
問くらし安全課 ☎922-3607 5922-1030
折り込んである「エコ・そうか」は、抜いて読んでください。

市内で週に約2人が
詐欺の被害者に
被害は70件、  総額5600万円
昨年を超える被害件数が発生しています

「詐欺かも算」このキーワードが出たらすぐ相談！「詐欺かも算」このキーワードが出たらすぐ相談！

（※平成30年1月～9月25日現在）
■被害者は30～90代まで幅広く、特に70～80代の女性の被害が多くなっています。
■犯人は様々な手口で現金や個人情報をだまし取ろうとします。最近は、民事訴訟や官公庁を名乗ったはがきが
　届く詐欺や市役所・金融機関などを名乗って「還付金がある」と電話をしてくる詐欺が増えています。

※

相談はこちらへ相談はこちらへ
緊急通報（警察）

家族で守る大事な財産

☎110

電話 + =お金 身に覚えがない
訴訟のはがき

詐欺かも

詐欺かも

詐欺かも

詐欺かも還付金 + =ATM

電話 + =暗証番号 + キャッシュカード

警察や金融機関が暗証番号を聞くことや
キャッシュカードを預かることはありません

犯人は…
＊平日の午前10時～午後2時頃に電話を非通知でかけてきます。
＊録音されることを嫌います。在宅中も常に留守番電話に設定しましょう。
＊泣きまねやなりすましが上手です。声を聞き分けられると過信せず家族の合言葉を決めておきましょう。

還付金はＡＴＭでは戻ってはきません

草加警察署生活安全課 ☎943-0110
くらし安全課防犯対策係 ☎922-3607
草加市消費生活センター ☎941-6111
消費者ホットライン ☎188（いやや）

　自分や自分の家族はだまされない
と思っていても、犯人はあの手この
手で不安を煽りだましにきます。いつ
誰が被害者になるか分かりません。
　固定電話の留守番電話設定や録
音装置の設置などの備えや日頃の家
族のコミュニケーションが最も有効
な対策です。

わざわざ
留守番電話や
録音機まで…

だまされて
からじゃ
遅いのよ！

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
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　市役所新庁舎建設に当た
り、パブリックコメント等
を踏まえ、設計内容をまと
めた草加市新庁舎建設基本
設計を作成しました。
　基本設計の概要とパブリ
ックコメントで寄せられた
意見を、市ホームページで
公表するほか、市役所情報
コーナー・公共建築課で配
布しています。

《共通》
■日　　時　11月27日㈫～12月2日㈰
　　　　　　午前9時～午後5時（土曜・日曜日も受け付け）
■会　　場　草加市文化会館フリースペース
《保育所等・家庭保育室》※申込時、対象児の同伴が必要です。
■対　　象　保育所等（保育園・認定こども園（保育部分）・地域

型保育（小規模・家庭的））：保護者の就労や疾病等
により保育を必要とする乳幼児
家庭保育室：保護者の就労や疾病等により保育を必
要とする生後6週以上満2歳未満の健康な乳幼児

■必要書類　保育所等入園申込書または家庭乳幼児保育申請書、
入園児童家庭調査票、入園に関する確認票、稼働証
明書等保育を必要とすることを証明する書類、母子
手帳、支給認定申請書または現況届、マイナンバー
カードまたは通知カード及び身元確認のための書類

等（支給認定申請書または現況届を記入した保護者
以外の人が申請に来る場合は、配偶者でも委任状が
必要です）

■書類配布　10月15日㈪から保育課・各保育所等・子育て支援セ
ンターで配布（市ホームページからも入手可）

《児童クラブ》※申込時、対象児の同伴は不要です。
■対　　象　保護者や同居者の就労等により放課後の保育を必要

とする小学生（平成31年4月現在）
■必要書類　児童クラブ入室申込書、父母等の稼働証明書等保育

を必要とすることを証明する書類
■書類配布　10月15日㈪から子ども育成課、各児童クラブ、子育

て支援センターで配布（市ホームページからも入手
可）

　平成31年4月1日から市内公立保育園に育成保育対象児として入
園を希望する人の申し込みの受け付けを保育課で行います。
■日　　時　10月9日㈫～23日㈫
■対　　象　保護者の就労や病気等で保育を必要とし、心身に障

がいがある、または発達に心配があるが保育園で集
団保育が可能な乳幼児

　10月15日㈪～21日㈰の行政相談週間に合わせ、国の仕事などに
ついて「わからない」「説明に納得できない」「処理が間違ってい
るのではないか」などの疑問や要望を受け付け、行政運営に役立て
る行政相談を総務省と合同で開催します。
■日時　10月12日㈮午後1時30分～4時
■会場　市民相談室（市役所西棟）※当日直接会場へ。
　市では、毎月第2金曜日に同会場で、総務大臣から委嘱された行
政相談委員による相談を受けています。また、行政相談委員宅（下
表参照）でも相談を受け付けて
います。このほか、総務省行政
苦情110番（☎0570-090110504
8-600-2336「インターネットに
よる行政相談受付」で検索）で
も相談できます。

○創業応援セミナー
　創業に必要な心構えやポイントをわかりやすく伝えます。創業を
目指す人はまずこのセミナーにご参加ください。
■日時　10月20日㈯午後1時～4時30分　■会場　草加商工会議所
■定員　50人　■受講費　無料　■申請期限　10月18日㈭まで
○創業塾
　創業の計画立案、必要な知識を集中的に学びます。創業塾履修者
は、法人設立時の登録免許税軽減や信用保証枠の拡充などの特典が
受けられます。
■日時　11月17日・24日、12月1日・15日の土曜日、全4回
　　　　午前9時30分～午後4時30分
■会場　草加商工会議所　　　　　■定員　30人
■受講費　6000円（教材費込み）　■申請期限　11月15日㈭まで

　インターネットでパスポート申請書の事前準備ができるようにな
りました。
■利用方法
①外務省ホームページ「パスポート申請書ダウンロード」にアクセ
ス
②入力フォームに必要事項を入力し、申請書データをダウンロード
（PDF形式）
③プリンターで印刷（2枚出力。拡大・縮小などは行わずにA4用紙
に片面印刷）し、パスポートサイン等を手書きで追加記入
④2枚をホチキス留めせず、折らずに窓口へ持参
※用紙や印刷の状態によっては受け付けできない場合があります。
※同ホームページ内にある「使い方」「ご利用環境」「マニュア
ル」をよく確認しご利用ください。なお、入力・操作方法等は外務
省領事局旅券課へ。☎03-3580-3311（代表）

