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オレンジカフェに参加している
髙野さん夫婦に聞きました。
オレンジカフェに参加している
髙野さん夫婦に聞きました。

　2年前から認知症を患っている髙野茂男さん
は、デイサービスやオレンジカフェ、やすらぎ支援
事業、ショートステイなど、娘さんが介護サービス
情報を探し、いくつものサービスを見学して、自分
たちに合ったサービスを上手に使って夫婦仲良く
過ごしています。
　認知症を発症した当初は話をしなくなり、表情
も乏しくなっていた茂男さん。デイサービスに通い

　認知症は誰にでも起こりうる脳の病気。年齢を重
ねるほど発症する可能性が高まり、65歳以上の4人
に1人が予備群だったり症状が出たりしています。
　認知症の人が穏やかに暮らすためには、家族や周
囲の人の正しい理解と支え合いが必要です。
　9月のアルツハイマー月間に合わせ、認知症につ
いて理解を深めましょう。

始めてからはとても表情が明るくなり、デイサービ
スの日は楽しみで朝早くから起きて待っているそ
うです。
　妻の絹子さんは、「私自身も病気で大変なことも
あるけれど、ごみ出しなどできることはやってくれ
るし、体を気遣ってくれて優しいんです」と苦労を
感じさせない笑顔で話してくださいました。

草加市高年者応援サポーター

そうたくん

●家族や周囲の協力が笑顔を支えます！

　認知症を正しく理解し認知症の人やその家族の応援者となる「認知症サ
ポーター」。市では平成21年度から認知症サポーター養成講座を実施して
おり、同29年度からは市内の一部小学校でも4年生を対象に講座を開催。
これまでに1000人以上の小学生サポーターが誕生しました。今年度も17
校の小学校で開催予定です。
　講座を受けた児童からは、「認知症の人たちにとって住みやすい社会にし
たい」などの感想が寄せられました。また、氷川小学校では、サポーターとし
て児童が近くのグループホームを訪問し、入居者と一緒にゲームをするな
ど、心温まる交流や活動につなげています。

ご相談は地域包括支援センターへ！ご相談は地域包括支援センターへ！

・・・などを認知症地域支援推進員が中心になってサポート・・・などを認知症地域支援推進員が中心になってサポート
地域包括支援センター名 担当地域 電話番号

☎929-3613
5933-9380谷塚・瀬崎地域包括支援センター

☎929-0014
5929-5222

谷塚西部地域包括支援センター
（草加キングス・ガーデン 介護相談センター内）

☎959-9133
5922-3801

草加中央・稲荷地域包括支援センター
（居宅介護支援事業所西うさぎ内）

☎946-7030
5942-7582

草加西部地域包括支援センター
（ケアステーションかしの木内）

☎932-6775
5932-6779

松原・草加東部地域包括支援センター
（草加市社会福祉協議会内）

☎921-2121
5928-8989

安行地域包括支援センター
（特別養護老人ホーム草加園内）

☎932-7007
5931-0993

川柳・新田東部地域包括支援センター
（介護老人保健施設翔寿苑内）

☎946-0520
5946-0523

新田地域包括支援センター
（クォーターヴィレッジ新田地域支援事業所内）

こどもたちも

こどもたちも

こどもたちも

こどもたちも

認知症サポーターに！

認知症サポーターに！

認知症サポーターに！

認知症サポーターに！
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町、新善町
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■8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）

9/20～26
動物愛護週間

■勤務時間
1 日 当 た り 　　

1週間当たり　
■休暇の種類
①年次有給休暇　年20日を限度として付与
（平成29年度の平均取得日数9.5日）
②病気休暇（有給）　3か月以内（公務災害
を除く）
③特別休暇（有給）　出産休暇、忌引、夏
季休暇、リフレッシュ休暇等
④介護休暇（無給）　6か月以内

■育児休業、部分休業の取得状況
　育児休業は、市長事務部局で41人（男性4人
・女性37人）、市立病院で25人（男性2人・女
性23人）、教育委員会で4人（全て女性）の計
70人（男性6人・女性64人）が取得しました。
　部分休業は、小学校就学前までの子を養育
している場合、1日2時間まで勤務しないこと
ができる制度です。市長事務部局で7人、市
立病院で25人、議会事務局で1人、教育委員
会で4人の計37人が取得しました。
■時間外勤務の状況

■分限処分　休職処分14人（病気休職）
　分限処分とは、職責を果たせない場合に、
降任、免職、休職、降給を任命権者（市長
等）が行う処分です。
■懲戒処分　なし
　懲戒処分とは、職員の職務専念義務違反等
の道義的責任を問うもので、戒告、減給、停
職、免職を任命権者（市長等）が行う処分です。
■希望降任　なし

■職務専念義務免除等　職務専念義務免除　
1307件（人間ドック、研修等）
■営利企業等従事の許可　許可件数115件
■公益通報　0件
　公益通報とは、公益を守るために、職員が
職務上知り得た他の職員の行政運営上の違法
な行為などを第三者委員会に通報することで
す。

■研修の概要
①階層別能力開発研修　新規採用職員研修、
中級職員研修、上級職員研修、主査研修等
②派遣研修　自治大学校派遣研修、彩の国
さいたま人づくり広域連合派遣研修、民間
企業派遣研修等
③自己啓発　通信教育講座
④組織・人材開発　課題別研修等
■職員の勤務成績の評価方法及び活用方法
の概要等
　人材育成システムにおいて、職員の職務
を通じて発揮された意欲や能力・実績の評
価を行っています。これらの評価結果を人
事異動や昇格等の資料として活用し、能力
・実績に基づく人事管理を行っています。

■福利厚生制度の概要
①埼玉県市町村職員共済組合　短期給付
（健康保険）、長期給付（年金）、福祉事
業（保健、貸付、保養所等）
②健康診断　定期健康診断、特殊健康診断
を実施
③外部委託（アウトソーシング）によるレ
クリエーション施設等の提供
④厚生部活動への補助　なし
■公務災害の発生状況

■勤務条件に関する措置の要求　なし
　職員が給与や勤務時間について、公平委
員会にそれらの改善を要求できる制度です。
■不利益処分に関する審査請求　なし
　職員が任命権者（市長等）により不利益
な処分を受けたと思うときに、公平委員会
に審査請求ができる制度です。

7時間45分（午前8時30分～
午後5時15分）
38時間45分

※（  ）内は各区分の合計
※再任用制度は、働く意欲や能力のある定年退職者をあらためて
採用できる制度で、市では平成14年度から導入しています。

■職種別職員数（平成30年3月1日現在）、
採用者数、再任用者数及び退職者数（単位：人）

市長事務部局

市立病院
（医療職を除く）

議会事務局

教育委員会
（学校等を除く）

選挙管理委員会

監査委員事務局

農業委員会

上下水道部

合計（平均）

14万6839

3876

417

7143

517

287

0

4747

16万3826

962

36

11

81

3

6

1

49

1149

153

108

38

88

172

48

0

97

（平均）143

13

9

3

7

14

4

0

8

（平均）12

部局

時間外
総時間数
（時間）

対象職員
数（人）

一人当たりの
月間時間数
（時間）

一人当たりの
年間時間数
（時間）

※上記には、休日勤務を含んでいます。
※1年の間に職員の異動等があるため、対象職員数は月当たりの平均職員
数です。
※一人当たり時間数の数値は少数点第1位を四捨五入しています。

