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YouTube 再生回数15,000回突破 !

YouTube 再生回数15,000回突破 !

つるの剛士さん（市制６０周年記念式典スペシャルナビゲーター）

15分間に草加の魅力がたっ
ぷり詰まった素晴らしい作品
ですね！ 僕は藤沢市民なのに
3回も見ちゃいました!

草加市の歴史や地域の魅力をストーリーに織り交ぜたアニメーション『きみの待つ未来へ』。
草加人なら「あっ」と気づく、おなじみの場所がたくさん登場します。あなたのお気に入りの
場所が登場するか、ぜひ探してみてください！ 次のページで作品の魅力を紹介しています。

ばしょ

今すぐ視聴できます！→
（YouTubeのサイト）　きみの待つ未来へ

ともに創ろう
　　　わがまち草加
ともに創ろう
　　　わがまち草加

快適都市の実現
　　　　　に向けて
快適都市の実現
　　　　　に向けて

草加市長 浅井昌志
　明けましておめでとうございます。
　輝かしい新春を、ご家族の皆様とお迎えのこ
ととお慶び申し上げます。

　昨年、草加市は市制60周年を
迎える喜ばしい１年であった一
方、全国各地では、大阪府北部
地震をはじめ大きな災害が発生
しました。改めて自然災害の恐
ろしさを知るとともに、災害に
つよいまちづくりの重要性を再
認識した１年でもありました。
　草加市では防災・減災対策を
最重要課題の一つとしておりま
すが、本年も防災拠点となる新
庁舎の建設や保育園の耐震化推
進、水道管の耐震化事業など、
「安全・安心なまちづくり」を
引き続き進めてまいります。

　これからも60年の歩みを進め
てきた「わがまち草加」におい
て、先人が築いてきた歴史と文
化が息づくまちに住む皆様が、
「このまちに住み続けたい」
「このまちで子どもを育てた
い」「このまちを訪れたい」と
実感できるような魅力あるまち
の実現に向けて、全力で市政運
営に努めてまいります。
　新しく迎えた本年が、市民の
皆様そして草加市にとりまして、
明るく素晴らしい年となります
ことを心から祈念いたしまして、
新年のご挨拶といたします。

草加市議会議長 関一幸
　明けましておめでとうございます。
　市民の皆様におかれましては、健やかに新春
をお迎えのことと、心からお慶び申し上げます。

　日ごろより市議会に対するあ
たたかいご理解と絶大なご協力
を賜り、厚く御礼申し上げます。
　昨年は、市長選挙と市議会議
員一般選挙が同日に行われ、市
民の皆様から信託を受けた28人
が、議員としての活動をスター
トいたしました。今後は、市民
の代表者として、市政発展に尽
力してまいる所存です。
　さて、本市は平成30年11月1
日に市制60周年を迎え、地域に
関わる全ての方に協力していた
だく中で、まちへの愛着や誇り
を感じていただけるよう、様々

な事業を進めております。
　市議会といたしましては、二
元代表制の一翼を担う議決機関
として、市民の皆様のご意見が
反映されている施策であるかを
正しく判断するとともに、議会
機能のさらなる向上を目指して
まいりたいと存じます。
　本年も議会活動に対しご支援、
ご協力を賜りますようお願い申
し上げますとともに、皆様のご
健勝ご多幸を心からお祈り申し
上げまして、新年のご挨拶とさ
せていただきます。

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.1219

31平成 　　年（2019年）

日号1

☎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

1月



榎木淳弥

奥華子 本名陽子

草加せんべいのモザイクアート
「モナリザ」でギネス世界記録® 
に挑戦！（9月30日）

　　草加市を舞台にしたアニメ
『きみの待つ未来へ』を制作・公開
（11月11日） 

　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
が草加小で行われ、縦約13m、横約
9m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ました。

