
問総合政策課☎922-0749 5927-4955
折り込んである「マイ・ステージ」は、抜いて読んでください。

草加市長浅井昌志

人と人とのつながりを大切に「快適都市」の創出へ

11月11日（日）草加市文化会館で草加市制60周年記念式典が行われ、お集まりいただいた約1200人の皆さんと共に盛大に
お祝いしました。記念式典の様子は市ホームページにも掲載しています。

【写真】①第2部スペシャルステージ出演者 ②ＳＯＫＡ次世代合唱団・講師ボーカリスト有坂美香さん ③⑨ＳＯＫＡ次世代合唱団
④青柳中吹奏楽部 ⑤草加市歌現代版の発表・歌唱ジャズシンガーakikoさん ⑥スペシャルナビゲーターつるの剛士さん
⑦草加松原展授賞式・大賞の等々力安昭さん ⑧綾瀬川左岸広場新名称発表・「まつばら綾瀬川公園」考案者海老瀬幹夫さん ⑩メサイア歌の会

　草加市に多くの人が集まり、まちが醸成されてきたのは、市民の皆様が草加を愛し、
地域を愛し、人を愛し、未来を創ろうという愛着と誇りを持って、共にまちを育ててきてく
ださった証です。人が人を思う気持ち、それこそが「わがまち草加」を愛する多くの皆様
の力強い「市民力」ではないかと思います。市制60周年を契機として、これまで築き上
げてこられた先人のご功績を礎にしながら、未来に目を向け、さらに一つひとつ成果を
積み重ね、皆様と共に本市の目指す都市像「快適都市 草加」を創ってまいります。
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支えていただいた皆さんに感謝し支えていただいた皆さんに感謝し

これからも 皆さんと共に歩んでいきますこれからも 皆さんと共に歩んでいきます

草加市は 11月1日に市制60周年を迎えました草加市は 11月1日に市制60周年を迎えました

草加市長 浅井昌志草加市長 浅井昌志
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　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　市内在住で市の国民健康保険に加入している20歳以上

（平成31年1月1日現在）で市の他の審議会等の委員に
なっていない人

■募集人数　男女各1人　■任期　委嘱日から平成33年12月31日
■報　　酬　会議1回につき7000円
■公開抽選　12月20日㈭午後1時～　市役所西棟第5会議室で
ლ12月14日㈮までに市役所情報コーナー・サービスセンターほかで
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「応募動機」（600～800字）を記入し〒340-85
50保険年金課へ。ファクス、メールでも可。

　確定申告をe-Taxで行う際、電子証明書入りの住民基本台帳カー
ドまたはマイナンバーカード（個人番号カード）が必要ですが、住
民基本台帳カードの電子証明書が12月22日㈯ですべて失効し、以降
住民基本台帳カードを使用したe-Taxができなくなります。
　次回の確定申告をe-Taxで行う人は、早めにマイナンバーカード
の申請をお願いします。
■マイナンバーカードの申請方法　本人確認書類を市民課またはサ
ービスセンターへ持参し申請書入手後、郵送やインターネット、ま
ちかど証明写真機等で申請してください（カードの申請から交付ま
でに約1か月かかりますので余裕をもって申請してください）。
■マイナンバーカードの受け取り　カードができましたら交付通知
書を送付します。受け取る際は事前予約し、本人が来所してくださ
い。受け取り時に必要な書類などの詳細は市民課へ。

　市長は市議会9月定例会で議会の同意を得て、
公平委員会委員に関昌央氏を再任しました。任
期は平成30年11月4日から同34年11月3日まで。
　同氏は、平成2年東京大学法学部卒業。同9
年弁護士登録。同年関昌央法律事務所開設。同
12年から16年まで草加市公平委員会委員に就
任。51歳。

　平成31年1月1日以降の新規申請の人から所得制限が追加され、自
治体発行の所得証明書の添付が必要になる場合があります。
　障害者要件等を満たしていても右表の基準額を超える所得がある
人は資格登録はできますが、医療
費は支給されません。ただし、翌
年度以降に所得が基準額以下とな
った場合は、その年度の10月1日
以降にかかった医療費から支給さ
れます。
　なお、平成30年12月31日まで
の受給資格登録者への所得制限が
適用されるのは、同34年10月1日
からとなります。

　ごみ集積所に出された古紙類等の資源物を無断で持ち去る行為は
条例で禁止されており、違反者には20万円以下の罰金が科されます。
　資源物は、市民の皆さんから預かる貴重な資源であり大切な財産
です。平成29年度の資源物回収量と金額は、古紙が約2689tで約
2051万円、アルミ缶が約360tで約5752万円でした。
■防止対策の貼り紙と看板を配布中
　資源物であることを意思表示できる貼り紙を資源物に貼ったり、
周囲に看板を設置してください。環境業務センターで配布している
ほか、貼り紙は市ホームページでも入手できます。
■違反者を見かけたらすぐ連絡を
　市では持ち去り防止パトロールを定期的に実施しています。違反
者を見かけたら、日時、場所、違反者の特徴、車のナンバー・色な
どを草加警察署または廃棄物資源課に連絡してください。
■集団回収でも対策を
　町会等の団体で行っている集団回収でも、同様の持ち去り行為が
発生しています。①回収置き場の数を減らす、②回収置き場を個人
の私有地にする、③回収区域、回収日を分割して短時間で実施する、
④段ボールや集積所で使用しているネット等で覆って見えにくくす
るなど、対策を行ってください。
　「持ち去りをされにくい環境づくり」にご協力をお願いします。

　10月1日付けで谷古宇孝氏
と冨岡綾子氏が法務大臣より
人権擁護委員に委嘱されまし
た。任期は平成33年9月30日
まで。
　谷古宇氏は、草加市社会教
育委員、瀬崎小学校PTA会
長や草加市南部工業会会長な
どを歴任し、今回で5期目。
　冨岡氏は、草加市立図書館協議会委員、草加市民生委員・児童委
員や草加市人権推進審議会委員などを歴任し、今回で5期目。

