
折り込んである「国民年金特集号」「介護保険特集号」は、抜いて読んでください。
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実は… 市民の1/3が
「がん」で亡くなっている

大切な人のため・自分のため　

■悪性新生物（がん） 33.2%
■心疾患（高血圧性を除く） 13.9%
■肺炎 9.9%
■脳血管疾患 6.9%
■老衰 5.9%
■その他 30.1%

出典 ： 埼玉県人口動態統計死因別死亡割合（平成28年）

リスクは誰にでも。「早期発見」が鍵

受けよう！
がん検診

　近年、国内のがん罹患者は年々増加して
おり、日本人の死因のトップ。市でも３人
に１人ががんで亡くなっています。
　がんは、初期段階では自覚症状が出るこ
とがほとんどなく、進行した段階で症状が
出るため、発見の遅れが死亡率の高さにつ
ながります。しかし、早期発見が出来れば
大半を治癒することができます。費用が安
い市の検診を利用し、定期的にがん検診を
受診しましょう。

平日は忙しいし、費用も高いし。
検診をした方が良いのは
わかってはいるけれど…。

市の検診は費用が安い！ また、早期に発見し
治療すれば完治するケースも多くあります

８
月
31
日
㈮
ま
で
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、
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口
で
保
健
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タ
ー
へ

実施日等は、５面「みんなの健康」、健康カレンダー、
市ホームページをご覧ください

（例）・胃がん検診（相場）1～2万円→（市検診）900円
　　 ・乳がん検診（相場）4～8千円→（市検診）1300円

胃・大腸がん検診（集団）は㊏・㊐も実施日あり
男女ともに罹患率が高い胃がん・大腸がんの検診は土・日曜日も
実施日あり。30歳以上の人が受診が出来ます。

一部検診（個別）は申込不要、直接医療機関へ！
（申込不要な検診）　肺がん検診、大腸がん検診、子宮がん検診

問保健センター ☎922-0200 5922-1516 ▲希望日は実施日の中から選択してください

フリガナ

氏　　名

生年月日 大正・昭和・平成　　　年　　　月　　　日（　　　歳）

住　　所

40歳になる人
41歳以上で市の検診未受診の人

50歳以上の人

第１希望　　 月　　 日　
第２希望　　 月　　 日
第３希望　　 月　　 日

第１希望　　 月　　 日　
第２希望　　 月　　 日
第３希望　　 月　　 日

30歳以上の人

40歳以上の女性（前年度、市
の検診を受けていない女性）
※妊娠中・授乳中・豊胸術等の人
　は不可

指
定
医
療
機
関
で
実
施

個
別
検
診

保
健
セ
ン
タ
ー
で
実
施

集
団
検
診

日中連絡
のつく
電話番号

草加市

希望する検診の□に  レ  を入れてください

□肝炎ウイルス検診

乳がん検診（個別）は定員に
達したため受付終了しました

□ 口 腔 が ん 検 診

□ 胃 が ん 検 診

30歳以上の人
□ 大 腸 が ん 検 診

□乳がん検診（集団）

草加市民
の死亡原因

〈郵送先〉
〒340-0016
中央1-5-22
保健センター

右
の
申
込
書
を
切
り
取
っ
て
お
手
持
ち
の
は
が
き
に
貼
っ
て
ご
使
用
く
だ
さ
い

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

で無料配信中

〒340-8550
草加市高砂1-1-1

草加 検索ホームページSOKA ☎048-933-9500

☎048-928-9211

配布に関する問い合わせは（土・日曜日、祝日を除く）
松原1～4丁目
松原団地見守りネットワーク・・・

シルバー人材センター・・・・・・・・・
その他の地域
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☎048-922-0151（代）
5048-922-3091

…このマークは、「市制60周年
　記念事業・協賛事業」です



　児童手当・特例給付を受給している人は、毎年6月1日現在の状況
を確認するために現況届の提出が必要です。現況届は、受給者（保
護者）が児童を監護しているか（面倒を見ているか）、所得制限限
度額を超えていないかを確認するためのものです。
　対象者には5月末に現況届を郵送しましたので、記入の上、必要
書類を揃えて6月中に返送してください。
　現況届の提出がない場合、受給資格があっても6月分以降の手当
は支給されません。早めの手続きをお願いします。
■現況届に必要な書類
　①受給者が厚生年金等に加入している場合
　　受給者の健康保険証の写しまたは厚生年金等加入証明書
　②住民票上、児童が受給者と別居している場合
　　監護・生計同一関係申立書
　③児童が実子でない場合
　　監護・生計維持関係申立書
　詳細は郵送した案内で確認してください。

　65歳以上の介護保険料の滞納がない人で、収入の少ない人や介護
保険が適用されない施設に入所している人のうち、下表の要件を満
たす人は申請により介護保険料が減免されます。
　なお、申請が7月31日㈫を過ぎると減免できる金額が変わります
ので注意してください。
■受 付 日　6月21日㈭から
■受 付 場 所　介護保険課
■持参するもの　①介護保険料納付通知書または納入通知書（介護

保険料額決定通知書）…6月中旬に郵送
　　　　　　　　②健康保険証
　　　　　　　　③預貯金通帳など資産状況が分かるもの
■介護保険料減免割合・対象者　下表のとおり
　※7月31日㈫までに申請した場合

　カラスは4～8月の繁殖期に活動が活発になり、ごみ集積所を荒ら
す被害が多発します。カラスは同じ集積所を何度も荒らすので、カ
ラスが来なくなるまで継続して以下の対策に協力をお願いします。

①ごみ散乱防止ネットを正しく使いましょう
　環境業務センター・リサイクルセ
ンター・くらし安全課でごみ散乱防
止ネットを無償で貸し出しています。
サイズは（大）3m×4m、（小）2m×3
ｍ。ごみ全体を包み込み、端に重石
などを置いて、隙間をなくし、めく
られないようにしてください。なお、網目が大きい緑色のネット、
破損したネットは、新しいネットと交換します。

②生ごみが外から見えないようにしましょう
　カラスは雑食で視力が良く、視覚でえさを探しています。生ごみ
は十分水切りし、小袋に入れて新聞紙などで包み、ごみ袋の中心に
なるように入れてください。

③「食品ロス」ゼロを目指しましょう
　食品を「買いすぎない」「使い切る」「食べきる」ことを心がけ、
生ごみの減量を。市では家庭から排出されるごみに使用する生ごみ
処理容器等の購入設置者に補助金を交付しています。

　8月から有効となる被保険者証を7月中旬に郵送します。
■国民健康保険　特定記録郵便で送付します。簡易書留郵便での送
付を希望する世帯は、6月22日㈮までに150円分の切手を持参し、
保険年金課または各サービスセンターで手続きをしてください。
　また、既に他の健康保険に加入している場合は、国保をやめる
届け出が必要です。加入した職場などの健康保険証と草加市国民
健康保険の被保険者証、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）を持参し、保険年金課または各サービスセ
ンターで手続きをしてください。また、高齢受給者証は被保険証
と一体化しています。

