
参加者
募集！

77
2121 よさこいサンバよさこいサンバ土

2222 日

フェスティバル2018フェスティバル2018

88
44 大大土 草加市民納涼草加市民納涼

東京五輪音頭東京五輪音頭 せんべい×モナリザせんべい×モナリザ
-2020-講座-2020-講座 ＝ギネス世界記録®！？＝ギネス世界記録®！？

第14回第14回

「草加ふささら」草加駅前「草加ふささら」草加駅前

花火大会花火大会
約5000発の花火が草加の夜空を彩ります！！（小雨決行）
　　  開会 ： 午後6時
　　  打ち上げ開始 ： 午後7時　フィナーレ ： 午後8時45分
　　  そうか公園
問みんなでまちづくり課☎922-0151（代）

約5000発の花火が草加の夜空を彩ります！！（小雨決行）
　　  開会 ： 午後6時
　　  打ち上げ開始 ： 午後7時　フィナーレ ： 午後8時45分
　　  そうか公園
問みんなでまちづくり課☎922-0151（代）

井手茂太さん（東京五輪音頭の振付家）が教えます。
夏祭りや盆踊りで「東京五輪音頭-2020-」を踊りましょう！
■時間　午前10時～11時30分
■会場　高砂コミセン　■定員　50人（1団体2人まで）
□申7月6日㈮～12日㈭にスポーツ振興課へ。
☎922-28615922-3172

●東京2020オリンピック・パラリンピック2年前イベント
7月21日㈯・22日㈰　イオンレイクタウン（オリンピック）
8月25日㈯　ららぽーと富士見（パラリンピック）
問県オリンピック・パラリンピック課☎048-830-2892

～ギネス世界記録　町おこしニッポン
「最も大きなライスクラッカーモザイク（イメージ）」に挑戦～
草加せんべいで創る「モナリザ」のモザイク
アート！ 一緒にギネス世界記録に挑戦し
てみませんか。詳細は8面または
草加せんべい振興協議会ホーム
ページ（右下QRコード）へ！
問同協議会事務局
（産業振興課内）
☎922-3477
5922-3406

715 日

929
30 日

土

　　  21日（土）午後4時～9時
　　  22日（日）午後1時～9時
　　  草加駅西口周辺
　　　　　草加駅から西方約400m
問フェスティバル専用ダイヤル
☎090-8118-1009

　　  21日（土）午後4時～9時
　　  22日（日）午後1時～9時
　　  草加駅西口周辺
　　　　　草加駅から西方約400m
問フェスティバル専用ダイヤル
☎090-8118-1009

東京五輪音頭-2020-ホームページもチェック！

時間

会場
臨時バス停

時間

会場

両イベントともに駐車場はありません。電車・バス等の公共交
通機関をご利用ください。なお、会場周辺の交通規制に伴い、
バス停留所及びバス路線が一部変更になります。

詳細は市ホームページ（ＱＲコード）・イベント公式ホーム
ページで確認、または交通対策課へ問い合わせを。
☎922-1685　5922-1030

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

No.1207

30平成 　　年（2018年）

日号5
7月

☎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







　日本遺族会では、先の大戦で父等を
亡くした戦没者の遺児を対象に、旧戦
域を訪れ、慰霊追悼を行うとともに、
同地域の住民と友好親善を行う事業の
参加者を募集します。参加費10万円。
日程等の詳細は日本遺族会事務局（☎
03-3261-5521）で確認を。ლ草加市遺
族会事務局（福祉政策課内）☎922-12 
345922-1066

　10/8㊗に綾瀬川左岸広場や市内体育
施設で開催。ステージ発表やスポーツ
・レクリエーション体験の運営に協力
できる団体を募集。ლ7/20㊎までに市
内体育施設、スポーツ振興課等で配布
する参加申込書を記入し、各施設へ。
草加市体育協会☎928-63615922-1513

　7/14㊏・15㊐の13時以降「市役所入
口」バス停を休止し「駅入口」に停車
します。また、15㊐16時～17時は一般
路線バスを含め「あずま通り」「保健
センター前」バス停も休止します。問
交通対策課☎922-16855922-1030

　勤労福祉会館、物産観光情報センタ
ーでの廃食油石けん（1個50円）の販
売が7/31㊋で終了します。草加市くら
しの会が手作りした環境に優しい石け
んです。なくなり次第終了。問くらし
安全課☎941-61115941-6157

　5年以上の無事故・無違反の人を、
9/22㊏に八潮メセナで開かれる八潮市
・草加市交通安全大会で表彰します。
ლ7/31㊋までに草加地区交通安全協会
（草加警察署内）で配布する申込用紙
に運転免許証、交通安全協会会員証、
無事故・無違反証明書（有料。発行に
2週間程度かかります）を添えて、同
協会事務局へ。☎944-62415951-3468

　平成31年1/27㊐に草加市文化会館で
開催。募集は①ダンス②朗読の2部門。
8/5㊐からのワークショップ（全20回
程度）と平成31年1/26㊏のリハーサル
に参加できる人対象（②は小学生以
上）。定員は①60人、②20人。参加費
1万円（衣装代別途負担）。ლ7/31㊋
までに草加市文化会館ほかで配布する
申込用紙を〒340-0013松江1-1-5草加市

　10/14㊐に草加市文化会館で開催。
ジャズダンスを踊る参加者を募集。
8/19㊐からの全6回のレッスンと9/24
㊡の舞台練習、10/8㊗のリハーサルに
参加できる大学生以上対象。定員20人。
参加費1万2000円程度（衣装代含む）。
ლ7/6㊎～20㊎（必着）に同館で配布
する申込用紙を〒340-0013松江1-1-5草
加市文化会館「ダンスフェスティバル
大人のダンス」係へ。☎931-9325593 
6-4690