国民健康保険運営協議会
問保険年金課☎922-15925922-3178
　  hoken-nenkin＠city.soka.saitama.jp

委員募集

問市民課☎922-15365920-1501

　病気の早期発見と健康の保持増進のため、同一年度内で人間ドッ
クまたは脳ドックいずれか1回の検査料を一部助成しています。
■対 象 者　後期高齢者医療制度加入者で、申請時点で保険料の未

納がない人
■助 成 額　上限2万円（同一年度1回限り）
■申請方法　被保険者証・人間ドックまたは脳ドックと記載された

領収書・印鑑・振込先金融機関の口座がわかる預金通
帳等を持参し、後期高齢者・重心医療室へ。

問人権共生課☎922-08255927-4955

人権擁護委員に
谷古宇 孝氏と冨岡 綾子氏を委嘱

問後期高齢者・重心医療室☎922-10355922-3178

重度心身障害者医療費の支給条件に
所得制限が追加されます

問廃棄物資源課☎931-39725931-9993

資源物の無断持ち去りは禁止です

住民基本台帳カードでは
次回の確定申告が行えません。

■所得制限限度額の一例（平成30年度）
扶養親族等の
人数 本人所得の基準額

360万4000円

398万4000円

436万4000円

474万4000円

512万4000円

1人につき38万円加算

なし

1人

2人

3人

4人

5人～

※所得：諸控除後の額

「持ち去りを
 されにくい環境づくり」
  にご協力を！

谷古宇 孝 氏 冨岡 綾子 氏

e-Taxで確定申告を行う人は
マイナンバーカードの
申請をお早めに!

関 昌央 氏

公平委員に関 昌央氏を再任

問後期高齢者・重心医療室☎922-13675922-3178

後期高齢者医療制度加入者に
人間ドック等の検査料を助成
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　市の審議会等を傍聴できます。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。
■都市計画審議会＜都市計画課☎922-18025922-3145＞
…12月25日㈫午前10時～　市役所第二庁舎第1・2委員会室で
　定員10人（傍聴の受け付けは開会30分前から15分前まで、定員
を上回った場合は抽選）

■総合教育会議＜総合政策課☎922-07495927-4955＞
…12月26日㈬午前10時～　市役所西棟第1会議室で　定員10人（15
分前に抽選）

■都市農業振興基本計画及び方針検討委員会〈産業振興課☎922-08
425922-3406〉
…12月26日㈬午後2時～　さいたま農業協同組合草加支店会議室で
　定員15人（当日先着順）
■振興計画審議会＜総合政策課☎922-07495927-4955＞
…12月27日㈭午後7時～　市役所西棟第1・2会議室で　定員5人
（当日先着順）

　生きいき元気サロンは、週1回、昼食を挟む3時間で、会話やレク
リエーションを1年間継続して楽しむサロンです。参加会場は3つの
うちの指定会場（応募多数の場合は抽選。送迎バスあり）。事前見
学もできますので、ご相談ください。
■対象者　市内在住の65歳以上で、閉じこもりがちで認知症の発症

につながる恐れがあり、次の①～④を自分でできる人。
①送迎バスへの乗降②排せつ③食事④他人とのコミュニ
ケーション

　試験科目等詳細は市役所総合案内、職員課、各サービスセンター
等で配布する募集要項で確認を（市ホームページでも入手可）。
■第1次試験日時　1月6日㈰

新卒者等　午前9時30分～
保育業務等経験者　午後1時～

■第1次試験会場　獨協大学
■応募方法　12月12日㈬（消印有効）までに簡易書留で〒340-8550

職員課へ郵送（窓口受け付けは行いません）

　1月11日㈮（消印有効）までに市立病院、市職員課、各サービス
センターで配布する試験申込書（市立病院ホームページからも入手
可）に記入し、〒340-8560市立病院経営管理課へ（土・日曜日、祝
日除く）。

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

きる所得等がある連帯保証人（20歳以上で申請者と別世帯居
住）が1人いる。

　③申請者及び連帯保証人が市の入学準備金または奨学資金制度の
保証人でない。

■貸付限度額（いずれも無利子）
　○高校・高専・専修学校…国・公立10万円、私立30万円
　○短期大学・大学…国・公立20万円、私立50万円
■返済　貸し付けを受けた月の翌月より6か月経過後から、国・公
立の学校等は24か月、私立の高校・高専・専修学校は36か月、
私立の短期大学・大学は48か月で均等月払い。

■個別相談　開庁時間内に随時受け付けます。開庁時間に来られな
い人は以下の日時（要予約）に総務企画課で受け付けます。
　①12月16日㈰午前9時～正午、②1月9日㈬午後5時30分～8時
　※予約は①12月14日㈮、②1月8日㈫までに電話で同課へ。

　市議会12月定例会が、12月6日㈭に開会されます。市長提出議案
は12議案。主な議案は次のとおり。
○草加市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一
部を改正する条例の制定について…個人番号の独自利用事務に、草
加市重度心身障害者医療費支給に関する条例による重度心身障害者
医療費の支給に関する事務を追加するものです。
○草加市文化会館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定に
ついて…市民の自主的な文化芸術活動を推進し、文化芸術の振興を
図るため、草加市文化会館に日本文化芸術を振興するための施設
「漸草庵 百代の過客」を増設し、その使用料を設定するものです。
○平成30年度草加市一般会計補正予算（第3号）

