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車両通行止め

同日開催イベント
３日

①地図C（午前9時～午後5時）
②地図A（午前11時30分～午後5時）
③地図G（午後3時～7時30分）
地図AC（午前9時～午後5時）

市内各地から会場へのシャトルバスも運行。
交通規制等詳細は市ホームページで。

問い合わせ先
草加ふささら祭り実行委員会

県道足立越谷線・草加松原遊歩道

草加市文化会館

草加商工会議所まつり
午前10時～午後4時30分
綾瀬川左岸広場

当日連絡先

（みんなでまちづくり課内）

６０周年祝賀パレード  （午前11時50分～午後2時）
市民パレード  （午後1時40分～4時30分）
おくのほそ道の風景地　草加松原「お休み処芭蕉庵」
ふれあい模擬店

☎922-0796 5922-3406

草加ふささら祭り実行委員会本部
☎090-3336-0567

市内事業者の自社製品等を販売・展
示。購入金額の20％をキャッシュバッ
クするモノづくりダイレクトセール（午
後4時まで）も開催。
問草加市商工会議所☎928-8111 

３日
綾瀬川再生２１事業
午前10時～午後3時 草加市文化会館
綾瀬川左岸ラグーン
10人乗り手漕ぎボートで綾瀬
川へ出航。当日先着順。関係
省庁・団体のブース出展。生き
ものの展示。
問環境課☎922-1519 

1・２・３日
文化の広場2018

市内の文化団体による総合芸術祭。文芸、文化
作品の展示などのほか、ミュージカルの上演を
行います。【舞台】3日午後1時30分開演【呈茶】
3日午前10時～午後3時【展示】1日午後1時～3
時30分、2・3日午前9時～午後3時30分
問草加市文化会館☎931-9325

３
日
和舟の舟行
綾瀬川左岸第2ラグーン
午前10時～午後3時

３
日
草加サウンド青空ステージ
草加市文化会館（同館駐車場内）
午前9時30分～午後4時30分　

２・３
日

雄飛祭
獨協大学
午前9時～午後8時

３日

松原団地西口公園
草加ふささら・ドイツフェア　
午前9時50分～午後4時

３日

３・４日

ワールドバザール（同館駐車場内）３・４日

A

E

F

綾瀬川左岸広場B
C 市道１０５０号線の一部
D綾瀬川左岸第２ラグーン

踊るん♪よさこい２０１８（ABCD）4日

…車両通行止め…車両通行止め

４
日
ファミリー寄席
草加市文化会館
午後1時30分～4時
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3日は午後4時30分～7時まで松並木がライトアップ！
同日、午後6時から草加市文化会館西側綾瀬川
沿い（地図G）でナイアガラ花火を行います！

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

No.1214

30平成 　　年（2018年）

日号20

☎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

10月



■9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0.10／最小値0.09（市役所前）

　10月28日㈰は、草加市議会議員一般選挙及び草加市長選挙の投票
日です。大切な責任ある1票で市政を託す代表を選びましょう。

■投票所　市内49か所
■投票所の変更
①新田ミニコミセンが新しく投票所となり、金明町の一部の人は
投票所が変更となります。

②松原団地D集会所は松原小に変更となります。
③松原二丁目の一部の人は栄小から松原小に変更となります。
■開票（即日）　10月28日㈰午後9時10分～。
　　　　　　　　会場は記念体育館

■投票所　市役所（午前8時30分～午後8時）、勤労福祉会館・谷塚
文化センター・草加文化会館（午前9時30分～午後7時）
　投票日に都合で投票所へ行くことができない人は期日前投票がで
きます。入場整理券が届いている場合は持参。入場整理券がなくて
も選挙人名簿に登録されていれば投票できます。印鑑は不要。入場
整理券の裏面の宣誓書兼請求書に自分が該当する期日前投票事由に
○印を付け、住所・氏名等を記入し、受け付けに提出してください。
宣誓書兼請求書は入場整理券の裏面のほか、各期日前投票所、市ホ
ームページでも入手可。なお、投票所によって受付時間が違います
ので、注意してください。
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、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。前記に該当する人で同10月1日までに転居
届（市内異動）を提出した人は新住所地で、10月2日以降に転居届
を提出した人は旧住所地で、投票することになります（転入者は7
月20日までに転入届を提出した人）。
入場整理券
　10月22日㈪頃までに、世帯全員分を1つの封筒に同封し郵送しま
す。選挙人氏名を確認し、各自が投票所に持参し受け付けに提出し

　11月上旬に社会保険料（国民年金保険料）控除証明書が日本年金
機構から送付されます。この証明書は確定申告や年末調整に必要な
ものですので大切に保管してください。内容に不明な点がある場合
は、月～金曜日（祝日・年末年始を除く）午前8時30分～午後7時と
第2土曜日午前9時～午後5時にねんきん加入者ダイヤル☎0570-003-
004（IP電話☎03-6630-2525）へ。

　稲荷一丁目地区の都市計画の変更に当たり、変更案の縦覧を行い
ます。法改正に伴う条項ずれにより計画書内の文言を一部変更する
もので地区整備計画の建築物等の制限内容に変更はありません。意
見がある人は11月9日㈮（必着）までに縦覧場所にある意見書に必
要事項を記入し持参または郵送で〒340-8550都市計画課へ。
■縦覧内容　草加都市計画地区計画の変更案
■縦覧期間　10月26日㈮～11月9日㈮（土・日曜日、祝日を含む）
■縦覧場所　都市計画課（市ホームページでも可）

■日　程　平成31年1月19日㈯・26日㈯、27日㈰（全日程に参加）
■会　場　市役所ほか
■内　容　草加駅東口周辺地区にある遊休不動産を舞台にリノベー
ション事業の実践者と受講者で具体的な事業プランを3日間で作成
します。講義・グループワークを行い、最終日に遊休不動産のオー
ナーなどに事業プランを提案し事業化を目指します。
■対　象　①リノベーションやまちづくりに興味や関心がある人
　　　　　②草加駅東口周辺地区で創業する意思がある人
■定　員　32人
■参加費　2万1000円（学生1万1000円）
ლ12月3日㈪までにリノベーションスクール＠そうかホームページ
で。審査の上、参加者を決定します。