文化会館「歌とダンスのファンタジ
ー」係へ。☎931-93255936-4690

　管理薬剤師による薬の正しい使い方
の講演、手話通訳者・要約筆記者派遣
事業の説明・懇談。7/29㊐14時～16時
30分。会場は中央公民館。聴覚障がい
者、音声または言語機能障がい者やそ
の家族、聴覚障がい福祉関係者等対象。
手話通訳・要約筆記あり。問草加市社

会福祉協議会☎932-67705932-6781

　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　7/14㊏13時30分
～15時30分。テーマ「脱水症につい
て」。定員20人。参加費100円
■草加キングス・ガーデン　7/14㊏14
時～16時。テーマ「紙芝居で分かる認
知症予防と予防体操」。参加費100円
■デイサービスセンター草加　7/14㊏
14時～16時。健康体操と認知症予防の
料理体験。参加費100円
■埼友草加病院　7/21㊏14時～16時。
テーマ「ジンゾウの自己紹介」。定員
100人。参加費200円
■ボンセジュール草加　7/28㊏13時30
分～15時30分。テーマ「慢性疾患の知
識と予防策」。定員40人。参加費100
円。上履き・ビニール袋持参

ラム。ლ7/6㊎から安行（包）へ。☎92 
1-21215928-8989
■はつらつチャレンジ教室　7/27㊎13
時15分～14時45分。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。ლ7/6㊎から川柳・新田東
部（包）へ。☎932-70075931-0993

　7/13㊎18時～20時30分。会場は市民
活動センター。講師は埼玉情報センタ
ーの秋本創さん。定員30人。ლ7/6㊎
から市民活動センターへ。☎920-3580
5925-1872

　7/14㊏、8/11㊗14時～15時。会場は
歴史民俗資料館。懐かしのSPレコー
ドの音色をお聞かせします。問同館☎
922-04025922-1117

　7月の河川愛護月間にあわせ、市内
の川・橋・水辺の写真や絵画の公募作
品を7/10㊋～20㊎中央公民館、7/24㊋
～31㊋であいの森で展示。特選作品の
み7/18㊌～31㊋稲荷橋でも展示。問河
川課☎922-21725922-2124

　戦争の悲惨さ、平和の尊さを次世代
に伝えます。平和ネットワーク草加と
の共催。7/18㊌～8/13㊊。会場は中央
図書館。折り鶴オブジェ「平和への羽
ばたき」も同時展示。問人権共生課☎
922-08255927-4955

　7/20㊎～25㊌10時30分～18時（7/25
は15時まで）。会場は草加市文化会館。
市内在住者の埼玉県美術展覧会入賞・
入選作品を展示。問文化観光課☎92 
2-29685922-3406

　介護者のつどいはいずれも介護をし
ている人、していた人、する予定の人
対象。
■介護者のつどい　7/10㊋13時15分～
14時45分。会場は草加市文化会館。情
報交換と交流。問松原・草加東部
（包）☎932-67755932-6779
■初心者のための気功教室　7/13㊎9
時15分～10時40分。高砂コミセン。65
歳以上対象。定員30人。上履き持参。
ლ7/6㊎から草加中央・稲荷（包）へ。
☎959-91335922-3801
■介護者のつどい　7/14㊏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。参加費100円。
問谷塚西部（包）☎929-00145929-5222
■介護者のつどい　7/18㊌13時15分～
14時30分。会場は勤労福祉会館。情報
交換と交流。熱中症予防のミニ講座。
問新田（包）☎946-05205946-0523
■いきいき体操教室　7/23㊊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。
ლ7/6㊎から谷塚西部（包）へ。☎929- 
00145929-5222
■介護者のつどい　7/23㊊18時30分～
20時。会場はふれあいの里。情報交換
と交流。問安行（包）☎921-2121592 
8-8989
■コツコツ貯筋体操～いつまでも若々
しく～　7/25㊌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

　7/9㊊～8/3㊎に全国で販売。1等・
前後賞合わせて7億円。サマージャン
ボミニも同時発売。収益金は明るく
住みよいまちづくりに使われます。問
財政課☎922-07615922-1547

　8/5㊐～18㊏。機械設備点検及び修
繕のため休館します。問市民温水プー
ル☎936-68245935-8981

　8/13㊊～15㊌の3日間。館内消毒の
ためすべてのコミセン・ミニコミセン
が休館します。問みんなでまちづくり
課☎922-07965922-3406

　7/21㊏14時30分～16時。会場は市立
病院心臓・脳血管センター5階大講堂。
講師は長谷川毅市立病院診療部長兼小
児科部長。保育（5歳未満児対象。定
員10人）希望者は7/12㊍まで（㊏・㊐
を除く15時～17時）に小児科外来へ。
問市立病院小児科外来☎946-2200○内 22
105946-2211

