
折り込んである「そうか市議会だより」は、抜いて読んでください。

「草加モノづくりブランド」をご存じですか？ 「草加モノづくりブランド」をご存じですか？ 

モノづくりのまち
“自慢の逸品”を紹介！
モノづくりのまち

“自慢の逸品”を紹介！

各製品の詳細は、
産業振興支援情報サイト

　草加は世界に誇る技術力を有する企業が数多く存在するモノづくりの
まちです。市内で製造された高い技術を活かしたオリジナル製品を「草
加モノづくりブランド」として認定。現在まで29製品を認定しています。
　草加のモノづくりの技術力の高さを、手に取って実感してもらおうと
毎年11月に開催される草加商工会議所まつりでは、モノづくりブランド
認定製品の展示やダイレクトセールも行っています。

問産業振興課 
☎922-3477 5922-3406

問草加商工会議所 
☎928-8111 5928-8125

ＡＥＤ収納ボックスＡＥＤ収納ボックス

モノづくりモノづくり
SOKASOKA Ｔ－ＭＡＤＥ 

フライリール
Ｔ－ＭＡＤＥ 
フライリール 金屏風金屏風

草加せんべい形
小物入れ

草加せんべい形
小物入れ

ＲＩＫＫＥＮ ＦＡＣＴＯＲＹ
モンスターシリーズ
ＲＩＫＫＥＮ ＦＡＣＴＯＲＹ
モンスターシリーズ

金属製ボタン
「 Ｉ ＢＯＭ」
金属製ボタン
「 Ｉ ＢＯＭ」

アクリル
ディスプレイプレート

アクリル
ディスプレイプレート

賢翠舎
金襴テーブルファブリック

賢翠舎
金襴テーブルファブリック

ねじ屋さんの
ものづくりシリーズ
ねじ屋さんの

ものづくりシリーズ

イカ直ちゃんイカ直ちゃん

「ＥＰＯ ＣＲＡＦＴ」シリーズ「ＥＰＯ ＣＲＡＦＴ」シリーズ
フィットナット

（フィットカラー）
フィットナット

（フィットカラー）
オリジナルキャンピングカー

「フューチャー」
オリジナルキャンピングカー

「フューチャー」
グランドイーグル

（スクーターカウル）
グランドイーグル

（スクーターカウル） 唐木仏壇唐木仏壇
地球にやさしいランドセル

「エコランド」
地球にやさしいランドセル

「エコランド」

ＳＨＯＷＡ ＧＬＯＢＥＳ
地球儀

ＳＨＯＷＡ ＧＬＯＢＥＳ
地球儀

おきあがりおきあがり

レインカットＥＣＯレインカットＥＣＯ

自転車アクセサリー
「ＰＯＰ．ＬＥ」

自転車アクセサリー
「ＰＯＰ．ＬＥ」

キッチンピカリキッチンピカリねじろぼちゃんファミリーねじろぼちゃんファミリー
起死回生ハンマー
クリスタル・ペッカー
起死回生ハンマー
クリスタル・ペッカーオリジナル銅製ポストオリジナル銅製ポストＰＲＯ－ＦＩＴ  庇ＰＲＯ－ＦＩＴ  庇

草加煎餅型
ストラップ・キーホルダー

草加煎餅型
ストラップ・キーホルダー

エコパウダーＢＸ&
エコボロンシリーズ
エコパウダーＢＸ&
エコボロンシリーズ

室外機用
省エネカバー
室外機用
省エネカバー

ニッチ・マイハートニッチ・マイハート
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配布に関する問い合わせは（土・日曜日、祝日を除く）
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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…このマークは、「市制60周年
　記念事業・協賛事業」です



　対象者には8月中旬に通知を送付します。同封の敬老祝金口座振
込依頼書に必要事項を記入し、返信用封筒で返送するか、長寿支援
課へ提出を。
■支給対象者
　平成30年5月1日現在、市内に住民登録があり、8月1日現在、引
き続き市内に居住している次の年齢の人。
・77歳･･･昭和15年8月2日～同16年8月1日生まれの人
・88歳･･･昭和4年8月2日～同5年8月1日生まれの人
・99歳･･･大正7年8月2日～同8年8月1日生まれの人
■支給額　※指定の口座に振り込みます。
　喜寿（77歳）…2万円　米寿（88歳）…3万円　白寿（99歳）…5万円

　草加のまちで何か始めたいと考えている人などを対象に、魅力的
な事業の生み出し方やまちの活性化について講演します。
■日時　8月21日㈫午後7時～8時30分
■会場　中央公民館　■定員　90人
■講師　本郷紘一氏
　美容室、飲食店等を経営する傍ら、移動式コーヒー
ショップでおしゃれなまちづくりをけん引。また、補
助金に頼らず市民の手で公園をリノベーションする仕
組みを生み出すなど公共空間の利活用も実施。

　8月28日㈫（必着）までに、市立病院、市職員課、各サービスセ
ンターで配布する試験申込書（市立病院ホームページからも入手
可）に記入し、〒340-8560市立病院経営管理課へ（土・日曜日、祝
日除く）。

　7月9日付けで中村幸彦氏が市の監査委員に再任
されました。同氏の再任は、6月定例会で議会の
同意を得ており、4期目。同氏は、早稲田大学商
学部卒、平成元年税理士登録、水道事業運営審議
会委員、土地開発公社監事等を歴任しています。

職種

看護師

薬剤師

臨床検査
技師

診療情報
管理士

医療事務
（経験者）

医療事務

平成31年1月1日
または

同31年4月1日

平成31年1月1日
または

同31年4月1日

9月1日㈯
論文・面接

9月1日㈯
第一次試験
一般教養・
論文

10月6日㈯
第二次試験
面接

昭和53年4月2日以降生まれ。

平成31年
4月1日

平成31年
4月1日

各若干名

若干名

10人
程度

受験資格（①、②を満たす人） 試験日及び
内容 採用予定日

採用予定
人数

①昭和53年4月2日以降生まれ。②看
護師の免許を有する人。または、平成
31年3月31日までに免許を取得見込
みの人。
①平成元年4月2日以降生まれ。②薬剤
師の免許を有する人。または、同31年3
月31日までに免許を取得見込みの人。

①平成3年4月2日以降生まれ。②臨床
検査技師の免許を有する人。または、
同31年3月31日までに免許を取得見
込みの人。
①昭和44年4月2日以降生まれ。②診
療情報管理士の資格を有する（診療情
報管理士の認定を受けている）人。ま
たは、平成31年3月31日までに資格
を取得見込みの人。

①昭和53年4月2日以降生まれ。②
200床以上の病院で10年以上医療事
務を経験した人。

　水道事業を安定的に継続して運営するため策定した取り組みの基
本的な考え方を示す草加市水道事業ビジョン（経営戦略）案への意
見を募集します。案の概要と意見用紙は、市役所情報コーナー・水
道総務課・各サービスセンター・公民館等の公共施設で配布のほか、
市ホームページでも入手できます。
　意見は、8月20日㈪～9月18日㈫に意見用紙に記入し、〒340-8555
水道総務課へ。ファクス・メールでも可。