市長事務部局

市立病院

議会事務局

教育委員会

選挙管理委員会

監査委員事務局

農業委員会

上下水道部

合計

公務災害

4

14

―

2

―

―

―

―

20

部局 区分 計  

6

15

―

2

―

―

―

1

24

通勤災害

2

1

―

―

―

―

―

1

4

（単位：件）

人事状況を公表平成29年度
　平成29年4月1日から同30年3
月31日までの、市の人事行政の
運営状況をお知らせします。
問職員課☎922-09835922-3098

職員数や採用・退職に関する状況1

勤務時間やその他の勤務条件の状況2

分限及び懲戒処分等の状況3

服務の状況4

研修及び勤務成績の評定の状況5

福祉及び利益の保護の状況6

市長事務部局

　　事務

　　技師

　　保育士

　　保健師・看護師

　　その他

市立病院

　　事務

　　医師

　　薬剤師

　　技師

　　助産師・看護師

　　その他

議会事務局

　　事務

教育委員会

　　事務

　　技師

　　指導主事

　　調理士 

選挙管理委員会

　　事務

監査委員事務局

　　事務

農業委員会

　　事務

上下水道部

　　事務

　　技師

　　　　合計

（17）

8

6

―

1

2

（1）

―

―

―

1

―

―

―

―

（3）

1

1

―

1

―

―

―

―

―

―

（1）

―

1

22

（66）

44 

9 

7 

3 

3 

（52）

2 

22 

3 

1 

24 

0 

―

―

（15）

6 

1 

6 

2 

―

―

―

―

―

―

（3）

1 

2 

136

（961）

556 

111 

212 

37 

45 

（555）

22 

81 

22 

49 

348 

33 

（11）

11 

（129）

55 

3 

22 

49 

（3）

3 

（6）

6 

（1）

1 

（49）

28 

21 

1715 

（61）

35

9

13

1

3

（51）

1

28

1

1

18

2

―

―

（13）

4

―

8

1

―

―

―

―

―

―

（2）

1

1

127

採用者数人数 再任用者数 退職者数部局

　10月14日㈰に陸上自衛隊朝霞訓練
場で実施される記念行事に伴い、9
月下旬から訓練飛行により大きな音
が生じることがあります。飛行予定
は陸上自衛隊東部方面隊ホームペー
ジで確認できます。

　9月29日㈯午前8時～午後3時は、点検に伴う庁舎停電
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
用できませんのでご注意ください。なお、終了時間は前
後することがあります。

彩の国動物愛護
推進員を募集
　動物の愛護や正しい飼い方に関する
知識情報等の普及啓発にボランティア
として積極的・自主的に協力する動物
愛護推進員を募集します。詳細は県ホ
ームページで。ლ11月30日㈮までに県
生活衛生課へ。☎048-830-3612

問陸上自衛隊☎048-460-1711

自衛隊航空機
編隊が飛行

9月下旬～10月上旬

問市民課（住民票、印鑑登録証明書、戸籍証明書等について）
　☎922-15265920-1501 
　市民税課（課税・非課税証明書、所得証明書について）
　☎922-10495920-1502
　納税課（納税証明書について）☎922-10985920-1502

コンビニ交付サービスの
一時休止 9月29日㈯

② 草加人のための情報紙　広報「そうか」市政情報2018年9月20日号



　○PM2.5（単位：マイクログラム／㎥）最大値25.7／最小値1.3（花栗中学校内）　○給食の放射性物質の検出なし

物件番号
1
2
3

所在地

稲荷四丁目4番25
稲荷四丁目39番15
両新田西町字塚田438番1

地目
宅地
宅地
宅地

実測面積(㎡)
175.82
357.21
183.70

最低売却価格（円）
1740万
3100万
1720万

　対象者には9月下旬に受診通知・受診券を封書で郵送します。
接種の際は事前に希望の市内指定医療機関に連絡し、時間等を確認
してください。ただし、対象者②の人は保健センターに申し込みが
必要です（昨年までに申し込んで接種したことのある人は不要）。
■対象者（市内在住）
①65歳以上の人（実施期間中に65歳になる人を含む）
②60歳以上65歳未満で心臓・腎臓・呼吸器の機能またはヒト免疫不
全ウイルスによる免疫機能に関する障害1級の身体障害者手帳を
有する人

■実施期間　10月1日㈪～平成31年1月31日㈭
■実施場所　封書に同封の市内指定医療機関
■費　　用　1500円
　※75歳以上の人・生活保護の人・中国残留邦人等支援給付受給者

は無料。非課税世帯の人は有料　
　※県外で接種する人への助成はありません。
　県内のかかりつけ医での接種を希望する人は事前に保健センター
へ問い合わせてください。

　「相続に漠然とした不安がある」、「そろそろ準備をと思っても、
法律や税金のことは難しくてわからない」という人のために、1日
目は弁護士、2日目は税理士がお話しする講座です。
■日時　10月15日㈪・22日㈪午後1時30分～3時30分
■会場　中央公民館　■定員　50人
■講師　弁護士・税理士
■対象　両日参加できる草加市・越谷市・八潮市・三郷市・吉川市

・松伏町・川口市・足立区在住者

　草加柿木産業団地地区の緑豊かな都市環境を確保するための条例
「草加市地区計画区域内における建築物の緑化率の最低限度に関す
る条例」の案を策定しました。この案の概要への意見を募集します。
　案の概要と意見用紙は、みどり公園課、市役所情報コーナー、サ
ービスセンター・公民館等の公共施設のほか、市ホームページから
も入手できます。
　意見は10月19日㈮までに、〒340-8550みどり公園課へ。

　下表の市有地3区画を公売します。市有地は市が定めた最低売却
価格以上で最も高い価格を入札した人に売却します。
　市有地売却に関する案内書は、9月20日㈭～10月19日㈮に総合案
内・資産活用課・各サービスセンター、市ホームページで入手でき
ます。開札は10月23日㈫午後2時から契約課会議室で行います。
■販売区画

　10月28日㈰執行の草加市議会議員一般選挙及び草加市長選挙か
ら、次のとおり投票所が変わります。10月中旬に発送する入場整理
券が届いた際は、必ず内容を確認してください。
■投票所の変更
①「新田ミニコミュニティセンター」を新設。