　女性が自分の好きなことや得意なことを生かして働く場づくりや
魅力について講演します。
■日時　11月25日㈰午後1時30分～3時
■会場　草加小体育館
■定員　40人
■講師　wagamama/hokurani food　中根利枝氏
　子育てや自営農家の経験を生かし、カフェ・惣菜屋、イベントな
どを運営。女性が働くことを通じて、子育てや地元愛知県岡崎市の
農家の支援を行い、世代や地域の循環を生む役割を担っています。

てください。入場整理券が届かない、または紛失した場合でも選挙
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け付けに申
し出てください。なお、今回の選挙から投票所が変更となる人もい
ますので、入場整理券をよく確認してください。
投票方法
①名簿の確認
　受け付けに入場整理券を提出してください。
②市議会議員選挙の投票
　市議会議員選挙の投票用紙と入場整理券を受け取り、候補者名を
1人記載し、投票箱に投函してください。
③市長選挙の投票
　市長選挙の受け付けに再度、入場整理券を提出してください。市
長選の投票用紙を受け取り、候補者名を1人記載し、投票箱に投函
してください。
■郵便投票　身体障害者手帳等の所持者、または要介護認定区分が
5の人で郵便等投票証明書の交付を受けている人が対象です。投票
用紙の請求は10月24日㈬午後5時までに選挙管理委員会へ。
■代理・点字投票　心身等の故障により字が書けない場合は、係員
が補助します。また、目の不自由な人は点字で投票できます。いず
れも係員に申し出てください。投票の秘密は守られますので安心し
てください。
■選挙公報　投票日前日までに戸別配布します。また、22日頃から
市ホームページに掲載予定です。
■投票・開票速報　市ホームページで閲覧できます。

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㈯

10月28日㈰
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
期日前投票は10月22日㈪～27日㈯

リノベーションスクール＠そうか受講生募集
～ウゴキハジメタマチ、ツギハキミノバン。～

国民年金保険料控除証明書を送付
問越谷年金事務所☎960-11905960-7220

問産業振興課☎922-08395922-3406

確定申告に必要です

稲荷一丁目地区の都市計画案の縦覧
問都市計画課☎922-18965922-3145

□申11月22日㈭までに産業振興課へ。
　☎922-08395922-3406
　sangyosinko@city.soka.saitama.jp

□申



～わたしたちがほしい
　　　　　　暮らしをつくる～

そうかリノベーションまちづくり
まちの学校vol．9　

② 草加人のための情報紙　広報「そうか」市政情報2018年10月20日号



　○PM2.5（単位：マイクログラム／㎥）最大値19.9／最小値1.3（花栗中学校内）　○給食の放射性物質の検出なし

■受付日時　11月27日㈫～12月2日㈰
　　　　　　午前9時～午後5時（土・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の保護者欄に記載されている人
以外が申請に来る時は配偶者でも委任状が必要です）

■書類配布　保育課・各保育所等・子育て支援センター・市ホーム
ページで。

《児童クラブ》※申込時、児童の同伴は不要です。
■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　子ども育成課、各児童クラブ、子育て支援センター・

市ホームページで。

　第三者からの請求で本籍入りの住民票等を交付した場合に、住民
票等に記載されている本人に交付事実を通知する「本人通知制度」
を実施しています。
　市の住民基本台帳、市が編製した戸籍、戸籍の附票に記載されて
いる人が対象。登録を希望する人は市民課または各サービスセンタ
ーに本人確認できる書類（運転免許証・保険証等）を持参し申し込
んでください。なお、本人以外による申し込みは同世帯の家族でも
委任状が必要となります。
■郵送での登録…①市ホームページから「草加市本人通知制度事前
登録申込書」を入手し必要事項を記入（連絡先は昼間連絡ができる
電話番号に）　②登録者の本人確認ができる書類（運転免許証・保
険証等）のコピーを用意　③封筒に①と②を同封し〒340-8550市民
課へ。詳細は市ホームページで確認を。

　松原団地駅西側地域の都市計画の変更に当たり、変更案の縦覧を
行います。意見がある人は11月9日㈮（必着）までに縦覧場所にあ
る意見書に必要事項を記入し持参または郵送で、①～③は〒340-85
50都市計画課、④は〒340-8550子ども育成課へ。
■縦覧内容
①用途地域の変更案
②地区計画の変更案
③防火・準防火地域の変更案
④児童館（松原児童館）の変更案　
■縦覧期間　10月26日㈮～11月9日㈮（土・日曜日、祝日を含む）
■縦覧場所　①～③は都市計画課、④は勤労青少年ホーム（いずれ

も市ホームページでも可）

　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。
■10月29日㈪午前6時30分～10時30分　
　システムメンテナンスのため
■11月23日㈷～25日㈰終日　
　手代町の住居表示変更に伴うシステム改修のため

　11月25日の日曜窓口は、手代町の住居表示に伴う住民記録システ
ムなどの各種システム改修作業を行うために休止します。
【休止する窓口】
　市民課（パスポート交付を含む）、納税課、保険年金課、後期高
齢者・重心医療室、子育て支援課の全ての日曜窓口対象業務
　なお、出生届、婚姻届などの戸籍に関する届け出については、当
日、市役所宿直室（第二庁舎1階東側）で受け付けます。

■対象建築物　昭和56年5月31日以前に建築確認を受け工事に着手
した建築物（分譲マンションは若干数）。
■対象者　市内に建物を所有し、自ら1年以上居住している個人
（マンションは管理組合等）。所有者が複数名の場合は、他の所有
者の同意を得ていること。
■耐震改修の流れ　市税完納、施工業者の規定などの条件を満たし
た上で、①事前申請（契約済は不可）②審査期間（2～3週間）③契
約・着工④実績報告（平成31年3月1日まで）
■簡易診断は無料で行います
　補助金交付制度の他に簡易な診断を無料で行っています。図面を
もとに行う簡易診断のため現地調査は行いません。平面図や間取り
図を用意し、電話で連絡の上、建築指導課まで申し込みを。

住宅の耐震診断・耐震改修費用の一部補助
備えは大丈夫？自分や家族、地域を守るために家の耐震化を！

問建築指導課☎922-19585922-3148

問都市計画課☎922-18965922-3145
　子ども育成課（勤労青少年ホーム）☎928-64215928-9632

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

松原団地駅西側地域の都市計画案の縦覧 コンビニ交付サービスの一時休止
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

