
草加市制60周年記念式典

折り込んである「子ども・子育て特集号」「地域福祉特集号」は、抜いて読んでください。

草加市制60周年記念式典

式典メニュー

対　象 応 募 方 法
※手話通訳・要約筆記・車椅子席あり

※式典の内容は変更になる場合があります。

akikoさん

有坂 美香さん

市内在住・在学・在勤の人
※第１部・第2部通しての参加となります。
※応募多数の場合抽選
※団体申し込み可（最大4人まで）

■郵送・ファクス ： 市役所情報コーナー等で
　配布する申込書を〒340-8550総合政策課へ。
■インターネット ： http://pc-ent.jp/entry/
　tj67e9vd0/ （ＱＲコード）へアクセス

問総合政策課　☎922-0749　5927-4955

開式前
－草加人によるおもてなし－
ウェルカム演奏
生花展示　他

Ceremony Menu

11月11日（日）

入場
無料

午前10時～午後0時30分
草加市文化会館ホール
午前10時～午後0時30分
草加市文化会館ホール

第２部 記念ステージ
綾瀬川左岸広場新名称発表

ＰＲアニメ初放映
　（エンディングテーマ ： 奥華子さん）

草加市歌現代版発表
　歌手 ： ジャズシンガー akikoさん

ＳＯＫＡ次世代合唱団
　共演 ： ボーカリスト 有坂美香さん

第１部 式典
演奏・合唱
挨拶・祝辞
歴史動画鑑賞
草加松原展 表彰　他

草加市受託業
者㈱ポニーキ
ャニオンのサ
イトに接続し
ます。

式典応募サイト

合唱団応募サイト

好評につき５０人追加募集！

出演者と共演しよう！！

応募 ： 9/12（水）まで
詳しくは市ホーム
ページ（右QRへ）

～もっと草加を好きになる～
草加市は平成30年11月1日に市制施行60年を迎えます。この節目を祝う式典
の開催にあたり、草加に関わる多世代の皆さんにご参加いただき、まちの歴史

を知り、未来への期待感を共有するため、一般参加者を募集します。

応募締切　9月28日（金）（必着） 定員200人

スペシャルナビゲーター

つるの
が共にお祝い！
剛士さん

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.1211

30平成 　　年（2018年）

日号5
9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



■試験日・内容　10月6日㈯…一般教養・論文　
10月20日㈯…面接

■職種・採用人数　理学療法士・言語聴覚士・社会福祉士…各若干
名　受験資格等は下表のとおり。

ლ9月28日㈮（郵送可。消印有効）までに市立病院（市立病院ホー
ムページからも入手可）、市職員課、各サービスセンターで配布す
る試験申込書に記入し、〒340-8560市立病院経営管理課へ（土・日
曜、祝日を除く）。

　市内小中学校の通学区域の在り方に関する事項を審議します。
■対象　市内在住の20歳以上で、他の審議会等の委員になっていな

い人
■募集　女性1人
■任期　委嘱の日から平成32年6月30日まで
■報酬　会議1回につき7000円
ლ10月30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・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
「草加市の通学区域について」（600～800字）を記載し、〒340-85
50学務課へ。ファクス・メールも可。公開抽選は11月5日㈪午前10
時からぶぎん草加ビル教育委員会会議室で。

　経済的理由で高校・専門学校・短大・大学等への進学が困難な人
の保護者を対象に、入学準備金を貸し付けます。貸し付けは、審査
の上、決定します。
■条件　以下の条件をすべて満たす人
　①市内に1年以上居住し市税を完納している。
　②1年以上1都6県居住で市町村区税を完納し、債務を保証できる

連帯保証人（20歳以上で申請者と別世帯居住）が1人いる。
　③申請者及び連帯保証人が市の奨学金制度の保証人でない。
■貸付限度額（いずれも無利子）
　○高校・高専・専修学校…国・公立10万円、私立30万円
　○短期大学・大学…国・公立20万円、私立50万円
■返済
　貸し付けを受けた月の翌月より6か月経過後から、国・公立の学
校等は24か月、私立の高校・高専・専修学校は36か月、私立の短
期大学・大学は48か月で均等月払い
■個別相談（随時受付。予約は前日までに電話で）
　開庁時間に来られない人は以下の日時（要予約）に総務企画課で
受け付けます。
　9月9日㈰午前9時～正午、19日㈬午後5時30分～8時

　応援したい自治体に寄付の形で税を納められるふるさと納税制度
で、市でも平成27年6月より全国から寄せられた税に返礼品を贈呈
し、市や製品のPRをしています。
■参加条件　
①市内に事業所等を有していること。
②市内事業所等で製造・加工した商品または市内産の原材料を使
用している商品であること。

　市議会9月定例会が、8月30日㈭に開会されました。市長提出議案
は27議案。主な議案は次のとおり。
○草加市重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する
条例の制定について…埼玉県の重度心身障害者医療費支給事業補助
金交付要綱の一部改正に鑑み、重度心身障害者に対する医療費助成
金の支給に係る所得制限を導入するものです。
○草加市債権管理条例の制定について…市民負担の公平性を確保す
るとともに、市の債権を適正に管理するため、市の債権の管理に関
する条例を制定するものです。
○草加市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について
…道路法施行令の一部改正により国の道路占用料等が改定されたこ
とに鑑み、市の道路占用料等を改定するものです。
○草加市開発・建築関係手数料徴収条例の一部を改正する条例の制
定について…建築基準法の一部改正に伴い、建築物の敷地と道路と
の関係の建築認定申請及び特別な仮設興行場等の建築許可申請に対
する審査手数料を新たに設定するものです。
○草加市地域型保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
の一部を改正する条例の制定について…家庭的保育事業等の設備及
び運営に関する基準を定める省令の一部改正に伴い、代替保育に係
る連携施設の確保義務の緩和等を行うものです。
○平成30年度草加市一般会計補正予算（第2号）
○平成29年度草加市一般会計歳入歳出決算の認定について