■後期高齢者医療制度　簡易書留郵便で送付します。また、現在使
用している被保険者証は、8月以降に市の窓口に返却するか、裁
断して処分してください。

　市の審議会等を傍聴できます。いずれも定員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。
■男女共同参画審議会＜人権共生課☎922-08255927-4955＞
　…6月20日㈬午後2時～　市役所西棟契約課会議室で
■公民館運営審議会＜中央公民館☎922-53445925-0152＞
　…6月22日㈮午後3時～　中央公民館第1会議室で
■社会教育委員会議＜生涯学習課☎922-28195922-3498＞
　…6月22日㈮午後6時30分～　市役所西棟第3会議室で
■地域経営委員会＜総合政策課☎922-07495927-4955＞
　…7月5日㈭午前10時～　市役所西棟第1会議室で

　市議会6月定例会が、6月7日㈭に開会される予定です。市長提出
議案は29議案。主な議案は次のとおり。
○草加市税条例等の一部を改正する条例の制定について…地方税法
等の一部改正に伴い、個人市民税、市たばこ税等の見直し、生産性
向上に向けた中小企業の設備投資の支援措置の創設等を行うととも
に、条文の所要の整備を行うものです。
○草加市保育園設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定につ
いて…きたや保育園の建て替えに伴い、同園の名称を草加市立まつ
ばらきた保育園とし、位置を松原五丁目6番1号とするものです。
○草加市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定
める条例の一部を改正する条例の制定について…放課後児童健全育
成事業の設備及び運営に関する基準を定める省令の一部改正に伴い、
放課後児童支援員の資格要件を拡大するとともに、条文の所要の整
備を行うものです。
○平成30年度草加市一般会計補正予算（第1号）

介護保険料
の所得段階

課税年金収入及び
合計所得金額の合計

減免後の
保険料

1/2
程度

第1段階（生活保
護受給者を除く）

介護保険の適用除外施設
（精神科病院等）入所者

第2段階
3/4
程度

免除

60万円以下

120万円以下

要　　　件

①住民税課税者と生計を共にしていない
②住民税課税者から扶養を受けていない
③自宅を除き活用できる資産がない
④預貯金額が300万円以下

6か月以上入所し退所の見込みがない
※精神科病院入院者は直近の領収書を持参

審議会等の開催日程

市議会　6月定例会　6月7日㈭に開会

問子育て支援課☎922-14765922-3274
児童手当・特例給付 現況届提出は

6月中に

問介護保険課☎922-13765922-3279
介護保険料の減免申請を受け付けます
収入の少ない人などの負担を軽減

問廃棄物資源課☎931-39725931-9993

カラスに注意！
～ちょっとしたごみ出しの工夫を～

問国民健康保険…保険年金課☎922-15925922-3178
　後期高齢者医療制度…後期高齢者・重心医療室
　　　　　　　　　　　　　☎922-13675922-3178

国民健康保険と
後期高齢者医療制度の被保険者証が
8月から切り替わります

② 2018年6月5日号 草加人のための情報紙　広報「そうか」市政情報



　経済的理由で高校・大学等への修学が困難な人に奨学金を貸し付
けます。貸し付けは審査の上決定し、8月から開始します。
■条　　件　以下の条件をすべて満たす人
①市内に1年以上居住し、修学意欲が極めて旺盛である。
②学校長の推薦がある。
③他に奨学金に相当する貸し付けを受けていない。
④1年以上1都6県居住で市町村区税を完納し、債務を保証できる
所得があり、市の奨学金制度の保証人でない連帯保証人（20歳
以上、申請者と別世帯居住）が1人いる。

■貸付額（月額。いずれも無利子）
　高校、高専、専修学校…国・公立1万円、私立2万円
　短期大学、大学…国・公立1万5000円、私立3万円
■返　　済
　貸付期間が終了した月の翌月より6か月経過後から、貸付期間の
国・公立は2倍、私立は3倍の期間で均等月払い
■個別相談（随時受付）
　開庁時間に来られない人は以下の日時（要予約）に総務企画課で
受け付けます。
　6月17日㈰午前9時～正午、20日㈬午後5時30分～8時

　「どうすれば創業できるだろう？」といった疑問や「創業したけ
れど、どうやって販路を広げたら…」といった創業に関する疑問や
課題の解決のための「創業ワンストップ相談窓口」を開設していま
す。内容や創業の準備段階に応じて、市・草加商工会議所・各支援
機関が連携してお手伝いします。創業後も継続的にサポートします。
■日時　平日午前9時～午後5時（事前予約可）
■場所　草加商工会議所
　なお、創業ワンストップ相談窓口で相談指導を受けた人は、一定
の条件を満たすと会社設立時の登録免許税の軽減や創業関連保証枠
の拡充などの支援が受けられます。

　月に3万円稼ぐ小さなビジネスを起こし、気軽に楽しく社会にア
クションを仕掛ける「わたしたちの月3万円ビジネス」。自分の特
技や趣味を生かして社会貢献したい、好きなことを仕事にしてみた
いという人、仲間と一緒にビジネスを始めてみませんか。
○体験ワークショップ
　アイデアを生み出す体験ワークショップと連続講座の説明会。
■日　　時　6月22日㈮午前10時～午後0時30分
■会　　場　高砂コミセン　集会室
■定　　員　40人
■申し込み　6月19日㈫までに電話またはメールで産業振興課へ。
○連続講座
　商品やサービスの企画力、発信力を学び、イベントに出店。同講
座の卒業生の中には短期店舗を出店するなど、小さなビジネスが
次々と生まれています。
■日　　　程　7月20日、8月3日・31日、9月21日、10月12日の金

曜日、11月25日の日曜日
■会　　　場　高砂コミセンほか
■対象・定員　全6回すべてに参加できる女性・16人
■受　講　費　1万5000円（教材費込み）
■申 し 込 み　7月4日㈬までに産業振興課ほかで配布される申込書

を同課へ（申し込み多数の場合は選考）。

　昭和62年（1987年）12月の草加市平和都市宣言から30年が経過
しました。平和に対する意見や考えが多様化する中で、市では「平
和大使」として被爆地広島を訪問し、草加市平和都市宣言の趣旨を
理解し、普及していく役割を担う中学生を募集します。
■派 遣 日　7月30日㈪～31日㈫
■対　　象　市内在住の中学生
■役　　割　原爆ドーム、平和記念公園、平和資料館などを見学
し、そこで感じたことを作文にまとめ、9月15日㈯に開催する平和
の日講演会（会場：中央図書館）で朗読する。
■募集人数　4人（男女各2人。応募多数の場合は書類選考の上、抽