ぜんそうあん はく たい か かく

審議会等の開催日程

市議会　12月定例会　12月6日㈭に開会

問職員課☎922-09835922-3098

保育士新規採用職員
を募集

□申12月7日㈮～1月17日㈭に総務企画課へ。
　☎922-26195928-1178
□申

問市立病院経営管理課☎946-2200○内3003

市立病院
新規採用職員を募集

平成31年4月採用 平成31年4月採用

入学準備金貸付制度の活用を 4月から参加
生きいき元気サロン
　 参加者を募集
□申1月31日㈭までに長寿支援課へ。☎922-28625922-3279□申

会場（所在地） 曜日 費用（食事代込み） 定員

であいの森（柿木町）

わ～くわっく草加（草加一丁目）

きくの里（谷塚上町）

金曜日

水曜日

水曜日

810円

840円

810円

15人

10人

15人

職種 試験
区分 受験資格等 １次試験

科目
採用予定
人数

保育士
（新卒者等
対象）

保育士
（保育業務等
経験者対象）

Ｎ

Ｏ

５人
程度

職種 受験資格等 試験日
及び内容

採用
予定日

採用
予定人数

看護師

薬剤師

言語聴覚士

4月1日

各
若干名

5人
程度

昭和53年4月2日以降生まれ。
看護師の免許を有する人。

平成１年4月2日以降生まれ。薬
剤師の免許を有する人。または、
同31年3月31日までに薬剤師
の免許を取得見込みの人。

昭和63年4月2日以降生まれ。試験申
込時において保育士資格を有する人ま
たは平成31年3月までに同資格を取得
見込みの人。

昭和38年4月2日から昭和63年4月1
日生まれ。試験申込時において保育士
資格を有し、かつ資格取得後、保育士ま
たは幼稚園教諭（講師）としての職務経
験を平成30年11月1日現在で5年以
上有する人。

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

1月19日㈯
一般教養・論文
（面接試験）

※面接試験は応募
状況により、2月2
日㈯へ変更する場
合あり。
面接試験日の決定
は1月15日㈫に市
立病院ホームペー
ジに掲載。

教養試験
専門試験
論文試験

専門試験
論文試験

1月19日㈯
論文・面接試験
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　年末年始もパリポリくんバスは減便
せず平常通りのダイヤで運行します。
歳末のお買い物や年明けの初詣などに
ぜひご利用ください。
■65歳以上対象のフリーパスを販売
　東武バスが発行する「ラブリーパス」は、パリポリくんバスを含む同社運行
路線が全線乗り放題になります。年齢が確認できるものを持参し、草加駅定期
券発売所または東武トップツアーズ獨協大学前駅支店へ。また、国際興業バス
のフリーパスもあります。同社川口駅東口案内所または川口営業所へ。

年末年始の移動もパリポリくんバスで！
問交通対策課☎922-16855922-1030
平常ダイヤで運行します

種類（有効期間）
1年（1～12月）
半年(1～6月）

半年
（4～9月、10～3月）

3万円
1万6000円

1万9990円

12/18～1/31

3月中旬～、9月中旬～

東武バス
「ラブリーパス」

国際興業バス
「彩京のびのびパス」

販売額(税込） 販売期間

①バス内でスタンプカードをゲット
②㊏・㊐・㊗にパリポリくんバスに乗る
③降りるときに運転手さんにスタンプ
　を押してもらう
④5個集まったら交通対策課または
　物産・観光情報センターへ！

スタンプを5個集めて
「BUSタオル」をゲットしよう!!

3/31
まで

交通対策課
YouTube
チャンネル

も
チェック！

　市のスポーツ振興に功績のあった人、
各種競技大会で優秀な成績をおさめた
個人・団体を表彰します。対象はいず
れも市内在住・在勤・在学者。①スポ
ーツ功労賞　体育・スポーツの振興に
著しく功績のあった人　②スポーツ栄
光賞　オリンピックなどの大会に出場、
全国大会優勝等の選手　③スポーツ優
秀選手賞　国際大会・全国大会出場、
関東大会入賞、県大会優勝等の選手。
②・③の賞については平成30年1月～
12月に開催された大会の成績が対象。
表彰式は3/2㊏にアコスホールで開催。
ლ1/9㊌までに記念体育館、市民体育
館、市民温水プール、そうか公園で配
布する申請用紙（同協会ホームページ

からも入手可）に必要事項を記入し、
〒340-0022瀬崎6-31-1草加市体育協会
へ。☎928-63615922-1513

　12/1から地域歳末たすけあい募金運

動を実施しています。皆さんから寄せ
られた募金は、社会的孤立を防ぐ「ふ
れあいいきいきサロン事業」や、ひと
り暮らしの高年者世帯等を対象とした
「大掃除事業」など、様々な福祉事業
に活用します。ご協力をお願いします。
問県共同募金会草加市支会（社会福祉
協議会内）☎932-67705932-6779

　私たちの意思が正しく政治に反映さ
れる、公明かつ適正な明るい選挙を目
指し、来年の埼玉県議会議員一般選挙、
参議院議員通常選挙、埼玉県知事選挙
にちなんだ選挙啓発標語を募集します。
優秀作品は選挙時の啓発活動に活用し
ます。応募者全員に参加賞を、入賞者
には記念品を贈呈します。応募は1人
何点でも可。未発表のものに限ります。
ლはがきに作品・住所（在勤、在学者
は勤務先・学校名等も）・氏名（ふり
がな）・電話番号を記入し、2/8㊎
（消印有効）までに〒340-8550選挙管
理委員会へ。☎922-24905927-7693

　パスポートの申請窓口は、12月から
年始にかけて大変混み合います。年末
年始に海外旅行を計画している人は、
まずパスポートの所在、有効期間等を
必ず確認しましょう。入国時に残存有
効期間が6か月以上必要な国や地域も
多くあります。パスポートの申請から
交付までは1週間程度かかりますので、
早めに申請してください。なお、パス
ポートの有効期間が1年未満になると、
新しいパスポートに切り替えできます。
ლパスポートコーナーへ。☎922-2944
5922-3298

　拉致問題をはじめとする北朝鮮当局
による人権侵害問題解決には、皆さん
の関心と認識を深めていくことが大切
です。温かいご支援をお願いします。
問人権共生課☎922-08255927-4955

　河川や水路への油や薬品等の流出に
より水生生物や環境に影響を及ぼす水
質事故が多く発生しています。特に大
掃除の際に出る不要になった塗料や油、
薬品等の取り扱いは十分に注意し、決
して河川や水路、側溝へ流さないでく
ださい。なお、液体の廃棄物は少量で
あれば布や紙に染み込ませて可燃物と
して捨てられるものもあります。詳細
は廃棄物資源課（☎931-3972）へ。問
環境課☎922-15205922-1030

