
事業所名

日程
（概ね）

第2または
第3月曜日・
第4金曜日

第2・4
水曜日

第1・3
火曜日

第3金曜日
第2・4
火曜日

第1または
第3水曜日

第2木曜日
第3・4
木曜日

販売品 焼き菓子 パン パン 煎餅 クッキー 雑巾等 パン パン等

つばさの森 蒲公英の丘 一粒の麦 草加物産
企画 西れんげ草 栄光の家 パンラッコ Lento

問障がい福祉課 ☎922-1436 5922-1153

個性を生かし
社会の一員として
働いています

個性を生かし
社会の一員として
働いています
地域でいきいきと生活するためには、積極的に社会とのつながりを持つことがとても大切です。
障がいのある皆さんにとっても、社会とのつながりを感じ、自信を得られる場として働く場所は大切なものとなっています。
市では、個性を生かした訓練や就労ができるよう、障がいのある人の「働く」をサポートしています。

地域でいきいきと生活するためには、積極的に社会とのつながりを持つことがとても大切です。
障がいのある皆さんにとっても、社会とのつながりを感じ、自信を得られる場として働く場所は大切なものとなっています。
市では、個性を生かした訓練や就労ができるよう、障がいのある人の「働く」をサポートしています。

誰もが
いきいきと輝く社会へ
　市内には、障がいのある人が就労訓練
を行う事業所が11か所あり、利用する皆
さんは社会参加や社会的自立に必要な知
識技能、生活ルールなどを学び、それぞ
れの個性・能力を生かせる方法を探しな
がら日々訓練や作業を行っています。
　今回は、指定管理者として草加市社会
福祉事業団が運営する障がい福祉サービ
ス事業所「つばさの森」を紹介します。

　つばさの森では、知的障がいのある皆さんに向け、民間企業等への就職を目指した「訓
練」と、品物の組み立てなどの受注生産のほか、印刷、製菓等の自主生産などの作業を行
う「就労」の場を提供しています。
　このような就労を通じ工賃を得ることは、利用する皆さんの日々の充実感や皆さんを見
守る家族の喜びにもつながっています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「つばさの森」ではどんなことをしているの？

障がい者施設の製品を販売しています

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

自分の目標を
決め、挨拶・身だ
しなみなどのルー
ルを学びます

作業が「好き！」
手元や表情からも
伝わってきます

一つひとつ丹精込めて
作られた製品は
どの施設も大好評！

見に来て
ください！

売り上げは就労訓練
の場の確保・工賃の
向上につながります

私たちが作った
自慢の品

■販売場所・時間　市役所第二庁舎障がい福祉課前で、正午から午後１時まで

※売り切れ次第終了。また、販売日・時間は変更になることがあります。

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
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■11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）

　民生費や土木費など、市民の皆さんの暮らしに身近な業務を行うための会計です（表1）。
①当初予算　753億円　前年度比2.4％の増額
　歳入が大きく伸びない一方、児童福祉費や生活保護費などの民生費の増加など、厳しい財
政状況が続く中、「持続可能性の向上」、「ブランド力の向上」、「コミュニティ力の向
上」の3つの重点テーマをもとに各種事業を進めるため、753億円を計上しました。
②補正予算　‒15億円　国民健康保険特別会計への繰出金などを減額
　国保、介護、公共下水道等特別会計の平成29年度決算額の確定に伴う財源の振り替えによ
り繰出金などを減額した結果、市債の減額や庁舎建設基金への積み立てなどを行いました。
　主な補正予算項目
■市債の減額　－17.4億円
　■国民健康保険特別会計への繰出金　－9.5億円
　■介護保険特別会計への繰出金　－1億円
　■公共下水道事業特別会計への繰出金　－1.2億円
　■庁舎建設基金への積み立て　5億円
　■学校施設維持管理事業（ブロック塀改修）　0.9億円

③平成29年度からの繰越額　16億円

①＋②＋③＝予算現額754億円（前年度同期比3.3%増）

　一般会計とは切り離して特別の事業を進めるための会計で、8つの特別会計があります（表2）。
①当初予算　487億円　前年度比13.8%の減額
　公共下水道、介護保険、国民健康保険の3会計で、全体の93.3％を占めています。特別会計の
うち最も減額となった会計は国民健康保険で、平成30年度は共同事業拠出金の減額などにより
前年度比で76億円の減額となりました。
②補正予算　7億円　平成29年度決算に伴い予算を調整
　平成29年度決算額の確定に伴う財源の振り替えや、介護給付費準備基金への積み立てなど7
億円の予算を追加しました。
③平成29年度からの繰越額　1億円

①＋②＋③＝予算現額495億円

　それぞれの事業に必要な資金を収入で賄う独立採算制の会計で、水道事業と病院事業の2つ
があります（表3）。
■水道事業会計　市民生活に密着した安全で快適な給水サービスを長期にわたって安定して確
保するため、老朽施設の更新工事などを進めました。平成30年度上半期は、前年度同期と比較
して給水人口は0.27%増加し24万8519人、給水戸数は1.71%増加し12万4260戸となりました。
■病院事業会計　住民に身近な医療機関として救急医療や高度医療を担っています。また、地
域の中核病院としての機能を発揮し、医療の確保とその水準の向上に大きな役割を果たしてい
ます。平成30年度上半期は、入院患者延べ人数は7.5%減少し5万1975人、外来患者延べ人数は
7.9%減少し、10万9081人となりました。

　市の財産としての土地や建物は、庁舎や公園等の行政目的達成のために使用する「行政財
産」と、それ以外の「普通財産」に分かれています。これらの市有財産の状況は表4のとおり
です。

　特定の目的のために積み立てている資金で残高125
億円（前年度同期比で約11億円の増額）です（表5）。

　公共施設等の整備に必要な負担を、将来の世代と分かち合う借入金です。
　市債は市の借金であるため、適正な管理運営を行う必要があります。市では、将来に大きな
負担を残さないよう計画的な返済と借り入れの抑制に努めています。市債等の残高は平成22年
度以降の8年度間で約225億円減少しました。現在の市債残高は1008億円で、市民1人当たりに
換算すると、約40万5701円の借り入れがあることになります（表6）。

平成30年度上半期の
財政状況をお知らせします
問財政課☎922-07615922-1547

　市民の皆さんから納めていただいた税金等がどのように使われているかをお
知らせするために、平成30年度上半期（4～9月）の財政状況等を公表します
（平成30年9月30日現在）。
※各図表中の数字は四捨五入しているため、合計額などと一致しないことがあります。