②「松原団地D集会所」から「松原小学校」に変更。

■期日前投票所の変更
勤労福祉会館「1階ロビー」から「2階第1会議室」に変更。
選挙日程
■投票日時　10月28日㈰午前7時～午後8時
■期日前投票　10月22日㈪～27日㈯　市役所・勤労福祉会館・谷
塚文化センター・草加市文化会館の4か所

　「土のう」の代わりとして一般的な家庭用ごみ袋と水で作ること
ができる「水のう」。集中豪雨や台風などの大雨時に、トイレの逆
流を防いだり、段ボールに入れて防水シートで包み、家屋への雨水
の流入を防いだりする手段として役立ちます。作り方や利用方法の
詳細は市ホームページやハザードマップで確認してください。

　大雨時は、洗濯機や風呂場の排水口やトイレなど思わぬ場所か
ら下水が逆流することがあります。水のうを活用してください。

・家庭用ごみ袋（45ℓ）・ひも・水
　ごみ袋を二重にし、持ち運べる程度の
水（約半分）を入れ、空気を抜き、中袋
をひもで縛り、さらに外袋をひもで縛る。

《必要な物＆作り方》

獨
協
大
学
前

〈
草
加
松
原
〉駅

栄小
松
原
団
地
記
念
公
園

獨協大

埼
友
草
加
病
院

栄中

県立草加かがやき
特別支援学校

新
田
駅

綾瀬川

新田ミニ
コミュニティ
センター

コンビニ

ゴルフ練習場

コンビニ

金町町

金明町
ふれあい広場

ドラッグストア

ドラッグストア

金明第２
ふれあい広場

49

松原団地（南）

松原団地（北）

松原小

北谷町

4

問みどり公園課☎922-19945922-3145
　 midorikoenka@city.soka.saitama.jp

柿木産業団地地区の緑化率への
意見を募集

問建設管理課☎922-20695922-3152

希望者は入札を市有地公売

高年者等の
インフルエンザ予防接種

問保健センター☎922-02005922-1516

草加市議会議員一般選挙
及び草加市長選挙
問選挙管理委員会☎922-24905927-7693

□申9月21日㈮から広聴相談課へ。☎922-05665922-3173□申

□申10月1日㈪～19日㈮に資産活用課へ。☎922-11065924-3739□申

市民法律・税務講座

パブリック
コメント

家庭でできる
　　水害対策「水のう」

すい

相続・贈与を知って安心

投票所変更の
お知らせ

➡
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④ 2018年9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」

　10/3㊌…幸栄公民館（川口市幸町3- 
8-33）・5㊎…川口市役所鳩ヶ谷庁舎
（川口市三ツ和1-14-3）　いずれも10
時～11時30分、14時～15時30分。18㊍
10時～11時30分…草加市文化会館。問
川口税務署法人課税第一部門☎048-2 
52-7140

　10/13㊏・27㊏8時市民温水プール駐
車場集合。18歳以上対象。安全に走行
するためのルールやパンク修理などの
講習・ミニツーリング。定員15人。参
加費1000円。ヘルメット（無い人は要
相談）、スポーツサイクル持参。ლ9/
21㊎から電話で草加市体育協会へ。☎
928-63615922-1513

生涯学習体験講座

■パペットを作って腹話術を楽しもう
　10/19㊎9時30分～12時。会場は中央
公民館。定員15人。材料費500円。手
鏡、はさみ持参
■自分のミシンでバッグ作り　10/23
㊋・30㊋10時～13時。全2回。会場は
新田西文化センター。定員10人。材料
費500円。ミシン、裁縫道具、キルテ
ィング・木綿布、型紙用紙等持参

■ゆうゆう踊ろう　東京五輪音頭2020
と日本民踊　10/24～11/7の㊌11時～
12時30分。全3回。会場は稲荷コミセ
ン。定員30人。室内靴持参
■中高年男性のための姿勢体操　11/8
～22の㊍10時～11時30分。全3回。会
場は川柳文化センター。定員15人。ヨ
ガマットまたはバスタオル持参
ლ生涯学習課へ。☎922-28195922-34
98

■脳と心～映像で語る～　
10/31、11/ 7・21、12/5の㊌14時～15
時30分。全4回。会場は中央図書館。
講師はNHKスペシャル「人体」等の
元統括プロデューサー林勝彦さん
■はじめての天文学～宇宙の神秘に触
れて～　11/17、12/1～15の㊏13時30
分～15時。全4回。会場は中央公民館。
講師はサイエンスライターの梅本真由
美さん、国立天文台野辺山宇宙電波観
測所の梅本智文助教
　いずれも定員30人。受講料4000円。
ლ生涯学習課へ。メール（QRコー
ド）・ファクスでも可。☎922-28195
922-3498

そうか市民大学後期講座　

　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　10/5㊎13時15分～
14時45分。会場は中央公民館。介護ミ
ニ講座「ポータブルトイレの新商品」。
問草加中央・稲荷（包）☎959-91335
922-3801
■笑いと音楽のハーモニー　10/5㊎13
時30分～15時30分。会場は勤労福祉会
館。歌と笑いで元気な身体づくり。警
察からの振り込め詐欺防止講話。65歳
以上対象。定員70人。ლ9/21㊎から新
田（包）へ。☎946-05205946-0523
■介護者のつどい　10/10㊌13時～14
時30分。会場はであいの森。問川柳・
新田東部（包）☎932-70075931-0993
■認知症サポーター養成講座　10/13
㊏10時30分～12時。会場は苗塚会館
（苗塚町332）。認知症の理解、認知
症の症状と対応の仕方を学ぶ。定員20
人。ლ9/21㊎から安行（包）へ。☎921 
-21215928-8989

　10/6㊏・7㊐10時30分～18時（7㊐は
17時まで）。会場はアコスホール。流
派を問わず、100点以上の作品展示や
ミニ花の販売、生け花体験（体験は11
時～・13時～、各日10人）を行います。
問文化観光課☎922-29685922-3406

　10/7㊐～21㊐10時～18時…伝統産業
展示室「ぱりっせ」。25㊍～28㊐…物
産観光情報センター。市内では購入す
ることができない県自慢の逸品を販売
します。7㊐にはジャンボせんべい手
焼き・レザークラフト体験、草加生せ
んべい（みたらし味）の実演販売など
も行います。問ぱりっせ☎5931-1970

　9/22㊏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など。
1回500円。問ぱりっせ☎5931-1970

一本棒・バッテン棒体操
リーダー養成講座

　10/2～12/4（10/16・23を除く）の
㊋10時～12時。全8回。会場は谷塚文
化センター。定員40人。新聞紙を利用
したいつでもどこでもできるオリジナ
ル体操の指導方法を学びます。講師は
健康運動指導士の田邉雅子氏。ლスポ
ーツ振興課へ。☎922-28615922-3172

　10/3㊌～10㊌10時30分～16時30分。
会場は物産・観光情報センター。注染
技法を学んだ生徒が作成したゆかた・
手拭いを展示します。問産業振興課☎
922-34775922-3406