選）
■費　　用　交通費、宿泊費（1泊2食付き）は市が負担
□申市公共施設・ホームページにある募集要項（応募申込書）を確認
し保護者の承諾を得た上で、課題作文「平和について」（400字詰
め原稿用紙3枚程度）と住所、氏名、年齢、学校名、学年、電話番
号等を記入した応募申込書を、6月25日㈪（必着）までに簡易書留
または持参で、〒340-8550人権共生課へ。

　市内在住の私立幼稚園児の保護者に、平成30年度市民税の所得割
課税額に応じて就園奨励費補助金を交付します（草加みどり幼稚園、
認定こども園あずま幼稚園、かおりKaruna認定こども園は対象
外）。
　6月以降、在園幼稚園から調書が配布されますので、必要事項を
記入し、幼稚園に提出してください。
　調書が配布されない等の問い合わせは在園幼稚園へ。

　市では、産業や雇用を創出し、まちのにぎわいにつなげていく
「第3回リノベーションスクール＠そうか」の対象物件を募集して
います。スクール開催は平成31年1月を予定。また、希望に応じ、
市職員が「リノベーションまちづくり」の詳細を説明しに伺います。
■対象　下記エリアに位置する空き家や空き店舗で新たな活用が可

能な物件
■条件　①リノベーションまちづくりの趣旨、取り組みを十分理解

し、参画できること。
②リノベーションスクール最終日の公開プレゼンテーショ
ンに参加でき、かつ、スクール期間中に実施される受講
生からのヒアリング調査などに対して、積極的に協力・
参加できること。

　心身の発達に支援が必要な3歳以上の未就学児の療育・支援等を
行い、学校教育の基礎となる心と身体を保護者と共に育てていく通
園施設です。入園を検討している幼児と保護者を対象に、同学園の
見学会を行います。
■日時　6月20日㈬、7月10日㈫・25日㈬、8月21日㈫、9月7日㈮　

いずれも午前9時30分～11時
■対象　平成31年4月1日現在、3歳以上の未就学児とその保護者

□申6月8日㈮～7月12日㈭に総務企画課へ。☎922-26195928-1178□申
奨学資金貸付制度の活用を

問草加商工会議所☎928-81115928-8125

創業ワンストップ相談窓口
創業の相談受け付けます

問人権共生課☎922-08255927-4955
「平和大使」を募集
平和の尊さを考え、未来へ

問産業振興課☎922-34775922-3406
　 sangyosinko@city.soka.saitama.jp　 

わたしたちの月3万円ビジネス
体験ワークショップ・連続講座

私立幼稚園児の保護者に補助金を交付
問保育課☎922-14915922-3274

リノベーション対象物件を募集しています
問産業振興課☎922-08395922-3406

児童発達支援センターあおば学園見学会
□申開催日の1週間前までにあおば学園へ。☎5936-4972□申

【旧道沿道エリア】
草加駅

市役所

草加中学校

草加小学校 伝右川

神明庵

主要地方道足立越谷線

県
道
草
加
停
車
場
線

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③2018年6月5日号市政情報



　がん検診の受診推進を図るとともに
がんを早期に発見するため、次の対象
者に子宮頸がん検診、乳がん検診が無
料となるクーポン券のセットを5月末
に送付しました。
●子宮頸がん…20歳〈平成9年4/2～同
10年4/1生まれ〉検診日：12/14㊎まで
●乳がん…40歳〈昭和52年4/2～同53
年4/1生まれ〉検診日：12月までの集
団検診実施日。問保健センター☎922-
02005922-1516

　葛西用水沿いの桜並木では、今年も
外来種のカミキリムシの発生が予想さ
れます。下の特徴がある成虫を見つけ
たら補殺するか、みどり公園課に発見
場所を連絡してください。なお、特定
外来生物は、許可なく飼養（飼育）・
保管・運搬（持ち出し）することは法
律で禁止されています。
■特徴　首の部分が赤
い（前胸が明赤色）、
体長は約3～4㎝程度、
全体は光沢のある黒色
問みどり公園課☎922-
19735922-3145

　平成30年度市民税・県民税の税額決
定通知書兼納税通知書を6月中旬に郵
送します。
■通知が届く人　昨年中に収入があり
課税対象となる人。ただし、勤務先か
ら市民税・県民税が給与天引きされる
人は、すでに勤務先に通知しているた
め郵送しません。
■通知書が届かない人　昨年中の収入
が少なく非課税となる人
　なお、平成30年1/1現在、市内在住
で、昨年中に公的年金以外の収入があ
り、勤務先から給与支払報告書の提出
がなく、平成29年分所得税及び復興特
別所得税の確定申告または平成30年度
市民税・県民税申告をしていない人は、
申告が必要ですので確認を（個人年金
は公的年金以外の収入に当たります）。
また、収入がない場合でも、行政サー
ビスの利用などのために市民税・県民
税申告が必要な場合があります。問市
民税課☎922-10425920-1502

　小児慢性特定疾病の受給者証を持ち、
引き続き治療が必要な20歳未満の人を
対象とした医療費支給継続申請の受け
付けを開始します。�6/15㊎～7/31㊋
に申請書、指定医が作成する医療意見
書・健康保険証の写し・課税証明書な
どを草加保健所へ。☎925-1551

　県後期高齢者医療広域連合では、昭
和17年4/2～同18年4/1生まれの人で、
後期高齢者医療被保険者証を持つ人を
対象とした歯科健康診査を行います。
希望者は県歯科医師会、後期高齢者医
療広域連合から6月中に届く案内を確
認し、7/1㊐～平成31年1/31㊍に受診
してください。問県後期高齢者医療広
域連合給付課☎048-833-3130

　約70か国、6000人の外国籍市民のた
めに災害の際にサポートする通訳ボラ
ンティア登録者を募集します。日常会
話ができる外国語力のある18歳以上対
象。災害時の通訳・翻訳活動のほか、
災害時ボランティアセンター開設訓練
への参加をお願いします。�人権共生
課へ。☎922-08255927-4955

　三郷北部地区の土地区画整理事業の
事業化に向けて、環境影響評価調査計
画書の縦覧と説明会を行います。
■縦覧　6/19㊋～7/19㊍（㊏・㊐・
㊗を除く）。場所は都市計画課。県

・三郷市ホームページでも閲覧可
■説明会　6/29㊎15時～17時。場所
は柿木公民館
問都市計画課☎922-17905922-3145

　9/15㊏開催の子育てフェス
タのキャストを募集。事前打ち合わせ
（6/29㊎ほか）と当日参加できる高校
生以上対象（子ども同伴可）。担当は
①ゲーム②工作③赤ちゃん向け④
MaMa's工房⑤スポットイベントのい
ずれか（④、⑤は抽選）。なお、募集
説明会を6/11㊊10時から同センターで
開催。�キャスト希望者は6/19㊋まで

