
　　　　　　を
ご存じですか？
食育応援農家食育応援農家

問産業振興課 ☎922-0842 5922-3406　学務課 ☎922-2685 5928-1178　保健センター ☎922-0200 5922-1516

地元の食材を子どもたちに！

イベントで知る・味わう！

6月は食育月間 も～っと！！ 草加の“食”を知ろう！

食育応援農家を募集しています。
詳しくは産業振興課農業係へ。

　食育応援農家は、子どもたちの
健康・安全・安心・良味をモット
ーに農産物の生産・供給に努め、
地域農業の振興と地域内流通の促
進を図っています。現在16件の農
家の皆さんが登録中。
　提供された野
菜は学校給食の
食材として、ま
た皮むき体験な
どにも使われて
います。

　お祭りなどの催しで食育ＰＲイベントを行っていま
す。また、新鮮な草加産の農産物は、即売会、庭先販
売でお楽しみいただけます。

　市ホームページやクックパッド
で栄養バランスを考えた給食メニ
ュー等のレシピを公開しています。
　また、保健センターでは給食メ
ニューを小・中学校の栄養士と作
る子ども料理教室やヘルシーメニ
ューを作る料理講座なども開催し
ています（開催日等は広報そうか
等でお知らせ）。

　市では、市内の農産物や食育を知るイベントや野菜を使ったレシピの作成などを行っ
ています。「食べる力」は「生きる力」。楽しみながら「食」を考えてみませんか。

栄養満点なメニュー
をご家庭でも！

▶販売予定のイベント
・ 朝顔市（7月1日）
・ 草加商工会議所まつり（11月）
・ 街グルin草加（11月）
・ 農業祭（12月）

▶庭先販売ＭＡＰ
市ホームペー
ジ（QRコード）、
産業振興課で
閲覧できます。

都市農業フェアで減塩食体験都市農業フェアで減塩食体験

市内産の農作物を

学校給食に使用しています

▲給食レシピ
　ホームページ

ぜひ、お試し
ください！

▲保健センター
　クックパッド
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■5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）

　7月5日㈭午前10時に緊急地震速報の訓練放
送を行います。
　実際の地震速報では、放送から
強い揺れが来るまでわずかな時間
しかありません。いざという時の
ために訓練放送に合わせ、図のよ
うに身を守る行動（シェイクアウ
ト）訓練を行いましょう。
■放送の概要
　こちらは防災草加です。ただ今から訓練放送を行います。（チャ
イム音）。大地震です。大地震です。これは訓練放送です。（3回
繰り返し）。こちらは防災草加です。これで訓練放送を終わります。

熱中症に気を付けて～クールオアシスの利用を～
　暑さをしのぎ涼むことができる場所
として、市の公共施設のほか、市薬剤
師会加盟薬局が一時休憩所として利用
できます。右の「クールオアシスそう
か」のポスターが目印です。
■おかしいと思ったら
　熱中症になると、めまい・頭痛・吐
き気・倦怠感などの症状が表れます。
おかしいと思ったら①涼しい場所に避
難する②衣服を緩めて体を冷やす③水
分や塩分を補給するなどの対策を。な
お、意識がない・けいれんを起こして
いるなど、重い症状が表れたらすぐに
119番通報してください。
■普段から気を付けたいこと
　普段からエアコンや扇風機を活用し、1時間当たりコップ半分程
度の水分を飲む、汗をかいたらスポーツドリンクなど塩分を含んだ
飲料を飲む、寝る前にもコップ1杯程度の水を飲むなどするように
しましょう。

蚊を媒介する感染症に万全な対策を
　ウイルスや病原体に感染した人や動物
の血を吸った蚊に刺されることで、様々
な感染症にかかる恐れがあります。蚊が
媒介する感染症を防ぐため、注意・協力
をお願いします。

■蚊に刺されない　海外へ渡航する際には、現地の感染症流行状況
を把握し、できるだけ肌を露出せず、虫よけ剤を使用するなど、蚊
に刺されないようにしましょう。
■蚊を増やさない　蚊は屋外の小さな水たまりでも発生します。日
頃から周囲を清潔に、水たまりをなくすように心がけましょう。

　パスポートの申請窓口は、夏休みの旅行等の影響により、6～8月
にかけて大変混み合います。
　夏休みに海外旅行を計画している人は、まずパスポートの所在、
有効期間等を必ず確認しましょう。パスポートの申請から交付まで
は1週間程度かかりますので、早めに申請してください。
　なお、パスポートの有効期間が1年未満になると、新しいパスポ
ートに切り替えできます。

　ひとり親家庭や父（母）に一定の障がいがある家庭等の保険適用
医療費の自己負担分を、申請に基づき支給します。所得制限等の概
要は以下のとおり。なお、課税世帯には一部自己負担金があります。
■対象となる子どもの年齢
・18歳到達後、最初の3月31日まで
・一定の障がいがある場合は20歳になる誕生日の前日まで

■所得制限

　6月までの申請は平成28年中の、7月以降の申請は平成29年中の
対象者の所得額と扶養人数等で判定します。
●所得額とは、給与所得控除後の金額に、前夫（妻）から受け取っ
た養育費の8割を加算し、一律控除（8万円）を差し引いた額（他に
も諸控除が受けられる場合あり）
●扶養義務者とは、請求者の直系血族（両親・祖父母・子ども・孫
等）や兄弟姉妹のうち請求者と生計を同じくする人等
　なお、請求者の配偶者（一定の障がいがある場合）にも、扶養義
務者と同じ所得制限があります。

　現在使用中の国民健康保険被保険者証の有効期限は、7月31日㈫
です。
　8月から使用する被保険者証は、7月中旬に特定記録郵便で郵送し
ます。受け取った被保険者証の記載内容（氏名・世帯主氏名・住所
等）に修正が必要な場合は、市民課またはサービスセンターで住民
登録情報の修正手続きを行った後、保険年金課やサービスセンター
で修正した保険証に差し替えます。
　なお、70～74歳の国民健康保険の加入者には、所得などに応じて
自己負担割合を記載した「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者
証」を郵送します。

　結婚50年を迎えるご夫婦を対
象に、記念写真撮影やアトラク
ションをご覧いただきながら、
ご夫婦で楽しいひと時をお過ご
しいただく金婚式を開催します。
■開 催 日　11月27日㈫
■会　　場　アコスホール
■対 象 者　昭和43年にご結婚