　工場・事業場から出る臭いを判定し
ます。平日に実施する判定会に出席で
きる20歳以上の市内在住者対象。嗅覚
検査あり。活動は年2～3回程度。期間
は委嘱日から2年間。募集は14人。謝
礼1回4750円。嗅覚検査は10/16㊋また
は17㊌に市リサイクルセンターで。合
格者多数の場合は抽選。ლ10/4㊍まで
に環境課へ。☎922-15205922-1030

　生産緑地地区を変更するため、当該
都市計画変更案の縦覧を行います。期
間は9/28㊎～10/12㊎（㊏・㊐、㊗を
除く）。場所は都市計画課。変更案に
対し意見がある場合は縦覧場所にある
意見書に必要事項を記載し10/12㊎
（必着）までに〒340-8550同課へ。問
同課☎922-17905922-3145

悪臭判定員を募集します

生産緑地地区都市計画変更（案）の縦覧

ゆかた・手拭い作品展示会

レザークラフト体験

消費税軽減税率制度説明会

　7月下旬から風しん患者が首都圏で
増加しています。特に39歳以上の男性
は定期予防接種の未実施の年齢です。
過去にり患していない人や風しん予防
接種を受けたことがない人、これから
妊娠を希望する人は、風しんの唯一の
予防方法である予防接種の検討を。詳
細は市ホームページで。問保健センタ
ー☎922-02005922-1516

風しんの流行に注意

草加市華道展

　10/6㊏13時30分～15時。会場はふれ
あいの里。出演は谷塚中箏曲部及び吹
奏楽部。定員70人。問同館☎920-6222 
5920-6251

オータムコンサート

埼玉物産展

地域サイクリングクラブ
「ツール・ド・そうか」入門講習

　10/18㊍18時30分開映。会場は草加
市文化会館。東映の歴代作品から厳選
したちゃんばらシーンを上映します。
総監修マキノ雅裕。出演片岡千恵蔵、市
川右太衛門ほか。当日直接会場へ。問
草加市文化会館☎931-93255936-4690

草文キネマ劇場
「ちゃんばらグラフィティー　斬る！」

　10/21㊐8時30分草加市文化会館集合。
草加松原などを巡り、草加の秋を満喫
しましょう。コースは8kmコースか、
初心者向け4kmコース。定員200人。
かっぱ持参（傘は不可）。ლ9/21㊎9
時から電話で草加市体育協会へ。☎92 
8-63615922-1513

秋の草加路を巡る
健康づくりウオーキング大会

地域包括支援センター（包）
介護予防教室・介護者のつどい

記念
体育館

市民
体育館

市民温水
プール

そうか
公園

教室（コース名）

15時～16時

16時～17時

11時～12時

11時15分
～12時15分

9時30分
～10時30分

10時45分
～11時45分

10時
～11時30分

9時
～10時30分

実施日 曜日 時間 回数 対象 定員 参加費 会場

3000円

500円

2500円

30組 3000円

2000円30組

1500円

20人

20人

各  
30人

各  
30人6

6

4

5

3

6

㊎

㊍

㊌

㊏

㊋

㊎

年中・年長

H26.4.2～
同28.4.1生まれ
の幼児と親

40歳以上

18歳以上

小学1・2年生

小学3～6年生

10/26～12/14
（11/23、12/7

を除く）

10/25～11/29

10/31～11/28
（11/14を除く)

10/27～11/24
（11/3・10を除く）

10/23～11/27

10/26～11/30
（11/23を除く）

H26.4.2～
H28.4.1生まれ
の幼児と親

幼児体操
跳び箱

Aコース

Bコース

親子体操

親子トランポリン
体操

小学生の
ための陸上

長距離
1・2年

長距離
3～6年

健康ウオーキング

スポーツ
教室参加者
募集

ლ10/5㊎（消印有効）までに往復はがきに教室名・住
所・氏名（ふりがな）・生年月日・電話番号を記入し、
〒340-0022瀬崎6-31-1草加市体育協会へ。同協会ホーム
ページからも応募可。応募多数の場合は抽選。☎928-6
3615922-1513

ダイナミック
バタフライ

・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

9/21㊎～30㊐は「秋の全国交通安全運動」の期間。車も歩行者も安全な通行を！

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

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

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。
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勤労青少年ホーム臨時休館

保育園の臨時職員

　10/13㊏10時～11時30分。草加北ミ
ニコミセン集合。会場は野口農園。1
歳～未就学児と保護者対象。定員40組。
参加費1組400円（2株）。ლ9/21㊎9時か
ら電話で保育ステーションへ。☎920- 
11205920-1101

　10/18㊍13時～21時30分は、館内の
消毒のため休館します。問勤労青少年
ホーム☎928-55505928-9632

　勤務は10/1～平成31年3/31の週5日
で8時30分～16時45分のうち7時間30分
（長期休業中を含む）。場所は市内小
・中学校。中学校保健体育教員免許所
有者対象。募集は若干名。時給1830円。
交通費、社会保険等あり。中学校教員
による小学校への乗り入れ授業の教科
指導・補助、幼保小中の連携業務ほか。
ლ子ども教育連携推進室へ。☎922-34
945928-1178

　いずれも65歳未満の人対象。有給休
暇・被服貸与あり。①～③は要資格。
場所は公立保育園のいずれか。
①保育士・②看護師　㊊～㊎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。　③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。
④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）。
ლ保育課へ。☎922-14915922-3274

　10/28㊐9時30分～。会場は市民体育
館。参加費600円（昼食代含む）。カ
ローリング、室内グラウンド・ゴルフ
など。室内靴持参。ლ9/21㊎～10/15
㊊に電話で同館へ。☎5936-6239

市民体育祭　アスレチック競技大会

ママもわくわく！さつまいも掘り

ふささらダンスフェスティバル

市民活動センター初級パソコン教室

子ども教育連携保健体育の常勤教員

子ども・親子向け

新田西文化センター ☎942-0778

柿木公民館 ☎931-3117

中央公民館 ☎922-5344

5925-0152

定員のあるものは9/21㊎
8時30分から各館へ申し込みを

新里文化センター ☎927-3362

　10月～平成31年3月の月2回㊍または
㊎9時20分～10時40分。定員各5人。月
額1500円。ノートパソコン持参。ლ9/ 
21㊎から電話で市民活動センターへ。
☎920-35805925-1872

　10/14㊐11時30分開演。会場は草加
市文化会館。市内外で活動するダンス
団体やサークル16団体約300人と一般
公募の90人がダンスパフォーマンスを
披露。問同館☎931-93255936-4690