市内の行政相談委員

醍醐洋子（氷川町）

中村久夫（中根三丁目）

山川邦子（栄町二丁目）

竹村博之（遊馬町）

電話番号

☎925-1930

☎936-0054

☎931-8689

☎925-4151

（https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/download/top.html）

南東側から見たイメージ図

草加市新庁舎建設
基本設計の公表
問公共建築課☎922-10605922-1062

10月12日㈮に
総務省との
合同行政相談を開催
問広聴相談課☎922-05665922-3173 問パスポートコーナー☎922-29445922-3298

平成31年4月入園

平成31年4月
保育所等・家庭保育室・
児童クラブ入園入室

行政相談制度をご存知ですか？ 

創業応援セミナー・創業塾
夢をカタチに　創業を目指す人を応援します！

育成保育

問保育所等・家庭保育室…保育課☎922-14915922-3274
　児童クラブ………子ども育成課☎922-14485922-3274

問保育課☎922-14915922-3274

※今後の詳細設計で変更することがあります。

□申草加商工会議所へ。☎928-81115928-8125□申

パスポート申請の際は
「パスポート申請書
　ダウンロード」の活用を

2022年
供用開始

11月27日㈫から申込受付開始

10/9㈫から
申込受付開始

② 草加人のための情報紙　広報「そうか」市政情報2018年10月5日号



　国民健康保険について意見を述べ、検討する委員を募集します。
■対象　市内在住で市の国保に加入している20歳以上（平成31年1
月1日現在）で他の審議会等の委員になっていない人
■任期　委嘱日から平成33年12月31日まで
■募集人数　男女各1人　■報酬　会議1回につき7000円
■小論文テーマ　「応募動機」（600～800字）
ლ10月26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（あればファク
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・小論文を記入し〒340-8550保険年金課へ。ファクス、メー
ルでも可。公開抽選は10月29日㈪午後1時から市役所第二庁舎B・C
会議室で。

　手代町の町名変更に伴い、
地区全域で住所の表し方が
変わります
（例：手代町○○○番地→
手代○丁目○番○号）。
　対象地区の世帯と事業所
の新しい住所の表し方は、
10月下旬から配布する「新
住所の通知書、住居表示の
しおり」等で確認してくだ
さい。

　大切な責任ある1票で市政を託す代表を選びましょう。
■投票日　10月28日㈰午前7時～午後8時
■投票所　市内49か所（一部変更あり（右記参照））
■期日前投票　投票日に都合で投票所へ行くことができない人は、
10月22日㈪～27日㈯に期日前投票ができます。入場整理券裏面の
宣誓書兼請求書に必要事項を記入し、右記期日前投票所まで持参し
てください。
■投票できる人　平成12年10月29日までに生まれ、市に3か月以上
住所を有し、同30年10月20日現在、引き続き住民基本台帳に記録
され、投票日まで選挙人名簿に登録されている人（転入者は7月20
日までに転入届を提出した人）。
　なお、10月1日までに転居届を提出した人は新住所地、10月2日
以降に転居届を提出した人は前住所地での投票となります。
■入場整理券　10月22日㈪頃までに、世帯全員分を同封し郵送し
ます。選挙人氏名を確認し、各自投票所に持参してください。入場

整理券が未着・紛失の場合でも選挙人名簿に登録されていれば投票
できますので投票所の受付に申し出てください。
■投票方法　入場整理券を提出し、①市議会議員選挙（候補者名を
記載）、②市長選挙（候補者名を記載）の順に投票
■郵便投票　対象は身体障害者手帳等の所有者、または要介護5の
認定を受けている人で郵便等投票証明書の交付を受けている人。希
望者は10月24日㈬午後5時までに選挙管理委員会へ投票用紙を請求
してください。
■代理・点字投票　対象は病気やけがで字が書けない人や目の不自
由な人。いずれも投票所の係員に申し出てください。投票の秘密は
守られます。
■選挙公報　投票日前日までに戸別配布するほか10月22日㈪頃から
市ホームページに掲載予定です。
■開票　10月28日㈰午後9時10分～。会場は記念体育館
■投票・開票速報　市ホームページで公開します。

①金明町の一部の人は新田ミニコミセン（新設）へ変更
②松原団地D集会所の人は松原小へ変更
③松原二丁目の一部の人は栄小から松原小へ変更

○市役所西棟1階ロビー：午前8時30分～午後8時
○草加市文化会館・勤労福祉会館・谷塚文化センター：
　午前9時30分～午後7時

　平成31・32年度に組合が発注する工事の請負や物品の納入等を希
望する事業所等は、入札参加資格審査申請をしてください。要領等
は10月下旬から同組合ホームページで入手可。
■申し込み　11月12日㈪～30日㈮（消印有効）に必要書類を添えて

〒343-0011越谷市増林3-2-1東埼玉資源環境組合総務課
庶務担当へ郵送。

　市内全域で秋の美化運動を実施します。多くの皆さんの参加と協
力をお願いします。時間は町会・自治会ごとに確認してください。
　集めたごみは、可燃・不燃・資源物の3種類に分別し、町会・自
治会などが配布する「美化運動専用ごみ袋」に入れ、「美化運動専
用の集積所」に出してください（家庭内、事業所内から出されたご
み、テレビや自転車、石、コンクリートなどは収集しません）。ま
た、収集作業中のごみ収集車は危険ですので近づかないでください。
　なお、U字溝等の清掃を行う町会・自治会は、事前に同協議会に
ヘドロ収集を依頼してください。

手代町地区全体図

手代町○○○番地
　　　　↓
手代○丁目○番○号

　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週間前までに担当事務局へ連絡を。

■家屋土地適正管理審議会＜くらし安全課☎922-36425922-1030＞
…10月16日㈫午後2時～　市役所西棟第1会議室で
■男女共同参画審議会＜人権共生課☎922-08255927-4955＞…10月
23日㈫午前10時～　市役所西棟第5会議室で
■文化財保護審議会＜生涯学習課☎922-28305922-3498＞…10月24
日㈬午後2時～　ぶぎん草加ビル教育委員会会議室で
■在宅医療・介護連携推進協議会＜長寿支援課☎922-28625922-32
79＞…10月25日㈭午後1時30分～　保健センター予防健診室で
■小中学校通学区域審議会〈学務課☎922-26745928-1178〉…11月
5日㈪午前10時～　ぶぎん草加ビル教育委員会会議室で

審議会等の
開催日程

問選挙管理委員会☎922-24905927-7693

問保険年金課☎922-15925922-3178
　hoken-nenkin＠city.soka.saitama.jp

草加市議会議員一般選挙
及び草加市長選挙

東埼玉資源環境組合の
入札参加資格審査

10月21日㈰は秋の美化運動
問草加市クリーンふるさと推進協議会（廃棄物資源課内）
　☎931-39725931-9993

11/23（祝）予定

投票日：10月28日㈰午前7時～午後8時
期日前投票：10月22日㈪～27日㈯

みんなのまちは、みんなできれいにしよう！

問都市計画課
　☎922-1802
　5922-3145

手代町の
住居表示が
変わります

□申東埼玉資源環境組合☎966-0122□申

綾瀬川

八潮市

手代一丁目

手代二丁目
手代三丁目

伝
右
川

中央ポンプ場

社会福祉
活動センター

期日前投票所

投票所の変更（入場整理券をよく確認してください）

申請受け付け

委員募集
国民健康保険運営協議会

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③市政情報 2018年10月5日号



　10/11㊍、12/13㊍、平成31年2/14㊍
9時30分～11時30分…会場はふれあい
の里。11/8㊍、平成31年1/10㊍9時30
分～11時30分…会場はであいの森。福
祉に関する相談会を実施。問草加市社
会福祉事業団☎930-03115930-0313

