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5922-6591

折り込んである「そうか市議会だより」は、抜いて読んでください。
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自分たちの地域は自分たちの手で守る！
　避難所の開設・運営のノウハウを体験し、学ぶことのできる貴重な機会です。いざという
時に備え、訓練に参加し、いつでも自分たちで避難所を開設できるようにしておきましょう！

当日、「災害用
伝言ダイヤル」の
体験ができます

☎171
どうして避難者が避難所を運営するの？

　東日本大震災や熊本地震などでは人命救助や応援の受け入れなどが優先
され、さらに行政も被災したため、避難所の開設や運営に避難者が困惑す
る事態が多く見られました。災害時は、避難した人自らが行動し、互いに
協力し合いながら避難所を運営する状況になることが想定されます。
　このため、いざという時に備えて、地域の町会・自治会を中心に住民同
士が連携し、自分たちで避難所を開設・運営できる体制を整えておくこと
が大切です。

一歩進んだ新たな取り組みにもチャレンジ！

災害医療訓練
（高砂小）
医療救護所の開設、運用
協力：医師会・歯科医師会・
　　　薬剤師会

ペット同行避難訓練
（長栄小・新田中）
ペット同行のルール説明、
ペット登録台帳への登録
協力：市内獣医師

このほかにも・・・
・ 倒壊建物救助訓練（小山小）
・ 花栗中への避難誘導訓練（花栗南小）
・ 段ボールベッド設置デモ・検証（稲荷小）
・ 多言語支援センター連携訓練（高砂小・新田小）・・・外国籍市民への対応方法の確認
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…このマークは、「市制60周年
　記念事業・協賛事業」です

11月



　認知症は、誰にでも起こりうる脳の病気の一つです。年齢を重ね
るほど発症する可能性が高まり、65歳以上の約4人に1人が認知症ま
たはその予備軍であるといわれています。症状が軽いうちに気づき、
適切な治療が受けられれば、薬で進行を遅らせたり、場合によって
は症状を改善することもできます。
　下記対象者に該当する市民は誰でも受診できます。この機会に脳
の健康度チェックを行い、認知症の早期発見に役立ててください。
■受診期間　12月14日㈮まで※年度内に1回のみ
■対 象 者　①60歳になる人（昭和33年4月2日～同34年4月1日生ま

れ）
②65歳以上の人（昭和29年4月1日以前生まれ）

■受診方法　健康保険証・お薬手帳を持参し、実施医療機関へ
■費　　用　無料（ほかに受ける診察・検査等を除く）
■実施医療機関　同課へ問い合わせまたは市ホームページで確認を

　各賞の受賞者及び作品名は次のとおり。過去2回にわたり大賞の
出なかったドナルド・キーン賞がはじめて選ばれました。

■大　賞　該当なし
■優秀賞　平野由希子「帰郷」
　　　　　西原和美
　　　　　「片雲の秋風にさそわれて」
■佳　作　吉澤恵子
　　　　　「ここで生まれかわる」

■大　賞　栗田勇
　　　　　「芭蕉（上・下巻）」（祥伝社）

　平成31年4月1日から同33年3月31日までの期間に市（水道事業を
含む）、草加八潮消防組合及び市立病院が発注する「物品納入、施
設維持管理業務等」の入札参加希望者は、資格審査の申請を。
○市（水道事業を含む）及び草加八潮消防組合
　■申請方法　書面申請（郵送のみ）
　【受付期間】12月10日㈪～平成31年1月16日㈬（消印有効）
　【郵 送 先】〒340-8550契約課
　申請要領は契約課・上下水道部水道総務課・草加八潮消防局総括
担当で配布（市ホームページからも入手可）
○市立病院
　■申請方法　書面申請（郵送のみ）
　【受付期間】12月10日㈪～平成31年1月16日㈬（消印有効）
　【郵 送 先】〒340-8560市立病院施設管理課
　申請要領は市立病院施設管理課で配布（市立病院ホームページか
らも入手可）

　下記対象者に該当する人の中から無作為に抽出した人へ11月中旬
にアンケート用紙を送付しますので、同封する返信用封筒で返送し
てください。回答は統計処理し、市の健康増進計画をはじめ、様々
な政策立案のために活用されます。皆さんのご協力をお願いします。
■対象者　①1～5歳の子どもの保護者　700人
　　　　　②20～74歳の人　2000人
※市内一部の小中学校、高等学校の児童・生徒とその保護者にも学
校を通じてアンケート調査を実施します。ご協力をお願いします。

　ごみ収集カレンダーは、3～4月に市民へ無料配布する可燃・不燃
・資源物等の回収日を記載したA4版16ページのカラー冊子です。
この冊子に広告を掲載する広告主を募集します。掲載は審査の上、
決定します。
　なお、基準に合致した会社が募集枠を上回った場合は、抽選で決
定します。
■募集枠数　11枠　■規格　縦2.5㎝×横12㎝
■掲載料　1枠5万円（1社2枠まで）
　掲載位置やページの指定はできません。また、金額の表示や他社
との比較・抽象的な表現等は不可。
ლ11月22日㈭までに廃棄物資
源課で配布する申込書に記入
し、①掲載希望原稿（紙及び
電子媒体）②会社概要（市外
事業者は法人市民税及び固定
資産税の直近の納税証明書
も）を添えて同課へ。申込書
は市ホームページからも入手
可。

　日本年金機構では、国民年金保険料の納め忘れについての案内等
を民間業者に委託しています。
　10月1日から県内の委託業者を「㈱バックスグループ」に変更し、
委託業者が納付の案内等を電話・文書・戸別訪問などにより行って
います。

　「どうすれば創業できるだろう？」「自分のお店を持つために必
要なことは？」といった疑問や「創業したけど、どうやって販路を
広げたら…」といった創業に関する疑問や課題を解決するために
「創業ワンストップ相談窓口」をご利用ください。内容や創業の準
備段階に応じて、市・草加商工会議所・各支援機関が連携しながら
お手伝いします。創業後も継続的にサポートします。
■日時　月～金曜日午前9時～午後5時（事前予約可）
■場所　草加商工会議所
　なお、創業ワンストップ相談窓口で相談指導を一定回数以上受け
た人は、会社設立時の登録免許税の軽減や創業関連保証枠の拡充、
創業関連融資の利子補助などの支援が受けられます。

第9回奥の細道文学賞（敬称略）

第3回ドナルド・キーン賞（敬称略）

（敬称略）

（敬称略）

カレンダーイメージ

平成31・32年度物品納入、施設維持管理業務等
競争入札参加希望者の受け付け

奥の細道文学賞、
ドナルド・キーン賞
問文化観光課☎922-29685922-3406

認知症検診は12月14日㈮まで

アンケート調査にご協力を

問長寿支援課☎922-28625922-3279

問契約課☎922-11295922-3091　
　水道総務課☎920-56775925-5046
　市立病院施設管理課☎946-22005946-2211

問健康づくり課☎922-02005922-1516

委託業者が「㈱バックスグループ」に変更
問越谷年金事務所☎960-11905960-7220

受賞作が
決定

早期発見で早めの治療を

「そうか みんなで 健康づくり計画」

日本年金機構からのお知らせ

創業ワンストップ相談窓口
問草加商工会議所☎928-81115928-8125
　産業振興課☎922-34775922-3406

創業の相談受け付けます

問廃棄物資源課☎931-39725931-9993

広告

平成31年度ごみ収集カレンダー
広告主を募集
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　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。
■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、市役所警備員室（第二庁舎1階東側）で受け付けます。

