第終了）
■会場　カーソンプラザ
■内容　昭和村の新鮮な食材を味わいながらの村民との語らい、銘

水の試飲、山菜・キノコなどの加工品、新鮮野菜を即売

■日　　時

■会　　場
■対　　象
■選考方法
■選抜人数

　県が主催する「彩の国プラチナキッズ」を目指すための体力
UPプログラムを開催します。このプログラムの参加希望者を
選抜するため、以下のとおり体力テストを実施します。
　なお、合格者は7月から毎週火・金曜日に記念体育館で基礎
体力や運動能力の向上を図る活動を行います。
■日　　時　6月18日㈪～22日㈮のうち1日を選択。
　　　　　　いずれも午後6時～7時30分
■会　　場　記念体育館
■対　　象　小学1～3年生
■選考方法　6種目の体力テストの総合結果による選抜
■選抜人数　約50人

■日　時

会　場
■定　員
■受講料
■内　容

■日　時　7月7日㈯午後2時～3時30分、7月14日㈯・21日㈯午後1時
15分～4時30分　全3回

■会　場　草加市文化会館
■定　員　15人（初参加者対象）
■受講料　8500円（材料費込み）
■内　容
　 1回目：市の皮革産業の歴史や多種多様な

革素材の解説
　 2・3回目：本革のミニ手提げバッグ作り

■日　時

■会　場
■定　員
■受講料

■日　時　6月16日午後2時～4時10分、7月7日・21日、9月1日・22
日、10月13日の㈯午後2時～3時40分

■会　場　草加市文化会館（6月16日のみ中央公民館）
■定　員　80人
■受講料　1回1200円（一括6000円）
　NHK交響楽団の団員が交代でトークと演奏を
交えて音楽の魅力を伝えます。初回（6月16日）
は、6月30日に同館で行われる市制60周年記念
NHK交響楽団演奏会の構成等の解説もあります。

4月かどまちごとでき

⃞申5月21日㈪から電話で草加市体育協会へ。
　☎928-63615922-1513

問草加都市農業フェア実行委員会（産業振興課内）
　☎922-08425922-3406

⃞申 5月21日㈪から生涯学習課へ。ファクス、メールでも可。
　☎922-28195922-3498*shogaigaku@city.soka.saitama.jp

そうか市民大学 前期講座

選抜
テスト

草加の都市農業の魅力を知ろう

1しらかば荘宿泊案内　2喰丸小リニューアルオープン
3春の味覚フェア&田舎の野菜便

目指せ！未来のトップアスリート!

体力ＵＰプログラムに
参加しよう！
体力ＵＰプログラムに
参加しよう！

問1は昭和村温泉しらかば荘☎0241-57-2585
　2、3は文化観光課☎922-29685922-3406

姉妹都市
福 島 県
昭 和 村

まちの匠～作る・皮革講座～（初級コース）

Ｎ響のそうか土曜クラシック～音楽に身をゆだねて～

昨年は 2 人が
「彩の国プラチ
ナキッズ」に認
定されました

草加でも
昭和村体験！！

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20日号

市の人口　平成30年5月1日現在　24万8351人（男12万6003人・女12万2348人）／前月比112人増／世帯数11万5571世帯
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