　12/10㊊～14㊎。会場は草加市文化
会館。携帯電話やインターネットの利
用に必要な知識、心構え、知っておく
べき対処方法等を人権的視点から紹介。
問人権共生課☎922-08255927-4955

　1/12㊏9時～17時。新越谷駅集合・
解散。春日部、草加、越谷、八潮、三
郷、吉川市及び松伏町在住で24～42歳
の自営業男性対象。定員20人。いちご
狩りや日本庭園散策などを楽しみます。
参加女性は上記地域外の在住者です。
参加費5000円。応募期限は1/7㊊。詳
細・申し込みは県東部地域振興センタ
ーホームページで確認を。問同センタ
ー☎048-737-11105048-737-9958

　12/15㊏10時～11時30分。会場は柳
島コミセン。定員10人。材料費1500円。
はさみ・移植ごて・手袋・持ち帰り用
の袋持参。ლ12/6㊍9時から電話で同
コミセンへ。☎5928-2321

　償却資産とは、土地や家屋以外の事
業用の構築物・建物附属設備・機械及
び装置・大型特殊自動車・工具・備品
などで、これらも固定資産税の課税対
象です。平成31年1/1現在、耐用年数1
年以上で取得価格が10万円以上の償却
資産を市内に所有している法人または
個人事業主は、1/31㊍までに資産税課
へ申告書を提出してください。また、
地方税ポータルシステム（eLTAX）
を利用した電子申告も受け付けていま
すので、ぜひご利用ください。問資産
税課☎922-10685920-1502

　飼い犬には年に1度、狂犬病予防注
射を打つ義務があります。今年度の注
射がまだ済んでいない場合は、注射を
受けるようお願いします。また、犬を
飼い始めた日（生後90日以内の子犬を
飼い始めた人は生後90日を経過した
日）から30日以内に、市役所に登録申
請をしてください。なお、登録内容に
変更があったときや飼い犬が死亡した
ときも市役所に届け出てください。散
歩の際のリード着用、ふんの持ち帰り
もお願いします。問くらし安全課☎92
2-36425922-1030

　例年、年末年始になると家庭から出
るごみの量が多くなるため、可燃・不
燃ごみ及び資源物の収集作業に影響し、
通常の収集時間帯が変わることがあり
ます。また、粗大ごみの収集予約や持
ち込み受け付けが大変混雑します。ご

みを出す日にちを分散するなど、計画
的なごみ出し、ごみ減量にご協力をお
願いします。問廃棄物資源課☎931-39
725931-9993

お正月寄せ植え体験教室

年末年始のごみ出しは計画的に

地域歳末たすけあい募金運動にご協力を

明るい選挙啓発標語を募集償却資産（固定資産税）の申告は
1/31㊍までに

狂犬病予防注射を打ちましょう
登録申請や届け出も忘れずに

年末年始に向けて
パスポートの申請はお早めに

12/10～16は
北朝鮮人権侵害問題啓発週間

12/4～10は人権週間
人権啓発漫画パネル展を開催

東部地域魅力彩発見婚活バスツアー
男性参加者募集

草加市体育協会スポーツ賞
申請を受け付け

対象は原則市内在住・在勤・在学者。
問い合わせは各担当先へ。

情報コーナー ・定員のある催しもの等で特に指定のないものは先着順　・催しもの等の参加時は飲み物と筆記用具持参で
マーク概要 問…問い合わせ先　□申…申し込み方法　☎…電話番号　5…ファクス番号　QRコード…ウェブ・メール

▶固定資産税・都市計画税　第3期
▶国民健康保険税（普通徴収）  第7期
▶後期高齢者医療保険料（普通徴収）  第6期

12月の
納税
・
納付 ▶介護保険料（普通徴収）  第7期

1/4㊎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）

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

1/4㊎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

油や薬品を流さないで
河川等の水質事故防止に協力を

ニセ  宅配便不在通知メールの被害急増!確認コード入力は慎重に。

平成30年の市内交通事故状況（前年比）11月20日現在　人身事故741件（－127）　死者5人（－3）

④ 2018年12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」



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

12/26㊌

12/19㊌

【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

1/15㊋

1/22㊋

3歳3か月児健康診査 
12/11㊋

12/25㊋

平成29年6/1～15生まれ

平成29年6/16～30生まれ

平成27年9/1～15生まれ

平成27年9/16～30生まれ

対象者に12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
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
（新栄児童センター）

1/21㊊ 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 12月下旬～1月中旬 平成30年11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11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 1/13㊐・16㊌ 平成31年3月～同年5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 1/18㊎ 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 12/19㊌ 【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

12/14㊎まで
（休診日を除く） 30歳以上

便潜血検査　　費用500円
（12/14㊎までに検便容器の提出をしてください）

大腸がん個別検診
（指定医療機関）

初期

中期

後期

　農家の指導を受けながらおいしい野菜を
作りませんか。
■期間　3月～平成32年1月
■場所　体験農園四季菜（氷川町1188）
■料金　4万円（税抜き）
■募集　4区画（1区画3×10m）
■品目　トマト、キュウリ、枝豆など約20種

体験農園の利用者募集
ლ12/7㊎～25㊋に産業振興課へ。☎922-08425922-3406

　地域での福祉に関する現状や課題を
共有し、地域福祉活動のあり方につい
て考える地域福祉講座を開催。1/30㊌
13時30分～14時45分。会場は草加市文
化会館。文教大学森恭子准教授による
基調講演、福祉課題事例発表。ლ1/7
㊊までに福祉政策課へ。☎922-12345
922-1066

　12/15㊏14時～16時。会場は越谷児
童相談所草加支所。親の病気、家出、
離婚、虐待など、親が子どもを育てら
れない場合に一時的または継続的に子
どもを預かり、育てる里親の制度説明
ほか。定員20人。ლ越谷児童相談所へ。
☎975-41525977-3200