されたご夫婦
■申し込み　9月14日㈮までに

同協議会へ電話で
申し込みを。

安全確保行動の1-2 -3

①ドロップ：まず低く！
②カバー：頭を守り！
③ホールド・オン：動かない！

1 2 3

問危機管理課☎922-06145922-6591
緊急地震速報

問子育て支援課☎922-14765922-3274

ひとり親家庭等に
　　　　医療費の一部を支給

問保険年金課☎922-15925922-3178

8月から使用する国民健康保険
被保険者証を7月中旬に郵送

問草加市社会福祉協議会☎932-67705932-6779
金婚式に参加されるご夫婦を募集

7/5木10時 訓練放送

問保健センター☎922-02005922-1516

本格的な夏が来る前に健康対策を

結婚50年　金婚おめでとうございます

□申パスポートコーナーへ。☎922-29445922-3298□申

扶養人数

0人
1人
2人
3人
4人

所得制限額
扶養義務者等
236万円未満
274万円未満
312万円未満
350万円未満
388万円未満

父・母・養育者
192万円未満
230万円未満
268万円未満
306万円未満
344万円未満

パスポートの申請はお早めに夏休みに
向けて

シロクマとペンギンのポスター
が目印です
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　○PM2.5（単位：マイクログラム／㎥）最大値24.8／最小値2.2（花栗中学校内）　○給食の放射性物質の検出なし

　コバトン健康マイレージは、専用の歩数計またはスマホアプリを
使ってウオーキングすると歩数に応じたポイントがたまり、賞品が
当たる抽選に応募することができる県の事業です。
　市では7月2日㈪から申込受付を開始します。皆さんも楽しみなが
らウオーキングを行い、生活習慣病の予防につながる健康づくりを
してみませんか。
■対象者　市内在住・在勤で18歳以上の人
■申込方法
≪専用の歩数計を使って参加する場合≫
　申込書と健康保険証のコピーを下記事務局へ郵送（申込書は下記
タブレット端末設置場所で配布。コバトン健康マイレージホームペ
ージからも入手可）。歩数計の送料（494円）は参加者負担。歩数
計が届くまで約4週間かかります。
●タブレット端末設置場所　保健センター、市民体育館、記念体育
館、そうか公園、勤労福祉会館、市立病院、新田西文化センター、
新里文化センターほか
≪スマホアプリを使って参加する場合≫
　埼玉県コバトン健康マイレージホームページから登録し、印刷し
た貼付用台紙に健康保険証のコピーを貼って下記事務局へ郵送。
■送付先　〒330-9091さいたま新都心郵便局 私書箱159号　埼玉県
コバトン健康マイレージ事務局
●歩数ポイントの送信のしかたは2種類
①歩数計を使って　市内公共施設等に設置するタブレット端末に歩
数計をかざして送信。歩数計は通信機能付きのもので、申し込み後
に送付されます。
②スマホアプリを使って　専用アプリから送信します。
　詳しくは埼玉県コバトン健康マイレージホームページ(https://ko
baton-mileage.jp)で確認してください。

　9月30日㈰に草加駅東口周辺や旧日光街道を中心に開催する草加
宿場まつりのパレードに参加する人を募集します。
○子どもパレード
■対　象　子どもの鼓笛隊やダンス

サークルなどの団体
■定　員　15団体
○大名行列（盛岡藩）
■対　象　小学4年生以上
■定　員　60人
■参加費　高校生以上1万円　岩手県出身・在住の人は無料（出身

・在住が確認できるものを提示してください）。
ლいずれも7月27日㈮までにみんなでまちづくり課で配布する応募
用紙（市ホームページでも入手可）に必要事項を記入し草加宿場ま
つり実行委員会事務局（みんなでまちづくり課内）へ。応募多数の
場合は抽選。

　地域との融和・住工共生を進める事業所を「うるおい工房」に認
定しています。プレゼンテーション等の審査の結果、認定社には認
定銘板を授与します。募集要項と申請書は産業振興課、市産業振興
支援情報サイト「あっ、そうか.net」で入手できます。
■対　象　市内に主たる事業所を有し、市内で1年以上の事業実績

がある企業で次のいずれかに該当し、認定後も継続でき
る事業所。

①周囲の環境に配慮し、工場外観の美化や植栽などに努めている。
②工場等施設の一部を市民に開放し、地域の交流の場を提供するな
ど、社会貢献に努めている。

③工場見学や作業体験など積極的に受け入れ、モノづくりへの親し
みや理解、興味の喚起などを行っている。

④技術や生産品が本市を代表するもので、本市のイメージアップに
貢献している。

問草加宿場まつり実行委員会事務局（みんなでまちづくり課内）
　☎922-07965922-3406

草加宿場まつりパレード参加者募集
子どもたちにふるさとを

問保健センター☎922-02005922-1516

コバトン健康マイレージ
が始まります

楽しく歩いて健康になろう！

「草加市うるおい工房」事業所を募集
□申7月20日㈮までに産業振興課へ。☎922-34775922-3406□申

7/2㈪受付開始

　法律や税等は、専門家に相談するとよいのですが、
どの専門家にどこで相談したら良い内容なのかなど、
わからないことばかり。
　くらしの法律総合相談では、弁護士・司法書士・
行政書士・建築士・社会保険労務士・税理士・宅地
建物取引士・土地家屋調査士・不動産鑑定士・弁理
士・マンション管理士などの専門家が、税・借金・
相続・離婚・労働・年金・土地・住宅・特許等に関
する相談を無料で受けています。事前に予約するこ
とで、同じ会場内で別の専門家に相談することもで
きます。
■開催日　第3木曜日午後1時30分～3時30分　
■会　場　高砂コミセン
■申込先　予約が必要です。広聴相談課へ。

≪市で開催している法律・税務相談≫
　くらしの法律総合相談のほかにも、女性専門の法
律相談や、弁護士、司法書士、行政書士、税理士等
の専門家による相談を受け付けています。「お困り
ごと」の解決にご利用ください。
　利用は無料で、事前予約が必要です。いずれも広
聴相談課へ。

問広聴相談課☎922-05665922-3173

企業アピール・イメージアップに

くらしの法律総合相談
弁護士・司法書士・行政書士・税理士…

日常生活の「お困りごと」は専門家の助言が特効薬

裁判・相続
土地・住宅

（利用者の声を抜粋要約しました）

①困ったわ。
誰を頼ったら良いのか…。
時間もないし、移動も
大変だし

③解決への糸口が見つかったわ。
弁護士に相談なんて初めてだったけど、
予約窓口が市役所だから
　　　　　　　心強かったわ

②『くらしの法律総合
相談』なら同日同会場
で、複数の相談ができ
るそうよ。忙しい私た
ちには嬉しいわね

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③2018年6月20日号市政情報



④ 2018年6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

市民救命員養成講習会

市民体育祭

講演会「そうかの自然を残すには」

ふれあいの里健康講座「介護予防」

地域包括支援センター（包)