　風しんはせきやくしゃみでうつるため、人が集まる場所で感染が
拡大する恐れがあります。今までに風しんにかかったことがあるか、
予防接種を受けたことがあるかを確認して感染拡大予防に協力を。
■風しん拡大予防のために
　①風しん抗体検査：県で無料で行っています。対象要件等の詳細

は、県ホームページで。
　②予防接種費用の一部助成：市では妊娠希望の人、妊婦の夫が対

象となります（それぞれ対象年齢あり）。
　風しんの予防接種は妊娠前に検討してください。妊娠中または妊
娠の可能性がある人は予防接種を受けられません。

　ひとり親家庭等に対し、医療費の自己負担の一部を支給します。
■対象者　市内に居住する国民健康保険か社会保険の加入者で、次
のいずれかに該当する子、その父母、養育者
①父母の離婚や死亡等により父または母あるいは父母と生計を別
にしている。

②父または母に一定の障がいがある。
③父または母から1年以上遺棄されている。
④父または母が裁判所からDV保護命令を受けた。
⑤父または母が法令により1年以上拘禁されている。
⑥母が未婚で出生した。

■子どもの年齢要件　18歳以下（18歳到達後最初の3月31日まで）、
一定の障がいがある場合は20歳になる誕生日の前日まで
■所得制限　下表のとおり。対象者の平成29年の所得額と扶養人数
等で判定。扶養義務者とは、申請する父母または養育者と生計を同
じくする直系血族（両親、祖父母、子ども、兄弟姉妹等）

■現況届の提出　すでに受給している家庭には、現況届の案内を10
月下旬に送付しました（児童扶養手当の現況届を提出した受給者は
除く）。11月30日㈮までに提出してください。

　人口減や少子高齢化の中、「人生100年時代」を誰もが楽しく暮
らせるまちにするためには、コミュニティをベースにして多様な世
代・背景がある人が大勢関わり、地区の将来像を語り合う必要があ
ります。そこで、「谷塚中央地区」と「新田西部地区」で懇談会を
開催します。
　懇談会では、地区の魅力や課題の抽出、課題解決のストーリー作
り、重点的に取り組むテーマの選定などを検討します。出された意
見やアイデアは、3年間かけて地区ごとの「コミュニティプラン」
としてまとめ、協働で取り組むまちづくりに役立てます。
■対象者（以下の地区在住でなるべく全3回参加できる人）
　谷塚中央地区…谷塚町、谷塚1～2丁目
　新田西部地区…新栄1～4丁目、長栄1～4丁目、清門1～3丁目、新

善町、金明町、旭町1～6丁目
　※その他の地区については、平成32年度以降に順次開催予定。
■開催日時（時間はいずれも午後6時30分～9時）
　谷塚中央地区…①11月26日㈪、②12月20日㈭、
　　　　　　　　③平成31年1月28日㈪
　新田西部地区…①11月30日㈮、②12月21日㈮、
　　　　　　　　③平成31年2月8日㈮
■会場・定員
　谷塚中央地区…谷塚文化センター（定員60人）
　新田西部地区…勤労福祉会館（定員60人）
■申込方法
　11月16日㈮までに氏名・年代・電話番号・メールアドレス・住所
・自分が関わっている活動団体（町会・自治会、NPO、PTAな
ど）がある場合はその団体名、保育希望がある場合はその旨を都市
計画課へ。ファクス・メールも可。

　交際費の執行状況を公開しています。今回は7～9月分までの市長
交際費、議長交際費などすべての交際費9種類。公開内容は、支出
年月日・支出目的・相手方（病気見舞いは除く）・金額の4項目。
公開は3か月ごとに行い、市のホームページと市役所情報コーナー
で閲覧できます。
■交際費支出件数・金額
市長…14件・7万9200円　議長…4件・3万5200円　教育委員会…3
件・1万1000円
　なお、上下水道部、市立病院事業管理者、選挙管理委員会、監査
委員、公平委員会、農業委員会の支出はありませんでした。

　市の審議会等を傍聴できます。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。
■放課後子ども教室推進事業運営委員会＜子ども育成課☎922-1064
　5922-3274＞…11月19日㈪午前10時～　市役所西棟第5会議室で
■振興計画審議会＜総合政策課☎922-07495927-4955＞
　…11月22日㈭午後7時～　市役所西棟第1・2会議室で　
■環境審議会＜環境課☎922-15195922-1030＞
　…11月27日㈫午前10時～　市役所西棟第5会議室で　
■上下水道事業運営審議会＜水道総務課☎920-56775925-5046＞　
　…11月27日㈫午後2時～　水道庁舎会議室で　
■公民館運営審議会＜中央公民館☎922-53445925-0152＞
　…11月30日㈮午後2時～　中央公民館第1講座室で

審議会等の開催日程

7～9月交際費の執行状況を公開
問庶務課☎922-09545922-3091

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

市内2地区で
まちづくりの懇談会
問都市計画課☎922-17905922-3145
 toshikeikaku@city.soka.saitama.jp 

～受給者は11月30日㈮までに現況届の提出を～ コミュニティのミライを考える

コンビニ交付サービスを一時休止します

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

11月25日の日曜窓口はお休みします

風しん患者数が増え続けています

問子育て支援課☎922-14765922-3274
ひとり親家庭等に医療費の一部を支給

扶養人数
0人
1人
2人
3人
4人

扶養義務者等
236万円未満
274万円未満
312万円未満
350万円未満
388万円未満

父・母・養育者
192万円未満
230万円未満
268万円未満
306万円未満
344万円未満

問保健センター☎922-02005922-1516

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③市政情報 2018年11月5日号



３つの習慣
○寝たばこは、絶対やめる
○ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する
○ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す
４つの対策
○逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する
○寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐため防炎品を使用する
○火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する
○お年寄りや身体の不自由な人を守るため隣近所の協力体制をつくる
問草加八潮消防局予防課☎996-06605997-1300

忘れてない？ サイフにスマホに 火の確認 11/9金
～15木

【いのちを守る７つのポイント】－３つの習慣・４つの対策－

　9月末日現在の草加八潮消防局草加管内の火災発生件数は32件で、火災に
よる死者は7人、負傷者3人です。住宅火災による死傷者を出さないため、住
宅用火災警報器の点検を行い、作動状況の確認をしましょう。

秋季全国火災予防運動

５
つ
の
重
点
目
標

① 住宅防火対策の推進（住宅用火災警報器の設置及び維持管理）
② 放火火災防止対策の推進
③ 特定防火対象物等における防火安全対策の徹底 
④ 製品火災の発生防止に向けた取り組みの推進
⑤ 多数の者が集合する催しに対する火災予防指導等の徹底

　12/9㊐の農業祭で行われる野菜の品
評会の出品者を募集します。市内の市
民農園利用者対象。参加賞あり。出品
日時は12/8㊏11時～12時。ლ11/22㊍ま
でに産業振興課で配布する申込書を記
入し、草加市農業祭運営協議会（同課
内）へ。☎922-08425922-3406

