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　台風や集中豪雨などにより短時間かつ局所的に発生する雨は、
避難情報を発令することが非常に難しい気象現象です。事前に予
測が出来ず、わずかな時間に避難指示が発令されることもありま
す。日頃から自然災害に備え、速やかに避難できるよう事前の準
備をしておきましょう。

自然災害から自分や家族を守るために 自然災害から自分や家族を守るために 

“日頃の準備”が大切です “日頃の準備”が大切です 

（写真）平成27年（2015）年9月10日　関東・東北豪雨被害の様子
　　　提供：国立研究開発法人　防災科学技術研究所
（写真）平成27年（2015）年9月10日　関東・東北豪雨被害の様子
　　　提供：国立研究開発法人　防災科学技術研究所

積極的な収集で早めの対応 自宅内での安全確保や避難所への移動

▶様々な方法で避難情報を発信します

▶状況により地域を限定し３段階の情報を発表

▶浸水状況に応じた避難行動を選択しましょう

＞市ホームページ
＞草加市あんしんメール（ＱＲコード）

正確な情報収集を 適切な避難行動を

避難準備・
高齢者等避難開始

※要支援者…避難に支援が必要なお年寄りや体の不自由な人

対
象
地
域
の
皆
さ
ん
の
行
動

レベル1

避難勧告

レベル2

避難指示（緊急）

レベル3

災害発生の危険性が高まった時や災害発生時、大切な情
報を自ら入手できるよう普段から確認しておきましょう。

登録をした携帯電話やパソコンに情報を配信。

○屋内の安全な場所へ避難（垂直避難）
浸水している中での移動は危険を伴い
ます。家屋の2階などの高い場所に移
動し、浸水から身を守れる場所へ避難
しましょう。

○安全な場所へ移動（水平避難） 水平避難

垂
直
避
難

開設された避難所へ。浸水の可能性が
低い地域の親戚や知人宅への避難も選
択肢のひとつです。

放送した内容は草加市防災テレホンサービス
（☎922-9911）や市ホームページで確認できます。

＞防災行政無線

データ放送（ｄボタン）で情報を発信します。＞テレビ
【AM594】NHK第1【FM79.5】NACK５

・要支援者(※)など
避難に時間を要す
る人は避難を開始
・それ以外の人は
家族との連絡、非
常用持出品の用意
など避難行動の準
備

・通常の避難行動
ができる人も避難
を開始
・避難所への避難
が危ないと自ら判
断した場合は、屋
内の安全な場所に
避難

・避難中の人は避難
を直ちに完了する
・その他の人も直ち
に避難。その時間が
無い場合は近くの高
い建物の上層階に移
動するなど生命を守
る最低限の行動を

＞ラジオ

▶参加するとこんなことが分かります

避難所や避難経路を事前にチェック

11月18日㈰ 市内小中学校32校・柿木公民館で

訓練に参加しよう

避難所運営市民防災訓練
草加市町会連合会主催。市民が中心となって行う
避難所の開設運営訓練が実施されます。

・避難所の場所や経路
・避難所の仕組み
・避難所に何があるか

ハザードマップを
事前に読んでの参加
がおすすめです！

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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■7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0.09／最小値0.09（市役所前）

　「民生費」や「土木費」など、市民の皆
さんの暮らしに身近な業務を行うための会
計で、その執行状況は表1のとおりです。

■表1　一般会計予算の執行状況

■予算現額　745.5億円
■収入済額　732.1億円
■収 入 率　98．2％

■予算現額　745.5億円
■執行済額　694.1億円
■執 行 率　93．1％
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322億円
（94.9%）
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55億円
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（88.7%）
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一般会計

　特定の事業を行うため一般会計と切り離
された会計で、8会計あります。その執行
状況は表2のとおりです。

特別会計
　事業に必要な資金を収入で賄う独立採算
制の会計で、各会計の収支は表3のとおり
です。

■水道事業　水道水を安定し
て供給するとともに、老朽化
した配水管の布設替えや耐震
化、施設の更新工事などを進
めました。平成29年度の給水
人口は24万8239人（前年度
比0.3％増）、給水戸数は12
万3878戸（同1.7％増）でし
た。

■病院事業　市立病院は、地域の
中核病院として救急医療や高度医
療を担い、市民生活に必要な医療
の確保と水準の向上に大きな役割
を果たしています。平成29年度の
利用者は延べ人数で入院患者が11
万4779人（前年度比0.8％減）、
外来患者が23万4428人（同0.03％
増）でした。

企業会計

　平成29年度末の市債残高は表4のとおり一般会計、
特別会計、企業会計、土地開発公社の合計で約1055億
円となり、市民1人当たりに換算すると、約42万円の

借り入れになります。将来に過大な負担を残さないように借り入れ
の抑制に努めており、この10年間で約268億円減少しています。

市 債

■表4　市債残高の推移
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■表2　特別会計予算の執行状況

特別会計名

公共下水道事業

交通災害共済事業

新田西部（※1）

駐車場事業

新田駅西口（※2）

国民健康保険

介護保険

後期高齢者医療

　　　合計

74億1839万

3623万

2億  533万

2億2705万

9億3945万

293億1317万

142億3582万

25億  422万

548億7966万

70億7061万

2325万

1億9946万

2億2145万

8億9922万

281億4485万

135億5149万

24億1292万

525億2325万

95.3

64.2

97.1

97.5

95.7

96.0

95.2

96.4

95.7

73億  961万

9934万

2億1866万

2億3120万

9億4121万

294億6810万

139億4952万

24億2671万

546億4435万

98.5

274.2

106.5

101.8

100.2

100.5

98.0

96.9

99.6

予算現額
（円）

執行済額
（円）

収入済額
（円）

執行率
（％）

収入率
（％）

※１ 新田西部土地区画整理事業　※２ 新田駅西口土地区画整理事業

　市有財産の状況は表5のとおりで、
公園の拡張や保育園の建築により、
土地面積、建物面積ともに増加して

います。
　また、特定の目
的のために積み立
てている市の基金
は約134億円で、
前年度比22%増と
なっています。

市の財産・基金

●行政財産…庁舎や公園等の行政目的達成のために使用するもの　
●普通財産…それ以外のもの

■表5　市有財産の状況 （単位：㎡）

区　分

行政財産

普通財産

合計

前年度比増減

125万1764

5万3284

130万5048

399

40万9757

3822

41万3579

664

土　地 建　物

■表3　企業会計の収支状況

区分
水道事業

収益的収支 資本的収支 収益的収支 資本的収支

病院事業

収入

支出

収支

46億1410万

40億1122万

6億  288万

1億6143万

13億2531万

‒11億6388万

129億5296万

133億2362万

‒3億7066万

6億6976万

11億2505万

‒4億5529万

●収益的収支…事業活動における収支　　●資本的収支…設備投資のための収支

（単位：円）

市財政の現状をお知らせします
　市民の皆さんに納めていただいた税金等がどのように使われてい
るかをお知らせするために、平成29年度の財政状況を公表します。
数値は決算見込み額で、実際の決算額とは異なる場合があります。