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

　草加地区保護司会と草加地区更生保
護女性会では、犯罪や非行の防止など
の活動をしています。運動強調月間の
テーマは「犯罪や非行を防止し、立ち
直りを支える地域のチカラ」。オープ
ニングセレモニーとして、7/7㊏13時
30分から、青柳中体育館で青柳中吹奏
楽部の演奏と啓発運動を行います。問
福祉政策課☎922-12345922-1066

■介護者のつどい　7/6㊎13時15分～
14時45分。会場は中央公民館。ミニ講
座「在宅療養生活について」、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
■笑いと音楽のハーモニー　7/6㊎13
時30分～15時。会場は勤労福祉会館。
65歳以上対象。定員70人。ლ6/21㊍か
ら新田（包）へ。☎946-05205946-0523
■介護者のつどい　7/11㊌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
■認知症サポーター養成講座　7/18㊌
18時30分～20時。会場は草加市文化会
館。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30人。ლ6/21㊍から松原・草
加東部（包）へ。☎932-67755932-6779

　6/22㊎～28㊍。会場は草加市文化会
館。6/23～29の男女共同参画週間に合
わせ、女性がスポーツで能力を十分に
発揮するための課題と対策について解
説するパネルを展示します。問人権共
生課☎922-08255927-4955

　6/23㊏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
サリーやネームプレートづくりなどの
レザークラフト体験を行います。1回
500円。問ぱりっせ☎5931-1970

　7/17㊋・23㊊10時～15時30分。全2
回。会場は草加市文化会館。定員48人。
介護予防・日常生活支援総合事業では、
既存の介護保険事業所が提供するサー
ビスのほか、NPO法人や民間企業、
住民ボランティアなどによって通所介
護・訪問介護のサービス提供を行うこ
とができます。その担い手となるには
介護福祉士や看護師などの資格を有す
るか、この研修の受講が必要です。研
修では制度概要や介護の基礎や実態に

ついて学びます。ボランティアや地域
の活動に興味のある人の参加をお待ち
しています。ლ7/6㊎までに草加市社
会福祉協議会へ。☎932-67705932-67 
79

■美味しいアイスティーの淹れ方講座
　7/19㊍10時30分～13時30分。会場は
谷塚文化センター。定員6人。材料費
2000円。布巾持参
■天然アロマ香水作り　8/3㊎10時～
11時30分。会場は谷塚文化センター。
定員15人。材料費1000円
ლ生涯学習課へ。☎922-28195922-34
98

　スポーツやレジャー活動での事故に
よる傷病者への救命救急法の知識と技
術を学びます。7/29㊐12時30分～16時
30分。会場は草加市文化会館。16歳以
上対象。定員30人。参加費2000円。動
きやすい服装で。室内履き、写真（3
㎝×3㎝）持参。ლ6/21㊍から電話で
草加市体育協会へ。☎928-63615922-
1513

　7/10㊋～9/2㊐。会場は歴史民俗資
料館。昭和の大合併の中で草加市が市
制施行に至る道のりを紹介。
■展示解説　7/19㊍、8/23㊍14時～15
時。当日直接会場へ。
■講座　7/21㊏「昭和の大合併」、8/ 
5㊐「草加市誕生」　いずれも14時～
16時。定員各日60人。ლ6/21㊍から電
話で歴史民俗資料館へ。☎922-0402 
5922-1117　

■草加市長杯弓道大会　7/15㊐9時30
分～。会場は記念体育館。高校生以上
対象。定員50人。参加費一般500円、
高校生300円。弓具一式持参。ლ7/5㊍
までに電話で草加市体育協会へ。☎
928-63615922-1513
■バドミントン大会　7/29㊐9時30分
～。会場は記念体育館。小学生以上対
象。参加費一般1500円、高校生800円、
小・中学生500円。問草加市体育協会
☎928-63615922-1513

　7/7㊏10時～。会場は勤労福祉会館。
自然を残すことの意義や方法を生物
多様性の視点から吉田正人筑波大学
大学院教授が講演。定員80人。ლ環
境課へ。☎922-15195922-1030

　7/7㊏・21㊏13時30分～15時。全2
回。会場はふれあいの里。みなみ草
加クリニック白井将志院長による介

　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。活動は青柳小…㊎、川柳小・谷
塚小…㊊の14時～17時30分。問子ども
育成課☎922-10645922-3274

　11/23㊗開催のハートフルコンサー
トの出演者を募集します。オーディシ
ョンは8/26㊐18時～。会場は草加市文
化会館。平成30年4/1現在18歳以上で
音楽大学在学、卒業または同等以上の
能力を有し、市内のコンサート等に参
加できる人対象。定員15人。ピアノ、
声楽、管・弦・打楽器の独奏。自由曲
（出入りを含め10分以内）。参加費1
万円。ლ8/13㊊（消印有効）までに草
加市文化会館ほかで配布する申込用紙
に必要事項を記入し、〒340-0013松江
1-1-5草加市文化会館「オーディション
係」へ。☎931-93255936-4690

　市民体育館では個人で利用している
人を対象にラージボール・卓球・バウ
ンドテニスのワンポイントアドバイス
を実施しています。いずれも㊊11時～
13時。第1・3週はラージボール・卓球、
第2・4週はバウンドテニス。また、以
下の4種目に限り次の日程で個人に開
放しています。バウンドテニス…㊊9
時～11時。バドミントン…㊊11時～13
時。卓球…㊊・㊍13時～15時。バスケ
ットボール…㊍11時～13時。利用料金

男女共同参画パネル展
「スポーツと女性」

草加地場産業
レザークラフト体験

生物多様性の恵みを知る
エコクッキング講座

介護予防・日常生活支援総合事業
担い手研修会

7月は社会を明るくする
運動強調月間

青柳小・川柳小・谷塚小の放課後
子ども教室児童サポーターを募集

市民体育館の個人利用者向け
ワンポイントアドバイス

ハートフルコンサート出演者
クラシック音楽オーディション

　7/11㊌10時～13時30分。会場は中央
公民館。生物多様性や私たちの生活と
の関わりについての講義後、地場産の
農産物を中心に活用し、環境に配慮し
た省エネ料理を学びます。定員25人。
材料費200円。エプロン、三角巾、手
拭き用タオル、マスク持参。ლ6/21㊍
9時から電話で環境課へ。☎922-1519
5922-1030