▼ママといっしょにおはなし会　9/25
㊋10時30分～11時　紙芝居・読み聞か
せほか　乳幼児と保護者対象
▼家でも作れるパン作り　9/28㊎9時
～12時　成人対象　定員12人　参加費
600円
▼おもちゃの病院　10/1㊊10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼ホッとひと息「子育てサロン」　10/
1㊊10時～12時　ハロウィン工作（ト
イレットペーパーの芯を使った黒ネ
コ）・読み聞かせ　乳幼児と保護者対象
　　　▼新田西文化センターまつり　
　　　「笑顔で集う仲間たち」　10/6
㊏10時～17時・7㊐10時～15時　利用
団体の成果発表・作品展、スポーツ吹
矢・着付け・卓球体験、バザー、模擬
店ほか　期間中の駐車場、図書室（10/
3㊌～7㊐）利用不可
▼初めての建築模型制作教室　10/11
・25、11/8・22、12/6・13・20の㊍9
時20分～11時45分　全7回　成人対象
　定員6人　参加費7000円
▼家庭教育学級「ハロウィン子育てカ
フェ」　10/12㊎・19㊎・30㊋10時～
12時　全3回　ハロウィンバッグ・ピ
ニャータ作り、ハロウィンパーティー、
絵本サロン　1歳～未就園児の保護者
対象　定員16人（1歳以上の保育あ
り）　材料費1700円　
▼放課後クラブ　10/16㊋17時～18時
…スポーツ吹矢・10/1～29（8㊗を除
く）の㊊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
▼セルフ・カウンセリングによるコミ
ュニケーション術　10/25～11/22の㊍、
11/12㊊10時～12時　全6回　食い違い
を活かす・心に届く言葉がけなど　成
人対象　定員15人　資料代300円

▼こころを結ぶ光のひろば　10/2㊋10
時～12時　視覚障がいに関する相談コ
ーナーほか
▼SKT24高年者健康エクササイズ　
10/9、11/13、12/11、平成31年1/8、
2/12、3/12の㊋10時～12時　全6回　
軽体操　60歳以上対象（4～9月の同講
座受講者を除く）　定員70人
　　　▼フレンドリーコンサート　10
　　　/14㊐14時開演　出演は草加フ
ィルハーモニー管弦楽団　ベートーベ
ン「交響曲第3番　英雄」ほか　定員
400人（当日先着順）
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
10/17㊌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　10/19㊎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」
　10/19㊎13時30分～　胎教と友だち
づくり　初妊婦対象
▼大人のための初心者楽器体験講座　
10/20㊏15時～21時（各講座50分間）
　チェロ・フルート・クラリネット・
オーボエ・ホルン・トランペット・フ
ァゴット　高校生以上対象　定員各3
人　貸楽器あり

▼ハーモニカソサエティー35周年コン
サート　10/21㊐13時開演　定員400
人（当日先着順）
▼男の料理教室　10/27㊏10時～13時
　四季の料理　定員10人　参加費1000
円　

▼すくすくクラブ　10/11㊍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
　　　▼特別企画社交ダンスパーティ
　　　ー　10/18㊍18時～20時　新里
文化センターまつり　10/20㊏9時45分
～16時・21㊐10時～15時　利用団体の
作品展・成果発表、模擬店、バザー、
フリーマーケットほか　期間中の駐車
場、図書館（10/19㊎～22㊊）利用不可
▼おもちゃの病院　10/26㊎10時～12
時　おもちゃの無料修理　部品代実費
　1人2点まで
▼陶芸教室　10/26㊎、11/16㊎10時～
12時　全2回　器作り　成人初心者対
象　定員5人　参加費1000円
▼ハロウィンパーティー　10/29㊊9時
50分～10時50分　未就学児と保護者対
象　定員5組　参加費500円

▼おはなしの時間　9/26㊌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　10/8㊗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　10/11㊍10時～
11時30分　ミニ運動会　幼児と保護者
対象
▼県民の日　柿木なんでも知って見隊
ジュニア　11/14㊌8時30分～17時　市
のバスでグリコピアイースト・加須未
来館へ　小学生対象　定員25人　参加
費200円　

▼ロビー　天体写真展　10/10㊌～24
㊌　
▼おはなしの広場　10/12㊎・26㊎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　10/19㊎10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼県民の日　親子でアウトドア防災を
学ぼう　11/14㊌10時～12時　アウト
ドアの機能を生かし日常に役立つ災害
時知識を学ぶ　未就園児～小学生と保
護者対象（保護者のみも可）　定員20人

▼すくすくクラブ　9/25㊋10時～12時
　手遊び・読み聞かせほか　乳幼児と
保護者対象
　　　▼谷文祭コンサート　10/12㊎
　　　18時～19時15分　出演は民謡歌
手の森田彩・津軽三味線奏者の高津国
生　谷塚文化センターまつり　10/13
㊏10時～17時・14㊐10時～14時30分　
利用団体作品展示・成果発表、模擬店
・バザーほか　期間中の駐車場・図書
館内利用不可
▼朗読塾こだま　10/30㊋13時30分～
15時30分　「最後の運動会」ほか
▼マジック初級講座　11/1～22の㊍13
時30分～15時30分　全4回　シルクの
ハンカチやロープを使ったマジックの
基本　成人対象　定員10人　材料費15
00円　ლ10/12㊎までに同センターへ
▼SKT24スポーツ吹矢体験講座　11/2
～16の㊎13時30分～15時　全3回　初
心者の成人対象　定員15人　参加費50
0円　
▼英会話講座　11/2～30（23㊗を除
く）の㊎10時～11時30分　全4回　外
国人に草加を案内しよう　初心者対象
　定員10人　
▼県民の日　体験講座「工作教室」　11
/14㊌9時30分～11時30分　昔のおもち
ゃ作り（船・パタパタレーシングカー）
小学生対象　定員15人　参加費50円
▼草加市親善囲碁将棋大会　11/25㊐9
時30分～16時　定員96人　参加費1000
円・高校生以下500円（昼食代別途500
円）　ლ10/31㊌までに同センターへ

昭和43年ごろの高砂小

現在の高砂小

　昭和40年代から50年代にかけての本市の爆発的な人口急増は、
学齢人口の急増という問題に対応するための小・中学校の建設
ラッシュをもたらしました。市制施行当時の学校数は、小学校5
校、中学校4校でしたが、昭和38年（1963年）から人口増加が沈
静化した昭和60年（1985年）までの22年間に新たに小学校17校、
中学校7校が開校しました。
　市では、子どもたちの教育環境改善のため、校舎・体育館の
耐震補強工事や普通教室のエアコン設置、トイレ改修工事など
に順次取り組んでいます。
　また、平成21年（2009年）に建て替えられた高砂小学校には、
敷地内に保育園、児童クラブ、コミュニティセンターが併設さ
れており、学校教育の機能のほか子育て支援や地域活動の拠点
としての役割も果たしています。

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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川柳文化センター ☎936-4088