※各図表中の数字は四捨五入しているため、合計額などと一致
しないことがあります。
　　　　　　　　　　　　　問財政課☎922-07615922-1547

平成29年度

執行済額
81億円
（83.6%）

② 草加人のための情報紙　広報「そうか」市政情報2018年8月20日号



　○PM2.5（単位：マイクログラム／㎥）最大値28.3／最小値2.1（花栗中学校内）　○給食の放射性物質の検出なし
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建設予定地

■日時　9月8日㈯午後1時～5時
■場所　中央図書館多目的ホール
　平成33年度にオープンを予定している（仮称）松原児童センター
の設計者最終選考のプレゼンテーションを公開します。
　7月末の第1次選考で選ばれた6社がプレゼンテーションを行いま
す。選考は学識経験者らで構成された選考委員。入退場自由。なお、
各提案書は8月25日㈯～9月8日㈯中央図書館に展示しています。

■閲覧期間　8月20日㈪～9月3日㈪（土・日曜日は除く）
■閲覧場所　都市計画課
■公 聴 会　9月26日㈬午後3時～5時。会場は中央図書館。
　市内に住所または土地・建物を有し、公聴会で意見を述べたい人
は、9月3日㈪（必着）までに公述申出書（都市計画課で配布）を同
課へ（応募多数の場合は選定。公述申出者がいない場合は中止し、
9月14日㈮までに告示、市ホームページにも掲載します）。
　なお、対象区域内の権利者で構想変更案に意見のある人は、9月
10日㈪（必着）までに意見用紙（都市計画課で配布）を同課へ。

　10月28日㈰に実施される草加市議会議員一般選挙及び草加市長選
挙に立候補を予定している人を対象に説明会を開催します。説明会
では、立候補に必要な手続きの説明のほか、必要書類の交付と記載
方法等の説明を行いますので、立候補予定者は出席してください。
■日時　9月1日㈯午後1時30分～4時30分
■会場　市役所西棟第1～3会議室

　地震や武力攻撃などの緊急情報を国から
人工衛星などを通じて瞬時に伝える全国瞬時警報システム（Jアラ
ート）の、防災行政無線を使った試験放送を行います。
■日　　時　8月29日㈬午前11時
■放送内容　チャイム音→「これはJアラートのテストです」×3→

「こちらは防災草加です」→チャイム音

　平成31年4月1日～同33年3月31日に市及び草加八潮消防組合が発
注する「建設工事」「設計・調査・測量」「土木施設維持管理」業
務の入札への参加希望者は、資格審査の申請をしてください。
■対象と申請方法
①新規申請　埼玉県電子入札共同システムに新規に登録を希望する
事業者　9月3日㈪～28日㈮に郵送申請（消印有効･持参不可）
②更新申請　同システムに登録済みの事業者　10月4日㈭～11月9日
㈮（建設工事のみ申請する場合は11月22日㈭まで）に電子申請後、
郵送申請（消印有効、持参不可）
■申請先　〒330-9301埼玉県総務部入札審査課審査担当（工事）

　1時間当たりコップ半分の水分
をとるなど熱中症予防に心がけま
しょう。万一、熱中症の症状（め
まい、頭痛、吐き気、倦怠感な
ど）があらわれた時は、涼しい場
所へ移動し、衣服を緩め、水分と
塩分を補給しましょう。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、草加市薬剤
師会加盟の薬局を一時休息所とし
て利用できます。「クールオアシ
スそうか」のポスターが目印です。
なお、「意識がない」や「けいれ
んを起こしている」状態は重い症
状です。ためらわず119番通報し
てください。

　交際費の執行状況を公開しています。今回は4～6月分までの市長
交際費、議長交際費などすべての交際費9種類。公開内容は、支出
年月日・支出目的・相手方（病気見舞いは除く）・金額の4項目。
公開は3か月ごとに行い、市ホームページと市役所情報コーナーで
閲覧できます。
■交際費支出件数・金額　
市長…35件・18万500円　議長…17件・7万3500円　教育委員会…6
件・2万5000円
　なお、上下水道部、市立病院事業管理者、選挙管理委員会、監査
委員、公平委員会、農業委員会の支出はありませんでした。

　市では、市政に対する意見を伺うアンケート調査を実施します。
無作為に抽出した18歳以上の3500人を対象に、9月上旬にアンケー
ト用紙を送付しますので、協力をお願いします。
　回答は郵送のほか、インターネットでもできます。回答は統計処
理し、結果は市の基本計画をはじめ、様々な政策立案のために活用
されます。皆さんの率直な意見を寄せてください。