（単位：円）■表1　一般会計予算の歳入・歳出状況
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■表6　市債残高の推移
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■表4　市有財産の状況 （単位：㎡）
区　分
行政財産
普通財産
合計

前年度末比増減

125万2801
5万3284

130万6085
1037

40万9757
3822

41万3579
0

土　地 建　物

■表5　基金の状況

46億2576万

805万

1億2806万

6829万

1億4109万

45億      3万
26億  697万

6125万

5626万

3億4231万
125億3808万

財政調整基金

庁舎建設基金
公共施設整備基金

被災者支援基金

ふるさと納税基金

その他の基金
合計

基金の目的現在高基金名
災害復旧や地方債の繰上償還、
その他の財源不足が生じたとき
の資金
国際交流事業の推進のための資金
緑化の推進、緑地の保全等のた
めの資金
産業、観光の振興を目的とする
事業の資金
市民、事業者とまちづくり団体
の主体的なまちづくり活動の支
援のための資金

大規模災害による被災者への支
援のための資金
ふるさと納税として本市に寄せら
れた寄附金を寄附者の意向に沿っ
た事業に活用する資金

公共施設の修繕等に必要な資金
新庁舎の建設に必要な資金

ふるさとまちづくり
応援基金

（単位：円）■表3　企業会計の収支状況

収入　22億3548万
支出　17億7083万

4億6465万

収入　　     4631万
支出      2億9798万

 ｰ2億5167万

収益的収支※１ 資本的収支※2

収入　62億8681万
支出　59億3366万

　　　　　　　3億5315万

収入　　           0万
支出　　4億8015万

　　 　ｰ4億8015万

収益的収支※１ 資本的収支※2

水道事業会計

病院事業会計

予算現額 754億予算現額 754億予算現額 754億 補正
15億円
補正
15億円
補正
15億円

繰越
16億円
繰越
16億円
繰越
16億円

当初
753億円
当初

753億円
当初

753億円 ー= ＋予算現額 754億 補正
15億円

繰越
16億円

当初
753億円 ー= ＋

（単位：円）■表2　特別会計予算の歳入・歳出状況

収入　33億7121万
支出　30億6876万

歳入収入済額
歳出執行済額

495億円
予算現額

収入　7609万
 支出　  588万
収入   4803万
支出　8363万

   収入   1923万
支出   1409万

収入　118億   946万
支出　117億9277万

収入　69億3911万
支出　67億8110万

収入　     8299万
支出　1億3476万

収入 10億5032万
支出　7億9008万

新田西部土地区画
整理事業特別会計

駐車場事業特別会計

新田駅西口土地区画
整理事業特別会計
国民健康保険

特別会計

介護保険特別会計

後期高齢者医療
特別会計

交通災害共済事業
特別会計

公共下水道事業
特別会計

（単位：円）

一般会計

特別会計

企業会計

市の財産

基金

市債

みどりのまちづくり
基金
ふるさと産業創造
基金

国際交流基金

※1　収益的収支：事業活動における収入と支出　
※2　資本的収支：設備投資のための収入と支出

（ 　）内は
執行率

（ 　）内は
収入率

1165

執行済額
342億

（45.3%）

収入済額
362億

（47.9%）

土木費
42億1663万6千（37.9%）

総務費
38億3979万7千
（41.6%）

公債費
26億9030万
（49.2%）

衛生費
27億4356万3千
（50.1%）

歳入

歳出
その他　41億4644万9千 

（44.2%）

民生費
165億
1608万 
（47.6%）

その他　72億8707万
 （40.5%）

市税
194億

4674万9千
（55.5%）

国庫支出金
63億4367万7千
 （45.7%）

県支出金　
7億7831万9千 
（17.5%）

地方消費税交付金
22億9506万7千
（57%）

② 草加人のための情報紙　広報「そうか」市政情報2018年12月20日号



　○PM2.5（単位：マイクログラム／㎥）最大値24.9／最小値3.3（花栗中学校内）　○給食の放射性物質の検出なし

　市の審議会等を傍聴できます。定員5人（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。
■公民館運営審議会〈中央公民館☎922-53445925-0152〉
…1月11日㈮午後3時～　中央公民館第1会議室で

　保育の仕事の楽しさや現場の様子などを各施設職員から直接聞ける就職フェアを開催します。保育士や看護師、栄養士、調理士
の資格を持っている人や保育の仕事に関心のある人はぜひ来場してください。参加は無料。事前申し込みも不要です（託児希望者
は前日までに保育課へ）。

参加施設（順不同）　ひかり幼稚舎・優優保育園・優優保育園やつか・草加なかよし保育園・さくらの実保育園・さくらんぼ
保育園・そうか草花保育園・けやきの森保育園清門町園・けやきの森保育園西町・めぇめぇこやぎこども園・にっさとの森保
育園・草加にじいろ保育園・じょうえん保育園・ほっぺるランド草加谷塚・（仮称）草加あおぞら保育園［4月開設予定］・
ニコニコルーム・ニコニコたんぽぽ保育室・保育室めりーごーらんど・もりまさ保育園草加園・あさひなのはな保育室・エン
ジェルハウス松原園・幼保連携型認定こども園あずま幼稚園

　既存の建物を市が借り上げて提供する借上型市営住宅の入居者を
募集します。詳細は12月25日㈫から資産活用課、総合案内及びサー
ビスセンターで配布する申込案内で確認してください。
■対象者
　世帯全員の収入総額が月額10万4000円以下の母子・父子世帯、
高年者世帯、障がい者世帯、離職退去者世帯で、次の①～⑥を全て
満たす世帯
①現に住宅に困窮していることが明らかな人
②市内に1年以上住所を有している人
③市税等を滞納していない人
④暴力団員でないこと
⑤（2DK希望者）現に同居または同居しようとする親族があること
⑥（外国籍の人）住民基本台帳に記録され在留資格が永住者である
人
ლ1月7日㈪～21日㈪（消印有効）に〒340-8550資産活用課へ。持参
も可（土・日曜日、祝日を除く。ただし、1月20日㈰のみ午前9時～
午後0時30分は受付可）。