　10/12㊎～12/14㊎。販売場所は市役
所情報コーナー。大きさは14㎝×9㎝、
表紙色は黒とグレイッシュブルーの2
種類（中身のデザインが異なります）。
価格は500円（税込み）。問庶務課☎
922-09545922-3091

　10/14㊐10時～。会場は高砂コミセ
ン。舞台発表や水彩画・絵手紙などの
作品展示、模擬店など。問高砂コミセ
ン☎5920-3066

　11/17㊏13時～15時。会場はアコス
ホール。定員40人。犬の同伴不可。ლ

10/10㊌～11/7㊌にくらし安全課へ。
☎922-36425922-1030

■ダンスフェスティバル　10/21㊐12
時～。会場は市民体育館。ダンススポ
ーツによる交流や模範演技。参加費
1000円（当日1300円）。室内靴持参
■空手道大会　11/3㊗9時30分～。会
場は記念体育館。形・組手（年齢区分
あり）。幼児以上対象。参加費3500円
■バウンドテニス大会（ダブルス戦）
　11/18㊐9時～19時。会場は市民体育
館。午前は男女混合団体戦、午後は男
女別。小学5年生以上対象。参加費150
0円（18歳未満500円）
ლダンスは10/6㊏～19㊎に、空手道は
10/15㊊まで、バウンドテニスは10/31
㊌までに電話で市民体育館へ。☎593
6-6239

　県最低賃金は年齢や雇用形態に関係
なく、県内すべての労働者とその使用
者に適用されます。10月からの県の最
低賃金は時間額898円です。労働者も
使用者も、地域別・産業別の最低賃金
を必ず確認してください。問埼玉労働
局賃金室☎048-600-6205

　今年のハロウィンジャンボは、1等
・前後賞合わせて5億円。ハロウィン
ジャンボミニも同時発売。販売期間は
10/23㊋まで。販売場所は全国の宝く
じ売場。収益金は市町村の明るいまち
づくりや環境対策等に使われます。問
財政課☎922-07615922-1547

　浄化槽を使用する人は、保守点検や
清掃のほかに年1回の定期水質検査受
検が義務づけられています。定期水質
検査は、浄化槽からの放流水などをチ
ェックして、浄化槽が十分浄化機能を
発揮しているか検査するものです。ლ

県浄化槽協会へ。☎048-501-5707

　赤い羽根共同募金は、災
害の被害地支援や、福祉教
育やボランティア体験、地
域から孤立をなくすための事業や交流
を深めるための事業など、地域で行わ
れている様々な福祉活動に活用されま
す。インターネット（QRコード）か
らの募金もできます。問県共同募金会
草加市支会☎932-67705932-6779

　県では児童・高年者・障がい者の虐
待通報や相談等を行いやすいように虐
待通報ダイヤル「♯7171」を開設しま
した。24時間365日通報を受け付けて
いますので、身近で気になることがあ
ったら相談を。問県福祉政策課☎048-
830-33915048-830-4801

　埼玉県都市競艇組合は草加市を含む
15市で構成されています。ボートレー
ス事業の収益金は、市内の道路整備に
充てられています。なお、競艇の開催
期間は10/7㊐～12㊎、11/15㊍～18㊐
・29㊍～12/3㊊・7㊎～10㊊。会場は
ボートレース戸田。問財政課☎922-07
615922-1547

　県では、人の1日の移動を把握し、
暮らしやすい都市づくりの検討を進め
るため、10～12月に交通に関する「東
京都市圏パーソントリップ調査」を実
施します。調査に当たり無作為に抽出
した世帯を対象に調査票を送付します
のでご協力をお願いします。問都市計
画課☎922-17905922-3145

　10/23㊋～11/19㊊。対象は苗塚町、
小山、北谷、旭町、新善町、原町、新
栄、長栄、清門、松原4丁目、松原5丁
目。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

　10/13㊏は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終日利用できま
せん。問◇住民票、印鑑登録証明書、
戸籍証明書等…市民課☎922-1526592
0-1501◇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☎922-1098592
0-1502

　市税等は市民の皆さんが安心して暮
らしていくための貴重な財源です。税
負担の公平性と税収入確保のため、県
と市町村では、10～12月を滞納整理強
化期間とし、滞納者に対する差し押さ
えの強化など滞納の解消に向けた取り
組みを集中的に行います。市税等は納
期限内に納付してください。問納税課
☎922-11265920-1502

　10/1現在外国人学校に在籍し、平成
31年3/31までに在学期間が6か月を超
える子どもの保護者で、同30年4/1以
降に市の住民基本台帳に登録されてい
る人対象。補助額は通学費を超えない
範囲で、1人当たり小学生は年額3万円
以内、中学生は年額5万円以内。ლ在
学校から配布される補助金交付申請書
・請求書に記入し、10/31㊌までに各
校へ。問総務企画課☎922-24975928-
1178

　10/20㊏13時～16時。会場は草加市
文化会館。登記・相続・簡裁代理・成
年後見・多重債務・その他法律問題の
無料相談。当日直接会場へ。問埼玉司
法書士会越谷支部☎922-9550

　今年度の個人賠償責任補償付傷害総
合保険「入って安心！RinRinそうか」
（保険期間は平成31年4/1まで）に加
入を希望する人は10/25㊍までに市公
共施設等で配布する加入依頼書に記入
し、郵便局で保険料を支払ってくださ
い。次年度の募集は平成31年2月開始
予定。問交通対策課☎922-16415922-
1030

　埼玉建築士会・県・市では良質な建
築物普及のため、10/9㊋～24㊌に当運
動を実施します。10/9㊋に市内一斉建
築パトロールを実施し、22㊊14時から
草加市文化会館で定期報告制度や建築
基準法の改正等の講演を行います。問
建築指導課☎922-19585922-3148

　10/14㊐14時～16時。会場は勤労福
祉会館。草加市ラジオ体操連盟の協力。
手話通訳・要約筆記あり。問草加市社
会福祉協議会☎932-67705932-6781

　11/7㊌13時～16時。会場は勤労福祉
会館。市と㈱セブン-イレブン・ジャ
パンとの「地域活性化包括連携協定」
に基づき、働く意欲のあるシニアと、
同社の市内店舗を結びつける説明会を
実施します。仕事内容の説明、実際に
働いている様子の紹介、レジ打ち等の
体験のほか、ハローワーク草加による
就労相談やシルバー人材センターの仕
組みや仕事内容の紹介も行います。当
日直接会場へ。問くらし安全課☎941-
61115941-6157

　10/13㊏10時～14時（雨天中止）。
会場は水道庁舎。水道資材による水鉄
砲作りや模擬検針体験など親子で楽し
める催しのほか、防災用品や耐震管の
パネルなど防災についても学べます。
問水道総務課☎925-31325925-5046

外国人学校への通学費を補助

法の日司法書士無料法律相談

高砂コミセンまつり

市民体育祭

犬のしつけ方教室

県の最低賃金は時間額898円「入って安心！RinRinそうか」　
今年度分加入受け付けは10/25㊍まで

ルール守って明るく住マイル
『違反建築なくそう運動』

聴覚障がい者教養講座「みんなで健康
づくり！本当はすごいラジオ体操」

ボートレース事業の収益金で道路整備

パーソントリップ調査にご協力を

水道メーターの取り替え

シニア向けお仕事説明会

ハロウィンジャンボ宝くじを発売

年1回は浄化槽の定期水質検査を

平成31年版埼玉県民手帳を販売

赤い羽根共同募金運動に協力を

証明書等のコンビニ交付サービス休止
10/13㊏終日

虐待通報ダイヤル ♯7171
運用開始

ストップ！滞納
10～12月は市税等の滞納整理強化期間

草加市社会福祉事業団
「福祉なんでも相談会」

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

Q：振り込め詐欺に有効な対策は？　A：留守番電話　詳しくは1面で!