　ワークショップ等で来場者へ活動の
PRができます（禁止条件あり）。平
成31年1/11㊎、2/8㊎、3/8㊎の9時～
12時。会場は子育て支援センター。市
内で活動している子ども・子育て支援

団体・個人対象。子育て応援隊登録が
条件。募集は各回1組（コラボでの参
加可。応募多数の場合は抽選）。ლ

11/19㊊までに同センター、情報スポ
ットプチみっけ、情報サイトぼっくる
んにある応募用紙を同センターへ。☎
941-67915941-6828

　概ね60歳以上を対象に、市内57団体
でスポーツ・レクリエーション活動な
どを通した生きがいや健康づくりのた
めの親睦・交流活動を行っています。
会員は随時募集しています。ლ草加市
社会福祉協議会へ。☎932-67705932-
6779

　12/12㊌受付時間は13時～15時30分。
会場はアコスホール。職種は営業、事
務、製造、運転、技術、福祉等で主に
正社員を希望する企業約40社が参加予
定。新規高等学校卒業予定者を除く求
職者対象。履歴書複数枚
持参。問草加商工会議所
☎928-81115928-8125

　場所は、川柳小・瀬崎小・氷川小・
青柳小・八幡小。児童サポーターは、
市内全小学校で開催している放課後子
ども教室の運営や子どもたちの活動の
見守りなどを行う地域の有償ボランテ
ィア。子どもを支援する地域活動に関
心のある77歳以下対象。活動時間は、
川柳小・瀬崎小は㊊、氷川小は㊌㊎、
青柳小・八幡小は㊎のいずれも14時～
17時30分。問子ども育成課☎922-1064
5922-3274

　1人で悩まず相談してください。
●よい子の電話教育相談（365日24時
間対応）　18歳以下専用：☎＃7300
（なやみゼロゼロ）または☎0120-86-3
192（ハローさいのくに）　保護者専
用：☎048-556-0874（こころおはなし）
Ｅメール相談：soudan@spec.ed.jp
●さいたまチャイルドライン（年末年
始を除く16時～21時）　18歳以下専
用：☎0120-99-7777
問県青少年課☎048-830-2914

●非常勤職員（アルバイト）募集
　勤務は平成31年2/4㊊～3/1㊎（㊏・
㊐、㊗を除く）。勤務時間は9時～17
時のうち6～7時間。詳細は国税庁ホー
ムページ・関東信越国税局採用案内を。
場所は草加市立中央公民館（2/4㊊～
15㊎は川口税務署で勤務）。内容は、
PC操作補助・会場案内・書類整理等。
時給1050円。募集は3人程度。ლ写真
付きの履歴書を川口税務署総務課へ
（日程調整後、面接を実施）。
●平成30年分決算説明会（下表）
　確定申告をする個人事業主を対象に、
青色申告決算書及び収支内訳書の作成
方法や注意点などを説明します。
問川口税務署☎048-252-5141

　地震や武力攻撃などの緊急情報を国
が人工衛星などを通じて瞬時に伝える
全国瞬時警報システム（Jアラート）
の試験放送を防災行政無線を使って実
施します。
【放送内容】チャイム音→「これはJ
アラートのテストです」×3→「こち
らは防災草加です」→チャイム音。問
危機管理課☎922-06145922-6591

　11/20㊋～12/20㊍。対象は谷塚、新
里町、西町。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☎927-22205
927-1561

　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　11/10㊏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。参加費100
円。問谷塚西部（包）☎929-00145929
-5222
■誰でもできる気功　11/16㊎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。
ლ11/6㊋から草加中央・稲荷（包）へ。
☎959-91335922-3801
■いきいき体操教室　11/19㊊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。
ლ11/6㊋から谷塚西部（包）へ。☎929
-00145929-5222
■介護者のつどい　11/21㊌13時15分
～14時30分。会場は勤労福祉会館。問
新田（包）☎946-05205946-0523
■コツコツ貯筋体操　11/21㊌14時～
15時30分｡運動機能向上プログラムで
転倒しにくい体をつくる。会場は苗塚
会館｡65歳以上対象｡定員25人｡ლ11/6
㊋から安行（包）へ。☎921-21215928
-8989
■介護者のつどい　11/21㊌18時30分
～20時。会場は旧かっぱ天国（谷塚町
647-8）。問安行（包）☎921-2121592
8-8989
■はつらつバルーン体操　11/27㊋13
時30分～14時30分。会場は八幡コミセ
ン。ボールを使用した介護予防運動と
体操。65歳以上で軽い運動のできる人
対象。定員30人。ლ11/6㊋から川柳・
新田東部（包）へ☎932-70075931-0993
■認知症サポーター養成講座　12/1㊏
14時～15時30分。会場は新里文化セン
ター。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30人。ლ

谷塚西部（包）へ。☎929-00145929-5
222

　11/18㊐9時30分～15時。会場は東埼
玉資源環境組合第一工場（越谷市）。
工場見学・展望台公開のほか3Rポス
ターや5市1町特産品の展示、ゲームや
体験コーナー、花やたい肥の無料配布
など。会場では「都市鉱山からつく
る！みんなのメダルプロジェクト」専
用ボックスも設置しますので、小型家
電の回収にもご協力を。問東埼玉資源
環境組合計画課☎966-0121

■説明会日程
開催日

12/4㊋

12/5㊌

12/6㊍

12/7㊎

対象

青色申告者

白色申告者

白色申告者

青色申告者

会場等

県技術
総合
センター
（川口市）

草加市立
中央
公民館

時間

10時～12時
または

14時～16時

水道メーターの取り替え

環境と情報の集い　リユースまつり

地域包括支援センター (包)
介護予防教室・介護者のつどい

川口税務署からのお知らせ

すこやかクラブ会員募集

放課後子ども教室児童サポーター募集

Jアラート試験放送
11/21㊌11時に実施

11月はいじめ撲滅強化月間
悩みがあったら吐き出しちゃおう

～地元の企業で働きませんか～
歳末就職面接会

市民農園で育てた野菜を
品評会に出品してみませんか？

子育て支援センターで
子ども・子育て活動をPRしませんか

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

祝!11月1日に草加市は市制60周年を迎えました。

11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

平成30年の市内交通事故状況（前年比）10月20日現在　人身事故654件（－111）　死者5人（－2）

④ 2018年11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6期
▶後期高齢者医療保険料（普通徴収） 第5期

▶介護保険料（普通徴収）　第6期
11/30㊎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）

11/30㊎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

11/28㊌

11/29㊍

【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

12/4㊋

12/18㊋

3歳3か月児健康診査 
11/13㊋

11/27㊋

平成29年5/1～15生まれ

平成29年5/16～31生まれ

平成27年8/1～15生まれ

平成27年8/16～31生まれ

対象者に11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 12/12㊌ 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（住吉児童館） 12/10㊊ 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