　各案の概要と意見用紙は、担当課・市役所情報コーナー・サービ
スセンター・公民館等の公共施設のほか、市ホームページからも入
手できます。各案への意見は、1月18日㈮までに各課へ。ファクス、
メールでも可。
●生物多様性そうか戦略
　第二次草加市環境基本計画に基づく生物多様性に対する理解の促
進を図るための計画案
ლ〒340 - 8550環境課へ。☎922-15195922-1030kankyoka@city.
soka.saitama.jp
●草加市空家等対策計画
　空家等への対策を総合的かつ計画的に実施するための計画案
ლ〒340-8550くらし安全課へ。☎922-36425922-1030kurashian
zen@city.soka.saitama.jp
●草加市自転車ネットワーク計画
　安全で快適に自転車を利用できる環境を整備するための計画案
ლ〒340-8550交通対策課へ。☎922-16855922-1030kotsutaisaku
@city.soka.saitama.jp

　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」の入札への参加希望者は、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】 1月16日㈬（消印有効）まで
　【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】 1月16日㈬（消印有効）まで
　【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）

■12月29日㈯～1月3日㈭終日　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

　いずれも対象は市内在住の20歳以上（平成31年4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。任期は平成31年4月1
日から同33年3月31日まで。報酬は1会議につき7000円。ლ1月21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・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（600～800
字）を記載し、〒340-8550人権共生課へ。ファクス、メールでも可。
●男女共同参画審議会委員　市の男女共同参画社会づくりについて
審議・評価等を行う。募集は男女1人ずつ。小論文「私が思う男女
共同参画とは」。公開抽選は1月30日㈬午後3時から市役所本庁舎
西棟契約課会議室で。
●人権推進審議会委員　人権が尊重され誰もが暮らしやすい草加市
のまちづくりについて、意見を述べ検討する。募集は1人。小論文
「私が最も関心のある人権問題について」。公開抽選は1月30日㈬
午後4時から市役所本庁舎西棟契約課会議室で。

審議会等の開催日程

皆さんの意見を
募集します

パブリックコメント 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中

●●●等就職フェア
草加で保育士になろう！

●生物多様性そうか戦略案
●草加市空家等対策計画案
●草加市自転車ネットワーク計画案

●男女共同参画審議会　●人権推進審議会

借上型市営住宅入居者募集

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

コンビニ交付サービスを一時休止します

問資産活用課☎922-17985924-3739

問人権共生課☎922-08255927-4955
    jinken-kyosei＠city.soka.saitama.jp

委員募集

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

問保育課☎922-14915922-3274

日時　1月19日㈯午前10時～午後0時30分
会場　草加市文化会館レセプションルーム保 育 士

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③市政情報 2018年12月20日号



④ 2018年12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。

ふれあいの里入浴サービス休止

療育専門員（非常勤嘱託員）

4/1採用　小・中学校（臨時職員）

国民健康保険窓口（非常勤嘱託員）

①調理士…勤務は㊊～㊎8時30分～16
時45分。時給955円（有資格者は1000
円）。賞与支給（条件あり）　②技能員
…勤務は㊊～㊎8時30分～17時。時給
955円。賞与支給（条件あり）　③高砂
小警備員…勤務は㊊～㊎7時30分～13
時30分または13時～19時。時給940円
　いずれも65歳未満対象。募集は若干
名。通勤手当（上限8000円）、社会保
険等あり。ლ1/18㊎までに履歴書（①
有資格者は免許証の写しも）を総務企
画課へ。面接は書類選考後1月下旬以
降を予定。☎922-24975928-1178　勤務は2月から。勤務時間は㊊～㊎

の週4日の8時30分～17時。場所は保険
年金課。国民健康保険に関する申請受
付ほか。60歳以下で社会保険労務士の
有資格者またはそれに準ずる専門知識
を有する人対象。募集は1人。日額
7700～9500円（交通費込み）。面接を
1/16㊌に実施。ლ1/11㊎（必着）まで

公的機関の安心窓口
財務省関東財務局へ相談を

4/1採用　
草加市文化協会事務職
（正規職員）

　子育て世帯支援のため、県営住宅に
専用枠を設け、入居者を募集します。
　夫婦がともに39歳以下の世帯対象。
子どもの有無は問いませんが、収入等

　年末年始期間中（12/29㊏～1/3㊍）
に緊急で手話通訳者が必要となった場
合は、住所・氏名・ファクス番号・内
容・日時・場所と、待ち合わせ時間・
場所を記入し、草加八潮消防局（599 
7-4119）へファクスしてください。ま
た、事前に手話通訳者が必要と分かっ
ている場合は、12/28㊎17時15分まで
に草加市社会福祉協議会へ依頼してく
ださい。なお、救急車や消防車が必要
なときは、従来どおり緊急通報（511 
9）にファクスしてください。問草加市
社会福祉協議会☎932-67705932-6781

　12/29㊏～2/28㊍は、大浴場の改修
工事のため、入浴サービスを休止しま
す。問ふれあいの里☎920-62225920-
6251

子育てハッピー県営住宅入居者募集

年末年始の手話通訳者依頼

　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　1/4㊎13時15分～
14時45分。会場は中央公民館。問草加
中央・稲荷（包）☎959-91335922-3801
■介護者のつどい　1/9㊌13時～15時。
会場はであいの森。問川柳・新田東部
（包）☎932-70075931-0993

地域包括支援センター（包）
介護者のつどい

　1月から、e-Tax利用手続きの簡便化
により、専用のID・パスワードがあれ
ば、マイナンバーカードやICカードリ
ーダライタがなくても、ご自宅等のパ
ソコンやスマートフォンから、国税庁
ホームページ「確定申告書等作成コー
ナー」で確定申告書を作成し、データ
で送信することが出来ます。確定申告
会場は大変混み合いますので、e-Tax
をご利用ください。ID・パスワードは、
川口税務署で発行しますので、運転免
許証等の本人確認書類を持参の上、同
署へ。問川口税務署☎048-252-5141

確定申告には便利な
ID・パスワード取得がオススメです

　勤務は㊏・㊐・㊗を含む週5日で8時
45分～17時30分。初任給18万9952円以
上（各種手当あり）。平成元年4/2以
降生まれで、大学以上を卒業または3
月までに卒業見込みの人対象。募集は
1人。1/20㊐13時30分～17時に第一次
試験（適性検査、小論文）、2/2㊏に
第二次試験（個別面接）。ლ1/4㊎
（必着）までに草加市文化会館で配布
する申込書（同館ホームページからも
入手可）に記入し同館へ。メール（QR
コード）も可。☎931-93255936-4690