本革ファーストシューズ

災害時の備蓄品にこだわり
草加煎餅と非常食2箱セット

江戸切子 彩鳳 桜文様　
ぐい呑ペア

市議会　9月定例会　 8月30日㈭に開会

採用予定日

平成31年4月1日

平成31年1月1日
または

同年4月1日

受験資格（①、②を満たす人）職種

理学療法士

言語聴覚士

社会福祉士

①平成5年4月2日以降生まれ。②理学療法
士免許を有する人。または、平成31年3月
31日までに理学療法士の免許を取得見込み
の人。

①昭和55年4月2日以降生まれ。②言語聴
覚士免許を有する人。または、平成31年3
月31日までに言語聴覚士の免許を取得見込
みの人。

①昭和48年4月2日以降生まれ。②社会福
祉士の資格を有する人 。

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

問学務課☎922-26745928-1178 gakumu@city.soka.saitama.jp

市立小中学校
通学区域審議会

平成30・31年度

問産業振興課☎922-34775922-3406

ふるさと納税返礼品
協力事業者募集

□申9月5日㈬～10月2日㈫に
　総務企画課へ。
☎922-26195928-1178

□申

入学準備金貸付制度を
活用しましょう

委員募集

製品PRをしてみませんか

② 草加人のための情報紙　広報「そうか」市政情報2018年9月5日号



　平成31年度にあおば学園への入園を希望する児童のための相談会
を開催します。
■日時　11月12日㈪～16日㈮・19日㈪・20日㈫　午後3時15分～4

時、午後4時15分～5時※参加希望日を申込書に記入して
ください。先着順で決定し電話で連絡します。

■会場　あおば学園
■対象　平成31年4月1日時点で3歳以上の歩行可能な知的障がいの

ある未就学児
■申込書等の配布　あおば学園、子育て支援センター、市ホームペ
ージ、そうか子育て応援・情報サイトぼっくるん等で入手できます。
ლ10月31日㈬（消印有効）までに、入園相談会申込書・心身状況表
・診断書を〒340-0002青柳6-61-1児童発達支援センターあおば学園
へ郵送（封筒に「入園相談会申込書在中」と明記）。

　児童の遊びの指導や子育て支援を行う氷川児童センターの指定管
理者を募集します。
■応募資格
児童館等の運営実績を有し、市からおおむね20㎞圏内に事務所を
置く団体（その他要件あり）

■指定予定期間
　平成31年4月1日～同36年3月31日の5年間
■募集要領
9月5日㈬から勤労青少年ホームで配布（市ホームページからも入
手可）

ლ10月1日㈪～5日㈮に申請書類を勤労青少年ホームへ。

　乳がん検診（集団）の定員に空きがあるため、受付期間を延長し
ます。
■受付期間　保健センター窓口：9月28日㈮まで
　　　　　　郵送：9月30日㈰（消印有効）まで
■対　　象　40歳以上の女性（昨年度の市の乳がん検診未受診者）
■検診日程　12月20日㈭、平成31年1月16日㈬・17日㈭
■申込方法　保健センター窓口またははがきに氏名・生年月日・住

所・電話番号・希望する日程を第3希望まで明記し、
〒340-0016同センターへ。

●住居表示区域内（※）で建物を新築・改築した場合
　条例の規定により住居表示の届け出が必要です。届け出後、住居
表示の付定通知書と住居番号表示板を交付します。
※長栄・新栄・清門以外の○丁目と表示されている区域

●近隣宅と同じ住居番号（同じ住所）の場合
　住居番号変更申請を行うことで、枝番号を使用した住居番号に変
更することができ、郵便物や宅配物の誤配等が解消されます。な
お、変更に伴う登記等の諸費用は個人負担となります。

　地球温暖化防止活動と太陽光発電設備普及のため、従来の補助
（1kW当たり1万5000円）に加え、2kW未満の小規模な太陽光発電
システムを設置する場合はさらに補助を加算します。

■補助金額　
　1kW当たり1万5000円に2万円を加算
　（1000円未満は切り捨て）
■対　　象
　①設置工事前
　（平成31年3月末までに完成）
　②新規に設置
　（カーポートやベランダ等も可）
　③設置前後1年間の電力使用量の調

査とアンケートに協力できる家庭
■申請期限　平成31年1月31日㈭まで

　システムメンテナンスのため、マイナンバーカード（個人番号カ
ード）を利用した全国の指定コンビニでの証明書等の交付サービス
が利用できません。ご注意ください。
■日時　9月15日㈯午前9時～午後8時

　心身の発達に支援が必要な3歳以
上の未就学児の療育・支援等を行い、
学校教育の基礎となる心と身体を保
護者とともに育てていく児童発達支
援センターです。

あおば学園ってこんなところ

問建築指導課☎922-19495922-3148

住居表示区域内での
新築・建て替えの際は

問あおば学園☎5936-4972

児童発達支援センター
「あおば学園」入園相談会

問勤労青少年ホーム☎928-64215928-9632

氷川児童センターの指定管理者を募集

問住民票、印鑑登録証明書、戸籍証明書等…市民課☎922-15265920-1501
　課税・非課税証明書、所得証明書…市民税課☎922-10495920-1502
　納税証明書…納税課☎922-10985920-1502

9/15
（土）

問保健センター☎922-02005922-1516

乳がん検診（集団）
の申し込み受け付け

そのうちでなく今のうちに！

期間延長

住居表示の届け出を

問環境課☎922-15195922-1030

エコライフを楽しみませんか
小規模太陽光発電設備の
　　　　設置補助を拡大

例）1.8kWの場合
　　1.8×1万5000円
　（=2万7000円）＋定額2万円
　　=4万7000円（補助金額）

お隣さんの郵便も
届いて困るわー…

誤配達が
なくなって
ストレスフリー

住居番号
変更申請

例）高砂一丁目
1番1号

高砂一丁目
1番1号

高砂一丁目
1番1号

高砂一丁目
1番1-1号

コンビニ交付サービス
を一時休止します

市民便利帳の広告主を募集中
問広報課☎922-05495922-3041
　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」に掲載する広告主を募集しています。
　市が行政情報を提供、㈱サイネックスが広告主の募集、冊子の編集、
配布業務を行う官民協働事業で、同社が市内の商店や事業所を訪問し、
広告主を募ります。広告掲載の申し込みは同社へ。☎048-643-7120504
8-643-7123s-saitama@scinex.co.jp