　犯罪から身を守る方法やパトロール方法など、講習・実習を通じ
てパトロール活動のレベルアップを。詳細は下表のとおり。全4回
（1回のみの受講も可）。
■会場　勤労福祉会館　
■対象　18歳以上の市内在住・在勤・在学者　■定員　各回50人

　認定証を医療機関の窓口で提示すると、同じ月、同じ医療機関で
の一部負担金の上限が自己負担限度額となります。認定証の交付は、
窓口での申請が必要です。特に入院中・入院予定の人は申請してく
ださい。本人申請の場合は後期高齢者医療被保険者証を、代理人申
請の場合は本人の被保険者証と代理人の本人確認書類を持参してく
ださい。
■限度額適用・標準負担額減額認定証（対象者：非課税世帯）
　※入院時の食事療養標準負担額も軽減されます。
■限度額適用認定証（対象者：一部負担金が3割負担の人のうち、
課税所得が690万円未満の世帯）
　※制度の改正に伴い、8月1日より交付を開始しました。

　市では、生活習慣病
予防のため、特定健診
を実施しています。今

まで受診していない人を対象に、電話やはがきで受診勧奨を行いま
す。
■対象者　国民健康保険に加入している40～75歳未満の人
■特定健診実施期間　12月14日㈮まで。　※受診券は対象者に郵送
済み（途中加入者は加入手続きの翌月末に郵送）
■電話による勧奨　
　フリーダイヤル（☎0120-969-452）で発信（委託先：㈱名豊）
第1期：8月17日㈮まで、第2期：9月10日㈪～28日㈮、第3期：10月
15日㈪～11月16日㈮本郷紘一 氏

めいほう

問市立病院経営管理課☎946-2200○内3003
市立病院新規採用職員募集

監査委員に中村幸彦氏を再任

問長寿支援課☎922-13425922-3279

喜寿・米寿・白寿をお祝い
敬老祝金

問保険年金課☎922-15935922-3178
特定健診の受診勧奨

平成30・31年度

問水道総務課☎920-56775925-5046
　 suido-keiei@city.soka.saitama.jp　 

草加市水道事業ビジョン

安全安心アカデミー開講
地域の見守り活動を応援

□申後期高齢者・重心医療室☎922-13675922-3178□申
□申8月17日㈮までにくらし安全課へ。ファクス、メールも可。
　☎922-36075922-1030kurashianzen@city.soka.saitama.jp
□申



限度額適用認定証
を交付します

後期高齢者
医療制度

日時

①

②

③

④

講座名（講師）

9月2日㈰

9月9日㈰

9月16日㈰

9月23日㈷

午後2時～3時30分

午後2時～4時30分

午後2時～4時

午後2時～4時30分市民主導でまちを変える
□申8月17日㈮までに産業振興課へ。☎922-08395922-3406
　sangyosinko@city.soka.saitama.jp
□申
　

防犯講座【事業所向け】
（NPO法人全国万引犯罪防止機構）

パトロール基礎講座
（NPO法人日本ガーディアン・エンジェルス）

防犯講座【子どもの見守り】
（日本こどもの安全教育総合研究所　宮田美恵子）

パトロール活動実践講座
（NPO法人日本ガーディアン・エンジェルス）

そうかリノベーションまちづくり　まちの学校vol.8

皆さんの意見を募集します

② 2018年8月5日号 草加人のための情報紙　広報「そうか」市政情報



　各手当の受給資格認定を受けている人に現況届を送付します。必
要事項を記入し各問い合わせ先へ提出を（土・日曜日、祝日を除
く）。各手当は、本人またはその配偶者もしくは扶養義務者に一定
額以上の所得（下表）がある場合、8月から翌年7月まで支給停止し
ます。
○特別障害者手当
■対 象 者　障がいにより日常生活で常時特別の介護を必要とする
20歳以上の人
■手当月額　2万6940円
■支給要件　①施設に入所していない。②継続して3か月を超えて
病院等に入院していない。③所得制限基準額を超えていない。
○障害児福祉手当
■対 象 者　障がいにより日
常生活で常時の介護を必要と
する20歳未満の人
■手当月額　1万4650円
■支給要件　①施設に入所し
ていない。②障がいを支給事
由とする年金を受給していな
い。③所得制限基準額を超え
ていない。

　市議会6月定例会で議会の同意を得て、次の14人に決定しました。
任期は平成30年9月1日～同33年8月31日。

①介護保険推進委員会委員
　介護保険事業について意見を述べ、検討する委員
■対　　象　市内在住の40歳以上（11月1日現在）の市の介護保険

被保険者で、他の審議会等の委員になっていない人
■募集人数・任期　2人・11月1日～平成33年10月31日
■報　　酬　会議1回につき7000円
■小論文テーマ　「草加市の介護保険について」
■公開抽選　9月7日㈮午前10時から市役所西棟第1会議室で
②地域包括支援センター等運営協議会委員（再募集）
　草加市地域包括支援センターの運営や地域密着型サービスに関す
ること等に意見を述べ、検討する委員
■対　　象　市内在住の40歳以上（2月24日現在）で、市の他の審

議会等の委員になっていない人
■募集人数・任期　男性1人・委嘱日から平成33年2月23日
■報　　酬　会議1回につき7000円
■小論文テーマ　「地域における高年者に必要なことについて」
■公開抽選　9月7日㈮午前11時から市役所西棟第1会議室で
ლ8月31日㈮までに市役所情報コーナー・サービスセンター等で配
布する応募用紙（市販のA4用紙でも可）に審議会の名称・氏名
（ふりがな）・住所・性別・生年月日・年齢・電話番号・ファクス
番号・公開抽選日の出欠・現在の職業・主な職歴・地域活動等の経
験・小論文（600～800字）を記入し〒340-8550長寿支援課へ。ファ
クス、メールも可。

　外見上は健康に見えても、疲れやすく、同じ姿勢を保つことが困
難な人や災害時などに自分で安全に移動することが困難な人もいま
す。ヘルプマークを付けている人を見かけたら、優先席の利用、駅
などでの声かけ、災害時の避難支援など配慮をお願いします。
■対象者　義足や人工関節を使用、内部障がい、妊娠初期など外見
では健康に見えても援助や配慮を必要としている人
■ヘルプマークの配布　障がい福祉課、子育て支援センターで配布。
1人1個
■ヘルプカード　災害時や日常生活で困
ったときに提示し支援を求めます。緊急
連絡先や障がい、病気の特徴、飲んでい
る薬、アレルギー、かかりつけ医、配慮
してほしいことを書き込めます。