　関東財務局では、金融取引や多重責
務に関するトラブルについて、相談を
無料で受け付けています。一人で悩ま
ずに、まずは相談してください。
○詐欺的な投資勧誘に関する相談☎04
8-613-3952
○電子マネー詐欺相談（架空請求等）
☎048-600-1152
○多重責務相談☎048-600-1113

■臨床心理士　臨床心理士または臨床
発達心理士の有資格者対象　①発達支
援センター診療所…場所は子育て支援
センター。勤務は祝日を除く㊊～㊎の
うち月16～20日。8時30分～17時。医

師のもとでの心理相談や発達検査。②
あおば学園…場所は児童発達支援セン
ターあおば学園。勤務は祝日を除く㊊
～㊎のうち月16～20日。8時30分～17
時。知的障がいのある未就学児の日常
生活訓練、集団療育、保護者支援、特
別支援計画の作成。③児童デイサービ
スセンター…場所は子育て支援センタ
ー。勤務は祝日を除く㊊～㊎のうち月
16～20日。8時30分～19時のうち7時間
30分。集団療育、直接支援、保護者支
援、特別支援計画の作成。
■作業療法士　作業療法士有資格者対
象　④児童デイサービスセンター…場
所は子育て支援センター。勤務は祝日
を除く㊊～㊎のうち月16～20日。8時
30分～19時のうち7時間30分。集団療
育、直接支援、保護者支援、特別支援
計画の作成。
　いずれも日額1万1700円～1万6900円。
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

の各種条件あり。入居日は3/23㊏以降。
ლ1/4㊎～21㊊（消印有効）までに資
産活用課、総合案内及び各サービスセ
ンター、県住宅供給公社、県住宅課で
配布する用紙を郵送で県住宅供給公社
へ。問県住宅供給公社☎048-829-2875

に履歴書と資格証の写しを〒340-8550
職員課へ。☎922-09835922-3098

・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

年末年始は犯罪・火災が増加します。身の回りの対策を！

▶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

■
圓
朝
噺
の
第
一
人
者

■
古
典
落
語
の
第
一
人
者

■
粋
曲
で
お
馴
染
み

ლチケットは草加市文化会館ほかで。料金は前売り2600円、
当日3100円（全席自由）。問草加市文化会館☎931-93255936-4690

草
加
落
語
会

柳
家

 

さ
ん
喬

五
街
道

　
雲
助

柳
家

　
小
菊

　宅配便の業者をかたったメールから偽のサイトに誘導され、添付ファイ
ルを開いたり、アプリをインストールしたことで、「身に覚えのない請求
が発生した」「自分のスマートフォンから勝手にメールが送信された」と
いった相談が急増しています。認証コードの入力は慎重に。
　万が一アプリをインストールしてしまった場合は、スマートフォンを機
内モードにするなど通信を無効にするとともにアプリを削除してください。
スマートフォン内の情報の外部流失、メールの送信を抑止できます。

1/30㊌18時30分開演 中央公民館で

問くらし安全課☎941-61115941-6157

年末に多発！！
再配達のお知らせ
メールに要注意



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20日号

　1/18㊎…地域の文化財を語る・26㊏
…盛岡藩主の参勤交代。いずれも14時
～16時。会場は歴史民俗資料館。定員
各60人。ლ12/21㊎から電話で同館へ。
☎922-04025922-1117

問スポーツ振興課☎922-2861
　　　　　　　　5922-3172
　1年の計は元旦にあり。草加市
ラジオ体操連盟の指導による元旦
ラジオ体操で、輝かしい1年をス
タートしませんか。終了後にお汁
粉が振る舞われます。
■日時　1/1㊗6時～
■会場　草加松原遊歩道（雨天時

は市民体育館駐車場）

　1/27㊐13時30分開演。会場は中央公
民館。勤労青少年ホームで活動してい
る団体の発表会。合唱、ダンス、書道、
水墨画等。自彊術や箏等の体験もでき
ます（一部有料）。問勤労青少年ホー
ム☎928-55505928-9632

　2/21㊍・22㊎9時20分～17時。会場
は草加市文化会館。全2日。定員78人。
受講料7500円。甲種防火管理者とは、
収容人員30人以上の店舗または同50人
以上の建物に必要な資格者です。ლ消
防局予防課で配布する申込書（日本防
火・防災協会のホームページからも入
手可）に記入し、必要書類を添えた写
しを1/22㊋～23㊌9時～16時にファク
ス（503-3591-7130）で日本防火・防

災協会へ。問消防局予防課☎996-0660 
5997-1300越谷卸売市場歳末大売り出し

人権を考える市民のつどい

甲種防火管理者資格取得講習会

スプリングフェスティバル2019

れきみん講座

新春図書館寄席

　1/19㊏13時30分開演。会場は中央図
書館。毎年恒例の新春寄席。出演はそ
うか宣伝隊長の落語家三遊亭圓雀（9
月に春馬改め六代目圓雀を襲名）。図
書館で楽しい新春のひと時をお過ごし
ください。演目「時うどん」、「竹の
水仙」。中学生以上対象。定員100人
（要整理券）。ლ1/6㊐9時から中央図
書館2階事務室で整理券を配布（1人2
枚まで）☎946-30005944-3800

　12/26㊌～30㊐6時～12時。会場は越
谷卸売市場（越谷市流通団地3-2-1）。
正月用食材の大売り出しを行います。
野菜、果物、水産物、食肉、雑貨など
を購入できます。問越谷総合食品地方
卸売市場☎987-3100

　1/11㊎13時50分～16時30分。会場は
中央公民館。市内小・中学校児童生徒
による人権問題についての作文発表、
ねずみの森混声合唱団によるミニコン
サート、ソプラノ歌手根津光恵さんに
よる講演「視覚障がい者と晴眼者のた
めの合唱教室～一人ひとりが輝くため
に～」を行います。問指導課☎922-27
485928-1178

中央公民館 ☎922-5344

定員のあるものは12/21㊎
8時30分から各館へ申し込みを

普通救命講習会Ⅰ

　1/5㊏9時～12時。会場は北分署。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。ლ12/28㊎まで
に北分署へ。☎944-73015944-8188