谷塚文化センター ☎928-6271

■おはなし会　9/22㊏11時30分～12時
　「くいしんぼうねずみ」　「ならな
しとり」ほか　4歳（保護者同伴）～
小学生対象
■小学生のための読み聞かせ　9/23㊗
13時30分～14時
■木曜シアター　9/27㊍14時～14時50
分　西国三十三所霊場1　第一番・青
岸渡寺～第七番・岡寺　成人対象　定
員90人（当日先着順）
■図書館手話寄席　10/13㊏17時30分
～19時15分　出演は笑草会　手話落語
・二人羽織・手話マジックほか　小学
4年生以上対象　定員100人　ლ9/21㊎
9時から2階事務室で整理券配布
■ビデオ上映会　10/14㊐14時～16時5
分　「博士と彼女のセオリー」　成人
対象　定員90人（当日先着順）
■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

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

▼おもちゃ病院　10/19㊎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　10/31㊌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10月生まれ対象　定員12人　ლ

10/1㊊13時から同館へ

▼さつまいも掘り　10/4㊍10時30分野
口農園集合（雨天時10/11㊍に順延）
　幼児と保護者同伴　定員20組　参加
費300円（2株）
▼おもちゃ病院　10/4㊍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
▼なかよしランチ　10/10㊌11時30分
～13時　スイートポテト作り　幼児と
保護者対象　定員15組
▼家族で遊ぼう「プラレール」　10/ 
14㊐10時30分～12時　幼児と保護者対
象　定員20組
▼洋服・靴のくるくるリサイクル　
10/18㊍11時～12時　洋服・靴の交換
会　0～2歳児の保護者対象
▼赤ちゃんスキンケア　10/18㊍11時
～13時、14時～16時（各回15分間）　0～
2歳児と保護者対象　定員各回3組　ლ

当日10時から同センターで整理券配布
▼ママのためのリラックスヨガ　10/ 
18㊍16時～16時40分　0～2歳児と保護
者対象　定員15組
▼児童館ダンス交流フェスティバル　
10/20～12/1の㊏（11/3㊗を除く）16
時～17時30分　全6回　12/2㊐は麻布
（港区）で発表会　小学生（保護者同
伴）以上対象　定員15人　
▼ハロウィン「仮装パレード」　10/ 
27㊏14時集合　定員80人　「かぼちゃ
の箱づくり」　10/28㊐10時30分～12
時　定員15人　いずれも幼児（保護者
同伴）以上対象

▼ふれあいグラウンドゴルフ　9/29㊏
10時30分中央防災広場集合（雨天中
止）　小学生～高年者対象　
▼読み聞かせ「バンビ」　10/1㊊・15
㊊11時～　乳幼児と保護者対象
▼こぶたのしっぽ　10/3㊌11時～　パ
ネルシアター　乳幼児と保護者対象
▼オセロ大会　10/5㊎　マンカラ大会
　10/12㊎　いずれも16時～　小学生
対象　参加賞・優勝賞品あり
▼ふれあい収穫体験さつまいも掘り　
10/13㊏10時30分野口農園集合（雨天
10/20㊏に順延）　幼児（保護者同
伴）～高年者対象　定員15人　参加費
300円（2株）
▼親子コンサート　10/17㊌11時～　
出演はぽこあぽこ　乳幼児と保護者対
象
▼おもちゃ病院　10/20㊏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

▼ふれあい囲碁将棋教室　9/22㊏、
10/13㊏14時～　幼児（保護者同伴）
～高年者対象
▼おもちゃ病院　9/27㊍10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
▼けん玉・こま遊び　9/27㊍16時～　
小学生対象　
▼オセロ大会　10/4㊍　マンカラ大会
　10/18㊍　いずれも16時～　小学生
対象
▼ドッジボール大会　10/11㊍16時～
　小学生対象

▼おもちゃ病院　9/27㊍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
▼オセロで遊ぼう　10/6㊏14時～　小
学生対象　参加賞あり
▼ふれあいさつまいも掘り　10/7㊐10
時30分谷塚2-22付近の畑集合（雨天時
10/14㊐に順延）　幼児（保護者同
伴）～高年者対象　定員30組　参加費
360円（3株）　
▼将棋大会　10/8㊗13時20分～　小学
生（初級）以上対象　定員10人
▼ともだち文庫の「おはなしポケッ
ト」　10/15㊊11時～　読み聞かせ・
わらべ唄　乳幼児と保護者対象
▼幼児のひろば「ひよこ」　10/18～平
成31年3/7の第1・3㊍10時30分～11時
　1～1歳半と保護者対象　親子でふれ
あい遊び・体操ほか　定員30組　ლ

10/1㊊までにはがきを同センターへ持
参（記入内容は問い合わせてください）
▼お昼寝アート「ハロウィン」 10/19
㊎10時30分～　定員10人　
▼ママのためのリフレッシュヨガ　
10/20㊏10時15分～　定員20人　

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）

▼ハロウィン飾り作り　10/1㊊～26㊎
（2㊋・8㊗・10㊌・17㊌・24㊌を除
く）15時～　会場は㊊・㊎中央図書館
　㊋～㊍コンフォール松原19号棟　幼
児（保護者同伴）～小学生対象　
▼読み聞かせ「たんぽぽ」　10/4～18
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

5922-3274

定員のあるものは9/21㊎
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

■家庭婦人バレーボール草加クラブ　
㊋13時～15時・㊎9時～11時　市民体
育館で　女性対象　初心者大歓迎　6
か月5000円　問鈴木☎090-5782-9592
■哲学入門勉強会　㊌9時～12時　谷
塚文化センターで　やさしい哲学書輪
読会　楽しく気軽に参加出来ます　1
回100円　問澤野☎927-6893
■ユニカール川柳　㊊9時～11時　川
柳文化センターで　カーリングを参考
にした室内スポーツ　高年者にも人気
　見学・体験可　年会費1000円　1回
100円　問川口☎090-9133-7870
■浮野草加句会　第4㊋14時～17時　
草加市文化会館で　初心者歓迎　毎月
会報発行　年2回の吟行会・展示会の
開催あり　入会金1000円　月額1500円
　問染谷☎969-4676
■写経クラブ　㊍13時～16時　中央公
民館で　心を偲ぶ優雅な遊びに参加を
　入会金1000円　月額1000円　問斉藤
☎924-4275
■プアマナクラブ（フラダンス）　月
3回㊊13時～15時　谷塚文化センター
で　楽しく練習しています　体験可　
入会金1000円　月額4000円　問亀島☎
925-9485
■男性料理男の講座　奇数月第4㊊9時
～12時30分　保健センターで　健康を
意識した料理の会です　男性対象　入
会金1000円　月額1000円　問大石☎92 
8-3095
■ふれあい書道サークル　㊊9時～11
時　シルバー人材センターほかで　月
額500円　問相沢☎922-6241
■ソシアルダンスカサブランカ（社交
ダンス）　㊊13時～15時　中央公民館
で　中・高年対象　入会金1000円　月
額3000円　問佐藤☎090-8036-8059
■草和会（中国語）　㊊13時～15時　
中央公民館で　初心者対象　中国人講
師が指導　月額1500円　問板山☎942-
0260
■レクリエーションダンスのぎく　㊊
13時～15時　谷塚文化センターほかで
　楽しい音楽に合わせてレクダンスを
踊りませんか　月額1000円　問田部☎
929-0721