平成31年1月、市内全戸配布予定

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③市政情報 2018年9月5日号



　9/21㊎～10/22㊊。対象は中央、高
砂、住吉、神明、氷川町、吉町、手代
町、松原。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
（その場での現金請求はありません）。
問水道営業課☎927-22205927-1561

　県では多子世帯向けに新築・中古住
宅取得及びリフォームの助成を行って
います。
■対象世帯　子（18歳未満）が3人以
上の世帯、子（18歳未満）が2人の世
帯（条件あり）
■対象住宅　戸建て住宅：床面積が
100㎡以上、マンション：床面積（専
有部分）が80㎡以上
ლ平成31年3/15㊎までに県住宅課へ。
なお、予算額に達し次第終了。☎048-
830-55635048-830-4888

　9/27㊍10時～11時30分。会場は勤労
福祉会館。すぐに出来る食品ロスを減
らす保存術・食材の使い方や社会の取
り組みなどを紹介。定員30人。ლ9/6
㊍からくらし安全課へ。☎941-61115
941-6157

　9/24㊡11時～。会場は草加市文化会
館。出演はギターアンサンブルシンシ
ア。「シバの女王」「瀬戸の花嫁」ほ
か。問草加市文化会館☎931-9325593
6-4690

　10/6㊏9時～12時。会場は八潮消防
署。成人に必要な心肺蘇生法・AED
・異物除去法ほか。市内または八潮市
在住・在勤の中学生以上対象。定員30
人。応募多数の場合は抽選。ლ9/28㊎
までに八潮消防署へ。☎998-0119599
7-8519

　9/29㊏9時30分～11時30分。会場は
まつぶし緑の丘公園（松伏町）。5市1
町在住者対象。草加・越谷・八潮・三
郷・吉川・松伏の5市1町（ファイブワ
ン）共催。ლ9/21㊎までに環境課へ。
メール（QRコード）も可。☎922-1519
5922-1030

　9/16㊐10時30分～16時（売り切れ次
第終了）。会場は物産・観光情報セン
ター。姉妹都市福島県昭和村の美味し
いお米、新鮮な高原野菜、山菜加工品
などを販売します。問
文化観光課☎922-2968
5922-3406

　9/22㊏13時30分～。会場は八潮メセ
ナ。優良運転者表彰・交通安全表彰・
交通安全宣言・アトラクション・景品
抽選会（12時30分から抽選券を配布）。
問交通対策課☎922-16415922-1030

　9/23㊗～12/28㊎。会場は歴史民俗
資料館。草加宿場まつりに合わせ、参
勤交代の制度化や大名行列の様子、日
光道中と草加宿の役割を紹介します。
■企画展講座「草加宿を通った東北大
名-盛岡藩主の参勤交代-」　10/6㊏14
時～16時。盛岡（南部）藩と江戸幕府
との関係、参勤交代と日光道中につい
て講演。会場は同館。定員60人。ლ

9/6㊍から電話で同館へ。☎922-04025
922-1117

　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
■ホッと！さわやか　9/8㊏13時30分
～15時30分。テーマ「心と体の健康は
食事から」。定員20人。参加費100円
■草加キングス・ガーデン　9/8㊏14
時～16時。テーマ「特殊詐欺にあわな
いために」。参加費100円
■デイサービスセンター草加　9/8㊏
14時～16時。健康体操と認知症予防の
手工芸体験。参加費100円
■埼友草加病院　9/15㊏14時～16時。
テーマ「プロが教える生前整理」。定
員100人。参加費200円
■ボンセジュール草加　9/22㊏13時30
分～15時30分。終活についての講話と
脳トレゲームなど。定員40人。参加費
100円。室内靴・ビニール袋持参

　9/27㊍10時～12時。会場は草加商工
会議所会館前駐車場。草加商工会議所
女性会の協力。10/4㊍10時～16時30分。
会場はイトーヨーカドー新田店。草加
中央ボランティアクラブの協力。問福
祉政策課☎922-12345922-1066

　9/22㊏・23㊗は、電気設備点検・館
内消毒のため臨時休館します。問ふれ
あいの里☎920-62225920-6251

　10/1㊊～14㊐は大浴場の改修工事の
ため入浴サービスを休止します。問で
あいの森☎936-27915936-2792

　国・私立または市外の公立小学校に
在籍する市内在住の6年生で、草加市
立中学校の学校選択を希望する児童は、
10/5㊎までに申請してください。問学
務課☎922-26745928-1178

　卒業時にはあん摩・マッサージ師等
の国家試験受験資格を取得できます。
高等学校卒業者または平成31年3月卒
業見込み者等対象。出願期間は10/23
㊋～11/16㊎（㊏・㊐・㊗除く）。選
考日は11/30㊎。問同学園☎049-231-21
215049-239-1015

　心臓や呼吸が止まってしまった場合、
速やかなAED（自動体外式除細動
器）の使用が救命につながります。草
加八潮消防組合はセブン-イレブン・
ジャパン及びセブン-イレブンの協力
を得て市内45店舗に設置しました。設
置店舗には、店舗入り口そばにAED
シールを貼付しています。問草加八潮
消防局警防課☎924-09675928-8454

　介護者のつどいは介護の情報交換と
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　9/8㊏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。問谷塚西部
（包）☎929-00145929-5222
■介護者のつどい　9/10㊊18時30分～
20時。会場はふれあいの里。問安行
（包）☎921-21215928-8989
■介護者のつどい　9/11㊋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
■誰でもできる気功　9/14㊎9時15分
～10時40分。会場は高砂コミセン。65
歳以上対象。定員30人。室内靴持参。
ლ9/6㊍から草加中央・稲荷（包）へ。
☎959-91335922-3801
■介護者のつどい　9/19㊌13時15分～
14時30分。会場は勤労福祉会館。車い
す体験あり。問新田（包）☎946-05205
946-0523
■認知症サポーター養成講座　9/25㊋
10時～11時30分。会場は高砂コミセン。
認知症の理解、認知症の症状と対応の
仕方を学ぶ。定員30人。ლ9/6㊍から
草加中央・稲荷（包）へ。☎959-9133
5922-3801
■はつらつバルーン体操　9/25㊋13時
30分～14時30分。会場は八幡コミセン。
ボール等を使った介護予防運動や体操。
65歳以上で軽い運動ができる人対象。
定員30人。室内靴持参。ლ9/6㊍から
川柳・新田東部（包）へ。☎932-70075
931-0993
■いきいき体操教室　9/25㊋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。室内靴持参。
ლ9/6㊍から谷塚西部（包）へ。☎929-
00145929-5222
■コツコツ貯筋体操～いつまでも若々
しく～　9/26㊌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
ラム。ლ9/6㊍から安行（包）へ。☎92
1-21215928-8989