　　　86年前の音色
　　　蓄音機コンサート

まちづくり講座
「あなたの活動伝わっていますか？
共感を得る情報発信のコツ」

オレンジカフェ（認知症カフェ）

河川環境展の作品展示

平和パネル展「原爆と人間」

県展作品展

廃食油石けんの販売は7月末まで

スポーツフェスティバル参加団体募集

優良運転者を表彰します

サマージャンボ宝くじを発売

市民温水プールの臨時休館

コミセン・ミニコミセンの臨時休館

市立病院子ども健康教室
「子どもの事故防止と心肺蘇生法」

草加ふささらダンスフェスティバル
大人のダンス参加者募集

手話通訳者派遣事業懇談会
「聴覚障がい者のひろば」

地域包括支援センター（包）
介護者のつどい・介護予防教室など

7/14㊏・15㊐八幡神社祭礼に伴い
パリポリくんバス南西ルート一部変更

戦没者遺児による慰霊友好親善事業
参加者募集

「歌とダンスのファンタジーⅩ」
市民が主役の音楽劇出演者募集

平成30年の市内交通事故状況（前年比）6月20日現在　人身事故406件（－62）　死者2人（－5）

④ 2018年7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」

・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・メールへ

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

7/15㊐～24㊋は「夏の交通事故防止運動」期間。夏休み中も交通事故に注意！

7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

納税は便利な口座振替で

固定資産税・都市計画税　第2期
国民健康保険税（普通徴収）　第2期

介護保険料（普通徴収）　第2期

後期高齢者医療保険料（普通徴収）  第1期

7/31㊋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）

7/31㊋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



　8/9㊍10時～15時。会場は草加市文
化会館。修了後、傾聴ボランティアと
して活動できる人対象。定員40人。同
ボランティア事業説明あり。ლ7/20㊎
までに電話で草加市社会福祉協議会へ。
☎932-67705932-6779

　8/25㊏10時～13時。会場は草加市文
化会館。小学生と保護者対象。定員15
組。材料費1人300円。エプロン、三角
巾、布巾、箸持参。応募者多数の場合
は抽選。8/22㊌以降のキャンセルは
材料費負担。ლ8/1㊌までに往復はが
きに参加者全員の氏名・子どもの学年
・住所・電話番号を記入し〒340-0013
松江1-1-5草加市文化会館男女共同参画
さわやかサロンへ。☎931-9325（○内
50）5936-4690

　7/20㊎18時30分～20時。会場は勤労
福祉会館。講師は相模女子大学奥貫妃
文准教授。働く人、雇う人、労働法に
関心のある人対象。定員40人。ლ7/6
㊎からくらし安全課へ。☎941-61115
941-6157

　8/4㊏13時～16時。会場は獨協大学。
講師は獨協医科大学の吉原重美主任教
授、三上こどもクリニックの三上健太
郎院長。食物アレルギーを持つ小学生
以下の子の保護者対象。定員30人（応
募多数の場合は抽選）。獨協大学地域
と子どもリーガルサービスセンターと
の共催。ლ7/19㊍までに住所・氏名・
電話番号・保育希望者は子の名前・年
齢をメール（QRコード）で子育て支
援センターへ。ファクスも可。☎941-
67915941-6828

　簡単な手話とコミュニケーションを
学ぶ講座。8/6㊊草加市社会福祉協議
会、8/7㊋谷塚文化センターで。いず
れも10時～12時。定員各20人。ლ電話
で草加市社会福祉協議会へ。☎932-6 
7705932-6781

　8/10㊎。会場は中央公民館。
■おおたか静流 SONGS 花咲かせコ
ンサート　11時開演。定員400人。大
人・子どもとも入場券が必要。自由席
大人のみ500円。ლ草加市社会福祉協
議会・子ども広場草加おやこ劇場（☎
936-1771）へ。
■あそび体験広場　12時30分～15時。
問同協議会☎932-67705932-6779

　8/19、9/23、10/21、11/18、12/ 
16、平成31年1/20の㊐12時～14時。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30人。1回500円。
水着・水泳帽子・ゴーグル・タオル持
参。ლ実施日前日までに電話で同施設
へ。☎936-68245935-8981

　8/8㊌～11㊗13時～16時。全4回。会
場は谷塚文化センター。講師は現役の
能楽師。貴重な面や装束の試着体験あ
り。小・中学生対象。定員12人。ლ長
友へ。☎090-1730-6198問生涯学習課☎
922-28195922-3498

　市宣伝隊長三遊亭春馬さんによる寄
席体験。8/4㊏落語「茶の湯」、読み
聞かせ「おかあさん　おかあさん　お
かあさん」ほか・5㊐落語「目黒のさ
んま」、読み聞かせ「おまえうまそう
だな」ほか。いずれも13時30分～15時
30分。会場は中央図書館。小学生と保
護者対象。定員各日100人（要整理
券）。ლ7/11㊌9時から中央図書館2階
事務室で整理券配布☎946-30005944 -
3800

　9/15㊏～17㊗（2泊3日）。場所は那
須町野外研修センター（栃木県）。
9/2㊐午後の事前研修会に参加できる
小中学生対象。定員48人（応募多数の
場合は抽選）。参加費1万5000円（交
通費・食事・宿泊費・保険料込み）。
ლ7/28㊏（必着）までに、はがきに住
所・氏名・電話番号・学年・性別を記
入し〒340-0006八幡町1051-3草加市青
少年相談員協議会井坂へ。問子ども育
成課☎928-64215928-9632

　7/24㊋（雨天時7/25㊌）9時～18時。
会場はそうか公園。小・中学生対象。
部門は小・中学生の部で各男女別シン
グルス。定員50人。参加費1000円。ლ

7/17㊋（必着）までに往復はがきに住
所、氏名、生年月日、性別、電話番号、
学校名、学年、保護者氏名、所属団体
名を記入し〒340-0022瀬崎6-31-1草加
市体育協会へ。☎928-63615922-1513