■テーマ　「暴力もしくは暴力団の排除」。形式は5・7・5が基本
で字あまり、字足らずでも可
■部門、資格　①中学・高校生の部…市内在住または在学の中学・
高校生対象　②一般の部…15歳以上の市内在住または在勤者（中学
・高校生は除く）※1人1点に限ります。
■賞・賞品　【最優秀賞】①1点・図書カード5000円、②1点・商
品券1万円　【優秀賞】①8点・図書カード3000円、②2点・商品券
5000円　【入選】①数点・図書カード2000円、②数点・商品券
2000円
ლ8月31日㈮（必着）までにはがきに作品、住所、氏名、年齢、職
業または学校名・学年、連絡先を明記し、〒340-8550くらし安全課
内草加市暴力排除推進協議会「なくそう暴力」標語コンクール係へ。
ファクス・メールも可。

■農業委員会委員（敬称略）

0人
1人
2人
3人
4人

360万4000円
398万4000円
436万4000円
474万4000円
512万4000円

628万7000円
653万6000円
674万9000円
696万2000円
717万5000円

扶養親族
等の人数

支給停止になる所得額
本人 扶養義務者

■所得制限限度額の一例（平成30年度）

※所得とは諸控除後の額。
※扶養義務者とは、障がい者本人と生計を同じくする障が
い者本人の直系血族、兄弟姉妹。
※特別障害者手当の本人にかかる所得は、非課税の年金
等も所得に含む。 

　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週間前までに各担当事務局へ連絡を。

■地域公共交通会議＜交通対策課☎922-16855922-1030＞
　…8月27日㈪午前10時～　高砂コミセン集会室で
■男女共同参画審議会＜人権共生課☎922-08255927-4955＞
　…8月27日㈪午後2時～　市役所西棟契約課会議室で
■公契約審議会＜契約課☎922-11295922-3091＞
　…8月31日㈮午後2時～　市役所西棟契約課会議室で

審議会等の
開催日程

問障がい福祉課☎922-14365922-1153

ヘルプマーク・ヘルプカードを
ご存じですか？

問長寿支援課☎922-13425922-3279
　 chojushien＠city.soka.saitama.jp　 

介護保険推進委員会
地域包括支援センター等運営協議会

農業委員会委員が決定

■対象物件　建築基準法等の法令に適合する（増改築等で建設時と
建築確認が異なる場合は不適合の可能性あり）市内の住宅や土地
■対 象 者　次のすべてを満たす人。①市内に居住または居住する
予定がある。②20歳以上65歳以下。③同一勤務先に2年以上勤務し
ている。自営の場合は同一事業で3年以上の収入がある。④市税等
の滞納がない。⑤申込者名義で所有権登記できる。
　この他に中央労働金庫が定める融資基準があります。融資基準等
の詳細は市ホームページで確認を。
ლ市役所情報コーナー、都市計画課、各サービスセンター等で配布
する申込書（市ホームページからも入手可）に記入し、都市計画課
へ。

購入資金を融資

石関　博幸（手代町）
篠宮　健次郎（青柳）
鈴木　裕介（新里町）
髙野　重孝（小山）
鳥海　勝次（新栄）

豊田　林一（柿木町）
中村　隆（八幡町）
蓮沼　泰文（両新田西町）
羽鳥　三智子（吉町）
舩渡　政道（氷川町）

横山　勲（金明町）
横山　伸夫（金明町）
渡邊　明男（谷塚町）
土佐　一仁（青柳）

委員
募集

○特別障害者手当
○障害児福祉手当

8月10日㈮～9月11日㈫に
現況届の提出を

問くらし安全課☎922-36075922-1030
　kurashianzen@city.soka.saitama.jp

「なくそう暴力」標語を募集
暴力のない明るい生活を

問特別障害者手当　障がい福祉課☎922-14365922-1153
　障害児福祉手当　子育て支援課☎922-14835922-3274

新築、増改築、
土地・住宅問都市計画課☎922-18965922-3145

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③2018年8月5日号市政情報



　市役所の窓口や各種手続きなどの行政情報を掲載し
た「市民便利帳」を作成しています。作成は官民協働
事業で行い、市が行政情報を提供し、㈱サイネックス
が広告の募集、冊子の編集、配布業務を行います。平
成31年1月、市内全戸配布予定です。掲載する広告を
募るため、同社が市内の商店や事業所を訪問します。
広告掲載の申し込みは同社（☎048-643-71205048-643-
7123s-saitama@scinex.co.jp）へ。

「市民便利帳」の広告主を募集
問広報課☎922-05495922-3041

　平成24年4/2～同25年4/1生まれ対象。
会場は入学予定の小学校。日程は表の
とおり。対象者には10月上旬に通知を
郵送します。10/12㊎までに通知が届
かない場合は連絡を。外国籍の対象者
は子どもの在留カードまたは特別永住
者証明書を健診日の前日までに学務課
へ持参してください。子どもの発達に
心配がある保護者は教育支援室（☎93
3-7591）へ相談を。問学務課☎922-268
55928-1178

　日本脳炎の予防接種は、平成17～21
年度の勧奨差し控えにより接種機会を
逃した人を対象に接種機会が設けられ
ています。1期3回・2期1回の計4回の
接種が必要です。平成10年4/2～同19
年4/1生まれの人は、20歳になる前日
までに1･2期を公費で接種できます。
平成19年4/2～同21年10/1生まれの人
は、9～13歳の誕生日前日までに2期と
1期の不足分を公費で接種できます
（期間外での接種は自費となります）。
母子健康手帳を確認し、接種が不十分
な人は早めに接種しましょう。問保健
センター☎922-02005922-1516

　平成31年4月に開校する県内初の夜
間中学（川口市）の入学説明会が行わ
れます。当日直接会場へ。対象は16歳
以上で、①小・中学校を卒業していな
い人、②中学校を卒業している人のう
ち学びなおしを希望する人、③原則と
して在留資格のある外国籍の人。日程
は8/7㊋18時30分～…川口リリア、
9/15㊏10時～…越谷サンシティホール、
10/13㊏10時～…ウェスタ川越。問学
務課☎922-26745928-1178

　ワークショップ等で来場者へ活動の
お知らせができます（禁止条件あり）。
10/12㊎、11/9㊎、12/14㊎。9時～12
時。会場は子育て支援センター。市内
で活動している子ども・子育て支援団
体・個人対象。子育て応援隊登録が条
件。募集は各回1組（コラボでの参加
可。応募多数の場合は抽選）。ლ8/20
㊊までに同センター、プチみっけ、ぼ
っくるんにある応募用紙を同センター
へ。☎941-67915941-6828

　8/21㊋～9/20㊍。対象は稲荷、弁天、
栄町、花栗、草加。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

①楽しく歌おう　9/3・10、10/1･15、
11/5・26の㊊と12/1㊏（発表会）・3
㊊10時～12時。全8回。定員40人
②であいの森かけはしサロン　9/12㊌
13時～15時。講話・体操・茶話会など。
口腔ケアについての講話。定員20人
③水彩画を楽しく描こう　9/13・27、
10/11・25、11/8・22の㊍13時～15時
30分。全6回。定員10人。筆拭き持参。
初回のみ材料費1000円
④折り紙を楽しもう　9/26㊌10時～12
時。定員20人。材料費100円。のり・
はさみ持参
ლ①は8/9㊍、②は8/6㊊、③は8/10㊎、
④は8/8㊌の10時から電話でであいの
森へ。☎936-27915936-2792