11月25日の日曜窓口は休みます
問市民課☎922-15365920-1501　納税課☎922-10985920-1502
　保険年金課☎922-15925922-3178　
　後期高齢者・重心医療室☎922-13675922-3178　
　子育て支援課☎922-14765922-3274不正取得による権利侵害を防ぐ

11/27㈫～12/2㈰受け付け
平成31年4月の入園・入室

問市民課☎922-15265920-1501
住民票等の本人通知登録を

補助対象 補助金額

■耐震診断補助

木造（在来工法）2階建て以下の一戸建ての住宅、
併用住宅または長屋住宅の耐震診断

診断費用の2分の1の額で、上限は住戸の戸数に
5万円を乗じた額

次の（ア）、（イ）、（ウ）の合計した額で上限55万円
（ア）改修に要した費用の23%で上限30万円
（イ）今年度中に補助を利用した場合は、改修に要

した費用の2.5%で上限5万円
（ウ）補助対象者が65歳以上の場合、上限20万円

（エ）耐震シェルターを設置する費用の23%で上
限20万円

（オ）屋根の葺き替えを行い、屋根を軽量化する費
用の23%で上限20万円

（カ）安全な空間の確保が見込める寝室等の補強
に要する費用の23%で上限10万円
（エ）～（カ）の改修を同時に2つ以上行う場
合は上限20万円

改修に要した費用の
23％で上限200万円

診断費用の2分の1の額か住戸の戸数に5万円を
乗じた額のいずれか少ない額で、上限100万円

診断費用の2分の1の額で、上限10万円
分譲マンション（区分所有されて
いる共同住宅）

簡易診断

耐震診断

補助対象 補助金額

■耐震改修補助

［木造一般耐震改修］
▽対象物件：木造（在来工法）2階建て以下の一戸
建ての住宅、併用住宅または長屋住宅で、耐震診
断の結果、総合評点が1.0未満と判定された建築物
▽対象工事：基礎、壁の補強、屋根の軽量化等の改
修を行い、総合評点が1.0以上となる改修

［木造簡易耐震改修］
▽対象物件：木造（在来工法）2階建て以下の一戸
建ての住宅、併用住宅または長屋住宅で、耐震診
断の結果、総合評点が1.0未満と判定された建築物
▽対象工事：総合評点が1.0を満たさなくても安全
性の向上が見込める右記（エ）～（カ）に該当する
改修

［マンション耐震改修］
▽対象物件：延床面積1000㎡、3階建て以上の耐
火または準耐火建築物のマンションで、耐震診断
の結果、構造耐震指標Ｉｓ値が0.6未満と判定され
た建築物
▽対象工事：改修によりＩｓ値が0.6以上となり、改修
設計の安全性を公的機関等が適正と認めた改修
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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。

生涯学習体験講座

市民体育祭　バレーボール大会

　11/22㊍10時～12時。会場は草加市
文化会館。定員100人。小・中学生の
保護者対象。親の愛がしっかり伝わる
効果的なコミュニケーション方法を学
びます。講師は親業訓練協会インスト
ラクター加藤由紀子氏。草加地区更生
保護女性会との共催。ლ10/22㊊から
電話で草加市社会福祉協議会へ。☎93 
2-67725932-6779

　11/23㊗13時30分開演。会場は草加
市文化会館。オペラ・オラトリオ塾の
受講生とプロ演奏家によるオペラ名場
面集の上演やジュニアコンクール受賞
者による演奏など。一般1500円、学生
1000円（全席自由。当日500円増し）
問同館☎931-93255936-4690

こどもとわくわく　クリスマス会

ハートフルコンサート

　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　11/2㊎13時15分～
14時45分。会場は中央公民館。ミニ講
座「老人保健施設とは」と介護の情報
交換と交流。問草加中央・稲荷（包）
☎959-91335922-3801
■介護者のつどい　11/14㊌13時～15
時。会場はであいの森。介護の情報交
換と交流。問川柳・新田東部（包）☎9 
32-70075931-0993
■介護予防教室　11/15㊍13時15分～
14時30分。会場は勤労福祉会館。体操
・脳トレ・音楽などで楽しみながら介
護予防。65歳以上対象。ლ10/22㊊か
ら新田（包）へ。☎946-05205946-0523

　中学・高校演劇部10校の全力の舞台
をお楽しみください。11/3㊗10時25分
～17時・4㊐10時25分～17時50分。会
場は中央公民館。問草加市青少年健全
育成市民会議事務局（子ども育成課内）
☎928-64215928-9632

　11/18㊐9時～19時。会場は記念体育
館。一般男子の部・家庭婦人の部。参
加費1チーム5000円。ლ11/10㊏までに
電話で草加市体育協会へ。☎928-63 
615922-1513

■ハーバリウム作り　11/16㊎10時～
11時30分。会場は柿木公民館。定員20
人。材料費700円。ピンセット持参
■始めてみよう！ハンドベル　11/21
㊌・28㊌10時～12時30分。全2回。会
場は中央公民館。定員12人
■石けんのナイフアート「ソープカー
ビング」　11/27㊋10時～12時30分。
会場は新里文化センター。初心者対象。
定員6人。材料費500円
■健康的なLED照明の選び方・使い方
　12/5㊌14時～15時30分。会場は中央
公民館。定員30人。資料代300円
■整理収納でかなえる安心・安全な暮
らし～キッチンの片づけと食糧備蓄～
　12/6㊍10時～12時。会場は中央図書
館。定員30人
ლ生涯学習課へ。☎922-28195922-34 
98

　11/3㊗10時～16時。会場は柳島コミ
セン。利用団体による演芸発表、作品
展示、模擬店、福引ほか。問同コミセ
ン☎5928-2321多重債務者相談強化キャンペーン

無料相談会

　11/19㊊10時～16時。会場は越谷市
中央市民会館。定員6人。消費者金融
などを利用している多重債務者対象。
ლ11/1㊍～16㊎（㊏・㊐、㊗を除く）10
時～16時に県多重債務対策協議会へ。
☎048-838-3011