　7/21㊏14時～16時。会場は獨協大学
天野貞祐記念館。講師は社会福祉法人
のゆり会の津田望理事長。定員500人
（当日先着順）。問獨協大学エクステ
ンションセンター☎946-1678

　8/8㊌（小雨決行、雨天時は8/9㊍）
9時若草橋（伝右川）集合。中学生以
上対象。河川敷の清掃、自転車や粗大
ゴミの引き揚げなど。汚れてもいい服
装で。FSCサルベージ協会、獨協大学
Decoとの共催。ლ8/3㊎までに環境課
へ。☎922-15195922-1030

　7/28㊏11時30分～。会場は中央図書
館。第3集「それはマンハッタンから
始まった」、第4集「ヒトラーの野
望」を上映。定員50人（当日先着順）。
問人権共生課☎922-08255927-4955

　7/21㊏～8/28㊋8時45分～。会場は
ふれあいの里。草加市歌・草加音頭も
踊ります。問ふれあいの里☎920-6222 
5920-6251

　7/25㊌19時～21時。会場は中央公民
館。議題は「ふるさとまちづくり」。
まちづくり登録員対象。未登録の人も
登録すれば参加可。問市民活動センタ
ー☎920-35805925-1872

　8/4㊏9時30分～16時。会場は市立病
院。シーツ交換・足浴の補助、血圧測
定、手術室の見学など。高校生対象。
定員18人。ლ7/6㊎から電話で市立病
院看護部へ（㊏㊐㊗を除く9時～17
時）。代表者による複数申し込み不可。
☎946-2200○内 31015946-2211

　シェイクスピアの文学を音楽ととも
に楽しむ。出演はあかつき（女優）、
宮川悦子（フルート）、竹前景子（バ
イオリン）。8/2㊍11時～12時30分。
会場は中央図書館。小学3年生以上対
象。定員60人（要整理券）。図書館・
文化を見守る会との共催。ლ7/6㊎9時
から中央図書館2階事務室で整理券配
布。☎946-30005944-3800

　収容人員が300人以上の劇場・飲食
店・物品販売店舗等の甲種防火管理者
講習修了者対象。8/23㊍13時～16時05
分。会場は草加市文化会館。定員78人。
受講料6500円。ლ申込書に顔写真（縦
3.0×横2.4㎝）1枚と「郵便振替払込請
求書兼受領書」を添付し、7/11㊌～16
㊗9時～16時にファクス（503-3591- 
7130）で日本防火・防災協会へ。申込
書は消防局予防課で配布するほか同協
会ホームページからも入手可。問消防
局予防課☎996-06605997-1300

　7/24㊋8時50分柿木公民
館集合12時解散。会場はそうか公園、
中川河川敷。小学生以上対象（親子参
加可）。定員30人。双眼鏡等持参。ლ

環境課へ。メール（QRコード）でも
可。☎922-15195922-1030

　　　るるるん♪シェイクスピア
　　　～音と言葉で遊びましょう～

　8/4㊏9時～12時。会場は北分署。乳
幼児の心肺蘇生法・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。ლ7/28㊏までに北分
署へ。☎944-73015944-8188

■自由研究相談とビデオライブラリー
　夏休み期間中の9時～16時30分。小
学生（低学年は保護者同伴）以上対象
■火起こし・せんべい焼き　7/21㊏10
時～12時。小学生と保護者対象。定員
10人。参加費300円。軍手持参
■竹工作　8/4㊏10時～12時。①竹か
ざぐるま②竹水鉄砲（①、②のいずれ
か）。小学生と保護者対象。定員各10
人。軍手持参
■藍染めハンカチ作り　8/25㊏10時～
12時。小学生と保護者対象。定員15人。
参加費300円
ლ定員のあるものは7/6㊎から電話で
同館へ。☎922-04025922-1117

夏休みみんなのラジオ体操

ジュニアテニスゲームレッスン大会

みんなでまちづくり会議開催

普通救命講習会Ⅲ

高校生のためのふれあい看護体験

生きもの調査会

手話体験講座

歴史民俗資料館　夏の体験教室

夏休み親子のつどい

障がい者水泳定期練習会

親子で笑おう！夏の図書館寄席

キャンプに行こう!!

獨協大学オープンカレッジ特別講座
障がいを持つ子どもたちへの支援
̶アニマルセラピーを含む
「総合的セラピー」の取り組み̶

甲種防火管理再講習会

県労働セミナー
「労働法の基礎知識とトラブル対処法」

子育て支援講座
「子どものアレルギー勉強会」

　日本語を勉強したい人、宿題に困っ

ている人へ、あなたの国の言葉を話せ

る人や、日本語を教えてくれる人が待

っています。7/26、8/2・9・16・23の

㊍13時～16時。会場は中央図書館。好

きな日にち、時間に来てください。ლ

㊊・㊌・㊎に国際相談コーナーへ。メ

ール（QRコード）でも申し込みでき

ます。☎922-29705927-4955

に ほん ご

に ほん ご おし
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こくさいそうだん

じ かん

すじ かいじょう ちゅうおうとしょかん

くに ことば はな

しゅくだい こま

日本語が苦手な人のための
サマースクール

夏のボランティアスクール
川で自転車さらっちゃおう！
大作戦

平和DVD上映会「NHKスペシャル
デジタルリマスター版映像の世紀」

傾聴ボランティア養成講座（初級編）
受講生募集

夏休み親子料理教室
パパといっしょにランチを作ろう

伝統文化親子教室
「伝統の笑いに学ぶ夏休み狂言教室」

子ども・親子向け

　7/21㊏18時30分～20時（雨天中止）。
会場はそうか公園。公園散策、セミの
羽化の観察。小学生（保護者同伴）対
象。定員15組。ლ7/6㊎からみどり公
園課へ。☎922-19735922-3145