は2時間で大人200円、子ども100円。
用具持参。問市民体育館☎5936-6239

　NHK交響楽団演奏会　6/30㊏17時から草加市文化会館で

▶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

護予防についての講義。問ふれあい
の里☎920-62225920-6251

　　　企画展「草加市誕生」

い

モ
ノ
づ
く
り

訪
問

　
健
康
志
向
の
高
ま
り
か
ら
注

目
を
浴
び
て
い
る
、
ナ
ッ
ツ
、

ド
ラ
イ
フ
ル
ー
ツ
類
を
輸
入
・

製
造
・
販
売
ま
で
一
貫
し
て
手

掛
け
る
食
品
メ
ー
カ
ー
。
昭
和

46
年
に
八
幡
町
に
製
造
工
場
を

建
設
し
て
以
来
、
草
加
の
地
に

　
市
内
の
特
色
あ
る
モ
ノ
づ
く
り
現
場
を
、
田
中
市
長
が
訪

れ
、
話
を
伺
い
ま
し
た
。

■
共
立
食
品
株
式
会
社

　
　  

（
稲
荷
５

－

12

－

12
）

ふ
れ
あ
い

市
長

根
差
し
た
企
業
と
し
て
成
長
を

遂
げ
て
い
ま
す
。

　
稲
荷
工
場
で
は
、
レ
ー
ズ
ン
、

パ
イ
ナ
ッ
プ
ル
な
ど
の
加
工
過

程
を
見
学
。
輸
入
食
材
を
日
本

人
の
嗜
好
や
安
全
意
識
に
合
う

よ
う
に
加
工
す
る
技
術
は
、
徹

底
し
た
品
質
管
理
に
よ
る
も
の

と
実
感
し
ま
し
た
。
同
社
は
、

現
在
計
画
さ
れ
て
い
る
草
加
柿

木
地
区
産
業
団
地
に
工
場
を
建

設
予
定
。
中
込
潤
一
社
長
は
、

「
柿
木
へ
の
進
出
は
、
今
か
ら

楽
し
み
。
今
後
も
草
加
市
の
発

展
に
貢
献
し
て
い
き
た
い
」
と

期
待
を
寄
せ
て
い
ま
す
。

加工したフルーツの袋づ
め作業を見学



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20日号

定員のあるものは6/21㊍
8時30分から各館へ申し込みを

　7/23㊊・24㊋は施設点検のため休館
します
▼こころを結ぶ光のひろば　7/3㊋10
時～12時　視覚障がいに関する相談コ
ーナーほか
▼スポーツ吹矢体験　7/4～18の㊌13
時～17時　全3回　成人対象　定員30
人　参加費500円
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
7/18㊌10時～　親子友だちづくり・手
形スタンプほか　乳幼児と保護者対象
▼にじいろタイム　7/20㊎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」
　7/20㊎13時30分～　胎教と友だちづ
くり　初妊婦対象
▼男の料理教室　7/21㊏10時～13時　
四季の料理　定員10人　参加費1000円
▼家庭教育講座「知っておきたい夏休
み家庭教育」　7/22㊐13時～15時　小
学生と保護者対象　定員20組

▼「この世界の片隅に」上映会～命の
大切さ～　8/9㊍14時上映　定員400人
　ლ6/21㊍から同館で整理券配布

▼ママといっしょにおはなし会　6/25 
㊊10時30分～11時　紙芝居・読み聞か
せほか　乳幼児と保護者対象
▼おもちゃの病院　7/2㊊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」　
7/2㊊10時～12時　手遊び・リズム体
操ほか　乳幼児と保護者対象
▼放課後クラブ　7/5㊍17時～18時…
卓球・7/9㊊16時～17時…将棋・7/17
㊋17時～18時…スポーツ吹矢・7/9㊊
・23㊊・30㊊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
▼新田西デジカメ同好会写真展　7/7
㊏～19㊍9時～21時　
▼はじめてのレザークラフト　7/9㊊
10時～12時　カードケース・パスケー
ス・コインケースのうち1つを作成　
講師はそうか革職人会　成人対象　定
員20人　参加費1000円
▼着付け体験教室～今日は浴衣で出か
けよう～　7/28㊏、8/4㊏13時～15時
　全2回　小学生（保護者同伴）以上
の女性対象　定員20人　

▼すくすくクラブ　7/12㊍10時～11時
30分　手遊び・子育て相談ほか　乳幼
児と保護者対象
▼のびのび広場　7/20㊎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
▼わくわく伝承遊び教室　7/22㊐13時
～14時30分　チャレラン・五色百人一
首・科学遊び　幼児（保護者同伴）～

子ども・親子向け

看護助手体験

小学生スポーツ教室

子どもの発達を支援する職員　

▼ロビー展　6/27㊌～7/9㊊　サーク
ル「朴の木」による木版画　7/13㊎～
25㊌　サークル「紙バンドクラフト」
による作品　　
▼おはなしの広場　7/13㊎11時15分～
45分　手遊び・紙芝居ほか　0～5歳と
保護者対象
▼おもちゃ病院　7/20㊎10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
▼ちびっこワイワイ
サマー　7/27㊎10時
30分～12時　おもち
ゃ魚釣り・動物風船
ほか　0～5歳と保護
者対象　お土産あり

▼おはなしの時間　6/27㊌10時30分～
11時　読み聞かせ・手遊びほか　乳幼
児と保護者同伴
▼おもちゃの病院　7/9㊊10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼親子で元気ルーム　7/12㊍10時～11
時30分　水遊び・読み聞かせほか　乳
幼児と保護者対象　着替え持参

5925-0152

小学生対象　定員30人　
▼おもちゃの病院　7/27㊎10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼子ども開放デー　8/1㊌～3㊎14時～
16時　高校・大学生にバドミントン等
を教えてもらおう　小・中学生対象　
ラケット持参
▼星空観察教室　8/1㊌18時30分～20
時　小学生（保護者同伴）以上対象　
定員30人
▼「はたらく車」大集合＆子育てイベ
ント　8/9㊍10時～12時（うち10時～
10時30分　乳幼児（保護者同伴）対
象）　駐車場に警察車両・消防車両・
清掃車両・パリポリくんバス等が集合
　起震車体験・消火訓練、バルーン作
り（材料費100円）も出来ます　期間
中の駐車場利用不可