草加都市計画道路の変更案の縦覧

　ネクスコ東日本が東埼玉道路と高速
外環状道路が交差する地点（八潮市大
字八條）にパーキングエリアを整備す
るため、県が決定する都市計画の変更
案を縦覧します。縦覧期間は11/2㊎～
16㊎（㊏・㊐、㊗を除く）、場所は都
市計画課で。詳細は県ホームページで
も閲覧可。市内在住か利害関係のある
人で意見がある人は11/16㊎（必着）
までに縦覧場所にある意見書に必要事
項を記入し〒340-8550都市計画課へ。
問同課☎922-17905922-3145

　10/27㊏10時～16時。会場は伝統産
業展示室「ぱりっせ」。革の動物アク
セサリーやネームプレートづくりなど
のレザークラフト体験を行います。1
回500円。問ぱりっせ☎5931-1970

　10/26㊎。草加駅東口10時～16時。
谷塚駅東口10時～16時30分。いずれも
11時45分～13時を除く。獨協大学前
〈草加松原〉駅西口10時～16時30分。草
加ライオンズクラブの協力。問福祉政
策課☎922-12345922-1066

愛の献血

草加の地場産業　レザークラフト体験

地域包括支援センター（包）
介護予防教室・介護者のつどい パソコンで年賀状をつくろう！

柳島コミセンまつり

　平成30年度市民税・県民税の申告期
限は3/15まででしたが、平成29年中に
収入があり、まだ申告をしていない人
は申告をお願いします。申告が必要な
人は、平成30年1/1時点で草加市に居
住し、①平成29年中に合計96万5000円
（扶養がいる人は基準額が変動）を超
える給与収入があり、現時点で市民税
・県民税が課税されていない人②給与
及び公的年金以外の収入があった人。
なお、税務署に確定申告をした人は、
申告の必要はありません。申告は、印
鑑・本人確認ができる書類・個人番号
確認書類、源泉徴収票・控除を受ける
ために必要な書類を持参し、市民税課
へ（電話で申告書を取り寄せ、郵送で
申告することもできます）。
　申告をしていない場合、一部の行政
サービスに影響することもありますの
で、早めの申告をお願いします。問市
民税課☎922-10425920-1502

税の申告、忘れていませんか？

高校演劇fair in そうか

シルバーカルチャー教室体験会

　11/10㊏・17㊏10時～12時。全2回。
会場は柳島コミセン。初心者対象。定
員10人。パソコン持参。ლ10/22㊊か
ら同コミセンへ。☎5928-2321

親業訓練講演会
「親の愛が伝わる接し方」

■水彩画教室　11/3㊗…高砂コミセン
・17㊏…勤労青少年ホーム　いずれも
13時～15時。全2回。定員10人。参加
費1600円。Ｆ6スケッチブック持参
■ふたたびのギター教室　11/7～28の
㊌13時～15時。全4回。会場は勤労青
少年ホーム。参加費2100円。定員10人。
アコースティックギター（クラシック
ギター可）持参
ლいずれも10/22㊊からシルバー人材
センターへ。☎928-92115928-9209

　11/6㊋9時30分～12時30分。会場は
草加市文化会館。定員18人。材料費
500円。鶏肉の香味ソース・大根とマ
イタケのサラダ・ひじきと大豆ごはん
・白菜の塩昆布和え。エプロン・三角
巾・布巾持参。ლ10/22㊊からシルバ
ー人材センターへ。☎928-92115928- 
9209

シルバー健康長寿講座
血糖値が気になる人の料理教室

　12/6㊍10時～11時30分。会場は保育
ステーション。簡単リース作り、ふれ
あい遊びほか。未就学児と保護者対象。
定員20組。ლ11/15㊍9時から電話で保
育ステーションへ。☎920-11205920- 
1101

　市に寄せられた善意です（敬称略）。
■物品（平成29年11月～同30年7月）
≪総務企画課（長栄小）へ≫▼石油ス
トーブ　箕輪昌代　≪環境課へ≫▼防
災セットほか　㈱ノジマ　≪総務企画
課（西町小）へ≫▼学校用オルガン　
㈱群馬銀行　≪総務企画課（青柳小）
へ≫▼合奏用アコーディオン　㈱武蔵
野銀行地域サポート部　≪文化観光課
へ≫▼草加松原図屏風（右隻）　㈱菊
池襖紙工場　≪総務企画課（各小・中
学校）へ≫▼絵本　小林芳枝　≪生活支
援課へ≫▼ランドセルほか　草加ライ
オンズクラブ　≪指導課（各小学校）
へ≫▼光るトラック型防犯ブザー　
（一社）埼玉県トラック協会　≪資産
活用課へ≫▼会議用机ほか　獨協大学
　≪児童発達支援センター（あおば学
園）へ≫▼療育用品　イトーヨーカ堂
労働組合新田支部　≪交通対策課
へ≫▼横断旗　さいたま農業協同組合
　≪くらし安全課へ≫▼軽自動車　草
加ライオンズクラブ　≪文化観光課へ≫
▼CD　ドレミファそうかコンサート
実行委員会　≪みんなでまちづくり課
へ≫▼電子ピアノ　草加市演奏家協会
　≪税外債権管理室へ≫▼書籍　堀野
穣　≪交通対策課へ≫▼街路灯　松原
五丁目商店会　≪保育課へ≫▼長胴太
鼓やぐら台セット　込山順邑　≪子育
て支援センターへ≫▼時計ほか　草加
松原ロータリークラブ

子ども・親子向け

・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　11月～2月は16時28分に放送します

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
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▼読み聞かせ「バンビ」　11/5㊊・19
㊊11時～　乳幼児と保護者対象
▼オセロ大会　11/5㊊15時30分～　マ
ンカラ大会　11/9㊎16時～　小学生対
象　参加賞・優勝賞品あり
▼こぶたのしっぽ　11/7㊌11時～　パ
ネルシアター　乳幼児と保護者対象
▼おもちゃ病院　11/17㊏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