無理は禁物
クールオアシスで一休み

問危機管理課☎922-06145922-6591

交際費の執行状況を公開

(仮称)松原児童センター基本・実施設計

問契約課☎922-11295922-3091 
（建設工事、設計・調査・測量、土木施設維持管理）

平成31・32年度
競争入札参加希望者の受け付け

8/29㈬11時実施

問保健センター☎922-02005922-1516
クールオアシスそうかの利用を

熱中症予防のための休息所

全国瞬時警報システム
（Jアラート）試験放送

公開プレゼンテーション（第2次〈最終〉選考）

問都市計画課☎922-18965922-3145

松原団地駅西側地域都市計画変更（地区計画）の
構想変更案の閲覧と公聴会

問選挙管理委員会☎922-24905927-7693

草加市議会議員一般選挙及び草加市長選挙
立候補予定者説明会9月1日㈯午後1時30分～

問子ども育成課☎928-64215928-9632

問庶務課☎922-09545922-3091

18歳から対象 インターネット回答も可能 もちろん！郵送でも

問広聴相談課☎922-05665922-3173

市政運営に活用される
草加市民アンケートに協力を
対象は18歳から。インターネット回答もできます

４～６月

患 者 数 急 増 　

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③市政情報 2018年8月20日号



④ 2018年8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。

スポーツ施設の休館

　9/3㊊。記念体育館、市民体育館、
吉町テニスコート、総合グランドは施
設整備のため休館します。問草加市体
育協会☎928-63615922-1513

■妊婦さんのためのリラックスヨガ　
9/25～10/23の㊋9時15分～10時30分。
全5回。妊娠16週から32週の妊婦対象。
定員20人
■ママと赤ちゃんのためのハッピー体
操　9/28～10/26の㊎13時15分～14時
15分。全5回。生後3か月～12か月児と
保護者対象。定員20組
　いずれも会場は保健センター。ლ8/
21㊋から電話で草加市体育協会へ。☎
928-63615922-1513

　9/21㊎14時～16時。会場は歴史民俗
資料館。定員60人。ლ8/21㊋から電話
で同館へ。☎922-04025922-1117

　9/22㊏～12月の月2～3回㊏・㊐13時
～15時。全10回。会場はであいの森。
講師はマリンバ奏者の竹花真弓さん。
市内在住の18歳以上の身体に障がいの
ある人対象。定員20人。ლであいの森
へ。ファクスでも可。☎936-2791593 
6-2792

　9/15㊏10時～15時。会場は子育て支
援センター。工作、迷路、赤ちゃんの
手形足形、玉入れ、読み聞かせ、ベビ
ーマッサージ、親子制作ほか家族みん
なで楽しめます。市内の子育て情報提
供、休憩コーナーでパンや菓子等の販
売あり。0歳～小学校低学年と家族対
象。駐車場はありません。問子育て支
援センター☎941-67915941-6828

■思春期の子どもへの接し方のコツ　
9/25㊋10時～12時。会場は草加市文化
会館。定員20人
■低価格パソコンでネットワークライ
フを楽しもう　9/28㊎10時～12時。会
場は市民活動センター。定員15人
■終活講座「老いの支度」　10/2㊋・
9㊋10時～12時。全2回。会場は草加市
文化会館。定員15人。資料代1000円
ლ生涯学習課へ。☎922-28195922-34 
98

　9/8㊏14時～16時。会場はであいの
森。内容は観葉植物の寄せ植え。中学
生以上対象。定員15人。参加費2000円。
移植ゴテ、持ち帰り用袋持参。ლ8/21
㊋からみどり公園課へ。☎922-19735 
922-3145

健康づくり応援隊

市民体育祭ソフトテニス大会

アコスでディスコ！！
Soka City Premium Night
（ソウカシティ　プレミアムナイト）

　9/17㊗16時～19時。会場はアコスホ
ール。当日券2000円（当日先着順）。
70歳以上は無料（要身分証明書）。
DJ OSSHYほかが出演し会場を盛り上
げます。チケット販売等の詳細はアコ
ス専門店会事務局☎922-7000問産業振
興課☎922-34775922-3406

　9/30㊐8時45分～。会場はそうか公
園。種目は男女別ダブルス。高校生以
上で審判ができる人対象。参加費1組
4000円（高校生2500円）。ლ9/2㊐ま
でに電話でそうか公園へ。☎931-9833 
5935-8510

　収容人員が30人以上の店舗等と、収
容人員が50人以上の共同住宅・工場等
では、この資格取得者を置くことが消
防法で定められています。10/16㊋・
17㊌9時20分～16時50分。会場は草加
市文化会館。定員78人。受講料7500円。
ლ申込書に記入の上、顔写真（縦3.0×
横2.4cm）1枚と「郵便振替払込請求書
兼受領書」を添付し、9/12㊌～13㊍に
ファクス（503-3591-7130）で日本防
火・防災協会へ。送信後、電話（☎03-
3591-7121）で確認を。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。問草加八潮消防局
予防課☎996-06605997-1300

甲種防火管理者資格取得講習会

生涯学習体験講座

　8/25㊏10時～16時。会場は伝統産業
展示室「ぱりっせ」。革の動物アクセ
サリー・ネームプレートづくり。1回
500円。問ぱりっせ☎5931-1970

　9/2㊐12時開演。会場は中央公民館。
市内和太鼓団体9団体が出演するほか、
海外でも活躍している秩父屋台囃子保
存会が特別ゲスト出演します。問文化
観光課☎922-29685922-3406

平成30年住宅・土地統計調査に
協力を

「子どもの人権110番」強化週間
電話相談の受付時間を延長

■サステナブル体操　9/6㊍13時30分
～15時。会場は勤労福祉会館。さびな
い身体をつくるための講義と体操。65
歳以上対象。定員50人。ლ8/21㊋から
新田（包）へ。☎946-05205946-0523
■ワクワク頭の体操　9/6㊍15時30分
～16時30分。会場は勤労福祉会館。笑
いをテーマに頭と体の体操でリフレッ
シュ。65歳以上対象。定員50人。ლ8/
21㊋から新田（包）へ。☎946-052059
46-0523
■介護者のつどい　9/7㊎13時15分～
14時45分。会場は中央公民館。介護ミ
ニ講座「後見人って何？」と介護の情
報交換・交流。介護をしている人、し
ていた人、する予定の人対象。問草加
中央・稲荷（包）☎959-91335922-3801
■介護者のつどい　9/12㊌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

　子どもたちからの相談を専用電話で
受け付けます。秘密は厳守します。
8/29㊌～9/4㊋8時30分～19時（9/1㊏
・2㊐は10時～17時）。専用電話番号
☎0120-007-110（無料。IP電話は接続
不可）。問さいたま地方法務局人権擁
護課☎048-859-3507