骨密度測定 11/26㊊・12/7㊎ 18歳以上　 定員各日80人
（測定は年度に１回のみ）

【要申込】
11/6㊋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

超音波による骨密度測定（簡易検査）
費用100円

①9時30分～10時
②10時30分～11時
③13時～13時30分
④14時～14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 11月下旬～12月中旬 平成30年10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10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 12/2㊐・5㊌ 平成31年2月～同年4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 12/17㊊ 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 11/21㊌ 【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

　ლ11/20㊋（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でも応募可。
応募多数の場合は抽選。☎928-63615922-1513

スポーツ教室

実施日 曜日 時間 対象 定員 参加費 会場回数

参加者募集

教室名

3B体操 ㊌ 10時～11時

11時30分
～13時

9時～
10時30分

㊏

㊎

12 18歳以上 80人 6000円
市民
体育館

市民温水
プール

500円

3000円

80組

20人18歳以上

年少～年長
と保護者1

6

12/12～平成31年3/6
（平成31年1/2を除く）

12/15

12/7～平成31年1/25
（12/28、平成31年1/4を除く）個人メドレー

クリスマス親子
レクリエーション

　歴史民俗資料館では11/9㊎・16㊎に
20時まで開館し、随時展示解説を行う
ほか、同日18時から蓄音機コンサート
を随時実施します。仕事帰りなどに同
館で開催中の企画展「日光道中草加宿
と参勤交代」をゆっくり見に来てくだ
さい。問同館☎922-04025922-1117

　12/3㊊8時30分中草加郵便局前集合。
市のバスで午前は植物工場、午後は雪
印メグミルクを見学します。定員15人。
応募多数の場合は抽選。草加環境推進
協議会との共催。ლはがきに住所・氏
名・電話番号を記入し、11/16㊎まで
に〒340-8550環境課へ。ファクス・メ
ール（QRコード）も可。☎922-15195
922-1030

　11/17㊏9時～16時。会場は市民体育
館。小学生以上対象。参加費500円。
ラケット、室内靴持参。講師は元実業
団の卓球選手坂巻雄一氏。ლ11/6㊋～
15㊍に電話で草加市体育協会へ。☎92
8-63615922-1513

　11/27㊋13時30分～15時30分。会場
は勤労福祉会館。定員30人。ლ11/6㊋
からくらし安全課へ。☎941-6111594
1-6157

　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。テーマの内容は憩いの時間の一部
で短時間の講演です。問長寿支援課☎
922-12815922-3279
■ホッと！さわやか　11/10㊏13時30
分～15時30分。テーマ「感染症予防に
ついて」。定員20人。参加費100円
■草加キングス・ガーデン　11/10㊏
14時～16時。テーマ「あなたの知らな
い健康茶の世界」。参加費100円
■デイサービスセンター草加　11/10
㊏14時～16時。認知症予防体操と回想
療法の紹介。参加費100円
■ボンセジュール草加　11/17㊏13時
30分～15時30分。感染症に関する講話。
定員30人。参加費100円。室内靴・ビ
ニール袋持参
■埼友草加病院　11/17㊏14時～16時。
テーマ「薬の飲み合わせ、食べ合わ
せ」。定員100人。参加費200円

　11/18㊐14時～16時30分。会場は市
民活動センター。講師はBABAlab代
表桑原静氏。定員30人。ლ11/6㊋から
同センターへ。ファクス・メール（QR
コード）も可。☎920-35805925-1872

　11/13㊋14時～16時。会場は中央公
民館。青少年育成推進委員3市合同研
修会（草加・越谷・春日部市）主催の
講演会を公開。演題は「深刻化する子
どもの虐待について～私たちにできる
ことは何ですか～」。講師は東京経済
大学野村武司教授。ლ11/9㊎までに子
ども育成課へ。☎928-64215928-9632

　12/3㊊13時30分～15時30分。会場は
青柳小。クリスマスの花を生ける。材
料費1200円。新聞紙
・雑巾・あれば花切
ばさみ持参。ლ生涯
学習課へ。☎922-28
195922-3498

　11/17㊏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、新鮮な野菜、山菜加工品な
どを販売します。問文化観光課☎922-
29685922-3406

卓球技術講習会

オレンジカフェ（認知症カフェ）

女性セミナー「就職活動お役立ち！
コミュニケーションのとりかた」

環境に配慮した
工場見学会

まちづくり講座「市民活動
ファンドレイジング～
効果的な資金調達方法と
仕組みづくり～」

2日間限定ナイトミュージアム＆
夜の蓄音機コンサート

講演「深刻化する子どもの虐待」

青柳平成塾　生花体験教室

奥会津昭和村田舎の野菜便

11月の「なくそう暴力」標語　暴力を　みんなで追放　笑顔の輪
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子ども・親子向け

上級救命講習

障がい者スポーツフェスタ

　12/9㊐10時～12時。会場はであいの
森。60歳以上対象。定員20人。材料費
500円。はさみ持参。ლ11/6㊋10時か
ら電話でであいの森へ。☎936-27915 
936-2792

　勤務は㊏・㊐・㊗を含む週2～3日
（20時間）で12時～17時、17時15分～
21時15分。時給963円。研修制度あり。
募集は若干名。18歳（高校生不可）～
69歳（定年70歳）対象。市民温水プー
ルでの監視・管理運営業務など。ლ

11/6㊋から申込用紙（同協会ホームペ
ージから入手）に必要書類を添えて〒
340-0001柿木町163-1市民温水プールへ。
☎936-68245 935-8981

　11/27㊋10時～12時。会場はふれあ
いの里。60歳以上（初参加者優先）対
象。定員20人。材料費500円。はさみ、
白糸、つまようじ持参。ლ11/12㊊10
時から電話でふれあいの里へ。☎920- 
62225920-6251

親子のひろば　赤ちゃんマッサージ

ジュニア・クッキング

　12/8㊏10時～12時。会場は獨協大学。
子・親・夫婦関係、家族が幸せになる
ためのエッセンスを学ぶ。講師は文教
大学布柴靖枝教授。乳幼児～小学校低
学年の保護者対象。定員60人。1歳以
上の保育あり（定員20人）。応募多数
の場合は抽選。獨協大学地域と子ども
リーガルサービスセンターとの共催。
ლ11/19㊊までに住所・氏名・電話番
号・保育希望の有無（子どもの名前・
年齢）を記入しメール（QRコード）
で子育て支援センターへ。☎941-6791 
5941-6828

　11/17㊏14時から、草加駅構内で草
加警察署・越谷児童相談所草加支所と
ともに啓発キャンペーンを行います。
子どもの泣き声がやまないなど、「も
しかしたら虐待かも」と思ったら、児
童相談所全国共通ダイヤル「☎189
（いちはやく）」（24時間対応）に電
話してください。連絡は匿名でも可能
で、連絡者や連絡内容に関する秘密は
守られます。問子育て支援センター☎
941-67915941-6828

　女性をめぐる様々な人権問題につい
て専用相談電話による相談を受け付け
ます。11/12㊊～16㊎8時30分～19時、
11/17㊏・18㊐10時～17時。専用相談
☎0570-070-810。法務局職員と人権擁
護委員が対応し、秘密は厳守します。
問さいたま地方法務局人権擁護課☎04 
8-859-3507

　12/1㊏9時～18時。会場は草加消防
署青柳分署。心肺蘇生法・AEDの使
用法・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20人。応募多数の場合は抽選。昼食
持参。ლ11/28㊌までに草加消防署青
柳分署へ。☎931-39735931-3982