　1/12㊏9時30分～12時。会場はそう
か公園。公園散策や鬼ごっこ、持久走
の練習をします。小学生以上の知的障
がい者と家族・支援者対象。定員15人。
参加費500円。ლ12/6㊍から電話で市
民温水プールへ。☎936-68245935-89
81

　12/19㊌～25㊋9時～17時（25㊋は12
時まで）。会場は中央公民館。小・中
学生の優秀作品を展示します。問学務
課☎922-26855928-1178

　12/9㊐13時～15時30分。会場はさい
たま市産業文化センター。全国中学生
人権作文コンテスト埼玉県大会表彰式

ほか。問さいたま地方法務局人権擁護
課☎048-859-3507

　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　12/8㊏13時30分
～15時30分。歌って認知症予防。定員
20人。参加費100円
■草加キングス・ガーデン　12/8㊏14
時～16時。クリスマス会ミニコンサー
トと脳トレゲーム。参加費100円
■デイサービスセンター草加　12/8㊏
14時～16時。ミニ講座「食事で上手に
コレステロールを減らそう」とハンド
ベル演奏。参加費100円
■埼友草加病院　12/15㊏14時～16時。
テーマ「脳梗塞と認知症」。定員100

人。参加費200円
■ボンセジュール草加　12/22㊏13時
30分～15時30分。テーマ「食事から認
知症予防」。定員40人。参加費100円。
室内靴・ビニール袋持参

　1/20㊐13時30分～16時。会場は保健
センター。「専門医と薬剤師が話す糖

尿病の話題」と題した内藤毅嗣医師、
元吉正信薬剤師による講演。糖尿病は、
自覚症状がないまま進行し、さまざま
な合併症を引き起こす病気です。実際
の治療や、身体への影響など、糖尿病
について知り、日常生活に役立てまし
ょう。定員80人。ლ12/6㊍から電話で
保健センターへ。☎922-02005922-15
16

　認知症状やその対応方法について理
解を深めるための認知症サポーター養
成ステップアップ講座を開催。2/2㊏
10時～14時30分・9㊏10時15分～15時
15分。全2回。会場は高砂コミセン。
認知症サポーター養成講座修了者対象。
定員50人。ლ12/6㊍から電話で長寿支
援課へ。☎922-12815922-3279

　1/13㊐14時～16時30分。会場は高砂
コミセン。外国籍市民の皆さんと世界
の料理やお菓子を食べて、音楽や踊り
を楽しみましょう。定員40人。参加費
500円。ლ国際交流協会事務局（文化
観光課内）へ。☎922-29685922-3406

糖尿病と合併症を知るつどい講演会

里親入門講座

障がい者野外活動

歯・口の健康に関する図画
ポスター及び健康啓発標語
コンクール入賞作品展 

国際交流パーティー
～世界の仲間と友達になろう！～

認知症サポーター
ステップアップ養成講座

平成30年度地域福祉講座
「地域共生社会・問われる地域力」

オレンジカフェ（認知症カフェ）

さいたま地方法務局・県人権擁護委員
連合会主催の人権週間記念行事

12月の「なくそう暴力」標語　見ているぞ　ゆるさぬ暴力　地域の目

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ⑤情報コーナー「すとりーと」 2018年12月5日号



⑥ 2018年12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」

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。

子ども・親子向け

　ゆったりと体を伸ばすストレッチを
中心とした体操を実施。楽しみながら
筋力アップ。自分でできるマッサージ
の実技講習も。
■保健センター　1/9～3/13の㊌9時～
11時。定員30人
■新里文化センター　1/11～3/15の㊎
13時～15時。定員40人。室内靴持参
　いずれも全10回。65歳以上対象。初
参加者優先。
ლ12/6㊍～13㊍までに保健センターへ。
☎922-02005922-1516

■体幹を鍛えようヨーガ教室　1/8・
22、2/12・26、3/12・26の㊋9時50分
～11時10分。全6回。定員30人。ボー
ル代108円
■であいの森かけはしサロン「手洗い
講座」　1/9㊌13時～15時。定員20人
■季節を感じよう俳句講座（初心者・
入門者向け）　1/10・24、2/14・28、
3/7・14の㊍10時～12時。全6回。定員
20人。あれば歳時記持参
■let's!!リズム体操　1/15・29、2/5・
19、3/5・19の㊋13時～14時30分。全6
回。定員30人。室内靴持参
　いずれも会場はであいの森。60歳以
上対象。ლリズム体操は12/7㊎、ヨー
ガ教室は12/10㊊、かけはしサロン・
俳句講座は12/11㊋から、いずれも10
時から電話で同館へ。☎936-2791593 
6-2792

　歌や軽体操を取り入れた認知症予防
教室。
■柳島コミセン　1/8～3/26の㊋
■新田西文化センター　1/11～3/29の
㊎
　いずれも9時15分～10時45分。全12
回。物忘れ等認知症が心配な65歳以上
対象。定員各30人。運動靴持参。運動
しやすい服装で。ლ12/6㊍～19㊌に電
話で長寿支援課へ。☎922-2862592 
2-3279

　12/20㊍14時～16時。会場は保健セ
ンター。じゃがまるくん・キャロット
ケーキ。小学校4～6年生。定員25人。
材料費250円。エプロン、三角巾、布
巾2枚持参。ლ12/6㊍から保健センタ
ーへ。☎922-02005922-1516

　予選は1/26㊏・27㊐9時～　瀬崎グ
ラウンドで、決勝は2/9㊏8時30分～　
瀬崎グラウンド・そうか公園で。クラ
ブ対抗の部・学校対抗の部（男女）の
2部門。クラブ対抗の部は市内のサッ
カーチームに所属する小学4～6年生、
学校対抗の部は小学5～6年生対象。定
員はクラブ20チーム・学校各21チーム。
参加費1チーム3000円（クラブ対抗の
部のみ）。ლクラブ対抗の部は12/11
㊋まで、学校対抗の部は1/11㊎までに
市民温水プールへ。☎936-68245935-
8981