ごみについて知ろう！
リサイクルセンターを見学しませんか

　市内で収集したビンやかん、不燃ご
み、粗大ごみの処理を行うリサイクル
センターでは、資源循環型社会を広く
市民の皆さんに知ってもらうため、施
設の見学を随時受け付けています。見
学時間は㊏・㊐・㊗・年末年始を除く
9時～15時のうち1時間程度。ლ電話で
同センターへ。☎930-11565930-1157

　①～④のいずれかに該当する人対象。
①高等学校の土木工学科またはこれに
相当する課程を修了し卒業した人②高
等学校卒業者で、排水設備工事等の設
計または施工に関し、1年以上の実務
経験を有する人③排水設備工事等の設
計または施工に関し、2年以上の実務
経験を有する人④①～③に準ずる人。
試験日は11/25㊐。会場は埼玉工業大

　9/9㊐10時45分～15時。会場はつば
さの森。ステージ発表（つばさの森ダ
ンスクラブほか）・手作り工作体験・
模擬店・マドレーヌなどの自主製品販
売・抽選会ほか。問つばさの森☎935- 
56785935-5679

　平成30年住宅・土地統計調査が10/1
を基準日として実施されます。この調
査結果は、暮らしと住まいに関する計
画や施策などの基礎資料として広く利
活用されます。調査対象地域に8月下
旬から調査員が訪問しますので、協力
をお願いします。問庶務課☎922-0954 
5922-3091

　草加市遺族会は新規の会員を募集し
ています。戦没者の慰霊行事への参加
や供え物配布等の活動を行います。年
会費は遺族年金受給者等4000円、特別
弔慰金受給者等2000円。戦没者を末永
く慰霊し、戦争体験を後世に伝え平和
を維持するという役割・使命を永く継
続するため、戦没者の孫・曾孫等の若
い世代の応募もお待ちしています。問
草加市遺族会事務局（福祉政策課内）
☎922-12345922-1066

草加市遺族会への入会を

排水設備工事責任技術者共通試験

草加の地場産業　レザークラフト体験

みどりの教室

草加和太鼓祭り

れきみん講座「幕末江戸近郊農村の
農間余業について」

であいの森トーンチャイム教室
～ひとつの音で心ひとつに～

地域包括支援センター（包）
介護予防教室など

つばさの森まつり
～すまいるフォーユー～

子ども・親子向け

学（深谷市）。受験料1万円。ლ下水
道課ほかで8/20㊊から配布する受験案
内書を確認し9/28㊎（必着）までに東
京都下水道サービスへ郵送。問下水
道課☎922-23145922-3244

　　　草加市子育てフェスタ

・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

夕焼けチャイム　9～10月は16時58分に放送します

▶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



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20日号

15分～14時45分　全8回　おおむね65
歳以上対象　定員35人　室内履き持参
▼谷塚民謡民舞発表会　9/30㊐10時開
演
　

▼お昼のコンサート　クロマチックハ
ーモニカ演奏　8/27㊊は草加ハーモニ
カソサエティー　「夏の日の恋」「と
なりのトトロ」ほか　アイリッシュハ
ープによるアンサンブル演奏　9/11㊋
はハープアンサンブル・アルベジオ　
「ムーン・リバー」　ロシア、ドイツ、
ラテンの民謡メドレーほか　9/20㊍は
ハープアンサンブル・リラ　「荒城の
月」「星に願いを」ほか　いずれも12
時～12時50分
▼こころを結ぶ光のひろば　9/4㊋10
時～12時　視覚障がいに関する相談コ
ーナーほか
▼青少年コンサート　9/9㊐14時開演
　出演は草加ジュニアオーケストラ　
「メリーさんの羊」「夕焼け小焼け」
ほか　定員400人（当日先着順）
▼青少年合唱団コンサート　9/16㊐14
時開演　出演は草加ジュニアオーケス
トラ合唱団　「赤とんぼ」「ほたるこ
い」ほか　定員400人（当日先着順）
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
9/19㊌10時～　親子友だち作り・簡単
工作ほか　乳幼児と保護者対象
▼にじいろタイム　9/21㊎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」
　9/21㊎13時30分～　胎教と友だちづ
くり　初妊婦対象
▼チャレンジ！シニア講座　10/25～
平成31年3/14の月1回㊍10時～12時　
全6回　生涯学習について・社会科見
学・調理実習ほか　60歳以上対象　定
員30人　

子育て支援センター発達支援臨時職員

臨時職員の登録者を募集

●子育て支援センター
言語聴覚士　勤務は㊊～㊎8時30分～
17時のうち月16～20日。医師の診断の
もと言語聴覚療法及び保護者支援。言
語聴覚士有資格者対象。臨床心理士　
勤務は㊊～㊎8時30分～19時のうち7時
間30分で月16～20日。集団療育、直接
支援、保護者支援、特別支援計画作成。
臨床心理士または臨床発達心理士有資
格者対象。作業療法士　勤務は㊊～㊎
8時30分～19時のうち7時間30分で月16
～20日。集団療育、直接支援、保護者

支援、特別支援計画作成。作業療法士
有資格者対象。
●児童発達支援センターあおば学園
臨床心理士　勤務は㊊～㊎8時30分～
17時のうち月16～20日。未就学児の日
常生活訓練、集団療育、保護者支援、
特別支援計画作成。臨床心理士または
臨床発達心理士有資格者対象。
　いずれも日額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。☎941-67 
915941-6828

■日時　10/27㊏・28㊐
　　　　14時～17時　全2回
■会場　中央公民館
■対象　小学4年生以上
■定員　13人
　講師は鷺谷清子氏。レバーで音
階を変えて演奏するレバーハープ
でハープをより身近に感じられま
す。ლ8/25㊏から同館ほかで配布
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
「レバーハープ教室」係へ。☎93
1-93255936-4690

　市では、業務の繁忙時や欠員等が生
じた時に、あらかじめ登録した人の中
から臨時職員を任用する登録制度があ
ります。職種は事務職（パソコン操作
ができる人）で60歳以下の人対象。勤
務は㊊～㊎の8時30分～17時（いずれ
も配属先により異なる場合あり）。時
給960円。登録の有効期間は2年間。登
録期間中、必要に応じて面接を行いま
すが、必ず任用されるとは限りません。
ლ写真を貼った履歴書に必要事項を記
入し、〒340-8550職員課へ。☎922-098 
35922-3098　