　12/2㊐9時45分～11時40分。会場は
記念体育館。車いすバスケットボール
やボッチャなどのスポーツ体験。定員
200人。室内靴持参。ლ11/6㊋から電
話で草加市体育協会へ。☎928-63615
922-1513

冬のあったかヘルシーメニュー
料理教室

そうか公園自然観察会

　12/7㊎10時～13時。65歳以上の人対
象。会場は保健センター。彩り野菜と
白身魚のみぞれあん、千切り野菜サラ
ダ、シナモンフルーツヨーグルトほか。
定員25人。材料費500円。エプロン、
三角巾、布巾2枚持参。ლ11/6㊋より
保健センターへ。☎922-02005922-15
16

　11/24㊏10時～12時。会場はリサイ
クルセンター。牛乳パックを使ったエ
コな紙すき体験で資源の有効活用を学
びます。講師はエコキッズ草加。小学
生と保護者対象（保護者1人につき子
ども2人まで）。定員12組。牛乳パッ
ク1人1個（開いて乾かしたもの）、古
いタオル1枚持参。ლ11/16㊎までに環
境業務センターへ。☎931-39725931- 
9993

11月は「児童虐待防止推進月間」

DV防止　ミニコーナー＆パネル展

■産業フェスタ2018　11/17㊏・18㊐
10時～16時（18㊐は15時まで）　会場
は市役所南側市民広場・勤労者体育館
ほか　問同市商工会☎952-1231

■吉川市民まつり　11/18㊐9時45分～
15時　会場はおあしす・永田公園　問
同まつり運営委員会事務局☎982-9685

■松伏町農業収穫祭　11/25㊐10時～
15時　会場はまつぶし緑の丘公園　問
同祭実行委員会事務局☎991-1853

■こしがや産業フェスタ2018　12/1
㊏10時～16時・2㊐10時～15時　会場
は総合体育館及びその周辺　問同フェ
スタ実行委員会☎966-6111

■農業祭　12/1㊏17時～21時・2㊐9時
～14時　会場はやしお生涯楽習館・み
どりの広場　問都市農業課☎996-2111

　12/2㊐10時～13時まで（雨天中止）。
会場はそうか公園。そうか公園散策、
松ぼっくりツリー作り、焼き芋体験。
小学生（保護者同伴）対象。定員15組。
ლ11/6㊋からみどり公園課へ☎922-19 
735922-3145

管理栄養士（臨時職員）

草加市体育協会（臨時職員）

自動車運転手・保健師

　勤務は①12月からの週3日9時～17時。
②平成31年1月から概ね1年間。週5日8
時30分～17時。場所は保健センターほ
か。母子保健・健康増進・特定保健指
導における栄養相談等。募集は各1人。
時給1300円。ლ事前連絡の上、11 /20
㊋までに履歴書と免許証の写しを保健
センターへ。☎922-02005922-1516

　12/8㊏10時～13時。会場は保健セン
ター。いももちピザ、フルーツ牛乳寒
天ほか。小学生と保護者対象。定員15
組。材料費は大人500円、子ども400円。
エプロン、三角巾、布巾2枚持参。ლ

11/6㊋から保健センターへ。☎922-02 
005922-1516

■自動車運転手（臨時職員）
　勤務は12月から。㊊～㊎の午前8時
30分～午後5時。場所はみどり公園課。
自動車運転のほか除草作業や施設修繕
等もあり。62歳以下で、普通自動車運
転免許（AT限定は不可）以上所持者
対象。募集は1人。時給955円。面接は
11/21㊌に実施。ლ11/16㊎（必着）ま
でに履歴書と免許証の写しを〒340-85
50職員課へ。☎922-09835922-3098
■保健師（非常勤嘱託員）
　勤務は1月から。週3～5日（㊗を除
く）の午前9時～午後4時。場所は市役

親子料理教室　
～パーティメニューを作ろう～

全国一斉「女性の人権ホットライン」
強化週間　専用相談電話を開設

秋のリサイクル工作
クリスマスカード・年賀状作り

であいの森講座「手芸教室」
～軍手で作ろう干支・亥（いのしし)～

ふれあいの里講座「手芸教室」
～軍手で作ろう干支・亥（いのしし)～

高年者向け

子育て支援講座
～シアワセを獲得できる
家族になるために～

越谷市

三郷市

八潮市

吉川市

松伏町

■スポーツ吹矢体験会　11/6㊋・23㊗
・28㊌9時30分～11時　瀬崎コミセン
集会室で　初心者歓迎　無料（2回目
以降300円）　問下田☎080-5477-3719
■クリスマスまたはお正月のプリザー
ブド花アレンジ　11/6～12/18の㊋　
中央公民館で　11/10～12/22の㊏　高
砂コミセンで　各13時～　参加費2500
円　問カナマル☎090-4376-5294
■ミシン洋裁基礎講座　11/7・28の㊌
　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
■食べて応援！東北復興支援　11/8㊍
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　11/9㊎
17時～19時　物産・観光情報センター
で　問竹村☎920-5415
■スポーツ吹矢体験　11/10～24の㊏
13時～15時　八幡コミセンで　全3回
　参加費300円　ლ山田☎944-8837
■勤少空手道教室無料体験会　11/10
㊏・24㊏17時～19時　勤労青少年ホー
ムで　軽装・水分・タオル持参　男女
年齢問わず　基礎体力作り健全な青少
年の育成　問栁田☎080-5419-2027
■スポーツウエルネス吹矢体験　
11/11～25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　
11/11㊐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
アルあり　飲み物付き　問千代田☎09 
0-3574-3430
■カノンミニコンサート　11/11㊐13
時30分開演　高砂コミセンで　曲名　
虹の彼方に、水車小屋の娘たち、シン
グ、ひまわりほか　問マンドリンアン
サンブルカノン前田☎924-5192
■スポーツ吹矢体験会　11/13㊋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
■体験「自彊術（健康体操）」　11/14
㊌19時30分～21時　勤労青少年ホーム
で　どなたでも　定員5人　ლ志賀☎
080-5090-6014
■スポーツ吹矢体験会　11/15㊍・25
㊐・27㊋・29㊍9時30分～11時　22㊍
13時30分～15時　19㊊15時30分～17時
　中央公民館で　初回無料　2回目以
降300円　問田岡☎090-4335-7987
■体験「自彊術（健康体操）」　11/15
㊍13時20分～14時50分　勤労青少年ホ
ームで　ლ松本☎942-2239
■介護者サロン「らくだ」　11/16㊎
わ～くわっく草加で　「こもれび」　