そうか公園自然観察会

7月の「なくそう暴力」標語　暴力に　勇気をもって　「やめようよ」

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7月5日号

　8/1㊌10時～13時。会場は保健セン
ター。大豆入りミートソース・アーモ
ンドサラダ・ホワイトポンチ。小学4
～6年生対象。定員25人。参加費500円。
エプロン・三角巾・布巾2枚持参。ლ

7/6㊎から電話で保健センターへ。☎9
22-02005922-1516

夏休み子ども料理教室
～学校給食の人気メニューをつくろう～



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

7/30㊊

7/31㊋

【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

8/7㊋

8/21㊋

平成29年1/1～15生まれ

平成29年1/16～31生まれ

対象者に7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）

11/10㊏・12㊊・21㊌
12/3㊊・9㊐

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）

9/29㊏まで
（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

【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
肝炎検査・口腔がん検診・・・随時送付
＜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

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）

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 8/22㊌ 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 7月下旬～8月中旬 平成30年6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6月末に診査票等を送付済み。届かない人は連絡を
7/10㊋

7/24㊋

平成27年4/1～16生まれ

平成27年4/17～30生まれ

マタニティクラス
両親学級 8/5㊐・8㊌ 平成30年10～12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

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 8/20㊊ 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 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 7/25㊌ 【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

7/25㊌、8/27㊊ 18歳以上で今年度測定していない人 
定員80人

【要申込】7/6㊎から受け付け
健康手帳、拭き取り用のタオルまたはティッシュペーパー持参　

超音波による骨密度測定（簡易検査）
費用100円

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

骨密度測定

8/23㊍、
9/5㊌・12㊌・13㊍、
10/5㊎・17㊌、
11/7㊌・15㊍

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

視触診・マンモグラフィ検査
費用1300円

13時～
（受付：13時～14時）
※所要時間　約2～2時間30分

乳がん検診
◇集団検診
※個別検診の受付は終了
しました

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

ლ7/20㊎（消印有効）までに往復はがきに教室
名・コース名、住所、氏名・ふりがな、生年月

日、電話番号を記入し〒340-0022瀬崎6-31-1草加市体育協会へ。協会ホーム
ページからも可。応募多数の場合は抽選。☎928-63615922-1513

スポーツ教室

教室名 コース名 会場 実施日 時間 対象 定員・
参加費

幼児・市体

小学生・市体

幼児・記体

小学生・記体

トランポリン
＆
ゲーム

トランポリン
＆
ボール

各60人・
1500円

50組・
1組500円親子フォトラリー

そうか
公園 8/25㊏

11時～12時

9時30分～10時30分

11時～12時

9時30分～10時30分

9時30分～12時

年中・年長

小学1～3年生

年中・年長

小学1～3年生

市民
体育館

記念
体育館

8/14㊋・
15㊌・17㊎

8/21㊋・
23㊍・２４㊎

年少～小学6
年生の親子

　7/24㊋、8/2㊍9時30分～12時30分。
全2回。会場はふれあいの里。小学生
対象。定員10人。材料費200円。エプ
ロン、タオル持参。ლ7/6㊎10時から
電話で同館へ。☎920-62225920-6251

　8/1㊌10時～12時。会場は草加市リ
サイクルセンター。ごみを減らす3つ
のRを施設見学や工作を通じて楽しく
学んでみませんか。小学生対象（保護
者1人につき子ども2人まで同伴可）。
定員40人。ლ7/25㊌までに廃棄物資源
課へ。☎931-39725931-9993

　いずれも65歳未満対象。有給休暇・
被服貸与あり。①～④は要資格。場所
は公立保育園。
●日中の仕事　①保育士　②看護師　
③栄養士　㊊～㊎8時30分～17時（シ

フト制・㊏勤務あり）。時給1060円
（准看護師960円）。通勤手当上限1万
2000円。賞与あり。社会保険等加入　
④短時間保育士　㊊～㊎10時30分～15
時30分のうち3.5時間。時給1060円。
通勤手当上限1万2000円　⑤給食補助
　㊊～㊏8時30分～13時。時給1220円。
通勤手当上限8000円。社会保険等加入
●朝夕の仕事　⑥時間外保育従事者※
（）内は延長保育実施園勤務の場合　
㊊～㊎7時20分（7時）～8時50分（9
時）及び16時30分～18時30分（19時）、
㊏7時20分～8時50分及び12時～15時30
分（7時～19時のうち6時間）。時給
1320円（有資格者1420円）。通勤手当
上限8000円（有資格者1万2000円）
●夏季アルバイト（保育職）　
8/31までの㊊～㊎8時30分～17時（開
始日は園と相談）。時給960円（有資
格者1060円）。高校生以下不可
ლ履歴書・資格証の写しを保育課へ持
参。勤務地等を考慮し採用者にのみ連
絡します。☎922-14915922-3274

　勤務は9月からの㊊～㊎で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
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）。面
接は7/25㊌。ლ7/20㊎（必着）までに
履歴書と免許証の写しを〒340-8550職