に子育て支援センター、市ホームペー
ジ、子育て情報サイトぼっくるんにあ
る申込用紙を同センターへ。メール
（QRコード）も可。☎941-67915941-6828

　6/10㊐9時30分～15時。会場はふれ
あいの里。サークル発表会、谷塚西部
7町会による模擬店、体験コーナー、
抽選会ほか。当日は駐車場と浴場の利
用は不可。問ふれあいの里☎920-6222
5920-6251

　6/13㊌～18㊊。会場は新田西文化セ
ンターと中央図書館。戦争の悲惨さ、
平和の尊さを次世代に伝えるため、沖
縄戦のパネル展示を行います。平和ネ
ットワーク草加との共催。中央図書館
では折り鶴オブジェ「平和への羽ばた
き」も展示します。問人権共生課☎92
2-08255927-4955

　7/1㊐9時30分～11時30分。会場は谷
塚文化センター。正しいラジオ体操を
身につけ、ラジオ体操指導員として活
動してみませんか。講師は元NHKテ
レビ・ラジオ体操指導者の長野信一氏。
当日直接会場へ。室内履き、タオル、
保険代50円持参。問スポーツ振興課☎
922-28615922-3172

　6/15㊎～30㊏12時～19時（㊏・㊐は
9時30分～16時30分）。会場は中央図
書館。小中学校で使用中、または使用
予定の教科書を展示します。問指導課
☎922-27485928-1178

　6/13㊌～15㊎10時～12時、13時～15
時（15㊎は12時まで）。会場は市役所
公用車駐車場。県道草加流山線・さい
たま草加線以南（栄町1丁目除く）地
域の機械式はかり（250kg以下）の定
期検査を実施します。15㊎は家庭の計
量器（体重計、調理用はかり）も検査
できます。これ以外の機械式や電気式
のはかりは、12/28㊎までに市職員も
しくは埼玉県計量協会が巡回して検査
します。問くらし安全課☎941-61115
941-6157

　6/19㊋～7/19㊍。対象は松江、青柳、
八幡町、中根、金明町、柿木町。上下
水道部から通知配布後、身分証明書を
携帯した指定の工事業者が取り替えに
伺います。給水装置に異常が見つかっ
た場合の修理費用は有償です（その場
での現金請求はありません）。問水道
営業課☎927-22205927-1561

　高年者がいきいきと活動するオール
ドカレッジで軽体操や音楽会などを企
画・開催するスタッフを募集します。
7～9月の㊋、10月～平成31年3月の㊍
いずれも9時～11時（月2～4回程度）。
会場は市民体育館・中央公民館ほか。
55～65歳対象。�6/22㊎までにスポー
ツ振興課へ。☎922-28615922-3172

　住宅等のリフォームを認定事業者が
施工した場合、その請負額の20%（5000
円以上10万円以内）を限度とした割り
引きが受けられます。認定事業者及び
実施要領等は事務局ホームページで確
認を。補助申請は認定事業者が6/11㊊
までに行います。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

　7/1㊐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。小学3年生～中学生の
保護者対象。講師は立教大学現代心理
学部教授の大石幸二さん。定員80人。
保育（定員15人）、手話通訳あり（い
ずれも要予約）。�6/20㊌までに子ど
も教育連携推進室へ。QRコード（こ
くちーず）からも可。☎922-3494592
8-1178

子育て講演会
「思春期の子育て」

　一人のかけがえのない人間として思
い描く夢や未来をつむいだ文（ふみ）
や絵手紙作品を募集します。部門は短
文（100字程度）、俳句、川柳、短歌、
絵手紙。用紙自由、作者名を明記。作

品は7/20㊎～9/6㊍に草加市文化会館
で展示します。�6/21㊍～7/18㊌に〒
340-0013松江1-1-5男女共同参画さわや
かサロンへ。☎931-9325（○内50）593
6-4690

市内リフォーム補助事業の利用を後期高齢者対象　健康長寿歯科健診

災害時通訳ボランティアを募集

ふれあいの里まつり

平和パネル展「沖縄戦」

ラジオ体操指導員養成講習会

小中学校　教科書展示会

機械式はかりの定期検査

水道メーターの取り替え

オールドカレッジ運営スタッフ募集

小児慢性特定疾病医療費
支給継続申請の受付開始

環境影響評価調査計画書の
縦覧と説明会

子宮頸がん・乳がん検診
無料クーポン券の利用を

特定外来生物のカミキリムシ
駆除・連絡にご協力を

市民税・県民税の
税額決定通知書兼納税通知書を郵送

子育てフェスタのキャスト募集
初回打ち合わせは6/29㊎

男女共同参画文芸作品募集
「つむぐー夢・未来・共にー」

平成30年の市内交通事故状況（前年比）5月20日現在　人身事故332件（－58）　死者2人（－5）

④ 2018年6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」

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

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。 6/10㊐は歯の健康フェアに行こう!!

▶市県民税（普通徴収）　第1期
▶国民健康保険税（普通徴収）　第1期6月の

納税・納付

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

7/2㊊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

▶介護保険料（普通徴収）　第1期
7/2㊊までに最寄りの市指定金融機関で納めてください（コンビニでは納付できません） 納税は便利な口座振替で
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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

6/27㊌

6/29㊎

【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

7/3㊋

7/17㊋

平成28年12/1～15生まれ

平成28年12/16～31生まれ

対象者に6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）

7/23㊊、
9/6㊍・20㊍・29㊏、
10/2㊋・24㊌・27㊏

7/9㊊・20㊎、
8/3㊎・23㊍、
9/5㊌・12㊌・13㊍、
10/5㊎・17㊌

12/14㊎まで
（休診日を除く）

平成31年1/31㊍まで
（休診日を除く）

11/30㊎まで
（休診日を除く）

7/2㊊～9/29㊏
（休診日を除く）

12/14㊎まで
（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

【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（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。
＜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
＜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
注）各検診は、実施期間内に１回のみ受診可。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 6月下旬～7月中旬 平成30年5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5月末に診査票等を送付済み。届かない人は連絡を
6/11㊊

6/26㊋

平成27年3/1～15生まれ

平成27年3/16～31生まれ

マタニティクラス
両親学級 7/8㊐・11㊌

平成30年9月～11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
（新栄児童センター） 7/11㊌ 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30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 7/18㊌ 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 6/13㊌ 【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

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

　ワーグナー作曲の「歌の殿堂をたた
えよう」などを原語でオーケストラ伴
奏で歌います。会場は草加市文化会館。
練習は7/7・21、8/4・18・25、9/1・
22、10/6・13・20、11/3の㊏、11/19
㊊18時～21時と11/22㊍のリハーサル。