11/22㊍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
■相続の6割は不動産！遺言で安心不
動産相続　11/16㊎13時15分～15時　
アコス会議室Aで　終活セミナー　定
員10人　参加費無料　問不動産相続と
住まいの窓口☎923-0021
■遺言書の書き方と終活を学ぼう　
11/17㊏10時～12時　市民活動センタ
ーで　定員15人　参加費無料　ლ遺言
相続後見ネット☎946-5152
■介護者の集い「オアシス」　11/17
㊏10時～12時　中央公民館で　12/4㊋
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
■獨協インターナショナルフォーラム
「人口減少・高齢化社会での住宅と
法」　11/17㊏10時30分～17時　獨協
大学天野貞祐記念館3階大講堂で　問
国際交流センター☎946-1918
■氷川ダンス倶楽部フリーダンス　
11/18㊐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
■今｢子どもたちに本を－これからの
こども･本･人　出会いづくり｣講演・
広瀬恒子さん　11/18㊐14時～　中央
公民館で　無料　定員50人　ლ読書ボ
ランティア連絡会青柳☎5929-2502
■小嶌歌謡教室唄と踊りの集い　11/1
9㊊10時30分開演　アコスホールで　
入場無料　問古川☎090-2419-2769
■健康らくらく講座講演会「血管を若
く保つ栄養素－亜鉛」　11/20㊋10時
～12時　草加市文化会館で　定員80人
　参加費無料　ლみんなのまち草の根
ネットの会青柳☎5929-2502
■レクダンス講習会　11/21・28の㊌9
時15分～　中央公民館で　参加費500
円　今流行の曲に合わせて誰でも楽し

く踊れます　ლ草加市レクダンス連盟
髙野☎942-1979
■S＆Yフリーダンス練習会　11/21㊌
13時～14時50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
■不登校相談会　11/22㊍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☎932- 
5139
■八条用水と中川で「冬鳥観察会」　
11/23㊗　集合①獨協大学前駅東口8時
30分（要予約）、②八潮団地バス停9
時　参加費100円（高校生以下無料）
　ლ加納☎935-3091
■草加教育のつどい　11/23㊗9時～17
時　勤労福祉会館で　午前：映画と講
演、午後：懇談会、実践講座　入場無
料　映画「校庭に東風吹いて」　問つ
どい実行委員会金井☎944-7063
■栄光の家地域交流作品展　11/23㊗
～12/2㊐10時～14時30分　谷塚文化セ
ンター1階ロビーで　栄光の家利用者
や氷川平成塾書道サークル作品展示　
問栄光の家桑田☎927-1121
■合気道無料体験会　11/24㊏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
■史跡めぐり「日光道中・杉戸宿の史
跡探訪」　11/25㊐8時30分草加駅改札
内集合　定員50人　参加費600円　交
通費別途　昼食持参　ლ草加史談会浅
古☎924-3403
■アコギ弾き語り＆ビートルズ・バン
ドライブ　11/25㊐12時30分～16時　
新田西文化センターホールで　定員80
人　資料代等100円　問アコースティ
ックサウンドの会吉田☎090-5394-2571
■アヒルフリーダンスパーティー　
11/25㊐13時20分～16時15分　谷塚文

化センターで　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
■お楽しみ「日本の歌・中国の唄」　
11/25㊐13時30分～　中央公民館で　
参加費800円（懇親会費・資料代）　
講師は上海出身の班昭さん　歌唱と講
演あります　ლ武藤☎090-3574-1031
■市民吹奏楽団定期演奏会～交響的ア
ニメ　11/25㊐14時開演　草加市文化
会館で　組曲宇宙戦艦ヤマト、ジブリ
メドレーほか　500円（前売り400円）
　問楽団事務局平塚☎090-1607-8917
■悩むより家計簿つけて安心生活　
11/26㊊10時～12時　草加市文化会館
で　定員30人　参加費400円　託児有
（要予約）　問草加友の会神村☎090- 
2258-0041
■落ち葉はきしましょう　12/2㊐10時
30分～　冒険松原あそび場で　終了後
豚汁あり　無料　雨天中止　軍手マス
ク持参　問冒険あそび場ネットワーク
草加☎935-7383
■障害年金・成年後見無料相談会　12/
2㊐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
■講演会「改憲論議と日本の未来」　
12/7㊎18時30分～　勤労福祉会館で　
定員270人　参加費無料　講師渡辺治
（一橋大名誉教授）　問オール草加総
行動の会山内☎941-4798
■調理士さんと学校給食を作ってみま
せんか　12/8㊏10時～　中央公民館で
　献立とんからりん、かてめし、連花
湯　500円　ლ子どもの健康と学校給
食を考える会菅☎090-1559-3160
■バドミントン団体戦　12/23㊗9時～
　市民体育館で　参加は1～3部　参加
費1500円　定員24チーム（先着順）　
ლ12/6㊍までに〒340-0012神明2-2-45
矢島☎5925-4981

　11/7～28の㊌のび～すく青柳。11/5
～26の㊊のび～すく旭町。いずれも10
時30分～11時30分。生後2～9ヵ月の乳
児と保護者対象。乳児1人参加費100円。
バスタオル持参。問青柳☎5931-0118
旭町☎5942-7141

　12/8・22の㊏9時30分～13時。全2回。
会場はふれあいの里。手打ちうどんと
クリスマスケーキづくり。小・中学生
対象。定員12人。参加費1000円。エプ
ロン・三角巾持参。持ち帰り分あり。
ლ11/7㊌10時から電話でふれあいの里

所西棟健康相談室。職員の心身の相談、
健康指導等。60歳以下。募集は1人。
日額9500円（交通費込み）。書類選考
後、12月中に面接を実施。ლ11/30㊎
（必着）までに履歴書と資格証の写し
を〒340-8550職員課へ。☎922-09835
922-3098

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）

　11/20～12/4の㊋9時30分～11時30分。
全3回。会場は社会福祉活動センター。
定員6人。参加費1600円。毛筆・浅い
小皿・新聞紙2～3枚・下敷き持参。ლ

シルバー人材センターへ。☎928-9211 
5928-9209

シルバーカルチャー教室
毛筆細字「年賀状を書く」　

　11/10㊏13時30分～17時。会場は獨
協大学天野貞祐記念館。国連のSDGs
（持続可能な開発目標）達成に向けた
改革やこれからの地域社会の変化につ
いて行政や企業、専門家が講演します。
県東南部都市連絡調整会議の協力。問
獨協大学環境共生研究所☎946-2862

獨協大学環境共生研究所シンポジウム
「SDGs時代のまちづくり」 　11/12㊊～25㊐は「女性に対する暴

力をなくす運動」期間です。市では、
女性への暴力を男女共同参画社会形成
上の克服すべき重要な課題ととらえ、
DV防止ミニコーナーとパネル展を実
施します。
■ミニコーナー　11/29㊍まで。（㊏
・㊐・㊗、11/12㊊～16㊎を除く）会
場は男女共同参画さわやかサロン
■「知っていますか？デートDV」パ
ネル展　11/9㊎まで。会場は草加市文
化会館
問人権共生課☎922-08255927-4955

へ。☎920-62225920-6251
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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