10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

水とのふれあい広場

平成30年の市内交通事故状況（前年比）9月20日現在　人身事故598件（－82）　死者5人（－2）

④ 2018年10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」

10/31㊌までに最寄りの市指定金融機関で納めてください（コンビニでは納付できません）

▶市県民税（普通徴収）　第3期
▶国民健康保険税（普通徴収）　第5期
▶後期高齢者医療保険料（普通徴収）　第4期

▶介護保険料（普通徴収）　第5期
10/31㊌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



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

10/30㊋

10/31㊌

【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

11/6㊋

11/20㊋

3歳3か月児健康診査 
10/9㊋

10/23㊋

平成29年4/1～15生まれ

平成29年4/16～30生まれ

平成27年7/1～15生まれ

平成27年7/16～31生まれ

対象者に10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）

【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
ポン券を送付済み。
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

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

おやこでブラッシング＆　
子育て相談
（川柳文化センター）

11/19㊊ 未就学児と保護者　定員36組 【要申込】
母子健康手帳、タオル、普段使用している歯ブラシ持参

歯科衛生士によるブラッシング指導
とだ液のＰＨテスト
計測、育児・栄養相談

①10時15分～10時45分
②10時45分～11時15分　
③11時15分～11時45分
④11時45分～12時15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 10月下旬～11月中旬 平成30年9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9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 11/4㊐・7㊌ 平成31年1月～同年3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 11/14㊌ 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 10/17㊌ 【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

11/30㊎まで
（休診日を除く） 20歳以上

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）

子宮がん検診
（指定医療機関）

12/14㊎まで
（休診日を除く） 30歳以上便潜血検査　費用500円

大腸がん個別検診
（指定医療機関）

初期

中期

後期

　10/20㊏10時～12時30分。会場は中
央公民館。各種表彰、小山太鼓保存会
の太鼓演奏、景品抽選会ほか。問くら
し安全課☎922-36075922-1030

　11/4㊐8時30分～。会場はそうか公
園。部門は小・中学生、一般の各男女。
4人1チーム（補欠2人まで）。走行距離
は1人2km。参加費1チーム1000円（小
学生は500円）。ლ10/6㊏～20㊏に記念
体育館で配布する申込用紙（草加市体
育協会ホームページでも入手可）に記
入し、同館へ。☎922-11515922-1513

　平和施設を見学して戦争の悲惨さ、
平和の尊さを考えます。11/10㊏8時～
17時。見学先はアウシュヴィッツ平和
博物館（福島県）。小学生以上対象
（小学生は保護者同伴）。定員22人。
応募多数の場合は抽選。施設入場料大
人500円、高校生300円、中学生以下無
料。昼食持参。ლ10/19㊎（消印有
効）までに往復はがきに住所・氏名・
年齢・連絡先を明記し〒340-8550人権
共生課へ。小・中学生は保護者の連絡
先を明記。1枚につき3人まで可。☎92
2-08255927-4955

■紅茶教室「アフタヌーンティーを楽
しむ」　10/24㊌10時～12時。スコー
ン作りと紅茶を楽しむ。会場は中央公
民館。定員8人。教材費1900円。ソー
サー付きカップ・ランチョンマット・
布巾・エプロン持参
■魚料理教室「アジをさばく」　
10/25㊍・29㊊13時30分～16時30分。
会場は草加市文化会館。アジのたたき、
刺身、なめろう作り。材料費1回2100
円。定員各20人。包丁・キッチンペー
パー・三角巾・布巾・エプロン・持ち
帰り用容器持参
ლいずれも10/9㊋からシルバー人材セ
ンターへ。☎928-92115928-9209

　10/13㊏14時～15時30分。会場は記
念体育館。スポーツ指導者、スポーツ
に取り組む子の保護者対象。定員50人。
草加市体育協会で実践するジュニアア
スリート育成プログラムの紹介や子ど
ものスポーツ障害について学びます。
講師は早稲田大学スポーツ科学学術院
鳥居俊准教授。ლ10/6㊏から電話で同
協会へ。☎928-63615922-1513

　10/17㊌10時～13時。会場は保健セ
ンター。トマトソースニョッキ・野菜
のソテー・チョコプリン風デザート。
40～64歳の女性対象。定員15人。材料
費500円。エプロン、三角巾、布巾2枚
持参。ლ10/9㊋から保健センターへ。
☎922-02005922-1516

■展示解説「日光道中草加宿と参勤交
代」について　10/28㊐14時～15時。
当日直接会場へ
■企画展講座「日光道中草加宿と旅す
る人々」　11/17㊏14時～16時。定員
60人。ლ10/6㊏から電話で同館へ。☎
922-04025922-1117

　11/10㊏9時～12時。会場は草加消防
署西分署。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。ლ

10/28㊐までに草加消防署西分署へ。
☎925-32515925-3269

　11/29㊍「基礎編」、12/6㊍「子ど
ものLGBT編」。いずれも14時～16
時。会場は県男女共同参画推進センタ
ー。ლ11/2㊎までに受講希望日、郵便
番号、住所、氏名、電話番号、託児希
望の有無、手話通訳希望の有無を明記
しファクスで県人権推進課へ。☎048-
830-22555048-830-4718

　10/24㊌19時～21時。会場は中央公
民館。議題は「ふるさとまちづくり」
について。まちづくり登録員対象。こ
れからまちづくりを始めたい人も登録
すれば参加できます。問市民活動セン
ター☎920-35805925-1872

■スイム体験教室　11/7・21・28、
12/5・12・19の㊌19時30分～21時。会
場は市民温水プール。18歳以上対象。
定員各日10人。参加費1回500円。ლ

10/6㊏から電話で同プールへ。☎593
6-6239
■機能改善アクア教室　11/1～12/13
の㊍10時～10時50分。全7回。会場は
市民温水プール。18歳以上対象。定員
15人。参加費3500円。応募多数の場合
は抽選。ლ10/6㊏～20㊏（消印有効）
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
も可。☎928-63615922-1513