障がい児相談支援員　勤務は㊊～㊎8
時30分～17時。相談、家庭訪問、サー
ビス等利用計画作成ほか。時給は障が
い児相談支援専門員有資格者1150円、
保育士等有資格者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　勤務は
㊊～㊎8時30分～19時のうち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　勤務
は㊊～㊎8時30分～17時。内容は発達
に心配のある子どもの相談、面接等。
時給は社会福祉士等有資格者1060円、
児童福祉事業・相談業務の経験者等96
0円。
　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。
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。☎94 
1-67915941-6828

▼ロビー　切手展　8/21㊋～28㊋　　
▼夜泣き解消ねんねトレーニング講座
　9/8㊏10時～12時　夜泣き・寝ぐず
りなど乳児の睡眠の仕組みを学ぶ親同
士の交流の場　子どもの遊びスペース

あり　0～1歳と保護者対象　定員20組
▼おはなしの広場　9/14㊎11時15分～
11時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　9/21㊎10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
　　　▼川柳文化センターまつり　9/ 
　　　29㊏10時～16時・30㊐10時～14
時30分　利用団体の作品展・成果発表、
模擬店、卓球・スポーツ吹矢体験・バ
ザーほか　期間中の駐車場利用不可
▼卓球教室　9/29㊏13時～14時30分　
小学生以上対象　定員18人　室内履き
・あればラケット持参

▼すくすくクラブ　9/13㊍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　9/21㊎10時～11時　
季節の工作・イベントほか　乳幼児と
保護者対象　
▼うたごえひろば　9/21㊎10時～12時
　参加費200円（飲み物代含む）
▼サロンギターソロコンサート　9/25
㊋13時30分～　「酒は涙か溜息か」
「伊豆の雨」ほか　
▼おもちゃの病院　9/28㊎10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで

▼谷塚元気ひろば　9/10㊊13時～15時
　スポーツ吹矢体験　65歳以上対象　
定員20人　参加費200円　
▼初心者囲碁講座　9/12、10/3・17・
31、11/7・14・28、12/5・12の㊌9時
30分～11時30分　全9回　成人対象　
定員20人
▼SKT24地域はつらつ元気体操教室　
9/12～11/7（10/10を除く）の㊌13時

発達支援非常勤嘱託員

谷塚文化センター ☎928-6271

川柳文化センター ☎936-4088

中央公民館 ☎922-5344

5925-0152

定員のあるものは8/21㊋
8時30分から各館へ申し込みを

新里文化センター ☎927-3362

▼おはなしの時間　8/22㊌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　9/10㊊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　9/13㊍10時～11
時30分　親子遊び・季節のおもちゃ作
りほか　幼児と保護者対象

▼健康麻雀体験教室　8/25㊏・9/1㊏9
時～13時　全2回　未経験者可　高年
者対象　定員16人　参加費400円
▼子どもフラダンス体験会　9/1㊏・
15㊏17時～18時30分　小学生以下（保
護者同伴）対象　定員各15人　あれば
パウスカート持参
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
9/3㊊10時～12時　手遊び・リズム体
操ほか　乳幼児と保護者対象
▼おもちゃの病院　9/3㊊10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼外国籍市民のための日本語教室　9/
4～18の㊋10時～12時　　
▼放課後クラブ　9/6㊍17時～18時…
卓球・9/10㊊16時～17時…将棋・9/18
㊋17時～18時…スポーツ吹矢・9/3㊊
・10㊊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
▼初心者俳句勉強会　9/7、10/19、
12/7、平成31年1/18、2/1の㊎13時～
16時30分　成人対象　定員各15人　1
回200円　国語辞典持参
▼癒しのこけ玉づくり教室　9/12㊌13
時30分～16時　成人対象　定員20人　
参加費300円　エプロン・ピンセット
・ぞうきん・薄手のゴム手袋・作品持
ち帰り袋持参
▼SKT24地域はつらつ元気体操教室　
9/14～11/9（10/5を除く）の㊎9時30
分～11時　全8回　65歳以上対象　定
員20人（応募多数の場合は抽選）　室
内履き持参　ლ8/31㊎までに同館へ
▼うた声広場　9/16㊐13時～14時30分
　演奏はハーモニードレミ　定員60人

　国際ハープ
　フェスティバル
レバーハープ教室

　市制施行当時の草加駅駅前通り

現在の駅前通り

　市制施行当時の草加駅駅前通りには個人商店や運送会社が立ち並び、
草加の中心街の一角として、多くの人々でにぎわいをみせていました。
また、駅前には1962年（昭和37年）、地下鉄日比谷線の乗り入れを記
念したアーチ型の広告塔も設置されるなど、1889年（明治32年）の草
加駅の開業以来、駅前通りは市の表玄関としての役割を果たしてきま
した。
　1992年（平成4年）、草加駅を中心とした旧草加宿を含めた東口地
区の活性化、魅力ある都市空間創りを目指した再開発事業が完了し、
駅前通りの姿も大きく変貌をとげていきます。約2.3haの再開発地区
の愛称は、草加の核を意味する「AKOS（アコス）」と名付けられ、
5500㎡の駅前広場、2棟の再開発ビル、地下駐車場などが新たに整備
されました。
　平成19年4月には駅前通り（草加停車場線）も拡張され、草加駅東
口駅前通りは草加のメーンストリートとして、多くの人たちに親しま
れています。

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。
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15分～14時45分　全8回　おおむね65
歳以上対象　定員35人　室内履き持参
▼谷塚民謡民舞発表会　9/30㊐10時開
演
　