▼すくすくクラブ　6/26㊋10時～12時
　七夕工作・リズム体操ほか　未就園
児と保護者対象
▼朗読寄席　7/2㊊13時30分～　出演
はよもう会　「神無月」「春が来た」
　定員80人
▼歌声喫茶銀河～七夕の集い～　7/8
㊐13時30分～　ピアノ・ハーモニカ・
オカリナ等に合わせて皆で歌いましょ
う　「七夕さま」「下町の太陽」ほか　抽
選会あり　参加費500円（飲み物付）
▼谷塚元気ひろば　7/23㊊13時～15時
　人権啓発ビデオ「光射す空へ」鑑賞
・茶和会　65歳以上対象　定員30人　
参加費200円

　7/28㊏9時30分～12時。会場は市民
体育館。子どもも大人も一緒に行いま
す。小学生以上の初心者対象。定員50
人。参加費中学生以上200円。ラケッ
ト・室内履き持参。ლ6/21㊍から電話
で草加市体育協会へ。☎928-6361592
2-1513

■器械体操特訓教室　7/24㊋～26㊍。
小学1～3年生…9時30分～10時30分、
年中・年長…10時45分～11時45分。い
ずれも全3回。会場は記念体育館。定
員30人。参加費1500円
■泳ぎ込み＆ターン教室　7/24㊋～26
㊍17時～18時。全3回。会場は市民温
水プール。小学生対象。定員30人。参
加費1500円
ლ7/5㊍（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。
同協会ホームページでも応募可。応募
多数の場合は抽選。☎928-63615922-
1513

　7/21㊏9時～12時30分。会場は市立
病院本館3階講堂。業務の紹介、シー
ツ交換、車椅子体験、院内見学など。
18～50歳の女性対象。定員10人。ლ7/
2㊊から市立病院看護部へ（㊏・㊐を
除く8時30分～17時）。☎946-2200○内
3101

世代間交流
楽しい卓球レッスン＆ゲーム

　7/28㊏10時～13時。会場は谷塚文化
センター。災害時に役立つビニール袋
を用いた料理法。簡単に作れて洗い物
が出ないので日常生活でも便利です。
ごはん・肉じゃが・ミネストローネ・
蒸しパン。小学生と保護者対象。定員
15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。ლ6/21㊍から電話で保健センタ
ーへ。☎922-02005922-1516

■非常勤嘱託員
●言語聴覚士（有資格者）　勤務は㊗
を除く㊊～㊎のうち月16～20日、8時
30分～17時。医師の診断のもとでの言
語聴覚療法及び保護者支援
●臨床心理士（有資格者　臨床発達心
理士も可）　勤務は㊗を除く㊊～㊎の
うち月16～20日、8時30分～19時のう
ち7時間30分。集団療育、直接支援、
保護者支援、特別支援計画の作成

親子料理教室　～災害に備えて
パッククッキングを学ぼう～

新田西文化センター ☎942-0778

谷塚文化センター ☎928-6271

新里文化センター ☎927-3362

中央公民館 ☎922-5344

●作業療法士（有資格者）　勤務は㊗
を除く㊊～㊎のうち月16～20日、8時
30分～19時のうち7時間30分。集団療
育、直接支援、保護者支援、特別支援
計画の作成
　いずれも場所は子育て支援センター。
日額1万1700円～1万6900円。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。63歳以
下対象。募集は各１人。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 

あそびにきてね

松原団地（昭和39年ごろ　B街区）

現在のコンフォール松原

　松原団地は草加市が誕生した昭和33年（1958年）頃に丁張耕地と
呼ばれていた広大な水田地帯に、敷地面積約54ha・324棟5926戸と
いう規模で建設。住民の入居が始まった昭和37年（1962年）当時は
「東洋一のマンモス団地」といわれました。
　団地内には小中学校、保育園、公園、郵便局、商店などが設置さ
れ、最寄駅として「松原団地駅」も開業。団地全域が「ひとつのま
ち」となっていました。
　建物の老朽化に伴い、平成15年（2003年）から高層化による建て
替え事業が進められ、新たな教育・子育て施設、公園、道路などが
整備されつつあり、まちの風景も大きく変わってきています。
　またリニューアルされた団地名は「コンフォール松原」、平成29
年4月には駅名も「獨協大学前＜草加松原＞駅」と改称されました。
親しまれた「松原団地」の名は、新たに整備された公園に「松原団
地記念公園」として残っています。

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。

松原団地

草加今昔物語草加今昔物語



⑥ 2018年6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。

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。

■小学生のための読み聞かせ　6/24㊐
13時30分～14時
■ビデオ上映会　7/8㊐14時～16時10
分　「ゴースト」　成人対象　定員90
人（当日先着順）
■人形劇　7/14㊏13時30分～14時30分
　「三匹のこぶた」「だいこん、にん
じん、ごぼうさん」ほか　幼児～小学
生と保護者対象　定員100人　ლ6/21
㊍から児童室で整理券配布
■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）

▼手芸　6/24㊐13時30分～16時　ラバ
ーバンド（ゴム輪）でアクセサリー作
り　幼児（保護者同伴）以上対象
▼子ども歳時記　7/1㊐13時30分～16
時　からくりの仕組みで七夕おもちゃ
作り　幼児（保護者同伴）以上対象
▼おもちゃ病院　7/5㊍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
▼パパサロン・リズム＆ストレッチ　
7/8㊐11時～12時　0～2歳児と保護者
対象　定員15組
▼洋服・靴のくるくるリサイクル　
7/9㊊11時～12時　洋服・靴の交換会
　0～2歳児の保護者対象
▼赤ちゃんスキンケア　7/9㊊11時～
13時、14時～16時（各回15分間）　0～
2歳児と保護者対象　定員各回3組　ლ

当日10時から同センターで整理券配布
▼なかよしランチ　7/11㊌11時30分～
13時　フルーツパフェ作り　幼児と保
護者対象　定員15組　
▼赤ちゃんふれあいジュニアスタッフ
研修会　7/20㊎15時～16時　子育て中
の保護者による研修後、夏休みに乳幼
児サロン「おもちゃばこ」で0～3歳児
と交流　小学5年生～18歳対象
▼草加市・新座市児童センター交流キ
ャンプ　8/1㊌9時40分草加駅集合8/2
㊍16時解散（7/21㊏10時30分～12時説