　12/25㊋10時～11時。会場は柳島コ
ミセン。楽しいゲームや親子体操ほか。
3～5歳児と保護者対象。定員25組。ლ

12/6㊍9時から電話で同コミセンへ。
☎5928-2321

　1/5㊏10時～12時。会場は歴史民俗
資料館。草加お宝かるた・特大福笑い
・けん玉・こまなど、正月にちなんだ
遊びを体験します。参加賞あり。小学
生（保護者同伴）対象。定員15人。ლ

12/6㊍から電話で同館へ。☎922-0402 
5922-1117

高年者向け

冬休み子ども料理教室
学校給食の人気メニューを作ろう！

地域包括支援センター（包）
介護予防教室・介護者のつどい

　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　12/8㊏14時～16時。
会場は草加キングス・ガーデン。オレ
ンジカフェと同時開催。参加費100円。
問谷塚西部（包）☎929-00145929-5222
■介護者のつどい　12/11㊋13時15分
～14時45分。会場は草加市文化会館。
問松原・草加東部（包）☎932-67755 
932-6779
■元気さわやか落語会～皆で笑って、
健康づくり～　12/11㊋14時～15時30
分。会場は苗塚会館。柳家喬の字の落
語、漫談。65歳以上対象。定員30人。
ლ12/6㊍から安行（包）へ。☎921-212 
15928-8989
■いきいき体操教室　12/17㊊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。
ლ12/6㊍から谷塚西部（包）へ。☎92 
9-00145929-5222
■介護者のつどい　12/19㊌13時15分
～14時30分。会場は勤労福祉会館。ミ
ニ講座「介護者のリフレッシュ」。問
新田（包）☎946-05205946-0523
■介護者のつどい　12/19㊌18時30分

　12/22㊏11時～16時。会場は物産・
観光情報センター。革の動物や三つ編
みブレスレットなどのレザークラフト
体験を行います。1回500円。問物産・
観光情報センター☎921-18005921-18 
11

ドレミ♪でスッキリ教室

初めてのハーモニカ教室

高年者マッサージ・ストレッチ体操教室

であいの森講座

クリスマスお楽しみ会

少年少女サッカー大会

昔遊び大会

草加の地場産業　レザークラフト体験
～20時。会場は旧かっぱ天国（谷塚町
647-8）。問安行（包）☎921-2121592 
8-8989

　1/10㊍～2/5㊋の㊋・㊍10時～11時

30分。全8回。会場はふれあいの里。60
歳以上対象。定員15人。複音ハーモニ
カＣ持参。ლ12/9㊐10時から電話でふ
れあいの里へ。☎920-62225920-6251

□申 12/15㊏（消印有効）までに、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
できます。応募多数の場合は抽選。☎928-63615922-1513

スポーツ教室
参加費

各
24人

15人

40人

各
20人

15人

30組

30組

20組

各
30人

40人

各
20人

25人

20人

6

6

6

8

6

4

8

8

7

4500円

3000円

4000円

3000円

4000円

3000円

2000円

4000円

4000円

1000円

9時～11時

11時～13時

9時～11時

11時～13時

10時～10時50分

11時～12時30分

16時～17時

17時～18時

15時～16時30分

11時～12時

10時～11時

11時～12時

15時～16時

16時～17時

9時～10時

13時～14時

13時45分～14時45分

19時30分～21時

19時～20時

19時～20時

1/7～2/25（1/14、2/11）

1/16～2/20

1/10～2/14

1/21～3/11（2/4・11）

1/18～3/8

1/9～2/13

1/7～3/4（1/14、2/4・11）

1/11～2/22（2/8）

1/11～2/1

1/9～3/20（1/23、2/20、3/13）

1/9～3/13（2/13・27）

1/10～3/14（1/17、2/14）

1/10～3/14（1/31、2/14）

1/8～2/26

1/25～3/8

初中級硬式テニス（月曜A）

初中級硬式テニス（月曜B）

初中級硬式テニス（水曜A）

初中級硬式テニス（水曜B）

機能改善アクア

健康エクササイズ

幼児器械体操

小学生器械体操

にこにこシニアトレーニング教室

親子リズム体操

親子体操（月曜）

親子体操（金曜）

幼児体操（縄跳び編A）

幼児体操（縄跳び編B）

おはようストレッチ

体幹・美ボディトレーニング

ステップ＆ストレッチ

バランス＆コアトレーニング

シェイプアップトレーニング

初心者剣道

㊊

㊌

㊍

㊊

㊎

㊌

㊊

㊎

㊎

㊌

㊍

㊋

㊎

18歳以上

18歳以上

40歳以上

年中・年長

小学生

55歳以上

年中・年長

18歳以上

18歳以上

年少以上

会場

そうか
公園

温水
プール

市民
体育館

草加中

記念
体育館

曜日 回数時間 定員 対象

平成26年4/2～同28年4/1
生まれの幼児と保護者

教室名 実施日（除外日）

　保育士、保育従事者、看護師は4月以前から勤務できます。
《資格者対象》
■保育士・看護師・栄養士・調理師　㊊～㊎8時30分～17時（㊏勤務あり）。
時給1060円（調理師1000円、准看護師960円）。賞与年2回、通勤手当、有
給休暇等あり。65歳未満の人に社会保険等あり
■短時間保育士　㊊～㊎10時30分～15時30分のうち3時間30分。時給1060円。
通勤手当、有給休暇等あり
《資格不問》
■時間外保育従事者　㊊～㊎7時20分～8時50分・16時30分～18時30分、㊏7
時20分～8時50分・12時～15時30分または㊊～㊎7時～9時・16時30分～19時、
㊏7時～19時のうち6時間。時給1320円（有資格者1420円）。通勤手当、有
給休暇等あり。65歳未満の人に社会保険等あり
■給食補助　㊊～㊏8時30分～13時。時給1220円。通勤手当、有給休暇等あ
り。65歳未満の人に社会保険等あり