員課へ。☎922-09835922-3098

■八潮の夏だ！夜市だ！盆踊り大会
だ！2018　7/27㊎・28㊏17時～20時
30分　会場はやしお駅前公園ほか　問
同市観光協会☎951-0323

■misato style 2018 ～真夏のjazz＆グ
ルメフェスタ～　8/4㊏12時～21時　
会場はにおどり公園　問同市観光協会
☎930-7721

■市制60周年記念越谷花火大会　7/28
㊏19時10分打ち上げ開始　会場は越谷
市中央市民会館東側葛西用水中土手ほ
か　問同市観光協会☎971-9002

■児童館ワンダーランド開館30周年記
念事業「宇宙ミュージアム」　7/27㊎
～29㊐10時～17時　会場は同館　問同
館981-68115983-1865

■ミュージカル「孫悟空」　8/19㊐14
時開演　会場は田園ホールエローラ　
料金2000円、中学生以下1000円（全席
指定、3歳未満のひざ上鑑賞無料）　
ლ同ホールへ。☎992-1001

■スポーツ吹矢体験会　7/6㊎・20㊎
13時～15時、7/8㊐・22㊐・27㊎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

三郷市

八潮市

越谷市

吉川市

松伏町

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）

ふれあいの里夏休み陶芸教室

保育園の臨時職員・夏季アルバイト

非常勤嘱託員（土木作業員）

夏休み親子で自由研究
「3Rでごみを減らそう」

　7/27㊎14時～15時。3～5歳児と保護
者対象。定員20組。ボールやロープを
使い楽しく体操。ლ7/6㊎9時から同コ
ミセンへ。☎5928-2321

柳島コミセン「おやこでたいそう」

⑥ 2018年7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。



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。

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
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）。

■診療時間　内科・外科…9時～12時・14時～17時（変更の場合あり）歯科…9時～12時

休日当番医
QRコード

7/ 8㊐

7/15㊐

7/16㊗

内科

外科

内科

外科

内科

外科

歯科

井口小児科クリニック

埼友草加病院

草加内科呼吸ケアクリニック

草加中央診療所

中町クリニック

木原整形外科医院

山本歯科

松原5-1-7

松原1-7-22

草加1-4-5

中央1-2-22

谷塚1-22-18

住吉1-5-6

金明町665-10

☎941-8686

☎944-6111

☎999-5941

☎922-2159

☎954-8962

☎922-5103

☎941-8445

　月　日　 診療科 当番医名 住　所 電話番号

休日等上水道工事店
7/15㊐ 竹内セントラル㈱　苗塚町438-16　  ☎928-5525
7/16㊗ ㈲駒崎設備　氷川町818-3　　☎924-4136

7/ 7㊏ ㈲東洋開発　両新田西町246　☎928-5520
7/ 8㊐ ㈱今泉水道　谷塚上町483-3　☎927-1010
7/14㊏ ㈲東洋開発　両新田西町246  ☎928-5520

土・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

■スポーツ吹矢体験　7/7～28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　7/8～29の㊐
13時～15時　川柳文化センターで　初
心者大歓迎　参加費無料　マウスピー
ス代200円　問植木☎090-2253-8475
■フォークダンス無料体験　7/9・16
・30、8/6の㊊10時～12時　氷川コミ
センで　やさしく楽しいフォークダン
スを基本ステップから踊ります　全4
回　問マイムマイム小室☎941-0004
■ミシン洋裁基礎体験講座　7/11㊌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　ლ竹花☎090-6657-
4005
■食べて応援！東北復興支援　7/12㊍
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
■卓球体験　7/13㊎13時～15時　7/24
㊋9時～　7/27㊎13時～　市民体育館
で　問松が根クラブ須藤☎922-4789
■草加中央吹奏楽団第33回定期演奏会
「映画音楽」　7/14㊏15時開演　中央
公民館ホールで　無料　ゴジラの組曲
・レイダースマーチ・千と千尋の神隠
しほか　問山田☎090-4360-0895
■八幡ダンスサークルフリーダンス　
7/15㊐13時20分～16時20分　谷塚文化
センターで　参加費500円　ミキシン
グ・トライアルあり　飲み物付き　問
千代田☎090-3574-3430
■どんぐりころころ音楽会　7/15㊐14
時～　中央公民館ホールで　乳幼児か
ら大人まで　入場無料　吹奏楽を一緒
に楽しみましょう　問どんぐり音楽隊
本郷☎090-2722-9010
■感動朗読劇・山本周五郎原作より
「笑説・嫁問答」　7/15㊐15時～　

7/16㊗11時～　中央公民館視聴覚室で
　定員各45人　参加費1000円　要予約
　ლドラマン金子☎090-8106-6927
■MNF Jazz Orchestra 4thコンサート
　7/16㊗13時30分開演　中央公民館で
　入場無料　～A列車で行こう～楽し
いJazzライブです！ぜひ来てくださ
い！　ლ木村☎090-9291-7773
■第17回フォトクラブ東武会写真展　
7/17㊋～22㊐10時～18時（22㊐は16時
まで）　アコスギャラリー大で　入場
無料　問水落☎080-3691-0641
■S&Yフリー社交ダンス練習会　7/18
㊌13時～14時50分　勤労青少年ホーム
で　参加費400円　元競技選手が練習
のお相手をします　問八木原☎080-10
78-3602
■子育てセミナー「仕事をしていても
大丈夫。大事な子育てのポイント」　
7/19㊍10時～11時30分　氷川コミセン
大会議室で　参加費200円　問家庭倫
理の会草加市石野☎090-9203-4244
■介護者サロン「らくだ」　7/20㊎　
わ～くわっく草加で　「こもれび」　
7/26㊍　市民活動センターで　各13時
～15時　参加費100円　問介護者支援
の会草加酒井☎090-9245-2067
■夏休みカヌー教室　7/21㊏・22㊐8
時～10時　綾瀬川左岸第2ラグーンで
　カヌー無料体験会　小学3年生以上
対象　定員10人　問草加パドラーズ中
島☎931-3844
■スポーツ吹矢体験会　7/21㊏・28㊏
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」　7/21㊏
10時～12時　中央公民館で　個別相談、
お受けします　問山田☎928-5332
■合気道無料体験会　7/21㊏11時～12
時　小学生対象　12時～13時　中学生