▼ママといっしょにおはなし会　9/25
㊋10時30分～11時　紙芝居・読み聞か
せほか　乳幼児と保護者対象
▼家でも作れるパン作り　9/28㊎9時
～12時　成人対象　定員12人　参加費
600円
▼おもちゃの病院　10/1㊊10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼ホッとひと息「子育てサロン」　10/
1㊊10時～12時　ハロウィン工作（ト
イレットペーパーの芯を使った黒ネ
コ）・読み聞かせ　乳幼児と保護者対象
　　　▼新田西文化センターまつり　
　　　「笑顔で集う仲間たち」　10/6
㊏10時～17時・7㊐10時～15時　利用
団体の成果発表・作品展、スポーツ吹
矢・着付け・卓球体験、バザー、模擬
店ほか　期間中の駐車場、図書室（10/
3㊌～7㊐）利用不可
▼初めての建築模型制作教室　10/11
・25、11/8・22、12/6・13・20の㊍9
時20分～11時45分　全7回　成人対象
　定員6人　参加費7000円
▼家庭教育学級「ハロウィン子育てカ
フェ」　10/12㊎・19㊎・30㊋10時～
12時　全3回　ハロウィンバッグ・ピ
ニャータ作り、ハロウィンパーティー、
絵本サロン　1歳～未就園児の保護者
対象　定員16人（1歳以上の保育あ
り）　材料費1700円　
▼放課後クラブ　10/16㊋17時～18時
…スポーツ吹矢・10/1～29（8㊗を除
く）の㊊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
▼セルフ・カウンセリングによるコミ
ュニケーション術　10/25～11/22の㊍、
11/12㊊10時～12時　全6回　食い違い
を活かす・心に届く言葉がけなど　成
人対象　定員15人　資料代300円

▼こころを結ぶ光のひろば　10/2㊋10
時～12時　視覚障がいに関する相談コ
ーナーほか
▼SKT24高年者健康エクササイズ　
10/9、11/13、12/11、平成31年1/8、
2/12、3/12の㊋10時～12時　全6回　
軽体操　60歳以上対象（4～9月の同講
座受講者を除く）　定員70人
　　　▼フレンドリーコンサート　10
　　　/14㊐14時開演　出演は草加フ
ィルハーモニー管弦楽団　ベートーベ
ン「交響曲第3番　英雄」ほか　定員
400人（当日先着順）
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
10/17㊌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　10/19㊎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」
　10/19㊎13時30分～　胎教と友だち
づくり　初妊婦対象
▼大人のための初心者楽器体験講座　
10/20㊏15時～21時（各講座50分間）
　チェロ・フルート・クラリネット・
オーボエ・ホルン・トランペット・フ
ァゴット　高校生以上対象　定員各3
人　貸楽器あり

▼ハーモニカソサエティー35周年コン
サート　10/21㊐14時開演　定員400人
（当日先着順）
▼男の料理教室　10/27㊏10時～13時
　四季の料理　定員10人　参加費1000
円　

▼すくすくクラブ　10/11㊍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
　　　▼特別企画社交ダンスパーティ
　　　ー　10/18㊍18時～20時　新里
文化センターまつり　10/20㊏9時45分
～16時・21㊐10時～15時　利用団体の
作品展・成果発表、模擬店、バザー、
フリーマーケットほか　期間中の駐車
場、図書館（10/19㊎～22㊊）利用不可
▼おもちゃの病院　10/26㊎10時～12
時　おもちゃの無料修理　部品代実費
　1人2点まで
▼陶芸教室　10/26㊎、11/16㊎10時～
12時　全2回　器作り　成人初心者対
象　定員5人　参加費1000円
▼ハロウィンパーティー　10/29㊊9時
50分～10時50分　未就学児と保護者対
象　定員5組　参加費500円

▼おはなしの時間　9/26㊌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　10/8㊗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　10/11㊍10時～
11時30分　ミニ運動会　幼児と保護者
対象
▼県民の日　柿木なんでも知って見隊
ジュニア　11/14㊌8時30分～17時　市
のバスでグリコピアイースト・加須未
来館へ　小学生対象　定員25人　参加
費200円　

▼ロビー　天体写真展　10/10㊌～24
㊌　
▼おはなしの広場　10/12㊎・26㊎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　10/19㊎10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼県民の日　親子でアウトドア防災を
学ぼう　11/14㊌10時～12時　アウト
ドアの機能を生かし日常に役立つ災害
時知識を学ぶ　未就園児～小学生と保
護者対象（保護者のみも可）　定員20人

▼すくすくクラブ　9/25㊋10時～12時
　手遊び・読み聞かせほか　乳幼児と
保護者対象
　　　▼谷文祭コンサート　10/12㊎
　　　18時～19時15分　出演は民謡歌
手の森田彩・津軽三味線奏者の高津国
生　谷塚文化センターまつり　10/13
㊏10時～17時・14㊐10時～14時30分　
利用団体作品展示・成果発表、模擬店
・バザーほか　期間中の駐車場・図書
館内利用不可
▼朗読塾こだま　10/30㊋13時30分～
15時30分　「最後の運動会」ほか
▼マジック初級講座　11/1～22の㊍13
時30分～15時30分　全4回　シルクの
ハンカチやロープを使ったマジックの
基本　成人対象　定員10人　材料費15
00円　ლ10/12㊎までに同センターへ
▼SKT24スポーツ吹矢体験講座　11/2
～16の㊎13時30分～15時　全3回　初
心者の成人対象　定員15人　参加費50
0円　
▼英会話講座　11/2～30（23㊗を除
く）の㊎10時～11時30分　全4回　外
国人に草加を案内しよう　初心者対象
　定員10人　
▼県民の日　体験講座「工作教室」　11
/14㊌9時30分～11時30分　昔のおもち
ゃ作り（船・パタパタレーシングカー）
　小学生対象　定員15人　参加費50円
▼草加市親善囲碁将棋大会　11/25㊐9
時30分～16時　定員96人　参加費1000
円・高校生以下500円（昼食代別途500
円）　ლ10/31㊌までに同センターへ

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）

9/26㊌、
10/10㊌
9/27㊍、
10/11㊍
9/28㊎、
10/12㊎
10/3㊌
・17㊌
10/4㊍
・18㊍

9/21㊎
10/5㊎・19㊎

■サービスコーナー（9/21～10/20）

新里・高砂小

稲荷・八幡北小

両新田小

氷川・西町小

瀬崎・青柳小

新栄小

栄・川柳小

清門・松原小

谷塚小

小山・新田小

長栄・草加小

花栗南・八幡小

14時～16時9時30分～11時30分日程



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

9/21㊎～10/20㊏（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　10/18㊍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　10/1㊊…住吉児童館☎928-5736　9/27㊍、10/11㊍…