全12回。11/23㊗のハートフルコンサ
ートで練習の成果を披露します。小学
生以上対象。定員40人。参加費1万円
（親子ペアは1組1万7000円）。ლ7/6
㊎までに草加市文化会館ほかで配布す
る申込用紙に必要事項記入し〒340-00
13松江1-1-5草加市文化会館「オペラ・
オラトリオ塾」係へ。☎931-9325593
6-4690

　健康運動指導士などの有資格者によ
るトレーニングアドバイスや体組成計
測を行います。㊎9時～13時。会場は
市民体育館。18歳以上対象。定員各回
10人。ლ市民体育館へ。☎5936-6239

■ミニ企画「短冊を飾ろう」　6/24㊐
～7/7㊏。歴史民俗資料館の笹に飾る
短冊に願い事を書きに来ませんか。当
日直接会場へ。
■土曜体験教室「七夕かざりを作ろ
う」　6/30㊏10時～12時。小学生（保
護者同伴）対象。定員15組。ლ6/6㊌
から電話で同館へ。☎922-04025922-
1117

　7/14㊏9時30分～16時。会場は市民
体育館。18歳以上で障がい者スポーツ
指導員または指導員を目指す人対象
（ボランティアを含む）。車いすバス
ケットやボッチャなどの体験をしなが
ら指導員としての知識を学びます。定
員30人。室内履き、昼食持参。ლ6/6
㊌から電話で草加市体育協会へ。☎92
8-63615922-1513

　7/7㊏9時～12時。会場は青柳分署。
成人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。ლ6/28㊍まで
に青柳分署へ。☎931-39735931-3982

　9/2㊐に中央公民館で行われる和太
鼓団体の交流の場「和太鼓祭り」で日
頃の活動を披露してみませんか。1団
体転換込みで20分以内。市内で活動す
る和太鼓団体対象。定員10組程度。ლ

6/25㊊（必着）までに文化観光課ほか
で配布する申込書に記入し、文化観光
課へ。応募多数の場合は抽選。☎922-
29685922-3406

　6/24㊐10時～12時。会場は中央公民
館。難聴者同士の交流を通じた情報交
換と情報共有。「聴こえないってどう
いうこと？～自分の経験から」と題し
たミニ講演と参加者による懇談会。難
聴者や中途失聴者対象。手話通訳・要
約筆記あり。問草加市社会福祉協議会
☎932-67705932-6781

　6/15㊎10時～12時。会場は氷川小。
定員10人。割り箸1本で魅力的な絵手
紙を描きます。ლ生涯学習課へ。☎92
2-28195922-3498

　7/15㊐・22㊐12時～13時（水泳導入
コース）、13時10分～14時40分（25ｍ
完泳コース）。各コース全2回。いず
れも会場は市民温水プール。小学生以
上の知的障がい者対象。定員各20人。
参加費1000円。ლ6/20㊌（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〒340-0022瀬崎6-31-1草加市
体育協会へ。同協会ホームページでも
応募可。応募多数の場合は抽選。☎92
8-63615922-1513

　6/17㊐10時30分～16
時。会場は獨協大学35
周年記念館、天野貞祐
記念館ほか。南米、アフリカ、中東、
北欧、アジアなどの皆さんとの交流や、
各国の音楽やダンス披露、国際グルメ
コーナー、民芸品の展示販売、留学生

と交流できるワールドランゲージなど。
問草加市国際交流協会事務局（文化観
光課内）☎922-29685922-3406

■ダンス&新体操フェスティバル　6/
17㊐13時30分開演。会場は記念体育館。
加盟・賛助団体11団体によるダンス、
新体操の集団演技、個人演技などの成
果発表
■トランポリン大会　7/8㊐9時～16時。
会場は市民体育館。連続した10種目の
演技ができる幼児以上対象。参加費個
人1700円・シンクロ1組1000円。Tシ
ャツ、膝の隠れない半ズボン持参
ლトランポリンは6/10㊐までに草加市
体育協会へ。☎928-63615922-1513

草加和太鼓祭り参加団体募集

歴史民俗資料館の七夕 障がい者スポーツ普及講習会

普通救命講習会

難聴者の集い氷川平成塾　割り箸絵手紙体験講座

障がい者水泳練習会

草加国際村一番地　国際交流
フェスティバルで会いましょう！

健康づくりのための
トレーニングアドバイス

オペラ・オラトリオ塾XV
受講生募集

市民体育祭

6月の「なくそう暴力」標語　差し出す手　それが最初の　第一歩

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6月5日号



⑥ 2018年6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。

高年者向け

■介護者のつどい　6/9㊏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　6/12㊋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
■いきいき体操教室　6/18㊊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。
ლ6/6㊌から谷塚西部（包）へ。☎929-
00145929-5222
■介護者のつどい　6/18㊊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。問谷塚
・瀬崎（包）☎929-36135933-9380
■認知症サポーター養成講座　6/20㊌
10時～11時30分。会場はであいの森。
認知症の理解や認知症の人との接し方。
認知症に興味・関心のある人対象。定
員20人。ლ川柳・新田東部（包）へ。
☎932-70075931-0993
■介護者のつどい　6/20㊌13時15分～
14時30分。会場は勤労福祉会館。高年
者の口腔ケアのミニ講座や介護の情報
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
■元気吹き矢教室　6/21㊍14時～15時
30分｡会場は花栗会館｡65歳以上対象｡
定員30人｡運動靴持参。ლ6/6㊌から安
行（包）へ。☎921-21215928-8989
■はつらつバルーン体操　6/26㊋13時
30分～14時30分。ボール等を使用した
介護予防運動や体操。会場は八幡コミ
セン。65歳以上対象。定員30人。上履
き持参。ლ6/6㊌から川柳・新田東部
（包）へ。☎932-70075931-0993

①Let's!!リズム体操　7/3・17、8/7・
21、9/4・18の㊋13時～14時30分。全6
回。定員30人。運動靴持参
②折り紙を楽しもう　7/25㊌10時～12
時。定員20人。材料費100円。のり・
はさみ・定規持参
③であいの森かけはしサロン　7/11㊌
13時～15時。福祉用具についての講話
・体操・茶話会など。定員20人
　いずれも60歳以上対象。ლ①は6/6
㊌、②6/8㊎、③は6/12㊋の10時から
電話でであいの森へ。☎936-279159 
36-2792