ファイブワン自然塾
「身近な生きものを探そう！」

　懐かしのSPレコードの音色をお聞
かせします。9/8㊏、10/13㊏14時～
15時。会場は歴史民俗資料館。問同
館☎922-04025922-1117

AEDがセブン-イレブンにあります！

水道メーターの取り替え

愛の献血

音楽の森ミニコンサート

普通救命講習会Ⅰ

奥会津昭和村　田舎の野菜便

八潮市・草加市交通安全大会

消費生活講座
「今日から始める食品ロスの減らし方」

地域包括支援センター (包)
介護予防教室・介護者のつどい

ふれあいの里　臨時休館

であいの森　入浴サービス休止

オレンジカフェ（認知症カフェ）

平成31年4月入学者対象
市立中学校選択申請を受け付け

県立塙保己一学園（盲学校）
高等部専攻科入学希望者の募集

多子世帯向け住宅取得・
リフォーム補助金の申請を受け付け

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

食中毒は「つけない・ふやさない・やっつける」！　家庭でもしっかり予防を

9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

企画展
「日光道中草加宿と参勤交代」
-盛岡（南部）藩を中心として-

86年前の音色
蓄音機コンサート

平成30年の市内交通事故状況（前年比）8月20日現在　人身事故538件（－84）　死者3人（－4）

④ 2018年9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」

国民健康保険税（普通徴収）   第4期

介護保険料（普通徴収）  第4期

後期高齢者医療保険料（普通徴収）  第3期

10/1㊊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）

10/1㊊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



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

9/26㊌

9/21㊎

【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

10/1㊊

10/16㊋

3歳3か月児健康診査 
9/11㊋

9/25㊋

平成29年3/1～15生まれ

平成29年3/16～31生まれ

平成27年6/1～15生まれ

平成27年6/16～30生まれ

対象者に9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）

11/30㊎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）

20歳以上

40歳以上

30歳以上

【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、市役所、サービスセンター、
公民館、コミセンに配置　ホームページ参照可
＜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※子宮がん検診の
対象者のうち、一部の対象者には無料クーポン券を送付済
注）各検診は、実施期間内に１回のみの受診となります。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

便潜血検査　費用500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 10/24㊌ 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

こんにちは赤ちゃん訪問 9月下旬～10月中旬 平成30年8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8月末に診査票等を送付済み。
届かない人は連絡を

マタニティクラス
両親学級 10/14㊐・17㊌ 平成30年12月～同31年2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 10/22㊊ 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 9/12㊌ 【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

骨密度測定 9/21㊎、10/4㊍

【要申込】
9/6㊍から保健センターへ
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　

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

18歳以上で今年度測定していない人 
定員各日80人

超音波による骨密度測定
（簡易検査）費用100円

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

乳がん検診（集団）の申し込み受け付け中！詳細は3ページを参照してください。

　10/20㊏10時歴史民俗資料館集合、
12時解散。当時の写真を手に町中を散
策、市制施行からの60年間をたどりま
す。定員15人。ლ生涯学習課へ。☎92
2-28305922-3498

　9/29㊏14時～16時。会場は越谷児童
相談所。制度の説明、質疑応答。子ど
もを育てている里親さんの体験談も聞
くことができます。定員30人。ლ越谷
児童相談所へ。☎975-41525977-3200

　10/4・11・18・25の㊍10時～12時。
会場は柳島コミセン。クリスマスリー
スのタペストリー作り。定員各20人。
材料費800円。針・糸・定規持参。ლ9/6
㊍から同コミセンへ。☎5928-2321

■抽象画制作のコツを学ぶ　10/2・9
の㊋13時30分～16時。全2回。会場は
草加市文化会館。定員20人。参加費
1600円。四つ切り画用紙3枚・鉛筆・
消しゴム・彩色道具持参
■打楽器でリズムを楽しむ
　10/5～26の㊎13時30分～15時30分。
全4回。会場は勤労青少年ホーム。定
員15人。参加費1600円
ლ9/20㊍までにシルバー人材センター
へ。☎928-92115928-9209

　10/6㊏9時30分長栄中央公園集合
（荒天時は10/7㊐）。新田西部の綾瀬
川沿い約2㎞で川に投棄された自転車
等の引き上げや河川の清掃作業を行い
ます。小学生は保護者同伴。当日は汚
れてもいい服装で。同プロジェクト実
行委員会と市の共催。ლ9/26㊌までに
環境課へ。☎922-15195922-1030

　10/2㊋10時～13時。会場は保健セン
ター。ミルクパッツァ、焼き野菜のマ
リネ、デザート。手軽でバランスの良
いメニューを学びます。定員25人。材
料費500円。エプロン、三角巾、布巾2
枚持参。ლ9/6㊍から保健センターへ。
☎922-02005922-1516

　9/30㊐までの11時～16時。会場は草
加宿神明庵。市の三大地場産業の一つ
「ゆかた染め」の県伝統工芸士で、草
加市文化賞受賞者の昼間時良氏から提
供された伝統技法に用いる貴重な道具
や型紙、染色されたゆかた等を展示。
問文化観光課☎922-24035922-3406

　10/1㊊13時30分～15時30分。会場は
越谷市中央市民会館。地元の弁護士が、
離婚、相続、借金などあらゆる法律問
題に応えます。予約不要。問埼玉弁護
士会越谷支部事務局☎962-11885962-
1422（㊊～㊎10時～16時30分）