▼お昼のコンサート　クロマチックハ
ーモニカ演奏　8/27㊊は草加ハーモニ
カソサエティー　「夏の日の恋」「と
なりのトトロ」ほか　アイリッシュハ
ープによるアンサンブル演奏　9/11㊋
はハープアンサンブル・アルベジオ　
「ムーン・リバー」　ロシア、ドイツ、
ラテンの民謡メドレーほか　9/20㊍は
ハープアンサンブル・リラ　「荒城の
月」「星に願いを」ほか　いずれも12
時～12時50分
▼こころを結ぶ光のひろば　9/4㊋10
時～12時　視覚障がいに関する相談コ
ーナーほか
▼青少年コンサート　9/9㊐14時開演
　出演は草加ジュニアオーケストラ　
「メリーさんの羊」「夕焼け小焼け」
ほか　定員400人（当日先着順）
▼青少年合唱団コンサート　9/16㊐14
時開演　出演は草加ジュニアオーケス
トラ合唱団　「赤とんぼ」「ほたるこ
い」ほか　定員400人（当日先着順）
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
9/19㊌10時～　親子友だち作り・簡単
工作ほか　乳幼児と保護者対象
▼にじいろタイム　9/21㊎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」
　9/21㊎13時30分～　胎教と友だちづ
くり　初妊婦対象
▼チャレンジ！シニア講座　10/25～
平成31年3/14の月1回㊍10時～12時　
全6回　生涯学習について・社会科見
学・調理実習ほか　60歳以上対象　定
員30人　

新田西文化センター ☎942-0778

柿木公民館 ☎931-3117

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

☎946-3000 5944-3800

▼ロビー　切手展　8/21㊋～28㊋　　
▼夜泣き解消ねんねトレーニング講座
　9/8㊏10時～12時　夜泣き・寝ぐず
りなど乳児の睡眠の仕組みを学ぶ親同
士の交流の場　子どもの遊びスペース

あり　0～1歳と保護者対象　定員20組
▼おはなしの広場　9/14㊎11時15分～
11時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　9/21㊎10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
　　　▼川柳文化センターまつり　9/ 
　　　29㊏10時～16時・30㊐10時～14
時30分　利用団体の作品展・成果発表、
模擬店、卓球・スポーツ吹矢体験・バ
ザーほか　期間中の駐車場利用不可
▼卓球教室　9/29㊏13時～14時30分　
小学生以上対象　定員18人　室内履き
・あればラケット持参

▼すくすくクラブ　9/13㊍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　9/21㊎10時～11時　
季節の工作・イベントほか　乳幼児と
保護者対象　
▼うたごえひろば　9/21㊎10時～12時
　参加費200円（飲み物代含む）
▼サロンギターソロコンサート　9/25
㊋13時30分～　「酒は涙か溜息か」
「伊豆の雨」ほか　
▼おもちゃの病院　9/28㊎10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで

▼谷塚元気ひろば　9/10㊊13時～15時
　スポーツ吹矢体験　65歳以上対象　
定員20人　参加費200円　
▼初心者囲碁講座　9/12、10/3・17・
31、11/7・14・28、12/5・12の㊌9時
30分～11時30分　全9回　成人対象　
定員20人
▼SKT24地域はつらつ元気体操教室　
9/12～11/7（10/10を除く）の㊌13時

▼すみよしランド　8/25㊏10時～12時
　工作・模擬店ほか　幼児（保護者同
伴）～高年者対象　有料（50円以下）
ブースあり
▼読み聞かせ「バンビ」　9/3㊊11時
～　乳幼児と保護者対象
▼こぶたのしっぽ　9/5㊌11時～　パ
ネルシアター　乳幼児と保護者対象
▼オセロ大会　9/7㊎　マンカラ大会
　9/14㊎　いずれも16時～　小学生対
象　参加賞・優勝賞品あり
▼敬老の日制作　9/10㊊・11㊋16時～
　小学生対象　和紙で小物入れ作り
▼おもちゃ病院　9/15㊏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

▼ガガ大会　8/30㊍14時～　小学生対
象　参加賞あり
▼マンカラで遊ぼう　9/1㊏14時～　
小学生対象　定員10人　参加賞あり
▼ともだち文庫の「おはなしポケッ
ト」　9/10㊊11時～　読み聞かせ・わ
らべ唄　乳幼児と保護者対象
▼ママのためのリフレッシュヨガ　9/
15㊏10時15分　定員20人　ヨガマット
持参
▼将棋教室　9/15、10/13、11/17、
12/8の㊏13時20分～14時20分　全4回
　小・中学生初心者対象　定員10人　
将棋大会　9/17㊗13時20分～　小学生
以上（初級以上）対象　定員10人
▼ふれあいお月見会　9/24㊡11時～　
サックスとピアノのコンサート　幼児

（保護者同伴）～高年者対象　定員50人

▼わくわくパーティー　8/29㊌14時～
15時　会場はコンフォール松原12号棟
　おやつ作り・夏の思い出話し　小学
生対象　定員15人　参加費100円
▼みんなで遊ぼう　8/30㊍14時～　会
場はコンフォール松原19号棟　ゲーム
大会　小学生対象　　
▼作って遊ぼう　9/3㊊～14㊎（4㊋・
12㊌を除く）15時～　㊊・㊎は中央図
書館　㊌・㊍はコンフォール松原19号
棟　牛乳パックでおもちゃ作り　小学
生対象　　
▼読み聞かせ「たんぽぽ」　9/6～20
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
▼飛ばせ飛ばせWeek　9/20㊍～28㊎
（24㊡・26㊌を除く）15時～　㊊・㊎
は中央図書館　㊌・㊍はコンフォール
松原19号棟　紙飛行機　小学生対象
▼おもちゃ病院　9/21㊎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
▼初めてのお誕生会　9/26㊌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9月生まれ対象　定員12人　ლ9/3㊊
13時から同館へ

▼造形ワークショップ「アルミ板スト
ラップ」　9/2㊐13時30分～16時　幼
児（保護者同伴）以上対象
▼みなくる工房　9/8㊏13時30分～16
時　磁石の反発を利用したおもちゃ
（コツコツキツツキ）作り　幼児（保
護者同伴）以上対象
▼パパサロン・リズム＆ストレッチ　
9/9㊐11時～12時　0～2歳児と保護者
対象　定員15組
▼アナログゲーム　9/9㊐13時30分～、
15時～　大富豪などのトランプゲーム
　小学生以上対象
▼なかよしランチ　9/12㊌11時30分～
13時　フルーツゼリー作り　幼児と保
護者対象　定員15組
▼ひ革工房　9/15㊏13時30分～16時　
敬老の日に向けて革で花のブローチ作
り　幼児（保護者同伴）以上対象
▼野外クッキング　9/16㊐13時30分～
15時　ホットケーキミックスでバウム
クーヘン　幼児と小学生の家族　定員
8組　材料費100円
▼敬老の日SP　9/17㊗13時30分～16
時　紙で球体の花作り　幼児（保護者
同伴）以上対象
▼ママのためのリラックスヨガ　9/20
㊍16時～16時40分　0～2歳児と保護者
対象　定員15組
▼子ども歳時記　9/24㊡13時30分～15
時　すこやかクラブとお月見団子作り
　幼児（保護者同伴）以上対象　定員
20人