谷塚児童センター☎925-1856　10/3㊌・18㊍…新栄児童センター☎942-9876
　10/17㊌…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　9/26㊌13時～16時…高砂コミセン☎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 
㈱今泉水道 
竹内セントラル㈱
㈲東洋開発
㈲駒崎設備

両新田西町246
谷塚上町483-3
苗塚町438-16
両新田西町246
氷川町818-3

☎928-5520
☎927-1010
☎928-5525
☎928-5520
☎924-4136

9/22㊏
9/23㊗
9/24㊡
9/29㊏
9/30㊐

　月　日　 診療科 当番医名 住　所 電話番号
内科
外科
歯科
内科
外科
歯科
内科
外科

9/23
㊗

9/24
㊡

9/30
㊐

松本医院
豊田クリニック
黒瀬歯科医院
高木クリニック
新島整形外科
イースト歯科クリニック
山崎胃腸科内科クリニック
石井外科医院

松原2-2-7
柿木町1127-1
瀬崎3-36-32
栄町2-4-17
草加2-4-14
中央1-6-7 2F
氷川町2129-2
氷川町928

☎942-5462
☎930-3636
☎924-6536
☎931-3836
☎943-2711
☎928-0002
☎928-0011
☎925-4255

■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9月20日号
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●♪ 高砂緑の街商店会高砂緑の街商店会
草加駅

案
内
図 ❶❺

❷
❹❸ 9:30～17:30

13:50～15:00
9:30～16:30

車両通行止め区間

イベント内容は一部変更となる
場合があります。

草加宿街角ライブ
スタンプラリー

駐輪場（混雑時は草加中へ）
●♪

草加市出身の守田絢子さん、森田彩さんが出演

渡辺俊雄渡辺俊雄

守田絢子守田絢子

森田彩森田彩

　「草加50のお宝」を題材としたかるたを用いて大会を開催します。
■対象・定員　小学生（低・高学
年）・各館各32人
□申 9月21日㈮から各館へ。
中央公民館☎922-5344、
新里文化センター☎927-3362、
谷塚文化センター☎928-6271、
新田西文化センター☎942-0778、
川柳文化センター☎936-4088、
柿木公民館☎931-3117
いずれも5925-0152

　市内各所にある運動施設の無料開放やスポーツ・レクリエーショ
ンの体験を楽しんでみてはいかがですか。
■日時　10月8日㈷午前9時～午後4時
■会場　綾瀬川左岸広場、記念体育館、
市民体育館、温水プール、吉町テニスコ
ート、そうか公園
■内容　トップアスリートによるトーク
ショー、小学生マラソンリレーなど

　2日、中央公民館で9団
体による勇壮な和太鼓の
演奏や来場者の和太鼓体
験が行われ会場全体が熱
気に包まれました。

　差別や偏見のない、人権が
尊重されるまちづくりを目指
して「北足立郡市町人権フェ
スティバル～聴いて観て感じ
る思いやりの心～」を開催し
ます。
■日時　10月5日㈮　午前10
時45分～午後3時30分
■会場　草加市文化会館
■内容　渡辺俊雄（映画評論
家）の講演「名作映画に描か
れた人権問題～登場人物の生
き方に学ぶ～」、守田絢子
（ピアニスト）、森田彩（民
謡歌手）の演奏ほか

　姉妹都市福島県昭和村の食や
特産物、自然を楽しみ、村民と
の交流を深めてみませんか。
■日時　10月24日㈬ 午前7時草

加駅集合、午後7時30
分解散予定

■対象　市内在住・在学者
■定員　35人

■参加費　1人3500円（昼食代、各種体験料、見学料、有料道路通
行料など）、別途任意保険料500円

■内　容　委託バスで昭和村へ。片道4時間半程度。村内レストラ
ンで昼食、農作物収穫体験など

□申 10月4日㈭（必着）までに往復はがきに希望者全員の住所、氏名
（ふりがな）、性別、年齢、電話番号、任意保険加入の有無、在学
の場合は学校名を記入し〒340-8550文化観光課へ。はがき1枚につ
き5人まで。重複不可。応募多数の場合抽選。結果は10月10日㈬以
降発送します。

　ゆかたや着物で訪れた人には
特典あり。ゆかたレンタルもあ
ります（3日前までに要予約）。

③神明庵　☎948-6882
はいから横丁グルメ市　
午前10時～午後4時

④回向院通り
　企画展「日光道中（街道）
草加宿と参勤交代－盛岡藩を
中心に－」

⑤歴史民俗資料館

・子どもパレード
　午前10時30分～午後0時15分
・大名行列
　午前11時15分～午後0時10分
　「盛岡藩」を模した大名行列

②パレード（旧日光街道沿い）
・おみこしパレード
　午前11時45分～
　午後3時40分

・模擬店　午前10時～午後4時
・草加せんべいで創るモザイク　
　アート世界記録に挑戦
　結果発表：午後0時30分～
※午後2時頃解体（せんべいを配布）

①草加小学校

今
年
は

モナ
リザに

挑戦!

問人権共生課☎922-08255927-4955

9月30日(日) 
午前10時〜午後5時

問草加宿場まつり実行委員会事務局
　（みんなでまちづくり課内）
　☎922-07965922-3406
　当日連絡先☎090-2144-5514

9月かどまちごとでき

スポーツの秋　たくさん動いてたくさん汗を流そう

問草加市体育協会☎928-63615922-1513

姉妹
都市福島県昭和村
1日交流＆
体験

姉妹
都市福島県昭和村
1日交流＆
体験
問文化観光課
　☎922-29685922-3406

和太鼓まつり和太鼓まつり

お宝草加の
歴史を

楽しみ
ながら

学べる
草加の

歴史を

楽しみ
ながら

学べる
草加

草加宿場まつり「大名行列」写
真展の写真作品を募集します。
■規格　A4判・カラー・1人2
枚まで（個人が特定できる作品
は本人の許可を得てください）
□申 10月31日㈬までに作品の裏面
に郵便番号、住所、氏名、電話
番号、作品名を記入し、〒340-
8550草加宿場まつり実行委員会
事務局（みんなでまちづくり課
内）へ。☎922-07965922-3406

「大名行列」の写真募集

 10月20日㈯ 午前10時～ 中央公民館 

  午前10時～ 新里文化センター

 11月14日㈬ 午後 1 時～ 谷塚文化センター

  午後 2 時～ 新田西文化センター

 12月  2日㈰ 午後 1 時～ 川柳文化センター
   （柿木公民館と合同）

 日にち 時間 会場
■予選 （参加賞あり。1人1回1会場のみ）

■決勝 （各館の低・高学年各4人。優勝景品あり）

  平成31年 午前10時～ 中央公民館
  1月5日㈯  

 日にち 時間 会場

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20日号

市の人口　平成30年9月1日現在　24万8614人（男12万6028人・女12万2586人）／前月比16人増／世帯数11万5945世帯
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