　防衛省では、①一般曹候補生②自衛
官候補生を募集します。18歳以上から
27歳未満対象。受付期間は①9/7㊎ま
で、②は年間を通じて受け付け。問自
衛隊朝霞地域事務所☎048-466-4435

　2020年東京オリンピックの聖火リレ
ーの県内ルート案を検討・選定するた
め8/12㊐まで県ホームページでアンケ
ートを実施中。国指定名称「おくのほ
そ道の風景地 草加松原」や世界に誇
る「草加せんべい」のある草加市に聖
火リレーが通るようアンケートにご協
力ください。問スポーツ振興課☎922-
28615922-3172　

　18歳以下で保護者が交通事故で死亡
または重い障がいを負い、平成29年
4/1以降に交通遺児となった人を対象
に援護金を給付します。子ども1人に
つき10万円。要件等は問い合わせを。
ლ交通対策課や学校で配布する申請書
類に記入し、8/31㊎（11月支給）また
は平成31年2/28㊍（同31年5月支給）
までにみずほ信託銀行浦和支店へ。問
県防犯・交通安全課☎048-830-2958

　中小企業者等が市から認定を受けた
先端設備等導入計画に基づき平成32年
度末までに一定の設備を新規取得した
場合、その固定資産税の課税標準が3
年間ゼロに軽減されます。問産業振興
課☎922-34775922-3406

　8/20㊊10時～11時30分。会場は市役
所西棟第1・2会議室。「子どもたちの
放課後等の過ごし方について」。傍聴
希望者は当日9時45分までに直接会場
へ。定員10人（応募多数の場合は抽
選）。問総合政策課☎922-07495927-
4955

　9/22㊏までの9時～20時（休館日あ
り）。高校生・予備校生対象。図書館
入口で生徒証等を提示してください。
問獨協大学図書館☎946-1806

　市内の公園等では安全上の理由から、
市が許可した町会等以外の火気の使用
を禁止しています。なお、そうか公園
キャンプ場では半日利用1000円でバー
ベキューが楽しめます。利用日の1週
間前までにそうか公園（☎931-9833）
へ。問みどり公園課☎922-19735922-
3145

10/23㊋

10/24㊌

10/25㊍

10/26㊎

10/30㊋

11/1㊍

11/2㊎

11/6㊋

草加・瀬崎・稲荷・長栄・松原

高砂・氷川

八幡・小山

川柳・清門

新田・谷塚・西町・新里・花栗南

両新田

栄・新栄

八幡北・青柳

日程 小学校名

　認定を受け平成24年度に工事完了し
た長期優良住宅から無作為に抽出した
住宅を対象に8月下旬までに維持保全
状況に関する調査を実施します。なお、
調査書が届かない場合は報告の必要は
ありません。詳細は市ホームページで
確認を。問建築指導課922-19495922-
3148

　草加市くらしの会が廃食油を再利用
して手作りした石けんです（同会解散
のため最後の配布になります）。8/23
㊍…市役所第2庁舎2階エレベーター横、
28㊋…勤労福祉会館。いずれも10時～
12時（なくなり次第終了）。28㊋は古
着・古布回収も実施します（回収でき
ないものもありますので確認を）。問
くらし安全課☎941-61115941-6157

　場所は瀬崎小・清門小・西町小・新
田小・八幡小。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。
活動時間は、瀬崎小は㊊、清門小は㊋、
西町小は㊌、新田小は㊍、八幡小は㊎
のいずれも14時～17時30分。問子ども
育成課☎922-10645922-3274
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草加市総合教育会議

獨協大学図書館を高校生に開放

日本脳炎の予防接種を受けましょう

夜間中学の入学説明会 子ども・子育て活動をPRしませんか

であいの森講座

水道メーターの取り替え

自衛官を募集

交通遺児等に援護金を支給

平成31年4月小学校入学予定児の
健康診断

中小企業・農業者の設備投資を支援
「生産性向上特別措置法」

公園等での花火やバーベキューは
禁止です

聖火リレー埼玉県内ルート選定
県民アンケート

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

一時的に暑さをしのげる「クールオアシスそうか」のご利用を!

▶市県民税（普通徴収）　第2期
▶国民健康保険税（普通徴収）　第3期
▶後期高齢者医療保険料（普通徴収）　第2期

8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8/31㊎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

▶介護保険料（普通徴収）　第3期
8/31㊎までに最寄りの市指定金融機関で納めてください（コンビニ納付はできません） 納税は便利な口座振替で

・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

認定長期優良住宅の維持保全状況等の
調査にご協力を

汚れがよく落ちる！
手作り石けんを無料配布します

放課後子ども教室児童サポーター募集

平成30年の市内交通事故状況（前年比）7月20日現在　人身事故476件（－60）　死者2人（－5）

④ 2018年8月5日号 草加人のための情報紙　広報「そうか」情報コーナー「すとりーと」



母
子
保
健

成
人
保
健

みんなの健康 問保健センター 〒340ｰ0016  中央1ｰ5ｰ22 ※会場の記載がないものは保健センター
※費用の掲載のないものは無料
※成人保健の年齢は平成31年3/31現在☎922‒0200   5922‒1516

名称（会場） 対象と定員 申し込み・持ち物など内容と費用実施日 時間

8/29㊌

8/31㊎

【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

9/4㊋

9/18㊋

平成29年2/1～15生まれ

平成29年2/16～28生まれ

対象者に8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）

12/3㊊・9㊐・12㊌

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）。
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 8月下旬～9月中旬 平成30年7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7月末に診査票等を送付済み。届かない人は連絡を
8/6㊊

8/28㊋

平成27年5/1～15生まれ

平成27年5/16～31生まれ

マタニティクラス
両親学級 9/9㊐・12㊌

平成30年11月～同31年1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 9/19㊌ 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 8/8㊌
【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

11/7㊌・15㊍、
12/6㊍・19㊌・20㊍

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

　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先着
順。問長寿支援課☎922-12815922-32
79
■草加キングス・ガーデン　8/11㊗14
時～16時。テーマ「介護相談はどこに
するの？」。参加費100円
■デイサービスセンター草加　8/11㊗
14時～16時。健康体操について。参加
費100円
■ホッと！さわやか　8/18㊏13時30分
～15時30分。介護予防朗読会。定員20
人。参加費100円
■埼友草加病院　8/18㊏14時～16時。
テーマ「福祉用具のいろいろ」。定員
100人。参加費200円
■ボンセジュール草加　8/25㊏13時30