5922-3274

☎946-3000 5944-3800

定員のあるものは6/21㊍
10時から各館へ申し込みを

　7/23㊊・24㊋は施設点検のため休館
します
▼こころを結ぶ光のひろば　7/3㊋10
時～12時　視覚障がいに関する相談コ
ーナーほか
▼スポーツ吹矢体験　7/4～18の㊌13
時～17時　全3回　成人対象　定員30
人　参加費500円
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
7/18㊌10時～　親子友だちづくり・手
形スタンプほか　乳幼児と保護者対象
▼にじいろタイム　7/20㊎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」
　7/20㊎13時30分～　胎教と友だちづ
くり　初妊婦対象
▼男の料理教室　7/21㊏10時～13時　
四季の料理　定員10人　参加費1000円
▼家庭教育講座「知っておきたい夏休
み家庭教育」　7/22㊐13時～15時　小
学生と保護者対象　定員20組

▼「この世界の片隅に」上映会～命の
大切さ～　8/9㊍14時上映　定員400人
　ლ6/21㊍から同館で整理券配布

▼ママといっしょにおはなし会　6/25 
㊊10時30分～11時　紙芝居・読み聞か
せほか　乳幼児と保護者対象
▼おもちゃの病院　7/2㊊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」　
7/2㊊10時～12時　手遊び・リズム体
操ほか　乳幼児と保護者対象
▼放課後クラブ　7/5㊍17時～18時…
卓球・7/9㊊16時～17時…将棋・7/17
㊋17時～18時…スポーツ吹矢・7/9㊊
・23㊊・30㊊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
▼新田西デジカメ同好会写真展　7/7
㊏～19㊍9時～21時　
▼はじめてのレザークラフト　7/9㊊
10時～12時　カードケース・パスケー
ス・コインケースのうち1つを作成　
講師はそうか革職人会　成人対象　定
員20人　参加費1000円
▼着付け体験教室～今日は浴衣で出か
けよう～　7/28㊏、8/4㊏13時～15時
　全2回　小学生（保護者同伴）以上
の女性対象　定員20人　

▼すくすくクラブ　7/12㊍10時～11時
30分　手遊び・子育て相談ほか　乳幼
児と保護者対象
▼のびのび広場　7/20㊎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
▼わくわく伝承遊び教室　7/22㊐13時
～14時30分　チャレラン・五色百人一
首・科学遊び　幼児（保護者同伴）～

氷川児童センター ☎928-2341

柿木公民館 ☎931-3117

川柳文化センター ☎936-4088

▼ロビー展　6/27㊌～7/9㊊　サーク
ル「朴の木」による木版画　7/13㊎～
25㊌　サークル「紙バンドクラフト」
による作品　　
▼おはなしの広場　7/13㊎11時15分～
45分　手遊び・紙芝居ほか　0～5歳と
保護者対象
▼おもちゃ病院　7/20㊎10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
▼ちびっこワイワイ
サマー　7/27㊎10時
30分～12時　おもち
ゃ魚釣り・動物風船
ほか　0～5歳と保護
者対象　お土産あり

▼おはなしの時間　6/27㊌10時30分～
11時　読み聞かせ・手遊びほか　乳幼
児と保護者同伴
▼おもちゃの病院　7/9㊊10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼親子で元気ルーム　7/12㊍10時～11
時30分　水遊び・読み聞かせほか　乳
幼児と保護者対象　着替え持参

おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
▼竹とんぼ作り　6/28㊍15時30分～　
小学生対象
▼ふれあい影絵公演　6/30㊏11時～、
14時～　「みにくいあひるの子」ほか
　乳幼児（保護者同伴）～高年者対象
▼ふれあい作って飾ろう　7/2㊊～7㊏
15時30分～　七夕飾り　乳幼児（保護
者同伴）～高年者対象　
▼理科教室ウインドカーを作ろう　
7/24㊋10時30分～12時　風に向かって
走る車　小学生対象　定員20人

▼おもちゃ病院　6/28㊍、7/12㊍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
▼親子で作ろう　7/6㊎・13㊎14時45
分～15時30分　ペットボトルできらき
ら水族館作り　3歳～未就学児と保護
者対象　定員各日10組
▼ふれあい七夕会　7/7㊏11時～　パ
ネルシアター・七夕飾り　幼児（保護
者同伴）～高年者対象　定員50人
▼ともだち文庫の「おはなしポケッ
ト」　7/9㊊11時～　読み聞かせ・わ
らべ唄　乳幼児と保護者対象
▼マンカラで遊ぼう　7/14㊏14時～　
小学生対象
▼将棋大会　7/16㊗13時20分～16時　
小学生以上（初級以上）対象　定員12人
▼ママのためのリフレッシュヨガ　
7/21㊏10時15分　定員15人　
▼サマーフェスティバル実行委員会　
7/21㊏14時～　7/28㊏開催のサマーフ
ェスティバルの準備　小学3年生以上
対象　定員10人

■草加健康体操の会高砂教室　第1・2
・4㊌9時30分～11時　高砂コミセンで
　体力作りをし仲間と共に体操しませ
んか　見学・体験可　入会金1000円　
月額1500円　問吉澤☎090-7906-5195
■瀬崎クラブ（軟式テニス）　㊊19時
～21時　吉町テニスコートで　年齢を
問わず楽しくやっています　成人対象
　入会金1000円　月額1000円　問三浦
☎928-6769　
■健康卓球の会　㊐13時～15時　記念
体育館で　初心者大歓迎　50～80歳対
象　年額6000円　問須賀☎080-2332-44
59
■高砂ダンスクラブ（社交ダンス）　
㊊19時～21時　高砂コミセンで　どな
たでも参加出来ます　見学可　入会金
1000円　月額2500円　問鈴木☎090-93 
66-4228
■親子教室ダンボ（親子サークル）　
月2～4回㊎9時30分～10時30分　原町
コミセンで　1～3歳の未就園児対象　
英語・リトミック・季節行事ほか　月
額1500円　問小林☎080-4009-2453
■草加市食生活改善会　9時30分～13
時　第2㊎…新田西文化センターで　
第3㊍…氷川コミセンで　健康料理・
ウオーキング・一日研修　年額3000円
　問黒川☎080-3211-3303　
■ミトン（編み物）　月3回㊎9時～11
時　草加市文化会館で　先生がマンツ
ーマンで指導してくれます　自分の好
きな作品を編んでいます　月額2400円
　問金井☎942-7816
■りらこ（ストレッチ体操）　㊌11時
～13時　勤労福祉会館で　リラックス
しながらストレッチ体操をしています
　入会金1000円　月額2000円　問野村
☎090-6166-7823
■新田男の料理　第2㊌9時～13時　新
田西文化センターで　脳の活性化厨房
にあり　家事も積極的になり家族との
コミュニケーションも良好　入会金10 
00円　月額1000円　問戸塚☎942-1982
■小山スポーツクラブ　㊎17時～18時
…1～3年生、18時～19時…4～6年生　
小山小で　体力作り（跳び箱・鉄棒・
マットほか）　体験可　月額2600円　
問渋谷☎090-5544-9666
■氷川健康クラブ（健康体操）　第1
・2㊎13時～15時　第3・4㊏9時～11時
　氷川コミセンで　楽しみながら健康
維持　入会金1000円　月額2000円　問
佐々木☎080-1341-5253
■なかよし会（グラウンド・ゴルフ）
　㊊・㊌・㊎8時30分～10時30分　清
門中央公園で　女性歓迎　年会費1500
円　問佐藤☎941-3400
■八幡北平成塾草加アラ神マジックサ
ークル　第1・3㊊10時～12時　八幡北
小で　入会金1000円　月額1000円　問
林☎936-3038