　10/5・12・19の㊎9時30分～11時30
分。全3回。会場は八幡コミセン。定
員15人。材料費400円。はさみ、ボン
ド、持ち帰り用の袋持参。ლ9/20㊍か
ら同コミセンへ。☎5935-4878

　いずれも初日は30分間の健康講話あ
り。会場は保健センター。重複申し込
み不可。
■インナーマッスルを鍛えよう背筋す
っきり講座　10/9㊋10時～12時・16㊋
10時～11時30分。全2回。40～69歳対
象。定員30人
■はじめてヨガ　10/11㊍10時～11時
30分・18㊍10時～11時15分。全2回。
18歳以上対象。定員30人
■ゆったりロコトレ体操教室　10/22
・29の㊊10時～11時30分。全2回。65
歳以上対象。定員30人
ლ9/6㊍から電話で保健センターへ。
☎922-02005922-1516

■ゴルフ大会　10/8㊗7時野田市パブ
リックゴルフ場集合。定員40人。参加
費1万9100円（プレー費込み）
■少林寺拳法大会　10/14㊐12時～。
会場は記念体育館。小学生以上対象。
参加費1000円
■柔道大会　11/4㊐9時～。会場は記
念体育館。幼児以上対象。参加費800
円
ლゴルフは9/29㊏まで、少林寺拳法・
柔道は9/20㊍までに電話で草加市体育
協会へ。☎928-63615922-1513

■保護者セミナー　10/6㊏13時30分～
16時30分。講演とワークショップ。定
員20人
■出張プレ相談　10/13㊏13時10分～
16時30分で1組30分。支援の方向性に
関する相談。定員5組
　いずれも会場は勤労福祉会館。義務
教育を修了した15～44歳の未就労の子
どもを抱える親・家族対象。本人（子
ども）は参加できません。ლ9/6㊍から
若者自立支援センター埼玉へ。☎048-
255-8680（㊐、㊗を除く11時～18時）

里親入門講座

パッチワーク教室 シルバーカルチャー教室

市民体育祭

おしゃれな洋風ランチを作ろう

法の日無料法律相談会

おりがみ体験教室

SKT24推進事業
そうか健康づくり応援隊

綾瀬川流域クリーンプロジェクト！
参加者募集

「わが子の職業的自立」に悩む
家族のためのセミナー～次の一歩の
ために家族ができること～

歴史散歩
～写真で巡る草加市の60年～

-東京本染めの模様と道具-
型紙展

9月の「なくそう暴力」標語　暴力を　見ているだけじゃ　変わらない

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9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。

　10/6㊏10時～15時。会場は勤労福祉
会館。青柳と旭町の「のび～すく」合
同開催。赤ちゃんマッサージやコンサ
ート、人形劇ほか。問シルバー人材セ
ンターへ。☎928-92115928-9209

子ども・親子向け

そうか公園フリーマーケット

　10/28㊐9時～16時（雨天中止）。会場
はそうか公園。募集は35区画。出店料
1区画1080円。ლ9/6㊍～10/24㊌にみ
どり公園課へ。☎922-19735922-3145

そうか市民大学後期講座

東京2020オリンピック・
パラリンピック　
県版ホームステイ

　同大学楽器展示室所蔵楽器の公開と
演奏、古楽器演奏体験、実技レッスン
（ピアノ、ハープ、フルート、声楽）。
10/27㊏8時30分市役所公用車管理棟前
集合（市のバスで移動）または9時45
分現地集合。15時現地解散。講座修了
後の定期演奏会（17時30分終演）も鑑
賞できます。会場は上野学園大学短期
大学部（台東区）。定員30人。参加費
1000円。ლ9/6㊍から生涯学習課へ。
☎922-28195922-3498

　10/8㊗12時30分綾瀬川左岸広場集合
（雨天中止）。内容は下表のとおり。
定員は60チーム。ლ9/6㊍から記念体
育館で配布する用紙（草加市体育協会
ホームページで入手可）を記入し、記
念体育館へ。ファクスも可。☎922-11 
515922-1513

　東京2020オリンピック・パラリンピ
ック大会に出場する海外選手の家族を
受け入れるホストファミリーを募集し
ます。詳細は県ホームページ（QRコ
ード）で確認を。問（公財）埼玉県国際
交流協会☎048-833-2992

■まちの匠～作る・皮革講座～中・上
級コース　10/13・20の㊏13時15分～16
時30分。全2回。会場は草加市文化会
館。本革のA4サイズトートバッグを
作成。同講座の初級コース経験者対象。
定員15人。受講料9000円（材料費込み）
■日本映画を芸術に高めた四大巨匠～
溝口・小津・成瀬・黒澤作品から学ぶ
～　10/3～24の㊌14時～15時30分。全
4回。会場は中央図書館。映画評論家
の渡辺俊雄さんを講師に、日本の四大
巨匠が映画界に残した足跡をたどる。
定員30人。受講料4000円
■子どもは神の子・江戸時代　10/ 
13、12/1・15の㊏10時～11時30分。全
3回。会場は草加市文化会館。幕末、
訪日外国人が一様に感動した江戸の子
どもたちの明るさを通し江戸について
学ぶ。定員30人。受講料3000円
ლ生涯学習課へ（皮革講座は9/6㊍か
ら）。☎922-28195922-3498

■土木作業員　勤務は11月から。勤務
時間は㊊～㊎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（AT車限定不
可）以上所持者対象。募集は1人。日
給7700円（交通費込み）。面接は9/27㊍
■介護保険料徴収補助員　勤務は11月
から。勤務時間は㊊～㊎のうち週4日
程度で10時～16時。場所は介護保険課。
自転車での介護保険料の訪問徴収業務
ほか。63歳以下対象。募集は1人。日
給4750円（能率給あり、交通費込み）。
面接は9/26㊌
ლいずれも9/20㊍（必着）までに履歴
書（土木作業員は免許証の写しも）を
〒340-8550職員課へ。☎922-0983592 
2-3098