分～15時30分。脱水についての講話と
脳トレゲームなど。定員40人。参加費
100円。上履き・ビニール袋持参■平和パネル展～原爆と人間～　8/13

㊊まで谷塚文化センター、8/17㊎～22
㊌新里文化センター、8/31㊎～9/6㊍
中央公民館・川柳文化センター。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。
市民の皆さんと作った折り鶴オブジェ
「平和への羽ばたき」も展示します。
■原爆死没者・戦没者の慰霊並びに平
和祈念の黙とうを　広島原爆被爆の日
（8/6㊊8時15分）、長崎原爆被爆の日
（8/9㊍11時2分）、終戦記念日（8/15
㊌12時）は家庭や職場などで黙とうを
捧げましょう。
問人権共生課☎922-08255927-4955

　8/9、9/13、10/11、11/8の㊍19時～
21時。会場は市民体育館。障がいのあ
る小学生以上とその保護者・支援者対
象。定員各40人。参加費1回100円。室
内履き持参。ლ各前日までに電話で市
民体育館へ。☎5936-6239

　8/10㊎15時30分～（中止の場合あ
り）。会場はアコス北館前。雨水やお
風呂の残り湯などを使い天然のエアコ

ンを体感。粗品あり（なくなり次第終
了）。水を入れたペットボトル持参。
草加環境推進協議会、草加マルイと
の共催。問環境課☎922-15195922-
1030

　介護者のつどいはいずれも介護の情
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。
■介護者のつどい　8/11㊗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　8/14㊋13時15分～
14時45分。会場は草加市文化会館。問
松原・草加東部（包）☎932-67755932
-6779
■介護者のつどい　8/15㊌13時15分～
14時30分。会場は勤労福祉会館。問新
田（包）☎946-05205946-0523
■いきいき健康体操　8/20㊊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。
ლ8/6㊊から谷塚西部（包）へ。☎929-
00145929-5222
■介護者のつどい　8/20㊊18時30分～
20時。会場はふれあいの里。問安行
（包）☎921-21215928-8989
■介護予防教室　8/23㊍13時15分～14

時30分。会場は勤労福祉会館。体操・
脳トレ・音楽を通じた介護予防。65歳
以上対象。定員40人。ლ8/6㊊から新
田（包）へ。☎946-05205946-0523
■はつらつバルーン体操　8/28㊋13時
30分～14時30分。会場は八幡コミセン。
ボールを使用した介護予防運動と体操。
65歳以上で軽い運動のできる人対象。
定員30人。ლ8/6㊊から川柳・新田東
部（包）へ。☎932-70075931-0993

　8/18㊏11時～16時。会場は物産・観
光情報センター。動物アクセサリーや
石付き三つ編みブレスレットなど。1
回500円。問物産・観光情報センター
☎921-18005921-1811

　8/21㊋8時50分獨協大学雄
飛ホール集合、12時解散。小学生以上
対象。定員60人。双眼鏡持参。獨協大
学・草加環境推進協議会との共催。ლ

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

　9/15㊏13時30分～15時30分。会場は
中央図書館。俳優の佐々木梅治さんに
よる講演と広島に派遣された平和大使
の中学生による感想文の朗読。定員70
人。平和ネットワークとの共催。ლ

8/17㊎までに往復はがきに氏名・住所
・電話番号・手話通訳希望の有無を記
入し、〒340-8550人権共生課へ。はが
き1枚につき2人まで。応募多数の場合
は抽選。☎922-08255927-4955

平和を祈念して

オレンジカフェ（認知症カフェ）

秋のボッチャ体験会

クールダウンそうか
－みんなで打ち水大作戦－

草加革職人会　レザークラフト体験

生きもの調査会

平和の日講演会　
～芝居一人語り「父と暮せば」～

地域包括支援センター (包)
介護者のつどい

8月の「なくそう暴力」標語　勇気持ち　暴力とめる　その気持ち

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8月5日号
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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

　8/25㊏10時～15時30分。会場は久喜
総合文化会館。人権講演会ほか。問県
人権推進課☎048-830-22555048-830-4
718

　9/1㊏9時～18時。会場は草加消防署。
心肺蘇生法・AEDの使用法・異物除
去法ほか。市内または八潮市在住・在
勤の中学生以上対象。定員20人。応募
多数の場合は抽選。昼食持参。ლ8/24
㊎までに草加消防署へ。☎924-21145
924-0965

　統合失調症と診断を受けている人の
家族が対応に困惑し、悩みを抱えるこ
とが多くなっています。精神症状の安
定には、家族の疾病に対する理解と適
切な対応が必要です。精神疾患や本人
との関わり方を理解するための教室を
開催します。9/3㊊・11㊋・18㊋・25
㊋14時～16時。全4回。会場は草加市
文化会館。統合失調症患者の家族対象。
定員30人。ლ8/31㊎までに地域活動支
援センターふらっと草加へ。☎929-80
815929-8082

　9/24㊡8時45分～。会場はそうか公
園。1人2種目（リレーを除く）まで。
種目は下表のとおり。参加費1人300円
（小学生は200円）、リレー1チーム
400円。ლ9/7㊎までに申込用紙を記念
体育館へ。☎922-11515922-1513

■ソフトバレーボール交流大会　9/9
㊐9時30分～。会場は記念体育館。年
齢・性別に応じた種目あり。参加費1
チーム3000円
■剣道大会　9/16㊐9時30分～。会場
は記念体育館。種目個人・団体とも小
学生から一般まで学年・性別に応じた

陸上競技選手権大会

　受講生を募集します。下表の講座な
ど64講座を10月から開講します。詳細
は生涯学習課・公民館・中央図書館・
歴史民俗資料館ほかで配布するパンフ
レットで確認するか、獨協大学へ資料
請求を。会場は獨協大。問同大学エク
ステンションセンター☎946-1678

　①8/22㊌のび～すく青柳②8/27㊊の
び～すく旭町。いずれも10時30分～11
時30分。生後2～9か月の乳児と保護者
対象。定員各15組。参加費乳児一人に
つき100円。バスタオル持参。ლ8/6㊊
から電話で各のび～すくへ。①青柳☎
5931-0118②旭町☎5942-7141

　8/25㊏13時～16時30分。会場は県民
健康センター。県内の小学生～高校生
15人が出場。問県青少年課☎048-830- 
2357

　記念体育館、市民温水プ
ール、市民体育館、そうか公園、高砂
コミセンで行われる30コースの参加者
を募集します。詳細は草加市体育協会
ホームページ（QRコード）で確認を。
ლ8/20㊊（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。同協会のホームページか
らも応募可。応募多数の場合は抽選。
☎928-63615922-1513

獨協大学オープンカレッジ秋期講座

青少年の主張大会

　9/1㊏13時～15時。会場は市民体育
館。小学4年～中学生対象。定員15人。
室内履き・ラケット持参。ლ8/20㊊ま
でに電話で市民体育館へ。☎5936-62 
39