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（6/21～7/20）

明会あり）　新座市児童センターに宿
泊　小学3年生～中学生対象　定員20
人　参加費2500円（交通費・食費込
み）ლ6/30㊏10時から氷川児童センタ
ー窓口へ

▼ABCで遊ぼう　6/25㊊15時30分～16
時30分　幼児（保護者同伴）～小学生
対象
▼ふれあい収穫体験枝豆とり　6/30㊏
10時30分野口農園集合（雨天時7/7
㊏）　幼児（保護者同伴）～高年者対象
　定員20組　参加費500円（15本）
▼読み聞かせ「バンビ」　7/2㊊11時
～　乳幼児と保護者対象
▼こぶたのしっぽ　7/4㊌11時～　パ
ネルシアター　乳幼児と保護者対象
▼オセロ大会　7/6㊎　マンカラ大会
　7/13㊎　いずれも16時～　小学生対
象　参加賞・優勝賞品あり
▼プールで水遊び　7/10㊋・13㊎10時
30分～11時30分　オムツが外れている
幼児（保護者同伴）対象
▼おもちゃ病院　7/21㊏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

▼夏まつりお手伝い隊募集　7/2㊊～
8/25㊏　コンフォール松原12号棟で開
催の夏祭り（8/25㊏）の準備　小学生
対象　会場・時間は問い合わせを
▼読み聞かせ「たんぽぽ」　7/5～19
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
▼親子体操　7/18㊌10時～、11時～　
会場はコンフォール松原19号棟　2歳
児～未就園児と保護者対象　定員各15
組　ლ6/25㊊13時から同館へ
▼初めてのお誕生会　7/18㊌13時～　
会場はコンフォール松原19号棟　一升
餅を担いでお祝い・記念制作　平成29
年7月生まれ対象　定員12人　ლ7/2㊊
13時から同館へ
▼ベビーマッサージ　7/19㊍10時～　
会場はコンフォール松原19号棟　3～
10か月の乳児と保護者対象　定員8組
　ლ6/21㊍13時から同館へ
▼みんなで遊ぼう　7/19㊍はコンフォ
ール松原19号棟・20㊎は中央図書館　
いずれも14時～　ドッチビー投げ　小
学生対象　
▼おもちゃ病院　7/20㊎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

▼マンカラ大会　6/21㊍、7/19㊍　オ
セロ大会　7/5㊍　いずれも16時～　
小学生対象
▼ふれあい囲碁・将棋教室　6/23㊏、
7/14㊏14時～15時　幼児（保護者同
伴）～高年者対象
▼おもちゃ病院　6/28㊍10時～12時　

小学生対象　定員30人　
▼おもちゃの病院　7/27㊎10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼子ども開放デー　8/1㊌～3㊎14時～
16時　高校・大学生にバドミントン等
を教えてもらおう　小・中学生対象　
ラケット持参
▼星空観察教室　8/1㊌18時30分～20
時　小学生（保護者同伴）以上対象　
定員30人
▼「はたらく車」大集合＆子育てイベ
ント　8/9㊍10時～12時（うち10時～
10時30分　乳幼児（保護者同伴）対
象）　駐車場に警察車両・消防車両・
清掃車両・パリポリくんバス等が集合
　起震車体験・消火訓練、バルーン作
り（材料費100円）も出来ます　期間
中の駐車場利用不可

▼すくすくクラブ　6/26㊋10時～12時
　七夕工作・リズム体操ほか　未就園
児と保護者対象
▼朗読寄席　7/2㊊13時30分～　出演
はよもう会　「神無月」「春が来た」
　定員80人
▼歌声喫茶銀河～七夕の集い～　7/8
㊐13時30分～　ピアノ・ハーモニカ・
オカリナ等に合わせて皆で歌いましょ
う　「七夕さま」「下町の太陽」ほか　抽
選会あり　参加費500円（飲み物付）
▼谷塚元気ひろば　7/23㊊13時～15時
　人権啓発ビデオ「光射す空へ」鑑賞
・茶和会　65歳以上対象　定員30人　
参加費200円

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

谷塚児童センター ☎925-1856

新栄小

新里・高砂小

稲荷・八幡北小

両新田小

氷川・西町小

瀬崎・青柳小

花栗南・八幡小

栄・川柳小

清門・松原小

谷塚小

小山・新田小

長栄・草加小

14時～16時9時30分～11時30分日程
6/21㊍、
7/5㊍
6/22㊎、
7/6㊎
6/27㊌、
7/11㊌
6/28㊍、
7/12㊍
6/29㊎、
7/13㊎
7/4㊌



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。

6/21㊍～7/20㊎（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　7/2㊊…住吉児童館☎928-5736　6/28㊍、7/12㊍…谷塚児
童センター☎925-1856　6/21㊍、7/4㊌・19㊍…新栄児童センター☎942-9876

7/18㊌…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　6/27㊌13時～16時…新田西文化センター☎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

6/24
㊐

7/1
㊐

たなか内科・循環器内科クリニック

二宮病院

石関医院

横内整形外科クリニック

西町1102-1

新栄2-22-23

吉町3-2-51

松原4-5-8

☎921-6085

☎941-2223

☎922-2943

☎941-0211

■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

㈲寺島管工設備

三栄工業㈱

柳島町193-5

苗塚町55-4

☎925-4566

☎925-7384

6/24㊐

7/1㊐

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
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▼陶芸教室　7/26㊍13時～16時　小学生対象　定員
15人　参加費300円
▼星空教室　7/29㊐18時30分～20時30分　小学生
（保護者同伴）対象　定員20人
▼子ども相撲教室　8/1㊌・2㊍14時～16時　全2回　
小・中学生対象　定員100人　□申7/20㊎まで
▼茶道教室　8/7㊋・8㊌10時～12時　全2回　小学生
対象　定員10人　参加費600円