市制60周年記念式典
（11月11日） 
　約1200人の市民の皆さ
んと共に草加市文化会館
で60周年をお祝いしまし

た。第2部ではつるの剛士さんを
ナビゲーターに、ジャズシンガーの

akikoさんによる草加市歌現代版の発表や、
SOKA次世代合唱団とボーカリストで講師の有坂

美香さんによる合唱などで盛り上がりました。

「ふるさとベンチ」を設置
（10月24日）
　公園での思い出やライフイベントの記念を
残そうと寄付されたベンチ8基をそうか公園
とまつばら綾瀬川公園に設置しました。

草加松原展（11月12日）
　「草加松原」の魅力を広く発信しようと、
全国から「草加松原や松」をテーマにした
作品を公募し、入選作品をアコスギャラリ
ーで展示しました。大賞には等々力安昭さ
んの「草加松原・雨」が選ばれました。

綾瀬川左岸広場の新名称が
「まつばら綾瀬川公園」
に決定（11月11日）
　市民の皆さんに長く親しまれてきた
綾瀬川左岸広場の名称を公募し、延べ
193通の応募の中から、海老瀬幹夫さ
んの「まつばら綾瀬川公園」に決定。
市制60周年記念式典で発表されました。

あらすじ
 草加市で生まれ、現在は都
内に暮らす主人公・創多。
結婚を機に新居を探すため、
久しぶりに草加にやってき
た創多はハープ橋で道に迷
ってしまったというアキコ
と出会い、草加市内をめぐ
るが…（再生時間：約15分） 
出演者
 人気アニメ作品に多く出演
している榎木淳弥さんが創
多役、草加市出身の本名陽
子さんがアキコ役でダブル
主演！ 
主題歌「心が帰る場所」
　シンガーソングライター
の奥華子さんが本アニメの
ために書き下ろしたオリジ
ナル曲。

　平成30年11月1日に市制施行60周年を迎えた草加市。この1年、
多くの市民の皆さんにご参加いただきながら、様々な記念行事を
行いました。

周年を振り返って…
大相撲草加場所（4月12日）
　平成20年以来10年ぶり、5回目となった大相
撲草加場所。記念体育館で開催され、約3800 
人が迫力ある取組を間近で楽しみました。

古浄瑠璃「越後國柏崎 弘知法印御伝記」
　　草加公演（5月6日）

　本市の奥の細道文学賞に関わり
が深い日本文学研究者のドナルド
・キーンさんらが復活に関わった
同演目の初段から三段がアコスホ
ールで上演されました。当日は、
キーンさん、鳥越文蔵さん、黒田
杏子さん、キーン誠己さんらの対
談も行われ、貴重な催しとな
りました。

ばしょ

② 草加人のための情報紙　広報「そうか」市制60周年を振り返る2019年1月1日号
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①新年の恒例行事　草加宿七福神めぐり（1月1日～7日）
②新成人のつどい（1月8日）
③動く見守り110番！草加市地域防犯活動の連携に関する協定（1月18日）
④草加市オリジナル保険制度「入って安心！RinRinそうか」創設（2月1日）
⑤草加松原太鼓橋ロードレース大会（3月11日）
⑥スポーツを通じた健康づくりへ　㈱コナミスポーツクラブと連携協定（3月16日）
⑦札場河岸公園ライトアップ（3月19日～4月8日）
⑧草加さくら祭り（3月25日～4月1日）
⑨草加八潮消防局の高度救助隊　埼玉SMARTに加入（4月1日）
⑩NHK「民謡魂　ふるさとの唄」公開収録（4月8日）
⑪春の子どもフェスタ（4月29日）
⑫お休み処草加宿芭蕉庵オープン（5月16日）
⑬テレビ東京「緊急SOS!池の水ぜんぶ抜く大作戦」をそうか公園で公開収録
（5月20日）
⑭いじめ撲滅へ　匿名報告・相談アプリ「STOP it」導入（5月30日）
⑮5年ぶりの開催！第15代草加さわやかさんコンテスト（6月10日）
⑯草加市青少年相撲大会　追手風杯を総合1位に授与（6月16日）