　8/11㊗・12㊐は、電気設備点検・館
内消毒のため臨時休館します。問であ
いの森☎936-27915936-2792

　子どもたちと遊べる健康な65歳以下
対象。勤務は、長期休暇期間は8時～
19時のうち4～6時間、学校のある平日
は14時～18時（19時の場合もあり）。
場所は各児童クラブ。問草加市社会福
祉協議会☎924-87225924-8723

■包括的支援事業を実施する地域包括
支援センター職員（保健師、看護師、
社会福祉士、主任介護支援専門員）　
看護師については地域ケア・地域保健
等に関する経験があり、かつ高年者に
関する公衆衛生業務経験を1年以上有
する人対象。
問谷塚・瀬崎（包）☎929-36135933-93
80　川柳・新田東部（包）932-700759
31-0993

バウンドテニスジュニア講習会

であいの森　臨時休館のお知らせ

9月からのスポーツ教室

市民体育祭

草加市華道展作品募集

人権啓発フェスティバル
ヒューマンフェスタin久喜

新里平成塾　
押し花の絵はがき作り体験会

HAPPY BODY大作戦！
～今の自分に『Plus』～

親子のひろば
赤ちゃんマッサージ体験会

　8/21～9/11の㊋10時～12時。全4回。
会場は勤労福祉会館。定員40人。転倒
や認知症の予防のための新聞紙を利用
したいつでもどこでも音楽に合わせて
楽しくできるオリジナル体操。ლスポ
ーツ振興課へ。☎922-28615922-3172

　音楽や軽運動を取り入れた認知症予
防教室。9/4～11/20の㊋9時15分～10
時45分…八幡コミセン。9/7～11/16の
㊎・11/22㊍9時15分～10時45分…瀬崎
コミセン。いずれも全12回。物忘れ等
認知症の症状が心配で軽運動が可能な
65歳以上対象。定員各30人（年度内初
参加者優先）。室内履き持参。ლ8/6
㊊～20㊊に電話で長寿支援課へ。☎
922-28625922-3279

いつまでも元気に過ごすための高年者
マッサージ・ストレッチ体操教室

草加市社会福祉協議会
放課後児童クラブ臨時支援員

地域包括支援センター

ドレミ♪でスッキリ教室

　ゆったりとからだを伸ばすストレッ
チを中心とした体操。楽しみながら筋
力アップ。いずれも全10回、定員40人、
65歳以上対象。初参加者優先。動きや

草加･越谷･八潮･三郷･
吉川･松伏市町民対象
婚活まんまるバスツアー
参加者募集

　10/6㊏9時30分（男性）・10時（女
性）草加市文化会館集合、17時30分新
越谷駅解散。24～42歳の独身者対象。
定員男女各20人。応募多数の場合は抽
選（9/12㊌までに連絡）。立食パーテ
ィー（昼食）、クッキーデコレーショ
ン体験ほか。参加費5000円（9/26㊌以
降のキャンセルは参加費負担）。ლ

8/31㊎までにツアー委託業者㈱エクシ
オジャパン（☎050-5531-9451）へ。同
社ホームページ（QRコード）からも
可。問県東南部都市連絡調整会議事
務局（越谷市政策課）☎963-9112

子ども・親子向け

　10/6㊏･7㊐にアコスホー
ルで展示する一般参加部門作品を募集
します。市内在住、在学、在勤者対象。
作品は90×90㎝以内で展示できるもの。
生けこみは10/5㊎15時～21時にアコス
ホールで。出展料は2000円（高校生以
下は無料）。花材費は自己負担。定員
20人（応募多数の場合は抽選）。ლ9/
3㊊までにはがきに住所・氏名・電話
番号・所属団体を記載し、〒340-8550
文化観光課へ。ファクス・メール（QR
コード）でも可。☎922-29685922-34
06

すい服装で。室内履き持参。
■勤労福祉会館コース　9/4～11/13 
（9/25を除く）の㊋13時～15時
■柿木公民館コース　9/4～11/6の㊋9
時～11時
■高砂コミセンコース　9/3～11/26
（9/17・24、10/8を除く）の㊊9時～
11時
ლ8/6㊊～15㊌に保健センターへ。☎
922-02005922-1516

一本棒・バッテン棒体操教室

上級救命講習

家族のための心の病を知る講習会

　8/28㊋、9/7㊎10時～12時。会場は
新里小。定員各15人。材料費500円。
ლ生涯学習課へ。☎922-28195922-34 
98

　9/19㊌10時～12時、9/26㊌・10/3㊌
10時～11時30分、10/17㊌10時～13時。
全4回。会場は保健センター。女性の
ための日常生活の中でできる肩こり・
腰痛や姿勢改善のエクササイズ、料理
ほか。40～64歳の女性対象。定員35人。
材料費500円（料理）。運動靴持参。
ლ8/6㊊から保健センターへ。☎922-0 
2005922-1516

　9/6～10/25（10/11を除く）の㊍と
10月中の指定日から1日選択。いずれ
も13時30分～15時15分（午前実施日も
あり）。全8回。会場は保健センター。
栄養バランスの講話、調理実習、運動
実習、セルフマッサージの講習ほか。
定員15人。参加費1700円。ლ8/6㊊か
ら保健センターへ。☎922-02005922-
1516

おとなのための食育講座
ヘルスメイト養成講座

種目あり。参加費1人1種目1000円
■卓球大会　中学生ダブルス戦　9/22
㊏9時～。会場は市民体育館。リーグ
戦後、順位別決勝トーナメント
■グラウンド・ゴルフ大会　10/6㊏8
時30分～。会場はそうか公園。参加費
１人700円
ლソフトバレーボールは8/19㊐まで、
卓球は8/24㊎まで、グラウンド・ゴル
フは8/31㊎までに電話で。剣道は8/13
㊊までに申込用紙を記入し草加市体育
協会へ。☎928-63615922-1513 

講座の一例

ニュートンの生涯と思想

健康太極拳　気功篇

暮らしに役立つ心理学

古代ギリシア遺跡の旅

知って得する病気と
健康の話

薬も毒も使いよう

仏像の力

日本人の死生観

Newsで学ぶ時事英語

川柳を楽しむ

対象 種目

小学3・4年男女

小学5・6年男女

中学男子

中学女子

壮年女子

60才以上男

60才以上女

中学生以上
共通男女

50m

100m、1000m、
4×100mリレー

100m、200m、800m、
100mハードル、4×100mリレー、
走幅跳、走高跳、砲丸投

100m、5000m、走幅跳、
走高跳、砲丸投

50m、5000m、走幅跳、
走高跳、砲丸投

100m、5000m、砲丸投

50m、5000m、砲丸投

ジャベリックスロー

100m、400m、1500m、
110mハードル、4×100mリレー、
走幅跳、走高跳、砲丸投

高校・一般男女・
壮年男子



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8月5日号

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

■市制60周年記念　夏期巡回ラジオ体
操・みんなの体操会　8/23㊍5時50分
集合　会場は越谷市民球場（雨天時は
総合体育館東側）　問広報広聴課☎96 
3-9117