生涯学習体験講座

■姿勢美体操「健康は姿勢から」　1/
17～31の㊍10時～12時。全3回。会場
は中央公民館。定員20人
■新春実用書道　1/18㊎・25㊎14時～
16時。全2回。会場は勤労福祉会館。
定員10人。材料費800円。書道用具一
式持参
■初めての美味しい紅茶の淹れ方講座
　1/22㊋10時30分～13時30分。会場は
氷川コミセン。定員6人。材料費2000
円。布巾持参
■晴れの日のためのコサージュ作り
1/30㊌10時～11時30分。会場は谷塚文
化センター。定員10人。材料費1200円。
はさみ、持ち帰り用の袋、あればグル
ーガン持参
ლ生涯学習課へ。☎922-28195922-34
98

▼すくすくクラブ　1/22㊋10時～12時
　リズム体操・簡単工作ほか　乳幼児
と保護者対象
▼谷塚元気ひろば　1/28㊊13時～15時
　新年会（かるた・風船バレー）　65
歳以上対象　定員30人　参加費200円

　1/21㊊・22㊋は施設定期点検のため
休館します
▼こころを結ぶ光のひろば　1/8㊋10
時～12時　点字体験ほか
▼ホッとひと息「子育てサロン」　1/
16㊌10時～　親子友だち作り・簡単工
作ほか　乳幼児と保護者対象
▼にじいろタイム　1/18㊎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」
　1/18㊎13時30分～　胎教と友だちづ
くり　初妊婦対象
▼男の料理教室　1/19㊏10時～13時　
四季の料理　定員10人　参加費1000円
　エプロン・三角巾・布巾持参

▼いっしょに遊ぼう「百人一首体験教
室」　2/23㊏10時～11時30分　小学生
対象　定員20人

▼親子で元気ルーム　1/10㊍10時～11
時30分　親子手遊び・読み聞かせ　乳
幼児と保護者対象
▼地域はつらつ元気体操教室　1/18～
3/15の㊎（1/25を除く）9時30分～11
時　全8回　自宅でできる筋力トレー
ニング・ストレッチほか　おおむね65
歳以上対象　定員30人　室内靴持参

▼すくすくクラブ　1/10㊍10時～11時
30分　手遊び・子育て相談ほか　乳幼
児と保護者対象
▼スポーツ吹矢体験教室　1/17～31の
㊍10時～12時　全3回　成人対象　定
員20人　参加費500円　室内靴持参
▼すくすく講座～牛乳パックで車を作
ろう～　1/18㊎・25㊎10時～12時　全
2回　子どもが乗って遊べる車作り　
乳幼児の保護者対象　定員10組（1歳
以上の保育あり）　参加費1500円　は
さみ持参
▼地域はつらつ元気体操教室　1/21～
3/18の㊊（2/11㊗を除く）9時30分～
11時　全8回　ストレッチ・リズム体
操ほか　おおむね65歳以上対象　定員
30人　室内靴持参
▼おもちゃの病院　1/25㊎10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで

▼紙バンドクラフト干支づくり教室　
1/10㊍13時30分～16時30分　成人対象
　定員10人　参加費500円
▼バイオリン体験講座　1/17㊍・31㊍
17時～19時　全2回　満6歳（保護者同
伴）～小学生対象　定員7人　参加費
2000円
▼「冬に負けない乾燥シワ対策とメイ
クのコツ」講座　1/22㊋10時～11時30
分　成人対象　定員10人　参加費500
円　今使っている化粧品・鏡・ハンド
タオル持参
▼新春そば打ち体験講座　1/27㊐9時
～15時　成人対象　定員9人　参加費
2500円　エプロン・三角布・持帰り用
容器（A4サイズ）・ペットボトル
（350～500㎖）1本持参

新田西文化センター ☎942-0778

5925-0152

谷塚文化センター ☎928-6271

元旦ラジオ
体 操

感染症に
  注意!

問保健センター☎922-02005922-1516

・予防・

・インフ
ルエンザ

・感染性
胃腸炎

・肺炎
①手洗い ②うがい ③マスク

・その他・ 免疫力を弱めないように、十分な休養・睡眠・栄養をとり、
過労や無理を避けましょう。食事を提供する際、調理器具
の消毒も心がけましょう。

消防本部設立時の庁舎

草加八潮消防局草加消防署

　市制施行当時、消防業務は市内各地域の消防団が担っていまし
たが、昭和36年（1961年）に神明一丁目の旧警察署（現在のおせ
ん茶屋）を改造し消防本部と消防署が開設されたことに伴い、本
格的な消防組織による消防業務が始まりました。しかし、消防車
1台、署員13人という当時の体制では、市内全域を対応すること
が難しく、消防団の力に頼る状況が続くことになります。その後、
市の人口急増に伴い、西分署、青柳分署、北分署、谷塚ステーシ
ョンが次々に設置され、体制の充実が図られました。
　長年にわたり地域消防を担ってきた草加市消防本部ですが、近
年の災害や事故の多様化、大規模化などに対応するべく、平成28
年4月に草加市と八潮市の2市による「草加八潮消防局」が発足し
消防広域化の新体制となりました。現在、2署4分署、331人の消
防組織が両市の約34万人の生命・財産を守る役割を担っています。

消　防　

草加今昔物語草加今昔物語
草加市は11月1日に市制60周年を迎えました。この
コーナーでは草加の歩みや移り変りを紹介します。
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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。

■小学生のための読み聞かせ　12/23
㊗13時30分～14時
■こども映画会　12/23㊗14時～15時
30分　「フランダースの犬」　幼児
（保護者同伴）～小学生対象　定員80
人（当日先着順）
■木曜シアター　12/27㊍14時～14時
55分　西国三十三所霊場4　第二十五
番・清水寺～第三十三番・華厳寺　成
人対象　定員90人（当日先着順）
■絵本の読み聞かせ講習会　2/14㊍14
時～16時　講師は東京子ども図書館職
員　成人対象　定員50人　ლ1/9㊌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）

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。

■地域開放型図書室
西町・川柳・  
高砂小 

㊐10時～16時
（年末年始・蔵書点検日を除く）

氷川児童センター ☎928-2341

住吉児童館 ☎928-5736

新栄児童センター ☎942-9876

わくわくタウン松原 ☎941-2905

▼クリスマス会　12/21㊎14時～　ゲ
ームほか　小学生対象
▼ふれあい囲碁将棋教室　12/22㊏14
時～　幼児（保護者同伴）～高年者対象
▼マンカラ大会　12/27㊍14時～　小
学生対象
▼みんなで大掃除　12/28㊎15時～　
小学生以上対象