　11/23㊗・24㊏10時～17時。会場は
記念体育館。演技発表と競技・コンテ
ストの2部門。幼児～高校生対象。参
加費1人400円。詳細は草加市体育協会
ホームページで。ლ演技発表は9/6㊍9
時から電話で、競技・コンテストは
9/18㊋までに同協会へ。メールも可。
☎928-63615922-1513

　勤務は11月から。勤務時間は㊊～㊎
8時30分～17時。場所は介護保険課。
介護保険課業務の事務補助、窓口業務
ほか。パソコン操作可能な60歳以下の
人対象。募集は2人。時給960円。面接
は9/26㊌。ლ9/20㊍（必着）までに履
歴書を〒340-8550職員課へ。☎922-098 
35922-3098

　9/20～11/22の㊍9時15分～10時45分。
全10回。定員15人。30分以上自力で休
まず散歩できる60歳以上対象。運動靴
持参。ლ9/7㊎10時から電話でふれあ
いの里へ。☎920-62225920-6251

①スローストレッチで筋力アップ　10/
4・18、11/15・29、12/6・20の㊍10時
～11時30分。全6回。定員30人。室内

臨時職員

非常勤嘱託員

ふれあいの里講座　
やさしい健康太極拳

であいの森講座

　10/6㊏10時～11時45分。会場は草加
市文化会館。テーマは「小学校入学前
後の子育て～よい脳の育て方　知力と
心を共に育てよう～」。子どもの成長
に合わせた関わり方についての講演や
参加者同士のグループトーク。5歳～
小学2年生の保護者対象。講師は文教
大学教育学部成田奈緒子教授。定員80
人。保育（定員20人）、手話通訳あり
（いずれも要予約）。ლ9/25㊋までに
子ども教育連携推進室へ。QRコード
（こくちーず）からも可。☎922-3494 
5928-1178

高年者向け

上野学園大学短期大学部公開講座
「古楽の楽しみ」

子育て講演会

草加スポーツフェスティバル2018
小学生マラソンリレー参加者募集 草加ジュニア新体操競技大会

親子のひろばのび～すく
感謝のつどいみんなで楽しく遊ぼう

靴持参
②絵手紙教室　10/3・17・31、11/7・
21の㊌10時～12時。全5回。定員20人。
材料費400円。描きたい物持参
　いずれも60歳以上対象。ლ①は9/7
㊎、②は9/11㊋の10時から電話でであ
いの森へ。☎936-27915936-2792

部門 距離×人数

1・2年生女子

1・2年生男子

3・4年生女子

3・4年生男子

5・6年生女子

5・6年生男子

500m×4人

600m×4人

スポーツしよう！
【スポーツ教室】ლ 9/20㊍（消印有効）までに往復はがきに教室名・住所・
氏名（ふりがな）・生年月日・電話番号を記入し、〒340-0022瀬崎6-31-1草加
市体育協会へ。同協会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

【フィットネスクラブ】初期費用2000円（65歳以上1500円）別途負担。ლいず
れも電話で9/6㊍から記念体育館コース・プレミアムコースは記念体育館（☎
928-63615922-1513）、市民温水プールコースは市民温水プール（☎936-6824 
5935-8981）へ。　

■スポーツ教室（（ ）内は除外日）
プログラム名 会費・定員曜日 時間会場

ボクシングエクササイズ

シェイプアップ

サーキットトレーニング

HIPHOPエクササイズ

エアロビクス

ヨガ

コアストレッチ＆ダンス

シェイプアップアクア

オリジナルプログラム

種目別水泳

ミットアクア

ロングスイム＆ワンポイントアドバイス

ゆったりアクア＆水中ウォーキング

げんきが出るアクア

おくの細道スイム＆水中ウォーキング

シェイプ体幹強化

マンスリープログラム

おはようストレッチ

体幹・美ボディトレーニング

ステップ&ストレッチ

バランス＆コアトレーニング

㊊

㊋

㊌

㊍

㊎

㊋

㊋・㊍

㊌

㊍

㊎

㊐

㊊

㊌

㊍

7時15分～8時15分

11時15分～12時45分

11時15分～12時15分

7時15分～8時15分

9時30分～10時30分

19時15分～20時15分

11時15分～12時15分

11時10分～12時

14時～15時

19時30分～21時

11時～11時50分

10時30分～12時

14時～15時

20時～20時50分

18時～21時

13時40分～14時40分

9時～9時50分

9時～10時

13時～14時

13時45分～14時45分

19時30分～21時

【記念体育館コース】
半期分割払い
7500円
定員250人

【市民温水プールコース】
半期分割払い
7500円
定員200人

【プレミアムコース】
両会場利用可
半期分割払い
1万500円
定員30人

記念
体育館

市民温水
プール

市民
体育館

いずれのコースの
会員も

利用できます

■フィットネスクラブ　18歳以上対象（高校生を除く）、全コース月1～3回

記念
体育館

市民
体育館

瀬崎
小

草加
中

そうか
公園

事業（コース名）名

16時～17時

17時～18時

13時～15時

17時～
18時30分

9時～11時

11時～13時

14時～16時

19時～20時

15時～17時

15時～17時

18時～20時

実施日 曜日 時間 回数 対象 定員 月額会場

3000円

6000円

4000円

2000円

1000円

2000円

2000円

15人 2000円

4000円20人

20人

20人

20人

30人

25人

各  
20人

各  
24人

6

4

8

4

8

8

8

8

4

㊊

㊎

㊋

㊌

㊋

㊏

㊏

㊐

㊎

小学生

年中・年長

18歳以上

18歳以上

18歳以上

18歳以上

18歳以上

年少以上

年中以上

10/15～11/26
（11/5）

10/1～12/3
（10/8、11/5）

10/5～10/26

10/9～11/27

10/10～
11/28

10/2～11/20

10/6～12/1
（11/3）

10/6～11/3
（10/27）
10/7～11/11
（10/28、11/4）

10/5～11/30

卓球経験のある
小学生～高校生

器械体操
幼児

小学生

初心者バウンド
テニス

初中級硬式テニス
　　　　　水曜A
初中級硬式テニス
　　　　　水曜B

ソフトテニス

シェイプアップ
トレーニング

ジュニア卓球
レベルアップ

10時～11時 3000円30組6㊊10/15～11/26
（11/5）

H26.4.2～H28.4.1
生まれの幼児と親親子体操

スポーツ吹矢 

基礎柔道 

初心者少林寺拳法

11時
～12時30分 40人 4000円8㊊ 40歳以上健康エクササイズ
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防災テレフォンサービス ▶防災行政無線放送　☎922-9911　▶火災・防災情報　☎997-8511