以上対象　中央公民館第2体育室で　
ლ合気研究所佐久間☎050-7114-0709
■遊馬町会夏まつり　7/21㊏13時～15
時（雨天時は22㊐）　遊馬ふれあい小
路で　模擬店、すいか割り、まちづく
りワークショップ　問蓮沼☎927-0651
■相続の7割は不動産！遺言で安心不
動産相続　7/22㊐13時15分～15時　草
加市文化会館音楽室で　終活セミナー
　定員10人　参加費無料　問不動産相
続と住まいの窓口☎923-0021
■氷川ダンス倶楽部フリーダンス　
7/22㊐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
手多数待機　参加費700円　問太田☎
090-3520-7309
■An Die Musik合同アンサンブルコン
サート　7/22㊐14時～　中央公民館で
　出演　草加市民吹奏楽団、栃木市民
吹奏楽団　問草加市民吹奏楽団事務局
平塚☎090-1607-8917
■スポーツ吹矢体験会　7/23㊊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
■氷川平成塾スポーツ吹矢無料体験会
　7/23㊊・30㊊13時30分～15時　氷川
小で　用具は用意あり　気軽においで
ください　問野村☎080-3027-4054
■文化遺産見学会:川崎神社の虫追い
松明祭と久伊豆神社（越谷市）－東埼
玉の倭人伝統祭事　7/24㊋13時草加市
文化会館集合　2000円（資料･交通費･
軽食込み）　ლ小嶋☎090-1261-7366
■不登校相談会　7/26㊍15時30分～16
時50分　草加市文化会館第2研修室で
　不登校に悩む生徒・保護者対象　問
そうか不登校支援ネット森泉☎932-51
39
■プリザーブドフラワー展示会　7/28
㊏10時～19時、29㊐10時～16時　アコ
スギャラリー大で　約300点のアレン

ジ作品を展示　見学無料　問フラワー
サークルPre・Pre☎090-4376-5294
■遺言書の書き方と終活を学ぼう　
7/28㊏10時～12時　草加市文化会館で
　一般対象　定員15人　参加費無料　
ლ遺言相続後見ネット☎946-5152
■夏の中国家庭料理　7/29㊐10時～14
時　中央公民館で　参加費1500円　中
国の伝統行事・七夕祭りと暑気払いで
中国文化を体験しましょう　ლサーク
ル中国大好き武藤☎090-3574-1031
■富士登山　7/29㊐～7/30㊊　中学生
以上対象　参加費1万5000円（高校生
以下1万円）　希望者は参加費持参で
7/14㊏17時30分に草加市文化会館での
説明会へ　問谷古宇☎090-4055-3002
■視覚障がい者のスポーツ・盲人卓球
（STT）夏休み親子体験教室　8/4㊏
10時～12時　であいの森で　定員6組
　視覚障がい者虹の会主催　ლ草加市
社会福祉協議会深沢☎932-6772
■障害年金・成年後見無料相談会　
8/5㊐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
■大正琴初心者向け講習会　8/9㊍・
23㊍15時15分～16時15分　高砂コミセ
ンで　全2回　定員10人　楽器は貸し
出します　参加費1000円　問月琴の会
小川☎080-5003-8667
■わんNoteコンサート保護犬猫のビ
デオレターとピアノの調べ　8/18㊏13
時～14時30分（12時30分開場）　草加
市文化会館第1会議室で　大人1500円
こども1000円　問山本☎080-5001-6305
■目指せ！最強の交渉人　8/21㊋・22
㊌9時～16時30分　獨協大学（地域と
子ども）で　小学5・6年生対象　夏休
みワークショップ～弁護士から学ぶ問
題解決のヒケツ～　問同大☎946-1781

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ⑦医療・水道・となりまち・ミニ情報 2018年7月5日号
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■日時　9月29日㈯午後1時～9時
　　　　9月30日㈰午前8時～正午（※30日のみ参加者は午前7時～）
■会場　草加小体育館
■定員　15組（1組3～6人　中学生以下は保護者同伴）
■条件　3～6人のグループで参加　※応募多数の場合は参加できる
日を考慮して選考（①両日、②29日のみ、③30日のみの順）
　ギネス世界記録®公式参加認定証の発行可（有償）。記念品あり。
□申 7月20日㈮までに参加者全員の氏名・年齢・性別と代表者の電話
番号を同協議会事務局へ。同協議会ホームページからも可。

　草加市制60周年を記念し、市歌「想い出はいつも」を現代版に編
曲します。この市歌や草加への思いを込めた歌を記念式典で披露す
る合唱団員を募集します。講師は式典で共演するボーカリストの有
坂美香さん。草加の未来を担う世代の皆さん、共に歌って草加市誕
生60周年を祝いませんか。
■対象　市内在住・在学・在勤の小学生～25歳
■定員　150人（応募多数の場合は抽選）
■練習　9月22日㈯（説明会あり）、
　　　　10月13日㈯・27日㈯、11月3日㈷
　　　　いずれも午後2時～4時　高砂コミセン
　　　　11月10日㈯（リハーサル　草加市文化会館）
■式典　11月11日㈰　草加市文化会館
□申 8月6日㈪までに市役所情報コーナー・公民館等で
配布する申込書を総合政策課へ。応募専用フォーム
（QRコード　ポニーキャニオンに接続）からも可。