▼おもちゃ病院　11/1㊍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
▼造形ワークショップ　11/4㊐13時30
分～16時　紙や緩衝材等を使ったお弁
当作り　幼児（保護者同伴）以上対象
▼パパサロン・リズム＆ストレッチ　
11/11㊐11時～12時　0～2歳児と保護
者対象　定員15組
▼とり+かえっこ屋　11/11㊐13時30
分～16時　おもちゃの交換ができるお
店　幼児（保護者同伴）以上対象
▼防災ママ「災害時の外傷救急手当を
学ぼう」　11/13㊋13時～14時　講師
は消防署の救急隊員　乳幼児の保護者
対象　定員20人
▼なかよしランチ　11/14㊌11時30分
～13時　炊飯器でバナナケーキ作り　
幼児と保護者対象　定員15組
▼ワークわくランチ　11/18㊐10時30
分～13時　カレー作り　小学生以上対
象　定員10人
▼ママのためのリラックスヨガ　
11/22㊍15時～15時40分　身体をゆっ
くり伸ばしながらリラックス　0～2歳
児と保護者対象　定員15組
▼七輪タイム　11/23㊗14時～15時30
分　お菓子を持参して焼いてみよう　
幼児（保護者同伴）以上対象

定員のあるものは10/22㊊
10時から各館へ申し込みを

■金銭（平成29年11月～同30年9月）
≪災害対策に関する事業へ≫▼4万428
3円　草加市シルバー人材センター　
▼9万5056円　第8回新田西文化センタ
ーまつり実行委員会　▼31万9125円　
川口晃祐・川口智輝　▼50万円　草加
・八潮遊技業組合　▼3万円　草加市
民謡団体連合会　▼3万円　草加測量
・設計・調査技術研究会　▼5万円　
草加市熟年ソフトボール協会　≪福祉
に関する事業へ≫▼1万円　幸伸サイ
クル　≪子育てに関する事業へ≫▼1
万円　幸伸サイクル　≪児童福祉に関
する事業へ≫▼6万1751円　埼玉土建
一般労働組合草加支部　≪公共施設の
整備に関する事業へ≫▼250万1154円
　松原五丁目商店会　≪使途指定な
し≫▼2万8650円　㈱リアルウッド

▼ハロウィン村へようこそ　10/29㊊
14時～　乳幼児と保護者対象、15時～
17時　小学生対象　会場はコンフォー
ル松原19号棟　ゲーム・工作　フォト
スペースあり
▼読み聞かせ「たんぽぽ」　11/1～15
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
▼風船であそぼう　11/1㊍～20㊋（6
㊋と㊌を除く）15時～　会場は㊊・㊎
は中央図書館　㊋・㊍はコンフォール
松原19号棟　
▼わくわくリビング　11/14㊌10時～
16時30分　幼児（保護者同伴）～高年
者対象　宿題・遊びほか自由　昼食持
参可　ミニコンサート　13時～　高校
合唱部のお姉さんと歌おう　幼児（保
護者同伴）～小学生対象　定員30組　
いずれも会場はコンフォール松原19号
棟
▼おもちゃ病院　11/16㊎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　11/28㊌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11月生まれ対象　定員12人　ლ

11/1㊍13時から同館へ

▼なわとび週間　10/22㊊～26㊎15時
30分～　小学生対象
▼おもちゃ病院　10/25㊍10時～12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　10/27㊏、
11/10㊏14時～　幼児（保護者同伴）
～高年者対象
▼ハロウィン工作　10/29㊊・31㊌15
時30分～　小学生対象

▼オセロ大会　11/1㊍15時30分～　小
学生対象
▼ビー玉で遊ぼう　11/8㊍15時30分～
　小学生対象
▼缶積み大会　11/14㊌14時～　小学
生対象
▼ふれあいグラウンド・ゴルフ　11/
17㊏10時30分～　小学生～高年者対象

▼おもちゃ病院　10/25㊍、11/22㊍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
▼どんぐり笛作り　11/1㊍～13㊋10時
～16時　小学生対象
▼親子で作ろう　11/9㊎・16㊎14時45
分～15時30分　じゅず玉アクセサリー
　3歳以上の未就学児と保護者対象　
定員各7組
▼マンカラで遊ぼう　11/10㊏14時～
　小学生対象　参加賞あり
▼ママのためのリフレッシュヨガ　
11/17㊏10時15分～　定員20人　
▼ともだち文庫の「おはなしポケッ
ト」　11/19㊊11時～　読み聞かせ・
わらべ唄　乳幼児と保護者対象
▼将棋大会　11/23㊗13時20分～　小
学生（初級）以上対象　定員10人
▼パパも一緒のティータイム　11/24
㊏10時30分～　情報交換と手形カード
作り　3か月～1歳の乳幼児と保護者対
象　定員6組　参加費100円　ლ参加費
を添えて同館へ
▼リトミック　11/30㊎10時10分～、
11時～　1・2歳児と保護者対象　定員
各15組

5922-3274

住吉児童館 ☎928-5736 わくわくタウン松原 ☎941-2905

氷川児童センター ☎928-2341

新栄児童センター ☎942-9876

　10/27㊏～11/9㊎は読書週間「ホッ
ト一息　本と一息」
■木曜シアター　10/25㊍14時～15時
　西国三十三所霊場⑵　第八番・長谷

寺～第十五番・観音寺　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　10/28
㊐13時30分～14時
■ビデオ上映会　11/11㊐14時～15時
40分　「グレン・ミラー物語」　成人
対象　定員90人（当日先着順）
■星空×プレイスin図書館　星空をテ
ーマにした読み聞かせとプラネタリウ
ム　11/14㊌11時～11時30分…読み聞
かせ　13時～、13時45分～、14時30分
～…プラネタリウム　小学生と保護者
対象　定員各回30人　図書館・文化を
見守る会との共催　ლプラネタリウム
のみ10/28㊐9時から2階事務室で整理
券配布
　　　■子どもは神聖だ・江戸時代　
　　　展示会　11/21㊌～12/17㊊　講
演会　11/25㊐13時30分開演　定員80
人　ლ10/21㊐9時から2階事務室で整
理券配布　
■おはなし会　11/24㊏14時～15時30
分　「爺様の湯治」ほか　成人対象
■絵本の読み聞かせ講習会　12/6㊍14
時～16時　講師は子ども文化研究家中
平順子氏　成人対象　定員50人　図書
館・文化を見守る会との共催　ლ10/
31㊌から同館へ　
■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）