ジュニアアスリート養成セミナー 草加八潮地区地域安全大会 健康駅伝大会

平和施設見学会　参加者募集

普通救命講習会Ⅰ

県民講座「知っていますか?LGBT」

シルバーカルチャー教室

みんなでまちづくり会議開催

スポーツ教室

ヘルシー料理教室
～食事で女子力＆ヘルシーアップ！～

歴史民俗資料館
展示解説と企画展講座

10月の「なくそう暴力」標語　暴力を　なくして笑顔を　わが街に
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■日時　10/17㊌18時30分～20時
■場所　旧かっぱ天国（谷塚町647-8）
　今までは日中の時間帯に開催していた「介護者のつどい」を夜間に開催
しますので、ぜひ仕事帰りなどに立ち寄ってみてください。途中参加・途
中退出可。
　「介護者のつどい」は、介護をしている人やかつてしていた人々がつど
い、それぞれの介護経験や悩みを聞くことができる場です。「周りの人に
は話せないことを聞いてもらえてホッとした」や「同じ悩みを持つ人たち
と話すことが出来てとても気持ちが楽になった」などの声が寄せられてい
ます。
問安行（包）☎921-21215928-8989、谷塚・瀬崎（包）☎929-36135933-9380

　11/12㊊10時～12時。会場はであい

子ども・親子向け

みどりの教室

世代間交流グラウンド・ゴルフ大会

そうか公園フリーマーケット

歴史民俗資料館の体験講座

オレンジカフェ（認知症カフェ）

　11/14㊌13時～15時。会場はであい
の森。トランスパレントの制作。60歳
以上対象。定員20人。材料費50円。ლ

10/10㊌10時から電話でであいの森へ。
☎936-27915936-2792

であいの森　かけはしサロン

　12/16㊐開催のライブイベントの出
演団体とスタッフを募集します。
■会場　中央公民館
■対象　草加・越谷・八潮・三郷・吉
川市、松伏町在住在学在勤の15～30歳
の団体（中学生不可）によるバンド、
ダンス、演劇、お笑い等のステージパ
フォーマンス。スタッフは個人も可
■定員　10組（応募多数の場合は抽選）
■条件　楽器は参加者持ち込み。ドラ
ムセットのみ貸し出し可
ლ10/26㊎までに①団体名（ふりが
な）②代表者氏名（ふりがな）③人数
④電話番号⑤メールアドレス⑥出演ジ
ャンル⑦学校名（学生のみ）⑧住所
（市町名のみ）、スタッフ希望の場合
はその旨を明記しファクス・メール
（QRコード）で勤労青少年ホームへ。
☎928-64215928-9632

　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☎922-1281592 
2-3279
■ホッと！さわやか　10/13㊏13時30
分～15時30分。脳トレの「ぬりえ」。
定員20人。参加費100円
■草加キングス・ガーデン　10/13㊏
14時～16時。テーマ「高齢者の救命救
急」。参加費100円
■デイサービスセンター草加　10/13
㊏14時～16時。健康体操と認知症予防
の料理体験。参加費100円
■埼友草加病院　10/20㊏14時～16
時。テーマ「認知症と車の運転」。定
員100人。参加費200円
■ボンセジュール草加　10/27㊏13時
30分～15時30分。薬の講話とシニアヨ

■介護者のつどい　10/9㊋13時15分～
14時45分。会場は草加市文化会館音楽
室。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。問松原・草加東部（包）☎932- 
67755932-6779
■介護者のつどい　10/13㊏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。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。問谷塚
西部（包）☎929-00145929-5222
■いきいき体操教室　10/15㊊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。
ლ10/9㊋から谷塚西部（包）へ。☎92 
9-00145929-5222
■介護者のつどい　10/17㊌13時15分
～14時30分。会場は勤労福祉会館。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。
問新田（包）☎946-05205946-0523
■元気吹き矢教室　10/18㊍14時～15
時30分｡会場は原町コミセン｡65歳以上
対象｡定員30人｡運動靴持参。ლ10/9㊋
から安行（包）へ。☎921-21215928-89 
89
■はつらつチャレンジ教室　10/26㊎
13時15分～14時45分。簡単なストレッ
チや筋力トレーニング。会場は川柳文
化センター。65歳以上対象。定員30人。
室内靴持参。ლ10/9㊋から川柳・新田
東部（包）へ。☎932-70075931-0993
■認知症サポーターステップアップ講
座　11/6㊋14時～16時。会場は高砂コ
ミセン。認知症サポーター養成講座受
講者のスキルアップ講座。定員30人。
ლ10/9㊋から草加中央・稲荷（包）へ。
☎959-91335922-3801
■認知症サポーター養成講座　11/17
㊏13時30分～15時。会場は勤労福祉会
館。認知症の理解深め、認知症の症状
と対応の仕方を学ぶ。定員40人。ლ

10/9㊋から新田（包）へ。☎946-0520 
5946-0523

　11/24㊏14時～16時。会場はであい
の森。クリスマスリース作り。中学生
以上対象。定員15人。参加費2000円。
枝切りバサミ、手袋、持ち帰り用の袋
持参。ლ10/19㊎からみどり公園課へ。
☎922-19735922-3145

　11/24㊏9時～12時。会場は綾瀬川左
岸広場。小学生以上対象。定員100人。
参加費中学生以上200円。運動靴持参。
ლ10/6㊏から電話で草加市体育協会へ。
☎928-63615922-1513

　11/25㊐9時～16時（雨天中止）。会
場はそうか公園。募集は35区画。使用
料は1区画1080円。ლ10/9㊋～11/20㊋
までにみどり公園課へ。☎922-19735
922-3145

■Misato Halloween Fes 2018　10/ 
13㊏11時～16時（雨天中止）　会場は
におどり公園　問三郷中央にぎわい創
出実行委員会☎930-7746

■第9回おあしす祭り　10/20㊏10時～
16時　会場は市民交流センターおあし
す　問同センター☎984-1888

■まつぶし緑の丘公園秋の花まつり　
10/27㊏10時～（雨天時は28㊐）　会
場は同公園　問同公園管理センター☎
991-1211

■市制60周年記念　第44回越谷市民
まつり　10/28㊐9時～16時　会場は越
谷市役所周辺　問同まつり実行委員会
☎967-1325

■第27回やしお市民まつり　10/28㊐9
時～16時　会場は八潮市役所周辺、け
やき通り　問同まつり実行委員会事務
局☎996-2111

　11/2～12/14（11/23を除く）の㊎10
時～11時30分。会場はふれあいの里。
体組成計・体力測定、ストレッチ中心
のヨガ。65～79歳の横になったりしゃ
がんだりすることができる人対象。定
員20人。参加費100円。ヨガマットま
たはバスタオル、運動靴持参。ლ10/9
㊋10時から電話でふれあいの里へ。☎
920-62225920-6251

■れきみん体験教室「昔の道具を使っ
てみよう」　11/4㊐10時～12時。会場
は歴史民俗資料館。千歯こき等の農具、
けん玉や竹とんぼ、86年前の蓄音機な
ど昔の道具体験。定員15人
■県民の日　体験教室「まが玉作り」
　11/14㊌10時～12時。会場は歴史民
俗資料館。定員15人。参加費250円
　いずれも小学生と保護者対象。ლ