□申保育課へ。☎922-14915922-3274

4/1採用　
公立保育園の臨時職員募集



草加人のための情報紙　広報「そうか」 ⑦医療・水道・となりまち・ミニ情報 2018年12月5日号

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　12/8～22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
■獨協大学外国語教育研究所シンポジ
ウム「小学校英語－現状と課題」　
12/8㊏14時～17時10分　獨協大学東棟
E101教室で　予約不要　入場無料　
問同大外国語教育研究所☎946-1846
■勤少空手道教室無料体験会　12/8㊏
・22㊏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
■生活無料相談会　12/9㊐13時～16時
　勤労福祉会館で　12/15㊏13時～　
谷塚文化センターで　生活保護・国保
・所得税還付等なんでも　問草加生活
と健康を守る会三田☎928-5564
■スポーツ吹矢体験会　12/10㊊・16
㊐・18㊋・20㊍・25㊋9時30分～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
■ポールを使うノルディックウオーキ
ングを体験しましょう　12/10・24の
㊊11時～12時　ハープ橋脇（草加松原
遊歩道近辺）で　高齢者に向いたウオ
ーキングです　問相原☎090-4526-2228
■スポーツウエルネス吹矢体験　12/
10～24の㊊13時～15時　稲荷コミセン
集会室で　初心者歓迎　マウスピース
代200円　問植木☎090-2253-8475
■歴史学講座「創世」繭は古代に「石」と
呼ばれた－白木神社の分布［九州］と
「モロコシ［唐土］」の語義－　12/10㊊
13時30分～16時30分　草加市文化会館
で　問小嶋☎090-1261-7366
■ミシン洋裁基礎講座　12/12㊌①9時
30分～13時②13時30分～17時　勤労福

　12/18㊋・19㊌は館内消毒のため休
館します。問草加市文化会館☎931-93 
255936-4690

■①キャンベルタウン野鳥の森・②花
田苑・③こしがや能楽堂の無料開園　
1/1㊗・2㊌10時～16時（入園は①が15
時30分、②が15時まで）　問①☎979-
0100②☎962-6999③☎964-8700

■消防出初式　1/6㊐9時40分～　会場
は三郷市文化会館前（荒天時は館内）
　問消防総務課☎952-1215

■New Year Concert 2019 presented 
by MOMOTAROBINウィーン・リン
グ・アンサンブル　1/12㊏14時開演　
会場は田園ホール・エローラ　曲目は
J.シュトラウスⅡ：ワルツ「芸術家の
人生」、メンデルスゾーン・メドレー
（生誕210年記念）ほか　料金7000円
（高校生以下4000円）　未就学児入場
不可　問同ホール☎992-1001

■第26回メセナ新春ロビーコンサート
　古典音楽の集い　1/13㊐13時30分～
会場は八潮メセナロビー　箏、三味線、
長唄による邦楽のコンサート（演奏の
前後に展示室でお茶会あり）　出演は
雅の会　問八潮メセナ☎998-2500

■新春落語会　1/14㊗14時～16時　会
場はおあしす多目的ホール　中学生以
上対象（親子参加可）　定員150人　
問市立図書館☎984-1889

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）

草加市文化会館臨時休館

祉会館で　洋裁の基礎を学び袋物を作
りましょう　材料費1000円　ლ竹花☎
090-6657-4005
■子育てカフェ＜一人で悩まないで！＞
　12/13㊍10時～11時30分　草加市文
化会館第2会議室で　参加費200円　無
料託児は前日までに連絡　問家庭倫理
の会草加市石野☎090-9203-4244
■食べて応援！東北復興支援　12/13
㊍10時30分～15時　物産・観光情報セ
ンターで　被災地で生産された品々で
復興支援　問池島☎090-1408-6431
■司法書士による法律相談会　12/14
㊎17時～19時　物産・観光情報センタ
ーで　問竹村☎920-5415
■スポーツ吹矢体験会　12/15㊏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
■介護者の集い「オアシス」　12/15
㊏10時～12時　中央公民館で　12/25
㊋10時30分～12時　瀬崎平成塾で　個
別相談お受けします　問山田☎928-53 
32
■スポーツ吹矢体験会　12/17㊊・24
㊡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
■本格白菜キムチ作り　12/20㊍10時
～13時　新田西文化センターで　定員
16人　参加費1600円　漬けたキムチ持
ち帰り　約1㎏　ლ国本☎090-4618-52
44
■介護者サロン「らくだ」　12/21㊎
わ～くわっく草加で　12/27㊍市民活
動センターで　各13時～15時　参加費
100円　問介護者支援の会草加酒井☎
090-9245-2067
■遺言書の書き方と終活を学ぼう　
12/22㊏10時～12時　中央公民館第2会
議室で　定員15人　参加費無料　ლ遺
言相続後見ネット☎946-5152

■草加市フォークダンス連盟「X’マス
パーティー」　12/23㊗12時15分～15
時45分　谷塚小で　参加費700円　問
中村☎922-2636
■八幡ダンスサークルフリーダンス　
12/23㊗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-
3574-3430
■ふれあいクリスマスダンスパーティ
ー　12/24㊡13時～16時30分　中央公
民館で　参加費500円　抽選会あり　
ლ佐藤☎090-8036-8059
■日本橋七福神めぐり　1/6㊐8時30分
草加駅改札内集合　江戸の中心、商業
発祥の地を歩く　定員50人　参加費
600円　交通費別途　ლ草加史談会浅
古☎924-3403
■遊馬町新春七福神めぐりウオーキン
グ（開運七草粥の会）　1/7㊊10時西
願寺集合　参加費100円（保険代）　ლ