▼FMひかわ　12/22㊏・23㊗14時～15
時30分　クリスマス番組の制作・放送
　小学3年生以上対象
▼餅つき体験　12/26㊌13時30分～14
時30分　幼児（保護者同伴）以上対象
▼みんなで大掃除　12/28㊎15時～16
時20分　同センター大掃除の後レクリ
エーション　小学生以上対象　定員30
人
▼なかよしランチ　1/9㊌11時30分～
13時　お汁粉作り　幼児と保護者対象
　定員15組

▼わくわくリビング～冬～　12/25㊋
～28㊎、1/4㊎・7㊊10時～16時30分　
会場はコンフォール松原12号棟　宿題
したり・遊んだり自由に　幼児（保護
者同伴）～高年者対象　昼食持参可
▼読み聞かせ「たんぽぽ」　1/10㊍～
～24㊍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
▼初めてのお誕生会　1/30㊌13時～　
平成30年1月生まれ対象　定員12人　
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　ლ1/8
㊋10時から同館へ

▼みんなで遊ぼう「ふれあいグラウン
ド・ゴルフ」　12/26㊌・27㊍10時30
分～（雨天中止）　小学生～高年者対象
▼ふれあいお正月遊び　1/5㊏10時30
分～　小学生～高年者対象
▼新春ふれあい子ども落語　1/7㊊14
時勤労青少年ホーム集合　出演は三遊
亭圓雀　小学生～高年者対象
▼オセロ大会　1/8㊋14時～　小学生
対象　参加賞・優勝賞品あり

柿木公民館 ☎931-3117

新里文化センター ☎927-3362

川柳文化センター ☎936-4088

☎946-3000 5944-3800

■草加健康体操の会高砂教室　第1・2
・4㊌9時30分～11時　高砂コミセンで
　体力作りをし仲間と共に体操しませ
んか　見学・体験可　入会金1000円　
月額1500円　問吉澤☎090-7906-5195
■草加アラ神マジックサークル　第1・
3㊊10時～12時　八幡北小で　初心者
歓迎　不思議な世界の体験をいかが　
マジック用シルクほか贈呈　入会金10
00円　月額1000円　問中山☎941-5053
■コーラスにじいろ　第2・4㊏9時～
11時　八幡コミセンで　のびのび楽し
くがモットーの合唱サークルです　参
加お待ちしております　月額2000円　
問春山☎931-0025
■ボイストレーニング新田西　㊍13時
～15時　新田西文化センターで　発声
法と訓練　合唱やカラオケで発表　入
会金1000円　月額1500円　問藤田☎08 
0-5046-7499
■写経一静　月3回㊊15時～17時　瀬
崎コミセンで　入会金1000円　月額
500円　問秋屋☎927-9141
■勤福健康体操の会　㊌13時～15時　
勤労福祉会館で　入会金1000円　月額
2000円　問小畑☎942-5399
■民踊千乃舞　第1・3㊌11時～13時　
勤労青少年ホームで　民踊です　一緒
に踊りませんか　お待ちしています　
月額1000円　問金坂☎924-6020
■草加市少林寺拳法連盟　㊋・㊎・㊏
18時～21時　谷塚文化センターほかで
　各自の体力に応じて稽古が出来る武
道　4～80歳対象　入会金7000円　月
額5000円　問藤原☎090-6545-9143
■新田平成塾彩りの会（割箸絵手紙）
第3㊍10時～12時　新田小で　月1回楽
しく練習しています　入会金1000円　
3か月2000円　問白須☎931-3728
■新田平成塾スイートレイ（フラダン
ス）　第1～3㊌13時～15時　新田小で
　現在会員15人で楽しく練習していま
す　初心者歓迎　入会金1000円　月額
2000円　問樋口☎942-4022
■新田平成塾書道会　第2・4㊎10時～
12時　新田小で　楽しい会で楽しく書
道を経験してみませんか　入会金1000
円　月額2000円　問荒木☎927-8810
■草俳連（俳句）　第4㊍13時～17時
中央公民館で　世界一短い自分詩で親
睦と地域文化生活向上をしませんか　
月額500円　問杉山☎942-2670
■なかよしリズム（親子あそび）　㊍
11時～13時　氷川コミセンほかで　親
子あそびを通して社会性を養いお互い
の成長を一緒に楽しむ　未就園児対象
　月額500円　問佐藤☎080-6557-2720
■書遊会（筆ペン・ボールペン字）　
月2回㊌13時～15時　アコス6階会議室
で　初心者経験者ともに歓迎　当番等
なし　体験可　月額3000円　問小林☎
922-0035　

■シャンティシャンティ（ヨガ）　㊊
13時～15時　新里文化センターで　ヨ
ガで心身ともにリラックス　女性対象
　入会金1000円　月額2500円　問関本
☎925-3759
■サンライズダンスサークル（社交ダ
ンス）　㊋19時30分～21時　谷塚文化
センターで　プロが親切に指導してい
ます　皆で楽しく　初めての人も大歓
迎　月額4000円　問松田☎924-8500
■草加シルバーダンスクラブ（社交ダ
ンス）　㊍13時～15時…初級・15時～
17時…中級　中央公民館で　入会金
1000円　月額1000円　問鈴木☎090-87 
24-8271
■朋友会（中国語）　㊐10時～12時　
中央公民館で　初・中・上・高級・研究
の5クラス　老師は全員高学歴中国人
女性　3か月9000円　問薄井☎928-1287 
■高砂ヤンキース（軟式少年野球）　
㊏・㊐・㊗　高砂小ほかで　野球が好
きな子集まれ　体験受付中　小1～5年
生対象　入会金2000円　月額3500円　
問松田☎090-9166-9111
■草加太極拳楽園の会　㊐9時～11時
　勤労福祉会館ほかで　心身の健康増
進のため太極拳を始めてみませんか　
月額1500円　問梁瀬☎090-6703-2990
■紺青の会（着付け）　第1・3㊊11時
～13時　勤労青少年ホームで　着る楽
しみ着せる喜び　見学に来ませんか　
月額2500円　問関根☎090-2521-3286
■剛柔流空手道錬心会　㊋…稲荷コミ
セン、㊎…高砂コミセン　いずれも17
時～19時　月額3000円　問若林☎090- 
4174-0791
■草加年金者ダンスクラブ　㊐17時～
19時　谷塚文化センターで　年金者中
心に基本のレッスンをしています　入
会金1000円　月額1500円　問伊勢☎92
8-1276
■八幡平成塾碁くらぶ　㊋・㊎9時～
12時　八幡小で　碁を打ちたい人どな
たでもおいで下さい　初心者歓迎　問
新井☎931-8008
■書道サークル明道　第2・4㊋13時～
15時　中央公民館で　先生の手本の元
習字をします　明るく楽しい教室です
　入会金500円　月額2100円　問水野
☎090-9366-5479
■かりんの会（水彩画）　第1㊏13時
～16時　中央公民館で　水彩画を楽し
みましょう　月額2000円　問神白☎92 
4-7269
■谷塚プアオレナ（フラダンス）　月
3回㊊11時～13時　谷塚文化センター
で　楽しくフラダンスをしています　
月額4000円　問山内☎925-8153
■草加平成塾生け花　第2・4㊐10時～
12時　草加小で　お花のお稽古をしま
しょう　月額1000円　花代1回1080円
　問竹沢☎922-1892
■草加松原五行歌の会　月1回第2㊌ま
たは㊍13時～17時　アコス6階会議室
で　歌は開催日3日前までに提出　1回
1000円　問そねた☎927-5433