10/6㊏から電話で同館へ。☎922-0402 
5922-1117

●言語聴覚士（有資格者）　勤務は子
育て支援センター。㊗を除く㊊～㊎の
うち月16～20日、8時30分～17時。医
師の診断のもとでの言語聴覚療法及び
保護者支援
●臨床心理士（有資格者　臨床発達心
理士も可）　勤務は㊗を除く㊊～㊎の
うち月16～20日、子育て支援センター
では8時30分～19時のうちの7時間30分、
あおば学園では8時30分～17時。集団
療育、保護者支援、支援計画作成等
●作業療法士（有資格者）　勤務は子
育て支援センター。㊗を除く㊊～㊎の
うち月16～20日、8時30分～19時のう
ちの7時間30分。集団療育、保護者支
援、支援計画作成等
　いずれも日額1万1700円～1万6900円。

ふれあいの里「体力測定とヨガ」

子どもの発達を支援する
非常勤嘱託員募集

であいの森講座「手芸教室」
～軍手で作ろう干支・亥（いのしし）～

高年者向け

青少年ライブイベント
出演団体・スタッフ募集

地域包括支援センター（包）
介護予防教室・介護者のつどい

越谷市

三郷市

八潮市

吉川市

松伏町

■第11回草加松原展　10/6㊏～12㊎　
草加市文化会館フリースペースで　写
真・絵画・書・工芸・人形・押し花・
仏画等　問染野☎080-4364-1122
■第13回カラオケ発表会「コスモスま
つり」　10/7㊐10時～　中央公民館で
　ゲスト山本あき　コスモスの花で飾
られた綺麗な舞台です　問秋桜の会高
橋☎090-3902-7570
■松原遊歩道の植物を知ろう　10/7㊐
10時～15時　草加松原遊歩道で　小学

生以上対象　定員10人　参加費無料　
ლ今様草加宿小野☎090-8944-9342
■スポーツウエルネス吹矢体験　10/7
～21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
■八幡ダンスサークルフリーダンス　
10/7㊐13時20分～16時20分　谷塚文化
センターで　参加費500円　トライア
ル有　飲み物付き　問千代田☎090-35
74-3430
■スポーツ吹矢体験会　10/8㊗・12㊎
・14㊐・23㊋・28㊐9時～11時　中央
公民館で　初回無料　2回目以降300円
　問田岡☎090-4335-7987
■フォークダンス初心者講習会　10/9
～11/20の㊋19時～21時　栄小視聴覚
室で　市民対象　参加費1500円　問草
加市フォークダンス連盟内田☎943-36 
38
■体験「自彊術（健康体操）」　10/ 
10㊌11時～12時30分　新田ミニコミセ
ンで　ლ松本☎942-2239
■自彊術（日本最初の健康体操）無料
講習会　10/10㊌・17㊌13時20分～14
時50分　勤労青少年ホームで　問下田
☎090-1205-1303
■親子でたのしむわらべうた　10/10
・17の㊌14時～16時　中央公民館で　
0・1・2歳児の親子対象　各30分ずつ
　定員15組　無料　ლ読書ボランティ
ア連絡会青柳☎5929-2502
■食べて応援！東北復興支援　10/11
㊍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
■あみもの「見学とミニ作品展」　10/
11㊍・25㊍11時～12時　勤労福祉会館
で　あみもの体験材料費500円（当日
受け付け）　問あみものを楽しむ会植
竹☎931-4809

■司法書士による法律相談会　10/12
㊎17時～19時　物産・観光情報センタ
ーで　問竹村☎920-5415
■松原フォトクラブ写真展　10/13㊏
～18㊍9時～21時（13㊏は12時から、
18㊍は15時まで）　草加市文化会館フ
リースペースで　会員の風景画ほか　
問松原フォトクラブ橋本☎936-1889
■朗読と抒情歌を楽しむ会　10/13㊏
・25㊍12時30分～16時20分　草加市文
化会館レセプションルームで　定員80
人　参加費無料　問朗読と話し方こと
ばの小箱平川☎090-5816-5091
■合気道無料体験会　10/13㊏　15時
～16時小学生（親子可）16時～17時中
学生以上対象　草加中体育館柔道場で
　駐車場あり　ლ合気研究所佐久間☎
050-7114-0709
■吹いてみよう！フルート～体験と発
表会　10/14㊐11時～15時　栄小で　
小中学生初心者対象　定員20人　講師
さかはし矢波（東京フィル）　楽器貸
出応相談　問平塚☎090-1607-8917
■史跡めぐり「越谷宿と久伊豆神社界
隈」　10/14㊐13時草加駅改札内集合
　定員50人　参加費100円　交通費別
途　筆記用具持参　ლ草加史談会浅古
☎924-3403
■スポーツ吹矢体験会　10/15㊊9時～
11時　10/29㊊13時～15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
■講習会「自彊術（健康体操）」　10/
15・22の㊊10時～11時30分　原町コミ
センで　定員10人　無料　ლ柳田☎
090-2233-7953
■歴史学講座「創世」紀元4世紀に侵
攻してきた西方軍船団の船子たち－騎
馬民族［牛飼い］の祖族とは－　10/
15㊊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　10/17㊌・31
㊌　①9時30分～13時　②13時30分～
17時　勤労福祉会館で　洋裁の基礎を
一から学び袋物を作りましょう　材料
費1000円　ლ竹花☎090-6657-4005
■不登校相談会　10/18㊍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」　10/19㊎
わ～くわっく草加で　「こもれび」
10/25㊍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
■介護者の集い「オアシス」　10/20
㊏10時～12時　中央公民館で　11/6㊋
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
■ボーイスカウトと遊ぼう　10/21㊐9
時30分～　松原団地西口公園集合　年
長～小学5年生の男女対象　保護者同
伴、水筒タオル持参　問ボーイスカウ
ト草加第8団荒木☎090-2328-8524
■S&Yフリーダンス練習会　10/24㊌
13時15分～16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☎080-1078-3602
■キビタキとわらしの会第3回バスツ
アー福島を忘れない飯館村を訪ねる旅
　10/27㊏6時40分草加駅集合　定員40
人　参加費8800円（交通費・昼食費込
み）　ლ今村☎090-2637-7507
■スポーツ吹矢体験会　10/27㊏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
■遺言書の書き方と終活を学ぼう　
10/27㊏10時～12時　草加市文化会館