ლ

☎ 5

ლ

☎ 5

ლ

☎ 5

■夏休みデイキャンプ　7/22㊐10時～15時。会場はそうか公園。小学生
と保護者対象。定員25組。参加費2000円。ლ6/20㊌（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、〒340-0022瀬崎6-31-1草加市体育協会へ。同協会ホームページで
も応募可。応募多数の場合は抽選。☎928-63615922-1513
■子ども自然ふれあい教室　7/21㊏～22㊐。栃木県のポッポ農園で野菜
収穫・鮎のつかみどり等を楽しみ、旧須賀川小に宿泊。7/8㊐14時からの
事前説明会に出席できる小学3～6年生対象。定員30人。応募多数の場合
抽選。施設利用費・保険料込み3500円。市子ども会育成者連絡協議会と
の共催。ლ6/15㊎（必着）までに、はがきに児童名（ふりがな）、性別、
住所、年齢、学校名、学年、電話番号（緊急連絡先）、保護者名を記入
し、〒340-0014住吉2-2-8勤労青少年ホームへ。☎928-64215928-9632
■夏の自由研究に！「夏休み親子スクール」　8/2㊍9時30分～11時30分。
「燃えるごみのゆくえ探検隊、いざ出発！」をテーマに、「3R講座」と
5市1町の可燃ごみを焼却している第一工場ごみ処理施設見学を行います。
参加者にはオリジナルエコバッグをプレゼント（1組に1個）。小学生と
保護者対象。定員120人。応募多数の場合は抽選。ლ7/21㊏（消印有効）
までに、往復はがきに参加者全員の氏名（学年）、住所を明記し〒343-
0011越谷市増林3-2-1東埼玉資源環境組合計画課へ。同組合ホームページ
でも応募可。☎966-01215965-6569

わくわく夏休み　　  
子ども・親子イベント

　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。定員のあるものは当日

であいの森講座

剣道形講習会

オレンジカフェ（認知症カフェ）

地域包括支援センター (包)
介護予防教室・介護者のつどい

ふれあいカレッジ開校
～介護予防と健康づくり～

　7/7～平成31年2/5の㊋10時～11時30
分（13回）、㊏13時30分～15時（3
回）。開校式・閉校式のほか、体力測
定や介護予防体操、口腔ケアや健康・
薬に関する講座など。全17回。会場は
ふれあいの里。60歳以上対象。定員15
人。ლ6/12㊋10時から電話でふれあい
の里へ。☎920-62225920-6251

　7/15㊐13時～15時。会場は市民体育
館。木刀を使って剣道の基本技を学び
ます。小学生対象。定員50人。剣道着
・木刀持参。ლ6/20㊌までに草加市体
育協会へ。☎928-63615922-1513

　勤務は7月からの㊊～㊏のうちの週5
日、9時30分～18時（時差勤務あり）。
場所は児童館・児童クラブ。児童館で
は遊びの企画・指導、放課後児童クラ
ブでは小学生の生活をサポートします。
時給960円（保育士有資格者1060円）。
実績により賞与・有給休暇等あり。ლ

6/15㊎までに履歴書（保育士は資格証
の写しも）を〒340-8550子ども育成課
へ。☎922-14485922-3274

　6/19㊋・20㊌は館内消毒のため休館
します。問草加市文化会館☎931-9325 
5936-4690

発達に障がいまたは心配のある
子どもを支援する職員

児童館・児童クラブの臨時職員

草加市文化会館の臨時休館

■非常勤嘱託員
　63歳以下対象。募集は1人。交通費
支給なし。健康保険、厚生年金、雇用
保険、有給休暇、特別休暇あり。
●臨床心理士　（有資格者・臨床発達
心理士も可）場所は児童発達支援セン
ターあおば学園。勤務は㊗を除く㊊～
㊎のうち月16～20日、8時30分～17時。
知的障がいのある未就学児の生活訓練、

高年者マッサージ・ストレッチ
体操教室　参加者募集

草加ふささらダンスフェスティバル
HIPHOPを踊ろう！

　全10回。65歳以上対象（参加は年度
内に1回限り）。動きやすい服装で。
上履き持参。
■川柳文化センターコース　7/3～
9/11（8/14を除く）の㊋13時～15時。
定員40人
■新田西文化センターコース　7/5～
9/13（8/16を除く）の㊍9時～11時。
定員30人
ლ6/6㊌～25㊊に保健センターへ。☎9 
22-02005922-1516

　10/14㊐に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HIPHOPを踊る児童・生徒を募集し

子ども・親子向け

ます。7/1㊐の説明会と8/19㊐からの
レッスン（全8回）に参加できる小学
～高校生対象。定員50人。参加費小・
中学生8000円、高校生9000円（衣装用
Ｔシャツ代・保険代・ゼッケン代など
を含む）。ლ6/18㊊～28㊍（必着）に
同館ほかで配布する申込用紙に必要事
項を記入し、〒340-0013松江1-1-5草加
市文化会館「ダンスフェスティバル個
人の部」係へ。☎931-93255936-4690

集団療育、保護者支援、特別支援計画
の作成。日額1万1700円～1万6900円
■臨時職員
　いずれも58歳以下対象。募集は若干
名。交通費支給、健康保険、厚生年金、
雇用保険、有給休暇、特別休暇あり。
●障がい児相談支援員　場所は児童発
達支援センター支所。勤務は㊗を除く
㊊～㊎8時30分～17時。相談、家庭訪
問、サービス等利用計画作成等。時給
は障がい児相談支援専門員1150円、保
育士等1060円、児童福祉事業・相談業
務の経験者等960円
●児童デイサービスセンター保育職　
場所は子育て支援センター。勤務は㊗
を除く㊊～㊎8時30分～19時のうちの7
時間30分。直接支援、集団療育等。時
給は保育士1060円、幼稚園教諭・児童
指導員・児童福祉事業の経験者等960
円。賞与あり
●総合相談センター相談業務　場所は
子育て支援センター。勤務は㊗を除く
㊊～㊎8時30分～17時。相談、面接等。
時給は社会福祉士等1060円、児童福祉
事業・相談業務の経験者等960円
ლ履歴書と資格証の写しを〒340-0041
松原1-3-1子育て支援センターへ。☎
941-67915941-6828

　音楽団体の交流の場で日頃
の活動を発表しませんか。合唱の部は
平成31年3/3㊐、器楽の部は同31年
3/23㊏。会場は草加市文化会館。構成
人数が5人以上で、市内に活動拠点を
置く団体、または小中学校、高校、大
学のクラブ対象。ლ6/29㊎までに文化
観光課ほかで配布する申し込み用紙を
記入し〒340-8550同課へ。ファクス、
メール（QRコード）も可。☎922-29685
922-3406 

市民音楽祭参加団体募集
先着順。問長寿支援課☎922-1281592 
2-3279
■ホッと！さわやか　6/9㊏13時30分
～15時30分。口腔ケアの重要性につい
て。定員20人。参加費100円
■草加キングス・ガーデン　6/9㊏14
時～16時。テーマ「暑さに負けない体
づくり」。参加費100円
■デイサービスセンター草加　6/9㊏
14時～16時。健康体操と認知症予防の
手工芸体験。参加費100円
■埼友草加病院　6/16㊏14時～16時。
テーマ「口腔ケアについて」。定員10 
0人。参加費200円
■ボンセジュール草加　6/23㊏13時30
分～15時30分。テーマ「嚥下障害とそ
の予防について」。定員40人。参加費
100円。上履き・ビニール袋持参
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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