▼すくすくクラブ　1/22㊋10時～12時
　リズム体操・簡単工作ほか　乳幼児
と保護者対象
▼谷塚元気ひろば　1/28㊊13時～15時
　新年会（かるた・風船バレー）　65
歳以上対象　定員30人　参加費200円

　1/21㊊・22㊋は施設定期点検のため
休館します
▼こころを結ぶ光のひろば　1/8㊋10
時～12時　点字体験ほか
▼ホッとひと息「子育てサロン」　1/
16㊌10時～　親子友だち作り・簡単工
作ほか　乳幼児と保護者対象
▼にじいろタイム　1/18㊎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」
　1/18㊎13時30分～　胎教と友だちづ
くり　初妊婦対象
▼男の料理教室　1/19㊏10時～13時　
四季の料理　定員10人　参加費1000円
　エプロン・三角巾・布巾持参

▼いっしょに遊ぼう「百人一首体験教
室」　2/23㊏10時～11時30分　小学生
対象　定員20人

▼親子で元気ルーム　1/10㊍10時～11
時30分　親子手遊び・読み聞かせ　乳
幼児と保護者対象
▼地域はつらつ元気体操教室　1/18～
3/15の㊎（1/25を除く）9時30分～11
時　全8回　自宅でできる筋力トレー
ニング・ストレッチほか　おおむね65
歳以上対象　定員30人　室内靴持参

▼すくすくクラブ　1/10㊍10時～11時
30分　手遊び・子育て相談ほか　乳幼
児と保護者対象
▼スポーツ吹矢体験教室　1/17～31の
㊍10時～12時　全3回　成人対象　定
員20人　参加費500円　室内靴持参
▼すくすく講座～牛乳パックで車を作
ろう～　1/18㊎・25㊎10時～12時　全
2回　子どもが乗って遊べる車作り　
乳幼児の保護者対象　定員10組（1歳
以上の保育あり）　参加費1500円　は
さみ持参
▼地域はつらつ元気体操教室　1/21～
3/18の㊊（2/11㊗を除く）9時30分～
11時　全8回　ストレッチ・リズム体
操ほか　おおむね65歳以上対象　定員
30人　室内靴持参
▼おもちゃの病院　1/25㊎10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで

▼紙バンドクラフト干支づくり教室　
1/10㊍13時30分～16時30分　成人対象
　定員10人　参加費500円
▼バイオリン体験講座　1/17㊍・31㊍
17時～19時　全2回　満6歳（保護者同
伴）～小学生対象　定員7人　参加費
2000円
▼「冬に負けない乾燥シワ対策とメイ
クのコツ」講座　1/22㊋10時～11時30
分　成人対象　定員10人　参加費500
円　今使っている化粧品・鏡・ハンド
タオル持参
▼新春そば打ち体験講座　1/27㊐9時
～15時　成人対象　定員9人　参加費
2500円　エプロン・三角布・持帰り用
容器（A4サイズ）・ペットボトル
（350～500㎖）1本持参

定員のあるものは12/21㊎
10時から各館へ申し込みを

5922-3274



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

☎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。

12/21㊎～1/31㊍（祝・休日・年末年始を除く）　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㊎（12/28、1/4を除く）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　1/10㊍・18㊎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　第3㊍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　1/21㊊…住吉児童館☎928-5736　1/10㊍・24㊍…谷塚
児童センター☎925-1856　1/17㊍…新栄児童センター☎942-9876　1/16㊌…
氷川児童センター☎928-2341
■育児電話相談（0歳～就学前の子どもの育児全般）　保健師・管理栄養士が
担当　㊊～㊎8時30分～17時…保健センター☎927-1929または☎922-0200
※㊋9時30分～12時は各保育園でも育児電話相談を開設
■保育ステーション育児相談（電話・来所）　㊊～㊏9時～16時30分…保育ス
テーション☎920-1120
【働く】
■内職相談　㊊…市民相談室／ 12/27㊍、1/17㊍…勤労福祉会館／ 1/10㊍…
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　1/23㊌13時～16時…稲荷コミセン☎922-0825（人権共生課）／
㊊9時～16時…さいたま地方法務局越谷支局☎966-1321
■市民活動相談（団体の会則作成補助・助成金の活用等）㊐～㊏（第3㊌を
除く）8時30分～21時30分…市民活動センター☎920-3580
■市民税務・経営相談（前日12時までに□予・来所）　第2㊍13時30分～16時30
分…草加市社会福祉協議会☎048-263-07815048-261-2626（関東信越税理士会
川口支部）