　9月16日㈰午前8時30分受付開始。会場は市民温水プール。定員
500人。参加費1人500円。小学～高校生の一般の部出場は不可。チ
ーム対抗リレーは4人の年齢の合計。男女混合は男子扱い。□申 9月7
日㈮までに市民温水プール、記念体育館、市民体育館、スポーツ振
興課で配布する申込書に記入・押印し、参加費を添えて各施設へ。

　10日、総勢30人を超える応募者の中から選ばれ
た4人の第15代草加さわやかさん。市制60周年を
記念する様々なイベントで活躍します。2年間ど
うぞよろしくお願いします。

　16日に開催。市制60
周年記念の今大会か
ら、追手風部屋による
追手風杯が設けられ、
当日は大栄翔関、翔猿
関、大翔丸関、大奄美
関が来場。幕内力士の
応援を受け、大相撲さ
ながら小中学生1215人
による熱い戦いが繰り
広げられました。

6月かどまちごとでき

　中学生以上対象（2・5・8は小学生の
親子も可）。□申 7月6日㈮から勤労青少
年ホームへ。☎928-55505928-9632

　草加市制60周年を記念し｢60｣をテーマとした特別募集も行います。
■募集区分　一般募集…2部門　①一般の部②小・中学生の部
　　　　　　特別募集…部門の区分はありません
■種別及び規格　400字詰原稿用紙で小説5～30枚、児童文学5～10
枚、評論5～15枚、随筆3～5枚、自由詩30行以内（以上1人１編）、
短歌・俳句・川柳は各5首・句以内。挿絵ははがき版～A5版で点数
制限なし（掲載は白黒）。なお、未発表の作品に限ります。
※小・中学生の評論、小学生の随筆は応募できません。
■対象　市内在住・在勤・在学・市内文学団体に所属している人及
び友好交流都市の大田原市・昭和村の人
□申 9月7日㈮（消印有効）までに封筒に「ふれあい文芸草加」と朱書
きし、作品に募集区分・部門、種別、題名、氏名（ふりがな）、住
所、年齢、職業、電話番号、所属団体を記入し、〒340-8550文化観
光課へ。メールの場合は件名を「ふれあい文芸草加」とし、ワード
形式で添付してください。

問草加せんべい振興協議会事務局（産業振興課内）
　☎922-34775922-3406 参加者募集

　10日、総勢30人を超える応募者の中から選ばれ
た4人の第15代草加さわやかさん。市制60周年を
記念する様々なイベントで活躍します。2年間ど
うぞよろしくお願いします。
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　10日、総勢30人を超える応募者の中から選ばれ
た4人の第15代草加さわやかさん。市制60周年を
記念する様々なイベントで活躍します。2年間ど
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問総合政策課☎922-07495927-4955

参加者
募集

プロボーカリストが歌う楽しさを教えます

SOKA次世代合唱団

問市民温水プール☎936-68245935-8981

■個人の部（1人2種目まで） ■チーム対抗リレーの部
・1人1種目まで
・25ｍ×4人

勤労青少年ホーム
夏期講座

問文化観光課☎922-29685922-3406*bunkakanko@city.soka.saitama.jp
ふれあい文芸草加作品募集

▲左から渡邊洋子さん、楠川美江さん、石田琴美さん、内藤美和さん ▲追手風杯：男子の部優勝　高砂小 ▲追手風杯：女子の部優勝　清門小

準備
　体操は
大切
　にネ！

「モナリザ」モザイクアート「モナリザ」モザイクアート
草加せんべいで創る草加せんべいで創る

 1 紙バンド工作  7/14㈯  7人 500円   「フクロウのペン立て」 14時～17時
   
 2 親子でダンス！  7/15㈰13時30分 20人 200円 室内靴    ～15時30分

 3 自彊術（体操）  7/27㈮  5人 100円     9時30分～11時 

 4 美文字講座　  7/31㈫  20人 500円 筆記用具（ボールペン、  くせ字改善、みるみる上達！ 13時30分～15時   筆ペン等）、ノート 

 5 親子で書道を楽しもう！ 7/31㈫  25人 300円 書道用具、学校宿題内容  （夏休みの宿題を仕上げよう！） 15時～16時30分   プリント
 6 歌友ハーモニー 9/1㈯  12人 100円   （ボイストレーニング） 14時～16時   

 7 ひめトレ～骨盤エクササイズ～ 9/11㈫  20人 200円 マットまたはバスタオル    10時～12時

 8 親子でブラジルサンバ体験 9/16㈰  30人 200円 上履きまたは運動靴    13時～15時   （内履用）

1・2年生
3・4年生
5・6年生
全学年

29歳以下
30～39歳
40～49歳
50～59歳
60～69歳
70歳以上
年齢制限なし

25ｍ
－

50ｍ
50ｍ

－

50ｍ

25ｍ

50ｍ
50ｍ

25ｍ

50ｍ

出場区分
（男女別）

自由形・
平泳ぎ

背泳ぎ・
バタフライ 板キック

小学生

　 中学・高校生

 一 般

  出場区分（男女別）
小学生の部

中学・高校生の部
 120歳以下の部
 150歳以下の部
 180歳以下の部
 181歳以上の部

  講座名 日時 定員 参加費 持ち物

４
人
の

合
計
年
齢

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7月5日号

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
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