■やしお枝豆大感謝祭　6/17㊐15時～
19時　会場はフレスポ八潮１階駐車場
　問やしお枝豆まつり実行委員会☎99 
6-1926

■朗読・朗読体験講座（大人のための
お話会）　6/23㊏14時～15時30分　会
場は北部図書館　16歳以上対象　問北
部図書館☎958-8900

■市制60周年記念七夕フェスタオープ
ニングイベント　6/30㊏10時30分～15
時　会場は北越谷駅西口さくら広場・
ほっと越谷　問ほっと越谷☎970-7411

■よしかわマルシェ・朝顔市　6/24㊐
9時30分～13時　会場は市民交流セン
ターおあしす　問同マルシェ実行委員
会事務局☎982-9697

■“エローラのゴーシュ”Vol.15渡部宏 
チェロ・リサイタル　7/8㊐14時開演
　会場は田園ホール・エローラ　料金
大人3000円、高校生以下2000円（未就
学児の入場不可）　問同ホール☎992-
1001

市民サークルの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

■スポーツ吹矢体験会　6/8～29の㊎
13時～15時　勤労福祉会館で　用具不
要、初心者歓迎　無料　問髙間☎090- 
1556-6897
■スポーツ吹矢体験会　6/8㊎・10㊐
・15㊎・22㊎・24㊐・29㊎9時～11時
　中央公民館で　初回無料、2回目以
降300円　問田岡☎090-4335-7987
■合気道無料体験会　6/9㊏15時～16
時：小学生対象　16時～17時：中学生
以上対象　中央公民館で　駐車場あり
　ლ合気研究所佐久間☎050-7114-0709
■スポーツ吹矢体験　6/9～30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　6/10～24の㊐
13時～15時　川柳文化センターで　初
心者歓迎　マウスピース代200円　問
植木☎090-2253-8475
■史跡巡り「谷塚と伊興の遺跡を訪ね
て」　6/10㊐13時谷塚駅西口集合　見
学地で地域の歴史を学ぶ集い　定員50
人　参加費100円　筆記用具持参　ლ

草加史談会浅古☎924-3403
■ミシン洋裁基礎講座　6/13㊌13時30
分～17時　勤労福祉会館で　洋裁の基
礎を一から学び袋物を作りましょう　
材料費1000円　ლ6/7㊍からミシン洋
裁クラブ竹花☎090-6657-4005
■創立40周年記念朗読発表会音訳ネッ
ト・草加しばぐり　6/10㊐13時30分～
　アコスホールで　葉っぱのフレディ
・奥の細道・たけくらべほか　問川添
☎943-8841
■第2回草画展（草加市美術協会洋画
部）　6/14㊍～19㊋10時～18時（14㊍
は13時から、19㊋は16時まで）　アコ
スギャラリー大で　油彩・水彩・パス
テル画約30点展示　問依田☎942-3689

■色えんぴつ画野の花展　6/14㊍～19
㊋10時～17時30分（14㊍は13時から、
19㊋は16時まで）　アコスギャラリー
小で　身近な野の花の色えんぴつ画約
30点展示　問佐藤☎929-0357
■食べて応援！東北復興支援　6/14㊍
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
■スポーツ吹矢体験会　6/16㊏・23㊏
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
■介護者の集い「オアシス」　6/16㊏
10時～12時　中央公民館で　7/3㊋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☎928-53 
32
■相続の7割は不動産！遺言で安心不
動産相続　6/17㊐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
■スポーツ吹矢体験会　6/18㊊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
■健康ボウリング教室　火曜コース　
6/19～7/24　18時～　水曜コース　
6/20～7/25　10時～　松原スターボウ
ルで　各6回　参加費2000円　ლ草加
市ボウリング協会☎090-5780-2778
■子育てセミナー「ママ友、先生との
上手な付き合い方」　6/21㊍10時～11
時30分　氷川コミセン小会議室で　参
加費200円　子ども同伴可　問家庭倫
理の会草加市石野☎090-9203-4244
■2018年度体験練習会「草加ジュニ
ア陸上クラブ」　6/23㊏・30㊏、7/7
㊏・21㊏9時～11時30分　氷川小校庭
で　小学生対象　要申し込み　今年度
最終　ლ杉本☎090-9426-9844
■映画「米軍が一番恐れた男その名は
カメジロー」　6/24㊐10時、13時30分、

消費生活相談員（非常勤嘱託員）
16時30分　勤労福祉会館で　定員270
人　参加費1000円　問「カメジロー」
をみる会山内☎090-8311-6732
■泉の会第36回コンサート　6/24㊐13
時30分開演　中央公民館ホールで　ピ
アノ独奏・連弾、ソプラノ独唱、オペ
ラハイライト　入場無料　問一瀬☎94 
1-8663
■日中近代史を学ぶ講演会「舞台を演
じるわけ～私が出会った残留婦人達」
　6/24㊐13時30分～15時　中央公民館
で　参加費500円　講師は神田さち子
（舞台女優）　ლ武藤☎090-3574-1031
■健康ボウリング教室　6/28から草加
ボウルで　①㊍19時～、②㊎18時30分
～、③㊏13時30分～、④㊏19時～、⑤
㊋19時～　各全6回　参加費2000円　
ლ小山内☎080-9544-0747
■草加・子どもの健康と学校給食を考
える会学習会　6/30㊏10時～　中央公
民館で　牛乳かんを食べながら給食の
ことおしゃべりしませんか　無料　問
菅☎090-1559-3160
■講座「子どもの心に詩を！」　6/30
㊏13時30分～　中央公民館で　あそぶ
詩・考える詩・心にしみる詩＝絵本の
中から　参加費無料　問読書ボランテ
ィア連絡会青柳☎5929-2502
■障害年金・成年後見無料相談会　
7/1㊐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
■アコースティックギター弾き語りコ
ンサート　7/1㊐13時30分～16時　新
田西文化センターで　定員60人（先着
順）　参加費100円　問アコースティ
ックサウンドの会吉田☎090-5394-2571
■歴史学講座「創世」魏志倭人伝の倭
の「会同［集会］」̶ 日本では1、2世紀
から男女無差別の会議制を実施してい
た　7/2㊊13時30分～16時30分　草加
市文化会館で　問小嶋☎090-1261-7366