ガなど。定員40人。参加費100円。室
内靴・ビニール袋持参

で　定員15人　参加費無料　ლ遺言相
続後見ネット☎946-5152
■若者たちよどこへ｢世の中ウオッチ｣
　10/27㊏10時～12時　高砂コミセン
で　講師元シールズ是恒かりん　高齢
者～若者対象　定員30人　参加費500
円　問九条の会草加白根☎924-6400
■ボーイスカウトと遊ぼう　10/28㊐9
時45分～　松原団地記念公園で　花栗
南・松原・小山小学区内の年長～小学
5年生男女対象　水筒持参　問草加第4
団中山☎944-4523
■相続の6割は不動産！遺言で安心不
動産相続　10/28㊐11時15分～13時　
アコスA会議室で　終活セミナー　定
員12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　
10/28㊐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
■写遊展（草加市美術協会写真部）　
11/1㊍～7㊌10時～18時（11/1㊍は13
時から、7㊌は16時まで）　アコスギ
ャラリー小で　写真15点展示　問須賀
☎090-5212-5441
■東武国華会菊花展　11/1㊍～14㊌　
審査日は11/1㊍・6㊋　草加神社で　3
本立盆養や福助などを展示　問関根☎
925-2360
■ニューロマンスフリーダンスパーテ
ィー　11/4㊐13時15分～16時15分　谷
塚文化センターで　ダンスタイム・ミ
キシング・トライアル・飲物菓子有　
参加費500円　問高橋☎090-2303-3667
■DV被害者支援育成講座「DVのある
家庭で育つ子どもたちの現状と支援」
　11/28㊌10時～12時　中央公民館で
　定員40人　無料　ლみんなのまち草
の根ネットの会清水☎5936-2208

の森。60歳以対象上。定員20人。材料
費500円。針・糸・はさみ持参。ლ10 
/9㊋10時から電話でであいの森へ。☎
936-27915936-2792

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

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）

介護者のつどい 
夜の部始めます
～悩みや経験を分かち合いませんか～

仕
事
帰
り
に
も

立
ち
寄
れ
る
！
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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

■第11回草加松原展　10/6㊏～12㊎　
草加市文化会館フリースペースで　写
真・絵画・書・工芸・人形・押し花・
仏画等　問染野☎080-4364-1122
■第13回カラオケ発表会「コスモスま
つり」　10/7㊐10時～　中央公民館で
　ゲスト山本あき　コスモスの花で飾
られた綺麗な舞台です　問秋桜の会高
橋☎090-3902-7570
■松原遊歩道の植物を知ろう　10/7㊐
10時～15時　草加松原遊歩道で　小学

生以上対象　定員10人　参加費無料　
ლ今様草加宿小野☎090-8944-9342
■スポーツウエルネス吹矢体験　10/7
～21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
■八幡ダンスサークルフリーダンス　
10/7㊐13時20分～16時20分　谷塚文化
センターで　参加費500円　トライア
ル有　飲み物付き　問千代田☎090-35
74-3430
■スポーツ吹矢体験会　10/8㊗・12㊎
・14㊐・23㊋・28㊐9時～11時　中央
公民館で　初回無料　2回目以降300円
　問田岡☎090-4335-7987
■フォークダンス初心者講習会　10/9
～11/20の㊋19時～21時　栄小視聴覚
室で　市民対象　参加費1500円　問草
加市フォークダンス連盟内田☎943-36 
38
■体験「自彊術（健康体操）」　10/ 
10㊌11時～12時30分　新田ミニコミセ
ンで　ლ松本☎942-2239
■自彊術（日本最初の健康体操）無料
講習会　10/10㊌・17㊌13時20分～14
時50分　勤労青少年ホームで　問下田
☎090-1205-1303
■親子でたのしむわらべうた　10/10
・17の㊌14時～16時　中央公民館で　
0・1・2歳児の親子対象　各30分ずつ
　定員15組　無料　ლ読書ボランティ
ア連絡会青柳☎5929-2502
■食べて応援！東北復興支援　10/11
㊍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
■あみもの「見学とミニ作品展」　10/
11㊍・25㊍11時～12時　勤労福祉会館
で　あみもの体験材料費500円（当日
受け付け）　問あみものを楽しむ会植
竹☎931-4809

■司法書士による法律相談会　10/12
㊎17時～19時　物産・観光情報センタ
ーで　問竹村☎920-5415
■松原フォトクラブ写真展　10/13㊏
～18㊍9時～21時（13㊏は12時から、
18㊍は15時まで）　草加市文化会館フ
リースペースで　会員の風景画ほか　
問松原フォトクラブ橋本☎936-1889
■朗読と抒情歌を楽しむ会　10/13㊏
・25㊍12時30分～16時20分　草加市文
化会館レセプションルームで　定員80
人　参加費無料　問朗読と話し方こと
ばの小箱平川☎090-5816-5091
■合気道無料体験会　10/13㊏　15時
～16時小学生（親子可）16時～17時中
学生以上対象　草加中体育館柔道場で
　駐車場あり　ლ合気研究所佐久間☎
050-7114-0709
■吹いてみよう！フルート～体験と発
表会　10/14㊐11時～15時　栄小で　
小中学生初心者対象　定員20人　講師
さかはし矢波（東京フィル）　楽器貸
出応相談　問平塚☎090-1607-8917
■史跡めぐり「越谷宿と久伊豆神社界
隈」　10/14㊐13時草加駅改札内集合
　定員50人　参加費100円　交通費別
途　筆記用具持参　ლ草加史談会浅古
☎924-3403
■スポーツ吹矢体験会　10/15㊊9時～
11時　10/29㊊13時～15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
■講習会「自彊術（健康体操）」　10/
15・22の㊊10時～11時30分　原町コミ
センで　定員10人　無料　ლ柳田☎
090-2233-7953
■歴史学講座「創世」紀元4世紀に侵
攻してきた西方軍船団の船子たち－騎
馬民族［牛飼い］の祖族とは－　10/
15㊊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　10/17㊌・31
㊌　①9時30分～13時　②13時30分～
17時　勤労福祉会館で　洋裁の基礎を
一から学び袋物を作りましょう　材料
費1000円　ლ竹花☎090-6657-4005
■不登校相談会　10/18㊍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」　10/19㊎
わ～くわっく草加で　「こもれび」
10/25㊍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
■介護者の集い「オアシス」　10/20
㊏10時～12時　中央公民館で　11/6㊋
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
■ボーイスカウトと遊ぼう　10/21㊐9
時30分～　松原団地西口公園集合　年
長～小学5年生の男女対象　保護者同
伴、水筒タオル持参　問ボーイスカウ
ト草加第8団荒木☎090-2328-8524
■S&Yフリーダンス練習会　10/24㊌
13時15分～16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☎080-1078-3602
■キビタキとわらしの会第3回バスツ
アー福島を忘れない飯館村を訪ねる旅
　10/27㊏6時40分草加駅集合　定員40
人　参加費8800円（交通費・昼食費込
み）　ლ今村☎090-2637-7507
■スポーツ吹矢体験会　10/27㊏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
■遺言書の書き方と終活を学ぼう　
10/27㊏10時～12時　草加市文化会館