▼環境学習教室（市のバスで桶川市の綾瀬川へ）　
7/23㊊8時30分同センター集合17時解散　小学4～6
年生対象　定員25人　
▼茶道教室　7/30㊊、8/6㊊13時～15時　全2回　小
・中学生対象　定員20人　参
加費600円　
▼音楽教室　8/6㊊13時30分
～16時30分　小学3～6年生対
象　定員15人

▼図書館体験隊　7/27㊎、8/3㊎・17㊎9時30分～11
時30分　カウンター業務・書架
の整理整頓、ブックカバー掛け　
小学3～6年生対象（過去2回以上
参加者除く）　定員各日12人

　3日、草加中央防災広場で「草加都市
農業フェア」が開催されました。真夏の
ような暑さに見舞われましたが、旬の草
加産野菜を求め、多くの家族連れなどで
賑わいました。
　また、食育に
関するクイズコ
ーナーや試食会
もあり、大人か
ら子どもまで楽
しめるイベント
となりました。

　市内を拠点に練習しているヨネ
ックス女子バドミントンチームの
選手を講師に招き、トップアスリ
ートとの交流会を開催します。日
頃身近に接する機会が少ないトッ
プアスリートと練習してみません
か。

■日　時　7月15日㈰午前9時10分～午後1時15分
　　　　　午前9時10分～：小学生の部
　　　　　　　　　　　　（小学4～6年生対象）
　　　　　午前11時45分～：中学生の部
■会　場　記念体育館
■定　員　各150人
■持ち物　動きやすい服装、室内履き、ラケット

　夏の風物詩「草加朝顔市」が
草加松原遊歩道で開催されます。
　市内の園芸農家の手によって
丹精込めて育てられた大輪アサ
ガオ（暁シリーズ）と曜白アサ
ガオ（星咲きシリーズ）の2種類が寄せ植えされたあんどん型鉢植
で、ピンクや紫、青など2～4色の花が楽しめます。当日は、浴衣姿
の「草加さわやかさん」が、朝顔選びのお手伝いをします。
■日時　7月1日㈰　午前7時～：開会式　
　　　　　　　　　開会式終了後～：朝顔引換券販売　
　　　　　　　　　午前7時30分～正午：朝顔受け取り
■会場　草加松原遊歩道（百代橋南側）※駐車場はありません
■数量　800鉢
■価格　1鉢1500円（税込み）
　地場産業製品の草加せんべいや皮革製品、
枝豆などの新鮮野菜、姉妹都市の奥会津昭和
村の新鮮野菜の即売会も実施します。
問草加市観光協会事務局（文化観光課内）
　☎922-24035922-3406

　ライトアップされた幻想的な草
加松原を歩いてみませんか。
■日時　7月1日㈰午後5時30分～

9時30分※雨天決行
■会場　草加松原遊歩道
　　　　※駐車場はありません
■内容　草加松原のライトアップ、

飲食・物販コーナー
問草加松原夢祭り実行委員会
　（草加青年会議所内）
　☎928-81245927-6338

6月かどまちごとでき

▼パーカッション（打楽器）講座「めざせスーパーキ
ッズ」　7/25㊌・27㊎・30㊊、8/1㊌・3㊎10時30
分～12時　全5回　小学3～6年生対象　定員16人　講
座経験者のアシスタントも募集　講師はパーカッショ
二スト竹花真弓さん・赤羽一則さん
▼茶道教室　7/26㊍、8/2㊍10時～12時　全2回　小
学生対象　定員20人　参加費600円　
▼絵画教室　7/30㊊13時30分～16時30分　小学生対
象　定員10人
▼クラシックバレエ入門編　7/30㊊15時30分～17時
　小学生対象　定員30人
▼盆踊りをしよう　7/31㊋13時30分～15時　草加音
頭・市歌「想い出はいつも」ほか　小学生対象　定員
30人
▼スポーツ吹矢体験　8/1㊌13時～17時　小学生対象
　定員50人
▼親子工作教室　8/1㊌13時30分～15時30分　小学
生と保護者対象　定員20組　参加費300円

▼合気道体験　8/5㊐13時～15時　護身の方法ほか　
小学生対象　定員20人
▼フォークダンスを楽しもう　8/14㊋10時～12時　
小学生対象　定員30人
▼夏休みの思い出をアルバムに　8/21㊋10時～12時
　小学生対象　定員20人　参加費500円

▼パンダパン作り教室　7/23㊊10時～13時　小学生
対象　定員20人　参加費500円
▼料理教室　7/26㊍10時～13時　小学4～6年生対象
　定員12人　参加費500円　
▼お菓子作り教室　7/27㊎9時30分～12時、13時～
15時30分　小学生対象　定員各20人　参加費500円　
▼星空観察会　8/4㊏18時30分～20時30分　小・中
学生と保護者対象　定員20組　
▼茶道教室　8/7㊋・8㊌　全2回　10時～12時（小学
生）、13時30分～15時（中・高生）　小・中・高生
対象　定員各30人　参加費600円

▼パン教室　7/25㊌・30㊊10時～13時　小学生対象
　定員各日16人　参加費300円　□申6/29㊎（消印）
までに往復はがきに希望日・氏名・住所・電話番号・
年齢を記入し同センターへ　応募多数の場合抽選

⃞申6月21日㈭から電話で草加市体育協会へ。☎928-63615922-1513

夏休みは…
公民館・図書館に
行こう。

草加朝顔市・草加松原夢祭り

草加松原夢祭り

草加朝顔市

中央公民館 ☎922-5344

⃞申 6月21日㈭から同館へ。

中央図書館 ☎946-3000

⃞申 7月11日㈬午前9時から同館へ。谷塚文化センター ☎928-6271

⃞申 6月21日㈭から同館（窓口優先）へ。

新里文化センター ☎927-3362

⃞申 6月21日㈭から同館（窓口優先）へ。

柿木公民館　☎931-3117
⃞申生涯学習情報サイト
 「マイステージ」（QRコード）へ。

トップアスリートとの交流の場
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市の人口　平成30年6月1日現在　24万8369人（男12万5998人・女12万2371人）／前月比18人増／世帯数11万5642世帯