■第40回企画展「村人たちの『御一
新』-幕末・維新の八潮地域-」　9/24
㊡まで　会場は八潮市立資料館　問同

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　8/6㊊・31㊎9
時～11時　8/20㊊11時～13時　瀬崎コ
ミセン集会室で　初回無料　2回目以
降300円　問下田☎090-5477-3719
■歴史学講座「創世」アズミ族の正体
－奴国［福岡県阿曇］安曇［長野県］－
　8/6㊊13時30分～16時30分　草加市
文化会館で　問小嶋☎090-1261-7366
■スポーツ吹矢体験　8/7～28の㊋15
時～17時　新田西文化センターで　初
心者歓迎　マウスピース代200円　問
植木☎090-2253-8475
■S&Yフリー社交ダンス練習会　8/8
㊌13時15分～14時15分　勤労青少年ホ
ームで　参加費400円　元競技選手が
お相手します　問八木原☎080-1078-36 
02
■食べて応援！東北復興支援　8/9㊍
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　8/11㊗・18㊏
9時～11時　柿木公民館で　初心者歓
迎　用具は不要です　参加費無料　問

山下☎931-7681
■スポーツ吹矢体験会　8/12㊐・17㊎
・21㊋9時～11時　8/24㊎17時～19時
　8/29㊌11時～13時　中央公民館で　
初回無料　2回目以降300円　問田岡☎
090-4335-7987
■ふれあいダンスパーティー　8/12㊐
13時30分～16時30分　中央公民館で　
参加費500円　問佐藤☎090-8036-8059
■油絵彩の会展　8/16㊍～20㊊10時～
18時（16㊍は13時から、20㊊は15時ま
で）　アコスギャラリー大で　風景画
静物画約30点展示　問多賀☎925-3107
■介護者の集い「オアシス」　8/18㊏10
時～12時　中央公民館で　9/4㊋13時
30分～15時30分　氷川平成塾で　個別
相談お受けします　問山田☎928-5332
■合気道無料体験会　8/18㊏11時～12
時（小学生）・12時～13時（中学生以
上）　中央公民館で　駐車場有　ლ合
気研究所佐久間☎050-7114-0709
■スポーツ吹矢体験　8/18・25の㊏13
時～15時　八幡コミセンで　全2回　
参加費200円　ლ山田☎944-8837
■相続の7割は不動産！遺言で安心不
動産相続　8/18㊏13時15分～15時　ア
コス会議室A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
■氷川ダンス倶楽部フリーダンス　
8/19㊐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
■女性の人権学習会「憲法から『慰安
婦』問題を考える」　8/25㊏14時～16
時30分　草加市文化会館で　講師：吉
川春子さん（元参議院議員）　20㊊～
　パネル展　問山内☎080-6517-2396
■不登校相談会　8/29㊌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

草加市体育協会臨時職員募集

交通指導員

廃棄物資源課　臨時職員

■公募展宥海といいとも絵画展　9/1
㊏～7㊎10時～18時（1㊏は13時から、
7㊎は17時まで）　アコスギャラリー
大で　入場無料　問川上☎080-2342-39 
61
■遺言書の書き方と終活を学ぼう　
9/1㊏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
■八幡ダンスサークルフリーダンス　
9/2㊐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
■障害年金・成年後見無料相談会　
9/2㊐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
■第3回「エンタメ朗読発表会」　9/2
㊐17時45分～　草加市文化会館レセプ
ションルームで　9歳以上対象　定員
60人　入場無料　名作、落語、詩等　
問草加朗読の会倉林☎931-7952
■健康らくらく講座「知って安心上手
に活用・成年後見制度」　9/5㊌10時
～12時　谷塚文化センターで　定員50
人　無料　ლみんなのまち草の根ネッ
トの会青柳☎5929-2502
■草加市内のガイドボランティア養成
講座　9/6・20、10/4・11、11/1・22
の㊍10時～　中央公民館で　定員20人
　無料　 ლ草加宿案内人の会田口☎5
927-2147
■市民バドミントン大会　9/30㊐9時
～　記念体育館で　男女ダブルス戦　
参加費一般1500円、高校生800円、小
中学生500円　ლ9/13㊍までに〒340- 
0012神明2-2-45矢島☎5925-4981
■リクエスト募集！　11月開催の草加
市民吹奏楽団の演奏会で聴きたいアニ
メ曲とコメントをお寄せ下さい　詳細
は公民館のチラシまたはHP　締め切
り8月末日　問平塚☎090-1607-8917

　場所は市民体育館。勤務は週3～4日
（㊏・㊐、㊗を含む週20時間以内）17
時～21時15分。時給913円。受付・管
理運営業務など。18～65歳（高校生不
可）対象。ლ申込書を草加市体育協会
へ持参。☎928-63615922-1513

　通学路での児童の交通安全指導（7時
30分～8時30分）や交通安全教室での指
導。勤務は9/3㊊から。場所は谷塚・
西町・栄・八幡北・両新田小学校区。
市内在住の20～65歳程度、心身ともに
健康で交通安全に理解と関心のある人
対象。募集は各学区1人。制服・装備
品を貸与。報酬は登校時の交通安全指
導が日額1500円、交通安全教室での指
導等が時給1000円。ლ8/6㊊～24㊎に
〒340-8550交通対策課へ電話連絡の上、
履歴書を送付。☎922-16415922-1030

　勤務は9月から。勤務時間は㊊～㊎
の8時30分～17時。場所は環境業務セ
ンター。粗大ごみの収集業務ほか。62
歳以下の人対象。募集は2人。時給955
円。面接は8/20㊊に実施。ლ8/15㊌
（必着）までに履歴書を〒340-8550職
員課へ。☎922-09835922-3098

館☎997-6666

■2018みさとサマーフェスティバル
花火大会　8/25㊏19時～20時30分（雨
天時は8/26㊐）　会場は江戸川運動公
園　問同市商工会青年部☎952-1231

■ワンダーフェスティバル　8/26㊐10
時～15時　会場は児童館ワンダーラン
ド　問同館☎981-6811

■錦織健　テノール・リサイタル　9/ 
15㊏14時開演　出演は錦織健、多田聡
子　会場は田園ホール・エローラ　料
金4000円、高校生以下2000円（全席指
定）　問同ホール☎992-1001

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

■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

8/12㊐ 東京管工機材㈱草加支店　住吉1-14-20　  　　☎927-0041
8/18㊏ ㈲東洋開発　            両新田西町246　　☎928-5520
8/19㊐ 萬設備　                 長栄1-779-1-105　 ☎942-1200

8/ 4㊏ ㈲東洋開発　　　 両新田西町246　☎928-5520
8/ 5㊐ ㈲井戸浅水道工事店　八幡町802　　　☎931-3330
8/11㊗ ㈲やまと水道　     氷川町429-4    ☎927-8519