☎925-1856谷塚児童センター

☎946-3000 5944-3800

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）

10/24㊌・
11/7㊌
10/25㊍・
11/8㊍
10/26㊎・
11/9㊎

10/31㊌

11/1㊍
・15㊍
11/2㊎
・16㊎

■サービスコーナー（10/21～11/20）

稲荷・八幡北小

両新田小

氷川・西町小

瀬崎・青柳小

新栄小

新里・高砂小

清門・松原小

谷塚小

小山・新田小

長栄・草加小

花栗南・八幡小

栄・川柳小

14時～16時9時30分～11時30分日程

（10/26氷川小休み）

昭和40年ごろのたかさご保育園

現在のきたうら保育園

　市制施行時の昭和30年代は、たかさご保育園、きたうら保
育園の2つの保育園のみで、田植えの繁忙期に農家の子どもを
預かる臨時の季節保育所が開かれるといったこともありまし
た。昭和40年～50年代の人口急増期になると、市内各所に18
の公立保育園が開設され、現在では、公立・私立からなる認
可保育園が38園が開設されています。その他少人数で家庭的
な保育を行っている地域型保育施設や家庭保育室、教育施設
である幼稚園と保育園の機能を兼ね備えた認定こども園も誕
生しており、市民それぞれの子育て環境に合わせた多様な施
設が開設されています。
　時代とともに保育のかたちは変わりつつも、今も園舎や園
庭では子どもたちが元気に過ごす変わらぬ風景があります。

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。

保育園

草加今昔物語草加今昔物語



⑥ 2018年10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。

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。

望の家代表による障がい者人権に関す
る講話　定員20人
▼スポーツウエルネス吹矢体験教室　
11/28～12/12の㊌13時～15時　全3回
　基礎・健康法の学習　定員15人　参
加費500円

▼ママといっしょにおはなし会　10/
29㊊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
▼放課後クラブ　11/1㊍17時～18時…
卓球・11/12㊊16時～17時…将棋・
11/20㊋17時～18時…スポーツウエル
ネス吹矢・11/5～26（12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
▼おもちゃの病院　11/5㊊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」　
11/5㊊10時～12時　ミニ運動会・読み
聞かせ　乳幼児と保護者対象
▼県民の日　謎ときゲーム「時を超え
る陰謀」　11/14㊌10時30分～12時　4
人でパーティを組み未来の陰謀を阻止
しよう　小学生（1人、2人組、4人
組）対象　定員60人　
▼百人一首体験教室　11/17㊏10時～
11時30分　小学生対象　定員20人
▼七草を雑草液肥で育てよう　11/17
㊏10時～12時　成人対象　定員10人
参加費500円
▼そうか生きもの調査会　12/8㊏9時
～12時　新田西部（綾瀬川沿い）で鳥
中心の生きもの調査　小学生以下は保
護者同伴　定員30人
▼クリスマス手作りケーキ会　12/18
㊋10時30分～14時30分　ホールケーキ
作り　成人対象　定員16人　応募多数
の場合抽選

▼合唱ミニ体験教室　11/5㊊10時～12
時　ボイストレーニングほか　定員50
人　
　　　▼中央公民館まつり　11/10㊏
　　　10時～19時・11㊐10時～16時　
利用団体成果発表・作品展、模擬店ほか
　ゲストはマジシャンかおりとバルー
ンニスト・ショコラ　期間中の駐車場、
図書室（11/7㊌～12㊊）利用不可
▼こころを結ぶ光のひろば　11/13㊋
10時～12時　視覚障がいに関する相談
コーナーほか
▼きて！みて！こどもライブフェスタ
　11/14㊌10時30分～15時　紙コップ
のインスタレーション、カローリング、
スクラップブッキングほか　未就学児
（保護者同伴）～小学生対象　参加費
100～300円　ლインスタレーションの
み（5歳（保護者同伴）～小学生対象
　定員100人）同館へ
▼にじいろタイム　11/16㊎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」
　11/16㊎13時30分～　胎教と友だち
づくり　初妊婦対象
▼ホッとひと息「子育てサロン」　11 
/21㊌10時～　親子友だち作り・ミニ
運動会ほか　乳幼児と保護者対象

▼民謡サロンコンサート　11/1㊍13時
30分～14時15分　三味線・器楽合奏・
合唱　「花笠音頭」、津軽民謡メドレ
ーほか
▼すくすくクラブ　11/8㊍10時～11時
30分　手遊び・ミニ運動会ほか　乳幼
児と保護者対象
▼フラメンコギターサロンコンサート
　11/13㊋13時30分～14時20分　「星
のフラメンコ」「ワインレッドの心」
ほか　
▼のびのび広場　11/16㊎10時～11時
　季節のイベント・読み聞かせ　乳幼
児と保護者対象
▼うたごえひろば　11/16㊎10時～12
時　参加費200円（資料・飲み物）
▼おもちゃの病院　11/23㊗10時～12
時　おもちゃの無料修理　部品代実費
　1人2点まで
▼昭和の車大集合　11/23㊗10時～14
時30分　会場は旧谷塚西公民館跡地　
駐車場利用不可
▼書道講座　12/4㊋10時～11時30分　
おしゃれで簡単な手書き年賀状　成人
対象　定員15人　参加費300円
▼そば（新そば）打ち体験教室　12/9
㊐9時～15時　成人対象　定員10人　
参加費2500円　試食あり

定員のあるものは10/22㊊
8時30分から各館へ申し込みを

▼すくすくクラブ　10/23㊋10時～12
時　ハロウィン工作ほか　乳幼児と保
護者対象
▼ロビーコンサート　11/5㊊12時～12
時50分　出演はサミーバンド、11/18
㊐14時30分～15時10分　出演はクラリ
ネットアンサンブルM　
▼文学講座「奥の細道ワンスモア」　
11/22㊍奥の細道のクライマックス・
29㊍奥の細道を巡るⅠ、12/6㊍奥の細
道を巡るⅡほか　いずれも13時30分～
15時　成人対象　定員各20人　
　　　▼伝統芸能フェスティバル　11
　　　/23㊗12時30分～16時　
▼谷塚元気ひろば　11/26㊊13時～16
時　革製小銭入れ作り　成人対象　定
員30人　参加費500円
▼クリスマス料理教室　12/3㊊10時～
13時　簡単セミドライトマトとオリー
ブオイルを使ったアレンジ料理　成人
対象　定員20人　材料費500円
▼彩のステンシル講座　12/20㊍13時
30分～16時30分　成人対象　定員10人
　参加費1500円