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

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

㈲東洋開発

㈲イワセポンプ店

㈲平和電気商会

両新田西町246

手代3-11-8

住吉1-12-5

☎928-5520

☎922-2429

☎924-3071

12/23㊗

12/24㊡

12/29㊏

㈲井戸浅水道工事店

㈲やまと水道

東京管工機材㈱

八幡町802

氷川町429-4

住吉1-14-20

☎931-3330

☎927-8519

☎927-0041

12/30㊐

12/31㊊

1/1㊗

月  日 診療科 当番医名 住　所 電話番号
内科

外科

歯科

内科

外科

歯科

内科

外科

歯科

歯科

12/23
㊗

12/24
㊡

12/29
㊏

月  日 診療科 当番医名 住　所 電話番号
内科

外科

歯科

歯科

内科

外科

歯科

歯科

内科

外科

歯科

歯科

12/30
㊐

12/31
㊊

1/1
㊗

レン・ファミリークリニック

草加脳神経外科クリニック

田川歯科医院

大城クリニック

メディクス草加クリニック

城東歯科

山崎胃腸科内科クリニック

新島整形外科

さいとう歯科医院

クリハラ歯科医院

新善町373

栄町2-1-33 1F

草加3-3-11

松原5-1-5

氷川町2149-3

氷川町858-1 2Ｆ

氷川町2129-2

草加2-4-14

谷塚町657-9

八幡町153

☎944-2200

☎949-6112

☎941-0008

☎942-3039

☎920-6161

☎924-6762

☎928-0011

☎943-2711

☎924-3110

☎935-6491

佐藤医院

正務医院

島歯科医院

こすげ歯科医院

神谷医院

土谷メディカルクリニック

樽谷歯科医院

片井歯科医院

草加西部クリニック

豊田クリニック

やこう橋歯科医院

丸田歯科医院

☎925-4952

☎936-7422

☎941-9791

☎922-0055

☎922-2616

☎928-0228

☎935-1541

☎928-1170

☎928-3301

☎930-3636

☎935-6262

☎932-0648

谷塚町831

青柳5-12-13

北谷1-21-6

氷川町237-2-101

吉町3-1-3

谷塚町629

金明町1-1-103

氷川町2134-2

両新田西町456

柿木町1127-1

松江3-7-3

稲荷4-13-16
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。

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
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　年末年始の可燃ごみ収集業務等は次の表のとおりで、1月1日㈷～
3日㈭は休みます。ごみは夜に出さず、必ず収集日の午前8時までに
出してください。
　なお、不燃ごみ・資源物の収集はごみ収集カレンダー、ごみ分別
アプリ（QRコードからダウンロード）で確認してください。
■年末年始の可燃ごみ収集・し尿くみ取り業務　■ごみ分別アプリ

　出生届、婚姻届等の戸籍に関する届け出は、年末年始も市役所第二庁
舎警備員室で受け付けます。

　草加の冬の風物詩として親しまれている旧町周辺の寺社を巡るス
タンプラリー「草加宿七福神めぐり」を開催します。
　押印所は七福神に宝船を加えた8か所。押印したスタンプ台紙は、
新年の思い出としてお持ち帰りください。また、七福神めぐりにあ
わせて、1月1日・3日は甘酒が振る舞われます。
　年明けの草加を歩きながら、家族や友人と七福
神めぐりを楽しんではいかがでしょうか。

■試合

■日時

■会場
■料金
■チケット販売場所

　世界トップレベルに成長した日本バドミントン
界の国内最高峰リーグ試合を草加市で初開催し
ます。市内を練習拠点とするヨネックスチー
ムのほか日本バドミントン界を牽引するトッ
プ選手の白熱した試合を間近で観戦してみませ
んか。
■試合　①男子　三菱自動車 京都 vs 金沢学院クラブ
　　　　②女子　ヨネックス vs NTT東日本
■日時　2月3日㈰8時50分～公開練習
　　　　試合は①午前10時30分～②午後1時30分～
■会場　記念体育館　　
■料金　下表のとおり
■チケット販売場所　記念体育館、市民体育館で

11月かどまちごとでき
　17日・18日の2日間、「国際ハープフェスティバル2018」のメー
ンコンサートが草加市文化会館で開催されました。18日のファイナ
ルコンサートでは、25台のグランドハープ・アンサンブルによる
「菊の花のまつり」などが演奏され、多くの観客がその美しい音色
に酔いしれました。
　　　当フェスティバルに尽力されたヨセフ・モルナール氏が11月
21日逝去されました。ご冥福をお祈りします。

iPhone用 Android用

■スタンプ・
　台紙配置場所
①回向院（布袋尊）
②三峰神社（寿老人）
③八幡神社（恵比寿）
④氷川神社（大黒天）
⑤東福寺（毘沙門天）
⑥谷古宇稲荷神社
　（福禄寿）
⑦出世弁財天（弁財天）
⑧神明宮（七福神宝船）

■1月1日㈷
　午前10時～午後2時
　草加宿神明庵
■1月3日㈭
　午前10時～午後2時
　東福寺

開催期間

年末は28日㈮まで、年始は4日㈮から
可燃ごみは年末は31日㈪まで、年始は4日㈮から

年末年始の閉庁期間

戸籍の届け出は年末年始も
受け付けます

問草加市観光協会事務局（文化観光課内）☎922-24035922-3406

新年の
お出かけは
新年の
お出かけは

次回の広報そうかは1月1日発行です

甘酒
無料配布
（なくなり次第終了）

草加宿七福神めぐり

問廃棄物資源課☎931-39725931-9993
可燃ごみ収集業務等

①

②

③

④

⑤ ⑥

⑦

⑧

追悼

国際ハープフェスティバル2018

問S/J LEAGUE草加大会実行委員会事務局（草加市体育協会内）
　☎928-63615922-1513

問市民課☎922-15425920-1501
1月1日㈷～7日㈪　午前9時～午後4時

12月29日㈯～1月3日㈭
市役所   歴史民俗資料館
サービスセンター  公民館・文化センター
市立病院（一般外来診療）  中央図書館
保健センター  勤労青少年ホーム
子育て支援センター  勤労福祉会館
上下水道部   であいの森(浴場は4日まで）
草加市文化会館  ふれあいの里(浴場は2月28日まで）
教育支援室   きくの里
市民交流活動センター  市民体育館
コミュニティセンター  記念体育館
物産・観光情報センター  吉町テニスコート
児童館・児童センター  総合運動場
環境業務センター  リサイクルセンター
放置自転車保管所 
12月29日㈯～1月4日㈮ 
市民温水プール 
12月31日㈪・1月1日㈷ 
そうか公園テニスコート  工業団地公園野球場
そうか公園多目的運動場  そうか公園キャンプ場

 種別・コース 年末 年始
  月・木コース 12月31日㈪まで 1月7日㈪から
  火・金コース 12月28日㈮まで 1月4日㈮から
  水・土コース 12月29日㈯まで 1月5日㈯から
 し尿くみ取り 12月29日㈯まで 1月4日㈮から

可燃
ごみ

 区分 料金 料金 座席  （前売り） （当日） 
 一　般 1800円 2000円
 高校生 700円 800円 全席
 中学生  500円  自由席
 小学生  300円 

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20日号

市の人口　平成30年12月1日現在　24万8574人（男12万5984人・女12万2590人）/前月比5人増/世帯数11万6150世帯
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