9/1㊏午前　まつり準備のため閉館
▼マンカラ大会　8/23㊍14時～　オセ
ロ大会　9/6㊍16時～　いずれも小学
生対象
▼ふれあい囲碁・将棋教室　8/25㊏、
9/8㊏14時～　幼児（保護者同伴）～
高年者対象
▼新栄児童センターまつり　9/1㊏13
時～16時　ゲーム・模擬店ほか
▼敬老の日プレゼント作り　9/10㊊・
13㊍15時～　小学生対象

図書館利用のマナー向上を
・館内は全面禁煙
・図書館では静かに
・読んだ雑誌や図書は必ず所定の場所へ
■木曜シアター　8/23㊍14時～15時20
分　ニッポンの里山⑹九州地方編　成
人対象　定員90人（当日先着順）
■小学生のための読み聞かせ　8/26㊐
13時30分～14時
■こども映画会　8/26㊐14時～15時30
分　「おさるのジョージ」　幼児・小
学生と保護者対象　定員80人
■ビデオ上映会　9/9㊐14時～15時55

▼おはなしの時間　8/22㊌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　9/10㊊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　9/13㊍10時～11
時30分　親子遊び・季節のおもちゃ作
りほか　幼児と保護者対象

▼健康麻雀体験教室　8/25㊏・9/1㊏9
時～13時　全2回　未経験者可　高年
者対象　定員16人　参加費400円
▼子どもフラダンス体験会　9/1㊏・
15㊏17時～18時30分　小学生以下（保
護者同伴）対象　定員各15人　あれば
パウスカート持参
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
9/3㊊10時～12時　手遊び・リズム体
操ほか　乳幼児と保護者対象
▼おもちゃの病院　9/3㊊10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼外国籍市民のための日本語教室　9/
4～18の㊋10時～12時　　
▼放課後クラブ　9/6㊍17時～18時…
卓球・9/10㊊16時～17時…将棋・9/18
㊋17時～18時…スポーツ吹矢・9/3㊊
・10㊊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
▼初心者俳句勉強会　9/7、10/19、
12/7、平成31年1/18、2/1の㊎13時～
16時30分　成人対象　定員各15人　1
回200円　国語辞典持参
▼癒しのこけ玉づくり教室　9/12㊌13
時30分～16時　成人対象　定員20人　
参加費300円　エプロン・ピンセット
・ぞうきん・薄手のゴム手袋・作品持
ち帰り袋持参
▼SKT24地域はつらつ元気体操教室　
9/14～11/9（10/5を除く）の㊎9時30
分～11時　全8回　65歳以上対象　定
員20人（応募多数の場合は抽選）　室
内履き持参　ლ8/31㊎までに同館へ
▼うた声広場　9/16㊐13時～14時30分
　演奏はハーモニードレミ　定員60人

5922-3274

定員のあるものは8/21㊋
10時から各館へ申し込みを

氷川児童センター ☎928-2341

住吉児童館 ☎928-5736

新栄児童センター ☎942-9876

谷塚児童センター ☎925-1856

わくわくタウン松原 ☎941-2905

分　「陽光桜」　成人対象　定員90人
（当日先着順）
■講習会「はじめての読み聞かせ」　
9/29㊏14時～16時　図書館や学校での
本の選び方・読み方　成人対象　定員
50人　ლ8/29㊌電話で同館へ
■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）

■ロンドダンスサークル（社交ダン
ス）　㊌19時30分～21時15分　原町コ
ミセンで　男女指導員います　楽しく
仲間作りしましょう　入会金1000円　
月額2500円　問内村☎090-1549-1649
■ユニカール勤福　第2㊋13時～15時
・他2日　勤労福祉会館で　カーリン
グを参考にした室内スポーツ　高齢者
にも人気　見学・体験可　入会金1000
円　1回100円　問廣瀬☎090-4420-9986
■氷川平成塾氷川すずらん（割箸絵手
紙）　第2・3㊎10時～12時　氷川小で
　割箸1本で広がる絵手紙の魅力　一
緒に楽しみませんか　月額500円　問
冨田☎929-1788
■草加太極拳同好会　㊎10時～12時　
中央公民館で　ゆったりした動きで足
腰丈夫に　健康維持に　見学・体験無
料　入会金2000円　月額3000円　問丸
山☎924-4306
■なのはな谷塚（女声合唱団）　㊎10
時～12時　谷塚文化センターで　講師
の指導のもと市民音楽祭・ボランティ
ア活動参加　入会金1000円　月額3000
円　問石井☎936-1055
■れんげ書芸クラブ（毛筆・ペン字・
写経）　第2・4㊎19時～20時30分　中
央公民館で　書く力は一生の宝　美し
い文字を書きましょう　月額2500円　
問篠根☎931-8490
■アダージオ（ピアノ）　第2・4㊊10
時～13時　勤労青少年ホームで　初心
者歓迎　見学可　入会金1000円　月額
4000円　問磯部☎936-1465
■ひまわり（健康体操）　㊋9時30分
～11時　新里文化センターで　ゆとり
のあるスペースで楽しく体操していま
す　見学可　入会金1500円　月額2000
円　問内城☎927-3610
■八幡ダンスサークル（社交ダンス）
　㊍19時～21時　八幡コミセンで　現
役プロ講師による指導　入会金1000円
　月額4000円　問千代田☎090-3574-3 
430
■新田平成塾カトレア会（カラオケ）
　㊋13時～16時　新田小で　皆でカラ
オケで声を出し楽しく和やかに　健康
維持につなげましょう　入会金1000円
　月額500円　問阿部☎942-5369