■三郷ハワイアンフェス　9/23㊗10時
～17時（雨天中止）　会場はにおどり
公園　問同フェス運営委員会☎090-78
32-7538

■インターナショナルフレンドシップ
パーティー　9/23㊗11時～14時　会場
は市民交流センターおあしす　問市民
参加推進課☎982-9685

■市制60周年・平和都市宣言10周年
記念　平和祈念展in越谷　9/25㊋～30
㊐9時30分～17時　会場は越谷コミュ
ニティセンター（サンシティ内）　問
総務課☎963-9140

■やしおコラボフェスタ　9/30㊐9時
～16時　会場はやしお生涯楽習館　問
同フェスタ実行委員会事務局☎994-10 
00

■まつぶし町民まつり2018　10/21㊐
10時～15時30分　会場は松伏記念公園
ほか　同まつり実行委員会事務局☎99 
1-1854

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　9/7㊎・10㊊
・18㊋9時～11時、9/11㊋・21㊎13時
～15時　中央公民館で　初回無料・2
回目以降300円　問田岡☎090-4335-7 
987
■卓球体験　9/7㊎・14㊎13時～　9/ 
21㊎15時～　市民体育館で　直接会場
へ　問松が根クラブ須藤☎922-4789
■スポーツ吹矢体験会　9/8・15の㊏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
■生活なんでも相談会　9/8㊏13時30
分～　勤労福祉会館で　9/16㊐13時30
分～　谷塚文化センターで　相談無料
　問草加生健会☎928-5564
■スポーツ吹矢体験　9/8・15の㊏13
時～15時　八幡コミセンで　参加費20 
0円　ლ山田☎944-8837
■スポーツ吹矢体験会　9/9・16の㊐
13時～15時、9/24㊡9時～11時　瀬崎
コミセン集会室で　初心者歓迎　初回
無料・2回目以降300円　問下田☎080- 
5477-3719
■スポーツウエルネス吹矢体験会　
9/9～23の㊐13時～15時　川柳文化セ
ンターで　初心者歓迎　マウスピース
代200円　問植木☎090-2253-8475
■アヒルフリーダンスパーティー　
9/9㊐13時20分～16時15分　谷塚文化
センターで　ゲーム・トライアル・ミ
キシング・軽飲食付き　参加費500円
　問黒崎☎090-3800-8380
■ふれあいダンスパーティー　9/9㊐
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
■歴史学講座「創世」古代トミ族の正体
［建築師たちの伝統］－投馬国（宮崎平
野）登美氏（奈良県）富族（出雲）－　
9/10㊊13時30分～16時30分　草加市文
化会館で　問小嶋☎090-1261-7366
■ミシン洋裁基礎講座　9/12・26の㊌
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☎090-66 
57-4005
■食べて応援！東北復興支援　9/13㊍
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
■司法書士による法律相談会　9/14㊎
17時～19時　物産・観光情報センター
で　問竹村☎920-5415

■介護者の集い「オアシス」　9/15㊏
10時～12時　中央公民館で　10/2㊋13
時30分～15時30分　氷川平成塾で　個
別相談お受けします　問山田☎928-53 
32
■合気道無料体験会　9/16㊐9時～10
時　小学生対象、10時～11時　中学生
以上対象　中央公民館で　駐車場有　
ლ合気研究所佐久間☎050-7114-0709
■ニューロマンスフリーダンスパーテ
ィー　9/16㊐13時15分～16時15分　谷
塚文化センター3Fで　参加費500円　
フリータイムミキシングトライアル有
　問高橋☎090-2303-3667
■不登校相談会　9/20㊍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）☎93 
2-5139
■介護者サロン「らくだ」　9/21㊎　
わ～くわっく草加で　「こもれび」　
9/27㊍　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
■図書館ボランティアガイドの説明と
募集　9/22㊏10時～12時　中央図書館
4階多目的ホールで　各部活動内容の
紹介、館内案内　問図書館ボランティ
ア草加（L.V.S）大貫☎090-4615-5204
■ゆうゆうまつり　9/22㊏10時～12時
　優優保育園で　駐車場はありません
　問御手洗☎920-3020
■相続の7割は不動産！遺言で安心不
動産相続　9/23㊗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　
9/23㊗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
■映画鑑賞会「胡同愛歌」　9/23㊗13

時30分～　中央公民館で　参加費500
円　茶菓付き　映画で中国文化を学び
ましょう（懇親会もあり）　ლサーク
ル中国大好き武藤☎090-3574-1031
■悠々会絵画展　9/24㊡～30㊐10時～
17時（24㊡は13時～、30㊐は12時ま
で）　アコスギャラリー大で　油彩・
水彩約35点を展示　問岸尾☎080-5029- 
8558
■史跡巡り「徳川将軍親衛隊の街・番
町麹町界隈」　9/30㊐8時30分草加駅
改札内集合　定員50人　参加費600円
交通費別　昼食持参　ლ草加史談会浅
古☎924-3403
■第55回草加母親大会　9/30㊐12時～
16時　勤労福祉会館で　講演｢子ども
のシグナル見えますか｣横湯園子　子
馬座演奏　分科会教育乳幼児医療平和 
問草加母親大会連絡会☎924-0460
■ウィズ･ザ･ビートルズ･コンサート
（ビートルズ♡大集合）　9/30㊐14時
～16時30分　新田西文化センターで　
定員50人　参加費100円　問YYKIビ
ートルズバンド吉田☎090-5394-2571
■社会福祉法人光陽会グループホーム
光輪の家「絵画展」　10/3㊌～8㊗10
時～17時（8㊗は16時まで）　中央公
民館で　問光輪の家☎954-4636
■ふささら祭りで一緒に草加音頭を踊
りませんか　10/5・12・19・26の㊎19
時～20時　中央公民館で　全4回　希
望者は10/5に会場へ　問草加市民踊同
好会金丸☎931-3988
■障害年金・成年後見無料相談会　
10/7㊐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
■獨協おやこ大学　10/15～11/5の㊊
10時30分～12時　全4回　獨協大学で
　初めての子育てママと赤ちゃん対象
　定員10組　無料　ლ獨協大学地域と
子どもLSC☎946-1781