で　定員15人　参加費無料　ლ遺言相
続後見ネット☎946-5152
■若者たちよどこへ｢世の中ウオッチ｣
　10/27㊏10時～12時　高砂コミセン
で　講師元シールズ是恒かりん　高齢
者～若者対象　定員30人　参加費500
円　問九条の会草加白根☎924-6400
■ボーイスカウトと遊ぼう　10/28㊐9
時45分～　松原団地記念公園で　花栗
南・松原・小山小学区内の年長～小学
5年生男女対象　水筒持参　問草加第4
団中山☎944-4523
■相続の6割は不動産！遺言で安心不
動産相続　10/28㊐11時15分～13時　
アコスA会議室で　終活セミナー　定
員12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　
10/28㊐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
■写遊展（草加市美術協会写真部）　
11/1㊍～7㊌10時～18時（11/1㊍は13
時から、7㊌は16時まで）　アコスギ
ャラリー小で　写真15点展示　問須賀
☎090-5212-5441
■東武国華会菊花展　11/1㊍～14㊌　
審査日は11/1㊍・6㊋　草加神社で　3
本立盆養や福助などを展示　問関根☎
925-2360
■ニューロマンスフリーダンスパーテ
ィー　11/4㊐13時15分～16時15分　谷
塚文化センターで　ダンスタイム・ミ
キシング・トライアル・飲物菓子有　
参加費500円　問高橋☎090-2303-3667
■DV被害者支援育成講座「DVのある
家庭で育つ子どもたちの現状と支援」
　11/28㊌10時～12時　中央公民館で
　定員40人　無料　ლみんなのまち草
の根ネットの会清水☎5936-2208

10月  7日㈰

10月  8日㈷

10月14日㈰

内科

外科

内科

外科

歯科

内科

外科

神谷医院

埼友草加病院

佐藤医院

二宮病院

細井歯科医院

草加西部クリニック

高山整形外科

吉町3-1-3

松原1-7-22

谷塚町831

新栄2-22-23

谷塚上町531-5

両新田西町456

新善町413-2

☎922-2616

☎944-6111

☎925-4952

☎941-2223

☎924-5151

☎928-3301

☎943-6200

　月　日　 診療科 当番医名 住　所 電話番号

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

10/ 6㊏　㈲東洋開発　　　　　両新田西町246　☎928-5520
7㊐　㈲イワセポンプ店　　手代町1027-8　　☎922-2429
8㊗　㈲平和電気商会　　　住吉1-12-5　　　☎924-3071
13㊏　㈲東洋開発　　　　　両新田西町246　☎928-5520
14㊐　㈲井戸浅水道工事店　八幡町802　　 ☎931-3330

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



在宅療養虎の巻講座②

～介護・絆・夢と希望を描く
　　　　心温まる感動の映画～
～介護・絆・夢と希望を描く
　　　　心温まる感動の映画～

「かあちゃんに贈る歌」

　市制60周年を機に、国際姉妹都市アメリカ合衆国カリフォルニア
州カーソン市の市長をはじめとする使節団の皆さんが来草します。
食事や音楽をとおして交流を深めてみてはいかがですか。
■日　時　11月11日㈰午後6時～8時30分
■会　場　草加市文化会館
■定　員　20人（応募多数の場合は抽選）
■参加費　一般5000円、大学生以下2000円

■日　時　10月19日㈮～27日㈯午
前10時30分～午後6時（27日㈯は
午後3時まで）
■会　場　アコスホール
　市民が創作した芸術品（日本画
・洋画・彫刻・工芸・書・写真約
300点）を展示します。初日は市
美術協会員のギャラリートークも
あります。

■日　時　平成31年1月27日㈰午後3時開演
■会　場　草加市文化会館
■出　演　公募市民約160人、さかはし矢波（指揮）、草加ジュニア

オーケストラ合唱団ほか
■チケット　10月27日㈯午前10時から草加市文化会館ほかで。一般

1000円、中学生以下500円（全席指定・2歳以下の膝上鑑
賞無料）。

■日　時　10月13日㈯午前10時30分～午後4時（売り切れ次第終了）
■会　場　物産・観光情報センター

■日　時　11月23日㈷午後1時30分～4時
■会　場　中央公民館
■定　員　300人  ※参加決定者には11月19日㈪までに参加証を送付
■内　容　第１部　映画「かあちゃんに贈る歌」　上映時間82分
　　　　　第２部　葉七はなこ監督を交えたトークセッション
　「かあちゃんに贈る歌」は核家族が抱える介護の現実や介護を支
える福祉・医療関係者との絆、親子の絆、命の大切さを描いた2014
年公開の日本映画。映画監督の葉七はな子が寝たきりだった亡き母
を一人で介護した実話をモデルに、原作・脚本・監督を手掛けてい
ます。映画「かあちゃんに贈る歌」を鑑賞後、監督を交え、トーク
イベントを行います。介護や親しい人との別れについて考えてみま
せんか。手話通訳・要約筆記希望者は申込時に伝えてください。

　15日、子育て支援セン
ターで開催。今年もキャ
ストの皆さんの協力で楽
しいイベントをたくさん
用意でき、会場は笑顔＆
歓声があふれました。

　敬老の日にちなみ、
今年100歳を迎えられ
た26人に記念品を贈呈
しました。石田チヨさ
ん宅ではご長寿の秘訣
などを伺いました。な
お、市内最高齢は106
歳の土屋百代さんです。

　草加のまちを見る・知る・歩くウオークラリー。コース図を頼り
にゲームや問題をクリアしながらゴールを目指そう。当日は歩きや
すい服装で。雨具持参。
■集合日時　11月23日㈷　5kmコース　午前9時
　　　　　　　　　　　　3kmコース　午前9時30分
■集合場所　長栄小
■定　　員　各コース200人（小学生以下は保護者同伴）
□申 11月5日㈪までにスポーツ振興課、記念体育館、市民体育館、温
水プールで配布する申込書を記入し、各施設へ。

　1年間（平成31年5月～同32年3月）村に住んで伝統工芸品「から
むし織」の技術を習得します。18歳以上の人（平成31年4月1日現
在）対象。家賃無料、食費は自己負担。
□申 10月31日㈬までに同村からむし振興室へ。
☎0241-57-211650241-57-3044

▲ご家族と一緒に迎えてくださった
石田チヨさん。いつまでもお元気で！

⃞申 10月20日㈯までに草加市国際交流協会事務局
　（文化観光課内）へ。☎922-29685922-3406

問スポーツ振興課☎922-28615922-3172

子育てフェスタ子育てフェスタ子育てフェスタ子育てフェスタ

⃞申10月9日㈫から長寿支援課へ。
　☎922-28625922-3279

9月かどまちごとでき

オリジナル音楽劇　歌とダンスのファンタジーX

姉妹都市福島県昭和村
国際姉妹都市カーソン市使節団

歓迎レセプション
 パーティーを開催
歓迎レセプション
 パーティーを開催

問文化観光課
　☎922-29685922-3406

100歳訪問100歳訪問

秋をたっぷり味わおう！ 田舎の野菜便

織姫・彦星になろう！ からむし織体験生募集

問草加市文化会館
　☎931-93255936-4690

埼玉県
芸術文化祭
2018
協賛事業

草加市美術展

※写真は昨年のものです

ライフ・チャレンジ・ザ・ウオーク

そうか「るるく」201811月23日㊗
長栄小から出発！！

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10月5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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