日程
9/5㊌、
19㊌
9/6㊍、
20㊍

9/7㊎

9/12㊌

9/13㊍

9/14㊎

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（8/21㊋～9/20㊍）

瀬崎・青柳小

新栄小

新里・高砂小

稲荷・八幡北小

両新田小

氷川・西町小

長栄・草加小

花栗南・八幡小

栄・川柳小

清門・松原小

谷塚小

小山・新田小

14時～16時9時30分～11時30分

（9/5瀬崎小休み）



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

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

■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

8/21㊋～9/20㊍（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】
◇会場は市民相談室◇予約は広聴相談課（☎922-05665922-3173）
■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　9/20㊍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
■税務相談□予　第3㊎13時30分～16時30分
【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　9/3㊊…住吉児童館☎928-5736　8/23㊍、9/13㊍…谷

塚児童センター☎925-1856　9/5㊌・20㊍…新栄児童センター☎942-9876　
9/19㊌…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　8/22㊌13時～16時…谷塚文化センター☎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）

休日等上水道工事店
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

㈲東洋開発
正木設備㈱

両新田西町246
栄町3-9-30

☎928-5520
☎931-3933

8/25㊏
8/26㊐

㈲東洋開発
㈲石田水道

両新田西町246
吉町1-5-12

☎928-5520
☎922-2736

9/1㊏
9/2㊐

　月　日　 診療科 当番医名 住　所 電話番号

内科

外科

内科

外科

8/26
㊐

9/2
㊐

草加きたやクリニック

かがわ医院

金子医院

いまじょうクリニック

北谷1-22-13

草加3-8-21

稲荷3-13-23

旭町6-1-17

☎941-7800

☎942-6062

☎936-3636

☎941-2140

■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。

☎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。

防災テレフォンサービス ▶防災行政無線放送　☎922-9911　▶火災・防災情報　☎997-8511

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ⑦医療・水道・相談案内 2018年8月20日号



7月かどまちごとでき 8月

■集合日時　9月23日㈷午前11時　■集合場所　市役所本庁舎
■対　　象　小学生と保護者
■定　　員　15組30人（応募多数の場合は抽選）
■参 加 費 　1組6600円（チケット代込み）
■申し込み　8月31日㈮（消印有効）までに往復はがきに住所、親

子の氏名（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「浦和レッズプ
レミアム観戦体験」へ。同協会ホームページからも申
し込み可。

　11月17日㈯・18日㈰に草加市文化会館で開催する国際ハープフェ
スティバルのメーンコンサートチケットを販売します。
17日は特別ゲストに千住真理子（バイオリン）、18日は
高木綾子（フルート）が出演し、コンサートを彩ります。

スティバルコンサート
■日時　11月17日㈯午後3時開演
■出演　千住真理子（バイオリン）、ソフィア・キプルスカヤ、小
橋ちひろ、有馬律子（以上ハープ）、上野星矢（フルート）、村田
朋子（マリンバ）、ジュエル・ハープ・ジャパン、草加市レバーハ
ープ・アンサンブル（指揮　鷺谷清子）

イナルコンサート
■日時　11月18日㈰午後2時開演
■出演　高木綾子（フルート）、ダン・ユー、ニコラ・テュリエ、
大竹香織（以上ハープ）、吉岡龍之介（尺八）、東京グリーンオー
ケストラ、グランドハープアンサンブルほか

ケット　各日一般1000円、学生500円（17日は5歳から）　
　全席指定（17日は5歳未満、18日は未就学児の入場不可）、有料
託児あり（要予約）

　8月4日、そうか公園は家族連れなどで
賑わいました。打ち上げが始まると歓声
が沸き上がり、8万人の観客は約5000発
の花火に酔いしれていました。

　浦和レッズのコーチ陣がサッカーの楽しさを伝えます。
■日　　時　10月13日㈯午前8時45分～
■会　　場　そうか公園
■対　　象　小学生　■定　　員　200人
■申し込み　9月21日㈮（必着）までに市

内体育施設で配布する専用応
募用紙に必要事項を記入し、
〒330-9799浦和レッズ　ハー
トフルサッカー事務局へ。

■募集期間　9月30日㈰まで
■応募条件　平成14年4月1日以前に生まれた人
■活動期間　2020年7月24日～8月9日または

同年8月25日～9月6日
※期間中3日間以上（一部5日間以上）

■活動場所　県内で開催される大会会場（さいたま市、川越市、狭
山市、朝霞市、和光市、新座市の6市）周辺エリア

■活動内容　観戦客の道案内や県内の魅力のPR等
詳細は県ホームページ（QRコード）で確認を。

フェ

ファ

チ
17日特別ゲスト　千住真理子 18日特別ゲスト　高木綾子

　7月21日、22日、草加駅西口周辺は10万
人の観客と多数店舗のグルメで大変賑わい
ました。よさこいの
一糸乱れぬ迫力ある
演舞とサンバの色鮮
やかな衣装で観客を
魅了し、暑さを吹き
飛ばす2日間となり
ました。

第30回記念&草加市制60周年記念

市の人口　平成30年8月1日現在　24万8598人（男12万6034人・女12万2564人）／前月比206人増／世帯数11万5887世帯

国際ハープフェスティバル
メーンコンサート

⃞申 8月25日㈯午前10時から草加市文化会館へ。☎931-9325⃞申 8月25日㈯午前10時から草加市文化会館へ。☎931-93255936-4690

☎048-833-2700問県都市ボランティア募集コールセンター☎048-833-2700

問草加市体育協会☎928-63615922-1513

世界に誇れ
る

おもてなし
!

よさこいサンバフェスティバル2018

草加市民納涼大花火大会

東京2020オリンピック・
パラリンピックに向けた

草加市体育協会☎928-63615922-1513問草加市体育協会☎928-63615922-1513

都市ボランティア募集

©Kiyotaka　Saito(SCOPE)

©URAWA　REDS

©FUMI

フェスティバルコンサートは5歳から入場可に

URAWA REDSURAWA REDS
プレミアム観戦体験
9月23日㈷埼玉スタジアムで
午後6時キックオフ!

小学生

大集合! エネクル
ハートフル
サッカー

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20日号
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