12/30㊐までに遊馬町会丹羽☎925-1723
■大正琴初心者向け講習会　1/10㊍・
1/24㊍15時15分～16時15分（全2回）
　高砂コミセンで　定員10人　楽器は
貸し出します　参加費1000円　問月琴
の会小川☎080-5003-8667
■家庭婦人初心者トランポリン教室　
1/11～2/1の㊎11時～13時　市民体育
館で　全4回　初心者の女性対象　定
員10人　参加費2000円　ლ12/31㊊ま
でに　奥山☎927-9350
■2019年度体験練習会「草加ジュニ
ア陸上クラブ」　1/19・26の㊏9時～
11時30分　氷川小校庭で　新小学1年
～6年生対象　事前申込制　ლ杉本☎
090-9426-9844
■草加混成合唱団45周年記念演奏会
（6/29）でビバルディのグローリア
を一緒に歌いましょう　1/13㊐から月
2回㊐13時～15時　中央公民館で　参
加費5000円　ლ染谷☎942-5222

越谷市

三郷市

八潮市

吉川市

松伏町

まゆ

12月  9日㈰

12月16日㈰

内科

外科

内科

外科

大里内科医院

かがわ医院

ハーモネスタワークリニック

いまじょうクリニック

氷川町178-2

草加3-8-21

松原1-1-6　3F

旭町6-1-17

☎925-3118

☎942-6062

☎942-7111

☎941-2140

　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

竹内セントラル㈱
㈲駒崎設備

苗塚町438-16
氷川町818-3

☎928-5525
☎924-4136

12/9㊐
     16㊐

休日等上水道工事店
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



　市制60周年を記念して制作したパリポ
リくんのデザインマンホール蓋に続き、
「百代橋と松並木」をモチーフにした従
来型のデザインマンホール蓋のマンホールカードが登場。簡単なア
ンケートに答えると、1人1枚もらえます。予約や郵送は不可。
■配布場所　伝統産業展示室ぱりっせ
午前10時～午後6時（第1水曜日、年末年始休館）
　百代橋と松並木のデザインマンホール蓋は、まつばら綾瀬川公園
東側の道路沿いの歩道部等に設置されています。

　空き家や空き店舗を活用して新しい街のコンテンツ（産業）を生
み出し、賑わいや雇用を創出しようと、草加駅東口周辺の旧道エリ
アで取り組んでいるリノベーションまちづくり。川越市で「すずの
や」「glin coffee 大工町店」 を手掛けた荒木牧人さんを迎え「まち
の学校」として講演会を開催します。
■日時　12月11日㈫午後7時～8時30分
■会場　市役所西棟第1・2・3会議室
■定員　50人
■応募　12月10日㈪までに産業振興課へ。

　18日、全33か所の指定避難所を会場に町会連合会主催の市内一斉
避難所運営市民防災訓練が行われ、午前9時の防災行政無線を合図
に総勢約8500人が参加しました。2回目となる今回は医師会・歯科
医師会・薬剤師会の協力による災害医療訓練や市内獣医師が参加し
たペット同行避難訓練、多言語支援センターとの連携による外国籍
市民への対応方法の確認訓練など新たな取り組みも行われました。

■対　　象　市内在住の65歳以上で防犯講習を受講できる人
■受取方法　1月15日㈫午後1時30分、草加市文化会館で行う防犯講

習受講後配布。詳細は配布決定通知でお知らせします。
■配 布 数　1000体（先着順）
■申し込み　くらし安全課・市民課・各サービスセンター・勤労福

祉会館で配布する申請書に必要事項を記入の上、12月
6日㈭～19日㈬に〒340-8550くらし安全課へ。消印有
効。持参も可。

※先着順ですが、配布は応募資格を審査の上決定します。
※当落にかかわらず、応募者全員に結果を通知します。1月9日㈬を
過ぎても届かない場合は連絡してください。

　サギ被害を防止するためのおしゃべり人形型の振り込め詐欺防止
装置を無償配布します。
　市内の特殊詐欺被害件数は、平成30年11月27日現在87件、被害金
額は約7000万円と、既に昨年の被害件数を超える深刻な状況です。
また、被害者は高年者が大半です。

■日時
■会場
■内容

■対象

　新成人になる皆さんの門出を祝福する、新成
人のつどい。新成人の代表者が内容を話し合
い、企画しました。
■日時　1月14日㈷午後1時開演（正午開場）
■会場　獨協大学35周年記念館アリーナ
■内容　新成人代表による誓いの言葉、中学校

恩師からのビデオレターなど
■対象　平成10年4月2日～同11年4月1日生まれで、12月1日現在住

民登録のある人。対象者には12月上旬に案内状を送付しま
す。転出などにより住民登録のない人で、参加希望の人は
生涯学習課へ連絡してください。

　今使っている固定電話機にシールでマ
イクを貼るだけで使える、振り込め詐欺
対策用おしゃべり人形です。
♥電話が鳴ったらいろいろなセリフで注
意してくれます。電話中にも注意喚起
メッセージを伝えてくれます。

♥付属の警告レコーダーで、会話の録音
・再生や、会話中の相手（振り込め詐
欺犯）への警告メッセージ再生ができ
ます。

12月14日(金)から「ぱりっせ」で12月14日(金)から「ぱりっせ」で

第2弾マンホール
カードの配布開始！

*
問産業振興課☎922-08395922-3406
*sangyosinko@city.soka.saitama.jp

11月かどまちごとでき

一級建築士
株式会社80％
代表取締役

一級建築士
株式会社80％
代表取締役

まちの学校vol.10
～川越のリノベーション
　　　まちづくりに学ぶ～

問下水道課☎922-22865922-3244

「あんしん
　みーちゃん」
問くらし安全課
　☎922-36075922-1030

65歳以上の人がいる1000世帯へ無償配布

“新時代へ～Sketch your road～”

1月14日㈷　獨協大学35周年記念館アリーナ

新成人のつどい
問生涯学習課☎922-28195922-3498

ペットも防
災！

電話対策用の
　 おしゃべり人形
電話対策用の
　 おしゃべり人形サ ギ

「あんしん
みーちゃん」
とは…

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12月5日号

市の人口　平成30年11月1日現在　24万8569人（男12万5992人・女12万2577人）／前月比50人増／世帯数11万6062世帯
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