▼おはなしの時間　10/24㊌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
　　　▼第50回記念柿木公民館まつり
　　　　11/3㊗・4㊐10時～16時　利
用団体成果発表・作品展（作品展は10
㊏まで）、模擬店ほか　図書館利用不
可　OMOIYARI音楽会　11/10㊏14時
開演　元ル・クプル藤田恵美と川柳小
5年生による音楽会
▼親子で元気ルーム　11/8㊍10時～11
時30分　リズム体操・手遊び　幼児と
保護者対象
▼おもちゃの病院　11/12㊊10時～12
時　おもちゃの無料修理　部品代実費
　1人2点まで
▼干支「亥」の木目込み人形作り　11
/20㊋10時～16時　成人対象　定員20
人　参加費2300円
▼お正月用寄せ植え　12/1㊏10時～11
時30分　成人対象　定員15人　参加費
2500円

▼ロビー　日本郵趣会奥の細道切手展
…10/27㊏～11/8㊍　トール・トール
によるトールペイント展…11/17㊏～
25㊐
▼木版画で作る年賀状教室　11/7～21
の㊌13時30分～16時　全3回　成人対
象　定員8人　参加費500円
▼おはなしの広場　11/9㊎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　11/16㊎10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼人権講座　11/26㊊13時～15時　希

■ハーモニー（男の料理）　第1㊊9時
～13時　谷塚文化センターで　初心者、
できればパソコンが出来る人歓迎　月
額1000円　問亀井☎929-2933
■草加詩吟クラブ　㊍11時～13時　高
砂コミセンで　漢詩を中心に吟じてい
ます　初心者歓迎　月額2500円　問片
山☎080-5019-2148
■雅楽谷（俳句）　第3㊎13時30分～
16時30分　アコス6階会議室で　初心
者歓迎　月額1000円　問宮本☎090-18 
84-7280
■稚心会（書道）　第1・3㊋9時～12
時　であいの森で　入会金1000円　月
額1000円　体験1回200円　問野村☎
941-5108
■ユニカール氷川　第1㊏9時～11時　
氷川コミセンで　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　問小平☎090-8947-4645

■食生活改善会（料理）　第2㊌9時30
分～12時30分　川柳文化センターで　
料理ほかバスで工場見学・ウオーキン
グなど　年額3000円（材料費含む）　
問岡田☎936-4189
■松が根クラブ（卓球）　㊋9時～、
㊎13時～　月8回　市民体育館で　年
会費3000円　問須藤☎922-4789
■氷川水彩画サークル　月2回㊊13時
30分～16時　氷川コミセンで　初・中
級者対象　男性歓迎　手軽な水彩画で
充実した日々を　月額2000円　問黒子
☎935-2927
■スイトピィー（体操）　㊊9時30分
～11時　市民体育館で　健康寿命を延
ばす優しく楽しい体操です　見学体験
可　入会金1000円　月額2500円　問津
曲☎935-9181
■新婦人赤ちゃんリズム　㊎11時～12
時　新田ミニコミセンで　親子でリズ
ム遊び・マッサージ・絵本の読み聞か
せ　0歳～未就園児対象　入会金100円
　月額1000円　問森田☎080-1024-5615
■アンニョンハセヨ（韓国語）　㊊19
時20分～20時20分…中級　20時20分～
21時20分…入門　谷塚文化センターで
　韓国語を楽しく勉強しましょう　月
額各4000円　問関口☎090-8612-5956
■草加健康体操の会　㊍9時30分～11
時　瀬崎コミセンで　体力作りをしま
せんか　月額2000円　問篠原☎922-9719
■ウクレレ・リーフ・クラブ　第2・4
㊊9時45分…経験者、12時30分…初心
者　高砂コミセン・勤労青少年ホーム
で　ポロロンと癒し音を奏でます　月
額3500円　問島田☎932-4734
■文化会館水彩画サークル　月2回㊎
13時30分～16時　草加市文化会館で　
初・中級者対象　男性歓迎　手軽な水
彩画で充実した日々を　月額2000円　
問羽鳥☎936-8716
■シュークリーム（料理）　第4㊊9時
～13時　谷塚文化センターで　料理を
通して親睦をはかりませんか　入会金
1000円　月額1000円　問小川☎928-5 
545
■舞駒会（民踊・盆踊り）　月2～4回
㊌・第3㊋9時～11時　稲荷コミセンで
　皆で輪になって楽しく踊ってみませ
んか　見学・体験大歓迎　月2回から1
回500円　問金丸☎931-3988
■白ゆり会（着付け）　月3回㊏9時～
11時　谷塚文化センターで　眠ってい
る着物を利用して楽しんでみませんか
　月額3000円　問長谷川☎090-3475-8 
567
■輝輝ジャズダンスクラブ　㊍11時～
13時　瀬崎コミセンで　一緒に楽しく
汗を流しましょう　年齢問わず　初心
者歓迎・子連れ可　入会金500円　月
額2000円　問佐藤☎090-9965-2020
■健康ストレッチ　月3～4回㊎13時30
分～14時45分　新里文化センターで　
バレエの動きを取り入れた健康体操　
体験初回無料　年会費1000円　月額
1600円　問桐石☎951-3796

川柳文化センター ☎936-4088

谷塚文化センター ☎928-6271

中央公民館 ☎922-5344

いのしし

う た や

新里文化センター ☎927-3362

新田西文化センター ☎942-0778

5925-0152



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

10/21㊐～11/20㊋（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】
◇会場の指定がない場合は市民相談室◇予約は広聴相談課（☎922-0566592
2-3173）
■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　11/15㊍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　11/5㊊…住吉児童館☎928-5736　10/25㊍、11/8㊍…
谷塚児童センター☎925-1856　11/7㊌・15㊍…新栄児童センター☎942-9876
■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　10/24㊌13時～ 16時…川柳文化センター☎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
㈲やまと水道
㈲東洋開発
東京管工機材㈱
萬設備
正木設備㈱