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

9/ 8㊏　㈲東洋開発　　　両新田西町246　☎928-5520
9㊐　㈱井戸梅　　      住吉2-4-3　　　 ☎922-3413
15㊏　㈲東洋開発　　　両新田西町246　☎928-5520
16㊐　㈲寺島管工設備　柳島町193-5　　☎925-4566
17㊗　三栄工業㈱　　　苗塚町55-4　　 ☎925-7384

9/  9㊐

9/16㊐

9/17㊗

内科
外科
内科
外科
内科
外科
歯科

草加パートナーズ内科・糖尿病クリニック
草加脳神経外科クリニック
内山内科小児科医院
正務医院
しんえいクリニック
土谷メディカルクリニック
ふじかわ歯科医院

栄町2-11-9
栄町2-1-33 1F
高砂2-6-4
青柳5-12-13
新栄4-2-5
谷塚町629
青柳5-22-28-B 2F

☎933-0015
☎949-6112
☎922-0963
☎936-7422
☎941-5211
☎928-0228
☎935-2400

　月　日　 診療科 当番医名 住　所 電話番号

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



　パリポリくんバスに乗車するともらえるスタンプを5つ集めると、
スタンプカードと引き換えにパリポリくんバス柄の「Busタオル」
をプレゼントします（1人1回まで）。
■スタンプ押印期間　9月22日㈯～平成31年3月31日㈰の土・日曜、
祝日
■スタンプカード配布場所　パリポリくんバス内（土・日曜、祝日
のみ）、東武バスセントラル㈱草加営業事務所、交通対策課
■スタンプをもらう方法　スタンプ押印期間中、パリポリくんバス
降車時に乗務員にスタンプカードを見せて押してもらってください。
1回の利用でスタンプ1個。
■タオル引換場所　交通対策課、物産観光・情報センター

　草加松原を綾瀬川の川面から眺めて、新たな草加の魅力を発見し
てみませんか。乗船希望者は当日直接会場へ。
■日時　 9月16日㈰　第1便：午前9時30分、第2便：午前10時30分
■受付　午前9時15分～
■会場　綾瀬川左岸広場第2ラグーン
■定員　各便18人（定員になり次第受付終了）

和舟を一緒に楽しみたい12歳以上対象。
年会費1000円。

　日光街道埼玉六宿（草加宿・越ヶ谷宿・粕壁宿・杉戸宿・幸
手宿・栗橋宿）の宿場町を巡り、四宿以上のスタンプを集める
と六宿にちなんだ景品が抽選で当たります。この機会にぜひ日
光街道を巡ってみてはいかがでしょうか。
■開催期間　11月30日㈮まで
■応募方法　12月28日㈮（必着）までにスタンプを集めた応募

用紙を指定郵送先へ

■台紙設置場所　①草加宿神明庵②草加宿芭蕉庵③草加市物産
・観光情報センター④草加駅⑤獨協大学前〈草加松原〉駅⑥文
化観光課
■スタンプ押印　①草加宿神明庵②草加宿芭蕉庵③草加宿案内
人の会主催のガイドツアーに参加④対象イベント
　草加宿以外の詳細は各市町に問い合わせてください。

■日時　9月18日㈫午後0時30分～0時55分
■会場　草加市文化会館
　市の三大地場産業や魅力などを紹介する
ラジオ番組の生放送です。観覧自由。なお、
駐車場は利用できません。

　9月20日㈭から「交通対策課YouTubeチャンネル」で配信し
ます。パリポリくんバスの乗り方をパリポリくんとお姉さんが
教えてくれる楽しい動画です。ぜひご覧ください。

■日時　10月8日㈷午前10時30分集合、11時30分解散
■会場　コナミスポーツクラブ体育館（綾瀬川左岸広

場に集合後、徒歩で移動）
■対象　市内在住の小学生と保護者
■定員　30組（親子2人で1組）。応募多数の場合は抽選。
□申 9月21日㈮（必着）までに往復はがきに住所・参加者氏名（ふり
がな）・年齢・電話番号を記入し、〒340-8550スポーツ振興課へ。

　10～12日、記念体育館を会場に第43回全国高
等学校トランポリン競技選手権大会が行われ、
全国から集った高校生たちが個人、シンクロ、
団体の種目で見事な技を披露しました。

　18日、「パリポリくんバスで自由研究」に小学生親子57組が参加。
バスの乗り方や仕組みを学び、車中からの洗車体験をしました。東
武バスオリジナルグッズやパリポリくんBusタオルの先行プレゼン
トもあり、楽しい自由研究になりました。

8月かどまちごとでき

問スポーツ振興課☎922-28615922-3172

問文化観光課☎922-24035922-3406

Busタオル
もらいました！！

公開生放送NHKラジオ「旅ラジ」
コナミスポーツクラブ体育館親子見学会コナミスポーツクラブ体育館親子見学会

土・日・祝 乗車限定！
パリポリくん
バスに乗って

をゲットしよう！
「Busタオル」

ありがとう!!

ワ
ー
！ キ
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ー！

キ
ャ
ー！

ラジオイベントカー（中継車）が来場ラジオイベントカー（中継車）が来場

なかね和舟の会会員募集

日光街道埼玉六宿連携
スタンプラリー
日光街道埼玉六宿連携
スタンプラリー

和舟に乗って

草加松原を

楽しみませんか

問文化観光課☎922-24035922-3406

問文化観光課
　☎922-24035922-3406

開
催
中

草加市内はこちら

トップアスリートが使う施設を見てみよう！

問交通対策課
　☎922-16855922-1030

パリポリくんバスの乗り方

動画
でチ
ェック！

トップアスリートが使う施設を見てみよう！トップアスリートが使う施設を見てみよう！

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9月5日号

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
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