■スポーツ吹矢体験会　11/6㊋・23㊗
・28㊌9時30分～11時　瀬崎コミセン
集会室で　初心者歓迎　無料（2回目
以降300円）　問下田☎080-5477-3719
■クリスマスまたはお正月のプリザー
ブド花アレンジ　11/6～12/18の㊋　
中央公民館で　11/10～12/22の㊏　高
砂コミセンで　各13時～　参加費2500
円　問カナマル☎090-4376-5294
■ミシン洋裁基礎講座　11/7・28の㊌
　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
■食べて応援！東北復興支援　11/8㊍
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　11/9㊎
17時～19時　物産・観光情報センター
で　問竹村☎920-5415
■スポーツ吹矢体験　11/10～24の㊏
13時～15時　八幡コミセンで　全3回
　参加費300円　ლ山田☎944-8837
■勤少空手道教室無料体験会　11/10
㊏・24㊏17時～19時　勤労青少年ホー
ムで　軽装・水分・タオル持参　男女
年齢問わず　基礎体力作り健全な青少
年の育成　問栁田☎080-5419-2027
■スポーツウエルネス吹矢体験　
11/11～25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　
11/11㊐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
アルあり　飲み物付き　問千代田☎09 
0-3574-3430
■カノンミニコンサート　11/11㊐13
時30分開演　高砂コミセンで　曲名　
虹の彼方に、水車小屋の娘たち、シン
グ、ひまわりほか　問マンドリンアン
サンブルカノン前田☎924-5192
■スポーツ吹矢体験会　11/13㊋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
■体験「自彊術（健康体操）」　11/14
㊌19時30分～21時　勤労青少年ホーム
で　どなたでも　定員5人　ლ志賀☎
080-5090-6014
■スポーツ吹矢体験会　11/15㊍・25
㊐・27㊋・29㊍9時30分～11時　22㊍
13時30分～15時　19㊊15時30分～17時
　中央公民館で　初回無料　2回目以
降300円　問田岡☎090-4335-7987
■体験「自彊術（健康体操）」　11/15
㊍13時20分～14時50分　勤労青少年ホ
ームで　ლ松本☎942-2239
■介護者サロン「らくだ」　11/16㊎
わ～くわっく草加で　「こもれび」　

11/22㊍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
■相続の6割は不動産！遺言で安心不
動産相続　11/16㊎13時15分～15時　
アコス会議室Aで　終活セミナー　定
員10人　参加費無料　問不動産相続と
住まいの窓口☎923-0021
■遺言書の書き方と終活を学ぼう　
11/17㊏10時～12時　市民活動センタ
ーで　定員15人　参加費無料　ლ遺言
相続後見ネット☎946-5152
■介護者の集い「オアシス」　11/17
㊏10時～12時　中央公民館で　12/4㊋
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
■獨協インターナショナルフォーラム
「人口減少・高齢化社会での住宅と
法」　11/17㊏10時30分～17時　獨協
大学天野貞祐記念館3階大講堂で　問
国際交流センター☎946-1918
■氷川ダンス倶楽部フリーダンス　
11/18㊐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
■今｢子どもたちに本を－これからの
こども･本･人　出会いづくり｣講演・
広瀬恒子さん　11/18㊐14時～　中央
公民館で　無料　定員50人　ლ読書ボ
ランティア連絡会青柳☎5929-2502
■小嶌歌謡教室唄と踊りの集い　11/1
9㊊10時30分開演　アコスホールで　
入場無料　問古川☎090-2419-2769
■健康らくらく講座講演会「血管を若
く保つ栄養素－亜鉛」　11/20㊋10時
～12時　草加市文化会館で　定員80人
　参加費無料　ლみんなのまち草の根
ネットの会青柳☎5929-2502
■レクダンス講習会　11/21・28の㊌9
時15分～　中央公民館で　参加費500
円　今流行の曲に合わせて誰でも楽し

く踊れます　ლ草加市レクダンス連盟
髙野☎942-1979
■S＆Yフリーダンス練習会　11/21㊌
13時～14時50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
■不登校相談会　11/22㊍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☎932- 
5139
■八条用水と中川で「冬鳥観察会」　
11/23㊗　集合①獨協大学前駅東口8時
30分（要予約）、②八潮団地バス停9
時　参加費100円（高校生以下無料）
　ლ加納☎935-3091
■草加教育のつどい　11/23㊗9時～17
時　勤労福祉会館で　午前：映画と講
演、午後：懇談会、実践講座　入場無
料　映画「校庭に東風吹いて」　問つ
どい実行委員会金井☎944-7063
■栄光の家地域交流作品展　11/23㊗
～12/2㊐10時～14時30分　谷塚文化セ
ンター1階ロビーで　栄光の家利用者
や氷川平成塾書道サークル作品展示　
問栄光の家桑田☎927-1121
■合気道無料体験会　11/24㊏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
■史跡めぐり「日光道中・杉戸宿の史
跡探訪」　11/25㊐8時30分草加駅改札
内集合　定員50人　参加費600円　交
通費別途　昼食持参　ლ草加史談会浅
古☎924-3403
■アコギ弾き語り＆ビートルズ・バン
ドライブ　11/25㊐12時30分～16時　
新田西文化センターホールで　定員80
人　資料代等100円　問アコースティ
ックサウンドの会吉田☎090-5394-2571
■アヒルフリーダンスパーティー　
11/25㊐13時20分～16時15分　谷塚文

化センターで　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
■お楽しみ「日本の歌・中国の唄」　
11/25㊐13時30分～　中央公民館で　
参加費800円（懇親会費・資料代）　
講師は上海出身の班昭さん　歌唱と講
演あります　ლ武藤☎090-3574-1031
■市民吹奏楽団定期演奏会～交響的ア
ニメ　11/25㊐14時開演　草加市文化
会館で　組曲宇宙戦艦ヤマト、ジブリ
メドレーほか　500円（前売り400円）
　問楽団事務局平塚☎090-1607-8917
■悩むより家計簿つけて安心生活　
11/26㊊10時～12時　草加市文化会館
で　定員30人　参加費400円　託児有
（要予約）　問草加友の会神村☎090- 
2258-0041
■落ち葉はきしましょう　12/2㊐10時
30分～　冒険松原あそび場で　終了後
豚汁あり　無料　雨天中止　軍手マス
ク持参　問冒険あそび場ネットワーク
草加☎935-7383
■障害年金・成年後見無料相談会　12/
2㊐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
■講演会「改憲論議と日本の未来」　
12/7㊎18時30分～　勤労福祉会館で　
定員270人　参加費無料　講師渡辺治
（一橋大名誉教授）　問オール草加総
行動の会山内☎941-4798
■調理士さんと学校給食を作ってみま
せんか　12/8㊏10時～　中央公民館で
　献立とんからりん、かてめし、連花
湯　500円　ლ子どもの健康と学校給
食を考える会菅☎090-1559-3160
■バドミントン団体戦　12/23㊗9時～
　市民体育館で　参加は1～3部　参加
費1500円　定員24チーム（先着順）　
ლ12/6㊍までに〒340-0012神明2-2-45
矢島☎5925-4981

11月11日㈰

11月18日㈰

内科

外科

内科

外科

クマガイこどもクリニック

草加中央診療所

たかぎ医院

山崎クリニック

氷川町2105-6

中央1-2-22

吉町3-2-47

中央2-4-11

☎922-8683

☎922-2159

☎922-3731

☎924-1375

　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
■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