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

8/  5㊐

8/11㊗

8/12㊐

8/19㊐

内科
外科
内科
外科
歯科
内科
外科
内科
外科

虎溪医院
山崎クリニック
内藤クリニック
草加松原整形外科医院
並木歯科医院
草加循環器クリニック
メディクス草加クリニック
メディカルハブクリニック
鳳永病院

青柳6-22-1
中央2-4-11
住吉1-2-28
松江2-3-50
瀬崎2-4-1
氷川町2131-6
氷川町2149-3
金明町516-1-1
谷塚2-12-15

☎931-3700
☎924-1375
☎922-6011
☎935-4838
☎928-6800
☎927-4811
☎920-6161
☎943-8292
☎924-2631

　月　日　 診療科 当番医名 住　所 電話番号



　姉妹都市福島県昭和村の美味しいお
米や新鮮な野菜を販売します。
■日　　時　8月19日㈰午前10時

30分～午後4時（売
り切れ次第終了）

■場　　所　物産・観光情報セン
ター

■販売品目　採れたての新鮮野菜、山菜加工
品、乾物類など

　ご当地マンホール蓋の写真や由来
などが記載された全418種のGKPマ
ンホールカードに、草加市制60周年
を記念して制作したパリポリくんの
デザインマンホール蓋が仲間入り。
簡単なアンケートに答えると1人1枚
もらえます。予約や郵送は不可。
■配布場所　草加宿芭蕉庵（☎ 93
4-9133）　午前10時30分～午後3時
30分（月曜休館）
　実物のマンホール蓋は伝統産業展
示室ぱりっせに展示しています。

　姉妹都市福島県昭和村を訪れ、草加では味わうことのできない自
然体験を通して、村民との交流を深めましょう。民間バスを利用、
添乗員が引率します。
■日　　程　9月22日㈯・23日㈷の1泊2日
■集　　合　22日㈯午前7時30分草加駅
■宿　　泊　昭和温泉しらかば荘
■内　　容　稲刈り体験、自然散策、農作物収穫体験ほか
■定　　員　25人程度
■対　　象　市内在住・在学の人（高校生以下は保護者同伴）
■参 加 費 中学生以上1万2500円（1人部屋利用は2000円追加）、
小学生以下1万100円（宿泊料、交通費、各種体験料、食事代込み。
1日目の昼食は各自持参）
□申8月27日㈪（必着）までに往復はがきに参加希望者全員の住所、
氏名、年齢、電話番号を記入し〒340-8550文化観光課へ。はがき1
枚で5人まで。重複応募は無効。初参加者優先。定員を超える場合
ははがき単位で抽選し8月31日㈮以降に通知します。決定後の変更
は不可。参加費の支払い方法は旅行業者から当選者に連絡します。

　11月17日㈯にアコスホールで開催する「そうか環境とくらしフェ
ア2018」で展示する作品を募集します。なお、展示にあたり破損汚
損等した場合の責任は負えません。
■リフォーム作品応募資格と作品規定
　市内在住・在勤・在学で当日午後4時に会場で作品を引き取れる
人。複数応募可。
・古着・古布等を再利用した手作り品（バッグ、服、小物入れ
等）。
・約70×140cm以内（壁面展示）、約45×60cm以内（机上展示）。
・展示中不特定多数の来場者が手に取って触れる作品。
■草加の自然と生きもの写真規定
・草加の自然環境を撮影した作品（自然風景、動植物、昆虫等）。
・A4または四つ切りサイズのDPEまたは自家プリント。
・1人3作品まで（応募多数の場合は展示数を制限する場合あり）。
・作品は返却しません。
応募時のお願い　①裏面に作品の上下を表示②十分に乾燥させる③
1作品ずつ応募用紙を添付する。
□申8月6日㈪～10月31日㈬に勤労福祉会館、公民館、文化センター、
コミセン等で配布する応募用紙（市ホームページでも入手可）に記
入し、作品と共に〒340-0053旭町6-13-20勤労福祉会館へ。

　15日、記念体育館でヨネック
スバドミントンチームを講師に
迎えて開催されました。参加し
た小・中学生は、一流選手の技
術を間近で体験し、アドバイス
には真剣な表情で聞き入ってい
ました。今後の練習の励みとな
る貴重な1日となりました。

　15日、高砂コミセンで「東京
五輪音頭-2020-振り付け講座」
を開催し60人が参加。振り付け
をした井手茂太氏が講師を務
め、パラリンピックを意味する
手話を模した動きなど振り付け
の意味の説明もあり、参加者は
熱心に取り組んでいました。

　75歳以上を対象に下表のとおり開催します。町会・自治会で開催
する場合や、お祝い品を配布する地区もあります。対象者には、町
会・自治会の回覧や、掲示板でお知らせします（予定が変更になる
場合あり）。

開催日時 予定会場 地区社協名 該当地域

9月9日㈰午前11時

9月13日㈭午前10時

9月14日㈮午前10時

9月14日㈮午後1時30分

9月15日㈯午前10時

9月17日㈷午前9時30分

9月17日㈷午前10時

9月17日㈷午前10時30分

9月30日㈰午前10時

9月30日㈰午後2時

10月6日㈯午前10時

川柳

草加中央

新田東部

川柳

稲荷

谷塚

瀬崎

新田

松原

安行

谷塚西部

草加西部

草加東部

柿木町

高砂・住吉・神明・中央・吉町・手代町

八幡

弁天・中根

青柳 ・青柳町

稲荷・松江（松江第二町会区域）

谷塚・谷塚町・瀬崎の一部

瀬崎・谷塚の一部

旭町・金明町

清門・新善町・長栄・新栄

松原

花栗・苗塚町・小山・北谷・北谷町・原町

氷川町・西町・草加

栄町・松江（松江第二町会区域を除く）

柿木公民館

中央公民館

八幡コミセン

川柳文化センター

稲荷コミセン

谷塚小

瀬崎コミセン

新田小

栄中

町会・自治会

単位で実施

谷塚仲町・谷塚上町・両新田東町・

両新田西町・遊馬町・新里町・柳島町町会会館等

敬老会
いつもありがとう

問草加市社会福祉協議会☎932-67705932-6779

ブロック単位で実施

マンホールカードの配布開始!マンホールカードの配布開始!

市の人口　平成30年7月1日現在　24万8392人（男12万5955人・女12万2437人）／前月比23人増／世帯数11万5694世帯

7月かどまちごとでき

問下水道課☎922-22865922-3244

プロと一緒に。バドミントンクリニック

踊って盛り上がろう!東京五輪音頭-2020-

8月11日㈷から草加宿芭蕉庵で

展示作品を
募集

秋の実り、稲刈りを楽しもう
～秋の昭和村体験ツアー～

秋の実り、稲刈りを楽しもう
～秋の昭和村体験ツアー～

問文化観光課☎922-29685922-3406

そうか環境とくらしフェア2018
問リフォーム作品…くらし安全課☎941-61115941-6157
　草加の自然と生きもの写真…環境課☎922-15195922-1030

奥会津
昭和村 田舎の野菜便奥会津
昭和村 田舎の野菜便
問文化観光課☎922-29685922-3406

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8月5日号