　勤務は8月から。勤務時間は㊊～㊎
の指定する週1～3日以内で9時30分～
16時30分。場所は勤労福祉会館内消費
生活センター。売買や契約等に関する
相談、アドバイスほか。63歳以下で消
費生活相談員資格試験に合格、または
みなし合格者対象。募集は1人。日額
9500円（交通費込み・昇給制度あり）。
ლ面接は6/29㊎に実施。6/26㊋（必着）
までに履歴書と資格証の写しを〒340-
8550職員課へ。☎922-09835922-3098

6/ 3㊐

6/10㊐

6/17㊐

内科

外科

内科

外科

内科

外科

平田クリニック

豊田クリニック

さいわい内科クリニック

いまじょうクリニック

おかだこどもクリニック

石井外科医院

新栄1-48-11

柿木町1127-1

旭町1-4-46

旭町6-1-17

清門3-25-3

氷川町928

☎942-1245

☎930-3636

☎930-5870

☎941-2140

☎941-5214

☎925-4255

　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）。

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
6/  3㊐　正木設備㈱　栄町3-9-30　☎931-3933
6/10㊐　㈲石田水道　吉町1-5-12　 ☎922-2736
6/17㊐　㈱井戸梅　　住吉2-4-3  　☎922-3413

■診療時間　内科・外科…9時～12時・14時～17時（変更の場合あり）

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



　6日、古浄瑠璃「越後国柏崎　弘知法印御伝記」がアコスホールで上演されました。奥の
細道文学賞にかかわりが深い日本文学研究者のドナルド・キーンさんらが復活に携わった演
目で、全六段のうち、初段から三段が上演されました。また、キーンさん、鳥越文蔵さん、
黒田杏子さん、キーン誠己さんらの対談も行われ、貴重なひと時となりました。

■利用

■料金

　奥日光自然の家は市の保養施設。例年
6月中旬～下旬が見頃のクリンソウを楽
しみながらの西ノ湖や戦場ヶ原を巡るハ
イキングがお勧めです。赤沼車庫駐車場
から低公害バス利用で約30分。
■利用　11月上旬まで、火曜定休（祝日
の場合は翌平日）
■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。朝食810
円　昼食（おにぎり2個）324円　夕食
A1512円・B2700円・C3240円

■会　　　場
■展 示 の 部

■ホールの部

■呈　　　茶
□申

　高年者を中心とした世代間交流の場として、
13校の小学校に開設している学びとふれあい
の場「平成塾」。利用者の皆さんが日頃の成果を発表します。
■会　　　場　中央公民館
■展 示 の 部　7月3日㈫～6日㈮午前9時～午後9時30分（7月6
日は午後1時まで）。書道、手芸、生け花等の作品展示
■ホールの部　7月5日㈭午前10時～午後3時30分。詩吟、大正
琴、舞踊、マジック等の発表
■呈　　　茶　7月5日㈭午前10時30分～午後3時。お茶券300円
（□申呈茶のみ6月15日㈮までに生涯学習課へ）

　健康寿命を全うするには「人体」の機能と構造
を知ることが重要です。いつまでも元気で長生き
するために、映像を通して楽しく、分かりやすく
人体について学びます。
■日時　7月4日～25日の水曜日午後2時～3時30分（全4回）
■会場　中央図書館　　■定員　30人　　■受講料　4000円
■講師　林勝彦　NHKスペシャル「驚異の小宇宙 人体」の制作を指

揮した元NHK統括プロデューサー

　「草加松原」もしくは「松」をテーマにした平面作品（F10号額
装、写真不可）の公募展開催にあたり、全国から作品を公募しま
す。草加らしさを感じられる魅力的な作品をお寄せください。
　大賞作品は11月11日㈰の市制60周年式典で表彰・展示します。
■募集期間　9月3日㈪～28日㈮
■搬入期間　委託搬入　10月11日㈭
　　　　　　直接搬入　10月13日㈯、14日㈰
■審 査 員　瀧悌三氏（美術評論家）
　　　　　　土方明司氏（平塚市美術館館長代理）
　　　　　　鈴木喜美子氏（新制作協会会員）
■　 賞　　【大賞】1点　賞金30万円（市による買い上げ金額を含

む）
　　　　　 【優秀賞】3点　賞金5万円ほか
■展示期間　11月12日㈪～21日㈬
■会　　場　アコスギャラリー
■申込方法　市ホームページ、募集要項で確認してください

■日時
■会場
■定員
■内容

　認知症専門医による認知症予防の秘訣、認知症地域支援推進
員による認知症との付き合い方についての講演。認知症とは何
か、どう受け止め、手助けしていけばよいのか。認知症への理
解を深め、地域での支え方を考えましょう。
■日時　7月7日㈯午後1時30分～4時
■会場　アコスホール
■定員　500人
■内容　第1部「そうだったんだ！認知症のいろは。へ～え！」
　　　　　　　講師　神谷達司　神谷医院院長
　　　　第2部「認知症の方を地域で支えるまちづくり
　　　　　　　～知って安心、認知症とのお付き合い～」
　　　　　　　講師　草加市認知症地域支援推進員

　草加の四季の魅力を写した観光宣伝に役立つ写真を募集します。
■対　象　平成29年9月30日以降撮影で、未発表の自作品
■テーマ　草加の四季折々の自然景観、祭り、郷土芸能、文化財、
風物、各種イベント等を撮影した草加の観光宣伝に役立つ写真
■サイズ　カラープリント4つ切り（ワイド4つ切り、A4も可）
■審査員　草加市観光協会会員
■　賞　　【観光協会会長賞】1点　賞金3万円、【草加松原賞】1
点　同2万円、【特選】2点　同1万円、【佳作】5点　同5000円、
【東武よみうり新聞社賞】1点　トロフィー、【フォトライフサポ
ートセンター賞】1点　楯　
※審査の結果、該当なしの場合もあります。
□申 9月28日㈮（消印有効）までに草加市観光協会事務局（文化観光
課内）、物産・観光情報センター等で配布する応募票（市ホームペ
ージでも入手可）を写真の裏に貼付し、同協会事務局へ。

5月かどまちごとでき

⃞申6月6日㈬から長寿支援課へ。☎922-28625922-3279

⃞申生涯学習課へ。☎922-28195922-3498
　*shogaigaku@city.soka.saitama.jp

そうか市民大学 前期講座

平成塾活動合同発表会
問生涯学習課☎922-28195922-3498

国指定名勝 おくのほそ道の風景地国指定名勝 おくのほそ道の風景地

第1回公募展の作品募集
問文化観光課☎922-29685922-3406

在宅療養虎の巻講座

い ろ
は

そうだったんだ！へ～え！

問草加市観光協会事務局（文化観光課内）
　☎922-24035922-3406

草加の四季観光写真コンクール草加の四季観光写真コンクール

⃞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

6月はクリンソウが見頃！

林勝彦氏

元気に長生きするために

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6月5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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