㈱井戸梅
㈲石田水道

住吉2-4-3
吉町1-5-12

☎922-3413
☎922-2736

11/11㊐
     18㊐休日等上水道工事店

日曜の漏水・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



■日　時　11月12日㈪～21日㈬午前10時～午後6時
（21日㈬は午後4時まで）　

■会　場　アコスギャラリー
《主な入賞作品と作者（敬称略）》　
●大　賞　「草加松原・雨」　　　　　等々力　安昭
●優秀賞　「草加松原と小さな想い」　岡　幸雄
　　　　　「草加松原・路」　　　　　橋本　啓子
　　　　　「松林」　　　　　　　　　菊池　敏之
●市制60周年記念賞　「花のみち」　　若井　伴行

　環境とくらしを楽しく学び、見つめ直しませんか。展示、親子で
楽しめる映画、工作ほか。家族や友人と遊びにきてください。
■日時　11月17日㈯午前11時～午後4時
■会場　アコスホールほか
■内容　環境・消費生活情報、そうかの自然と生きも
の写真展、リフォーム作品展、子ども環境絵画展、市
制60周年記念写真展、プラネタリウム、環境にやさしい工作、ミニ
映画会「せんすいかんウーリー！2」、クイズラリー、動物風船ア
ート、描いてみよう草加の未来！（巨大絵制作）

　12日、彫刻家で草加市美術協会名誉会長の麦倉忠彦氏から、札場
河岸公園にある松尾芭蕉像とおせん公園にある河合曾良像の原型と
なる石膏像が寄贈されました。「市民の皆さんにブロンズ像と原型
である石膏像を見比べてもらいたいと思っていました」と、笑顔で
話されていました。来庁の際はぜひご覧ください。

　草加市の魅力を発信する｢そうか宣伝隊長｣の
三遊亭圓雀さん（落語）、林家二楽さん（紙切
り）、神田鯉栄さん（講談）がそろいぶみ。
■日　時　平成31年1月20日㈰午後7時開演
■会　場　アコスホール
■入場料　1人1000円（当日支払い）
■定　員　450人（全席指定）
□申 12月21日㈮（消印有効）までにはがきに「第
2回初笑い草加演芸会申し込み」と明記し、代
表者の住所、電話番号、観覧希望者全員の氏名
（ふりがな）を記入し、〒340-8550文化観光課
「草加演芸会」担当へ。応募多数の場合は抽選。
【入場整理券の発送】
　12月27日㈭発送予定。なお、抽選結果は当落
にかかわらず通知します。平成31年1月4日㈮を
過ぎても届かない場合はお問い合わせください。
※当日午後5時より、入場整理券と座席指定券
の引き換えを行います。
※はがき1枚につき1組（人数制限なし）。重複
の申し込み・はがき以外の申し込みは無効。

　中学生以上対象（親子で書道・HIP
HOPダンス！は小学生親子も可）。
□申 11月6日㈫から勤労青少年ホームへ。
☎928-55505928-9632

■日時　11月25日㈰午前10時～午後3時（荒天時中止）
《街グルin草加》
■会場　草加小
■内容　商店街の名物グルメ14店・スイーツ4店、
草加せんべい、地場野菜、ドレッシング、チョ
コレート、ドライフルーツ・ナッツほか。
《商店街フェスティバル＆百縁市in草加宿》
■会場　旧日光街道商店街
■内容　約100店舗が大集合。100円商品ほか自慢の逸品が勢ぞろい。
◆同時開催　3ビズマルシェ、まちの学校（会場：草加小体育館）
◆交通規制（車両通行止め）
　午前9時～午後4時　旧日光
街道の一部（県道草加
停車場線交差点～神
明町交差点）。自転
車は、草加中に駐輪
してください。

■応募方法と申込期限
　①振替用紙で　12月28日㈮（消印有効）まで
　②インターネットで　平成31年1月14日㈷まで
定員になり次第締め切り。詳細は市ホームページ、大会
ホームページ（QRコード）で。

講座名 開催日 時間 定員 金額 持ち物

はじめてのお箏、もう一度の
お箏 12月1日（土） 14時～16時 8人 500円 あれば箏爪

手書きで年賀状！
（筆や筆ペンで私だけの手書
き年賀状が書けます）

12月1日（土） 14時30分～
16時 20人 500円 書道道具（小筆、筆ペン、墨、

半紙、雑巾）

歌友ハーモニー
（ボイストレーニング） 12月4日（火） 10時～12時 12人 100円

骨盤エクササイズ 12月4日（火） 14時～16時 20人 200円 マットまたはバスタオル、動き
やすい服装

紙バンド工作 室内 クズ篭
（アジロ風）

12月8日（土）・
15日(土) 14時～16時 7人 500円

自彊術 12月11日（火） 19時10分～
20時45分 10人 100円 バスタオル

心と心をつなぐ話し方 12月15日（土） 15時～17時 10人 100円

親子で書道
（書初めを仕上げよう！） 12月27日（木） 14時30分～

16時 25人 300円
書道道具（筆、墨、書初め用
下敷き、新聞紙、半紙、雑巾、
学校の手本）

ＨＩＰＨＯＰ ダンス！ 平成31年
1月13日（日）

14時30分～
16時30分 20人 200円 動きやすい服、室内靴

草加駅
徒歩8分

草加駅入口

←至北千住 至越谷→

東武スカイツリーライン 駐輪場（草加中）

草加駅前交番

県道 足立越谷線 49

アコス
北館

アコス
南館

東口

（草加小）
街グル会場

草加駅

（車両通行止）商店街フェスティバル

交通規制

会場案内図

問そうか環境とくらしフェア実行委員会事務局
　（環境課内）☎922-15195922-1030

問文化観光課☎922-24035922-3406

草加松原・松をテーマにした公募展

11/12〜21　アコスギャラリー

入賞作品展覧会

そうか環境とくらしフェアそうか環境とくらしフェア
未来の子どもたちのために私たちができること未来の子どもたちのために私たちができること

10月かどまちごとでき

『初笑い草加演芸会』『初笑い草加演芸会』

勤労青少年ホーム

冬期講座

問街グルin草加2018実行委員会事務局☎928-8121
　産業振興課☎922-34775922-3406

草加の

商店街グルメ
＆

名物グルメの
祭典！

草加の

商店街グルメ
＆

名物グルメの
祭典！ 11/25

日

ご協力お願
いします

問文化観光課☎922-29685922-3406

平成31年

3月10日㊐
開催

11月17日土
アコスホール

問スポーツ振興課☎922-28615922-3172

親子で★
楽しみ方いろいろ★
仮装で★

種目 距離 スタート時間 定員 参加費

松並木の部
10km 午前9時 2200人 3000円

（中学生1500円）仮装の部（高校生以上）

草加宿の部
小学5・6年生

1.2km

午前10時45分 150人
1500円

小学3・4年生 午前11時 150人

親子の部
小学1・2年生 午前11時15分 150組

（300人） 2500円
(1組)

未就学児 午前11時30分 150組
（300人）

◀
彫
刻
家
　
麦
倉
忠
彦
さ
ん

◀
彫
刻
家
　
麦
倉
忠
彦
さ
ん

◀
市
役
所
西
棟
２
階
ロ
ビ
ー
に
陳
列

◀
市
役
所
西
棟
２
階
ロ
ビ
ー
に
陳
列

草加松原太鼓橋
ロードレース大会参加者募集
草加松原太鼓橋
ロードレース大会参加者募集

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11月5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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