両新田西町246
氷川町429-4
両新田西町246
住吉1-14-20
長栄1-779-1-105
栄町3-9-30

☎928-5520
☎927-8519
☎928-5520
☎927-0041
☎942-1200
☎931-3933

10/20㊏
10/21㊐
10/27㊏
10/28㊐
11/3㊗
11/4㊐

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

10/21
㊐

10/28
㊐

11/3
㊗

11/4
㊐

中田医院
横内整形外科クリニック
かたい内科クリニック
メディカルトピア草加病院
いしどりクリニック
木原整形外科医院
堀歯科医院
臼田診療所
かとうファミリークリニック

中央2-16-43
松原4-5-8
松江1-25-13
谷塚1-11-18
苗塚町418-1
住吉1-5-6
高砂2-4-14
松原2-4-21-101
青柳4-26-16

☎922-2111
☎941-0211
☎936-6612
☎928-3111
☎969-4990
☎922-5103
☎922-4886
☎942-5300
☎933-0333

■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10月20日号



フェスティバル＆ファイナル
コンサートチケット

　日頃コンサート会場に入ることがで
きない年齢の子どもと一緒に鑑賞でき
るハープ2台によるコンサートです。
　子どもにおなじみの曲を中心に演奏
するので家族で楽しめます。
■日時　11月12日㈪午前10時30分開演
■出演　井田美幸、田中淳子　　■整理券　同館で配布中

販売は草加市文化会館ほか。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）

　17日㈯はバイオリン奏者の千住真理子を特別ゲストにマリインス
キー歌劇場管弦楽団首席ハープ奏者のソフィア・キプルスカヤと共
演、18日㈰はフルート奏者の高木綾子を特別ゲストに海外から招く
ハープ奏者や室内オーケストラと共演。秋を彩る美しいハープの音
色で、ハープフェスティバルならではの演奏をお楽しみください。

■日　時　11月18日㈰午後2時開演　
■出演者　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〉、25台のグ
ランドハープ・アンサンブル〈指
揮　篠﨑史子〉、第30回日本ハー
プコンクール優勝者、東京グリー
ンオーケストラ〈指揮　一村誠也〉
特別ゲスト：高木綾子〈フルート〉

　市内小・中学校の内6校の児童・生徒10人がおすすめしたい本を
紹介。「どの本を一番読みたくなったか」を投票してもらう聴講参
加者を募集します。図書館・文化を見守る会との共催。
■日時　11月10日㈯午後2時30分～4時　　■会場　中央図書館
■対象　小学3年生以上　　■定員　30人

■日　時　11月17日㈯
　　　　　午後3時開演
■出演者　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〉
特別ゲスト：千住真理子〈バイオリン〉

　10月4日、三遊亭春馬師匠が9月に「六代目　三遊亭圓雀」を襲名
されたことに伴い、「そうか宣伝隊長」再委嘱式が市役所で行われ
ました。圓雀師匠は平成26年から
宣伝隊長として草加市のPR活動
に尽力いただいています。再委嘱
に際して圓雀師匠は「これからも
引き続き草加の魅力を宣伝してい
きます。地場産業は草加せんべい
が広く知られているので、皮革を
宣伝していきたい」と意気込みを
話されていました。

　9月30日、草加小で巨大な「モナリ
ザ」を描く「ギネス世界記録®町おこし
ニッポン」の挑戦が行われました。用意
された7種類、計2万3660枚の草加せんべ
いを、約200人のボランティ
アの皆さんが6時間かけて制
作し、見事縦約13ｍ、横約9
ｍの「最も大きなライスクラ
ッカーモザイク（イメー
ジ）」としてギネス世界記録
に認定され、会場は大きな拍
手と歓声に包まれました。

　国際ハープフェスティバルにあわせて開催
される、世界有数のハープコンクール。部門
は20歳以下のアドバンス部門と12歳以下のジ
ュニア部門。世界へ羽ばたく未来のハーピス
トの演奏を鑑賞してみませんか。
■11月15日㈭　午前10時～ アドバンス予選
■11月16日㈮　午前10時～ アドバンス本選
■11月17日㈯　午前9時30分～ ジュニア本選

　ツイッターでかわいらしい子どもの日常をつぶやく人気男性保育
士てぃ先生が、パパが子育てに参加し、夫婦共同で子育てすること
の良さ等を伝えます。会場内は親子のスペースも
設置。1歳以上の未就学児の保育あり。なお、11
月19日㈪～23日㈷は男女共同参画関係団体の資料
展示を同会場で行います。
■日時　11月23日㈷午前10時30分～午後0時30分
■会場　草加市文化会館　　
■定員　80人（申込多数の場合は抽選）
□申 11月2日㈮までにはがき（消印有効）、ファク
ス、メール（QRコード）で氏名（ふりがな）・住所・電話番号・
親子のスペース希望者は子どもの年齢・保育希望の有無・手話通訳
希望の有無を明記し、〒340-8550人権共生課へ。

問人権共生課☎922-08255927-4955

⃞申10月21日㈰から中央図書館へ。
　☎946-30005944-3800

草加市
文化会館

そうか宣伝隊長再委嘱
草加せんべいで創るモザイクアート「モナリザ」草加せんべいで創るモザイクアート「モナリザ」

9月かどまちごとでき 10月

ツイッターフォロワー数44万人超の　　　　　が登場！

問草加市文化会館
　☎931-93255936-4690

国際ハープフェスティバル

ソフィア・キプルスカヤ

高木綾子

ニコラ・テュリエダン・ユー

千住真理子

ⒸKiyotaka Saito（SCOPE） Ⓒrabovsky.ru

ⒸFUMI

フェスティバルコンサート ファイナルコンサート

第30回 日本ハープコンクール第30回 日本ハープコンクール

子どももパパも絶対に楽しくなる子育て術

0歳からのハープコンサート0歳からのハープコンサート

てぃ先生

聴講参加者
募集

聴講参加者
募集

六代目 三遊亭圓雀師匠

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10月20日号

市の人口　平成30年10月1日現在　24万8519人（男12万5963人・女12万2556人）／前月比95人減／世帯数11万5938世帯
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