⑰⑱草加朝顔市・草加松原夢祭り（7月1日）
⑲「草加ふささら」草加駅前よさこいサンバフェスティバル（7月21日・22日）
⑳彩の国プラチナキッズに草加っ子が4人同時選出（8月2日）
㉑夏の風物詩　草加市民納涼大花火大会（8月4日）
㉒カード型下水道広報パンフレット「マンホールカード」配布開始（8月11日）
㉓全国中学校体操競技選手権大会　男子団体で栄中が三連覇（8月22日）
㉔パリポリくんバススタンプラリー　BUSタオルをプレゼント（9月20日～）
㉕今井宏氏名誉市民顕彰式（10月1日）
㉖田中和明前市長退任式（10月26日）
㉗浅井昌志新市長初登庁（10月29日）
㉘㉙㉚草加ふささら祭り・市制60周年記念花火（11月3日・4日）
㉛カーソン市使節団来草　市制60周年記念式典に参加（11月11日）
32第30回国際ハープフェスティバル（11月17日・18日）
3334自分たちの地域は自分たちの手で！市内33か所一斉避難所運営市民防災
訓練（町会連合会主催）（11月18日）
3536街グルin草加・福祉まつり（11月25日）
37第50回農業祭（12月9日）

㉒

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③2019年1月1日号2018年を振り返る



　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。
■健康づくり審議会＜健康づくり課☎922-02005922-1516＞
…1月17日㈭午後2時～　保健センター集団指導室で
■振興計画審議会＜総合政策課☎922-07495927-4955＞
…1月17日㈭午後7時～　市役所西棟第1・2会議室で
■国民健康保険運営協議会＜保険年金課☎922-15925922-3178＞
…1月24日㈭午後1時30分～　市役所第二庁舎第1・2委員会室で
■小中学校通学区域審議会＜学務課☎922-26745928-1178＞
…1月25日㈮午前10時～　ぶぎん草加ビル教育委員会会議室で
■男女共同参画審議会＜人権共生課☎922-08255927-4955＞
…2月5日㈫午後2時～　市役所西棟第3会議室で
■情報公開・個人情報保護審議会＜庶務課☎922-09545922-3091＞
…2月6日㈬午後2時～　市役所西棟第1会議室で
■地域福祉連絡協議会＜福祉政策課☎922-12345922-1066＞
…2月6日㈬午後3時～　市役所西棟第3会議室で
■地域経営委員会＜総合政策課☎922-07495927-4955＞
…2月7日㈭午前10時～　市役所西棟第3会議室で
■在宅医療・介護連携推進協議会＜長寿支援課☎922-28625922-32
79＞
…2月7日㈭午後1時30分～　高砂コミセン集会室で

　市ホームページのトップページの閲覧数は月間平均8万回
（平成30年4月～11月）。掲載されたバナー広告は多くの人に
閲覧される有用な媒体として期待できます。掲載ページは2タ
イプがあります。
　①トップページ…6つのメニューページ全てに掲載できます。
割安になる長期掲載料のコースもあります。
　②暮らしのできごとページ…8つのテーマで構成されたメニ
ューページのいずれか1つを選択でき、特定のターゲットにア
ピールすることができます。
■掲載料（月額）
　①トップページ…3万円、②暮らしのできごとページ…3000円
■長期掲載料（①トップページのみ。全額前払い）
　掲載期間6か月で15万円、1年間で30万円
■バナー規格
　天地60ピクセル×左右150ピクセル（固定）
　10KB以内でGIF（アニメGIF不可）またはJPEG形式
■掲載期間
　毎月1日～末日の1か月単位で、最長1年間（更新可）。
　掲載申込書等は市ホームページから入手できます。

　遊休不動産を活用してまちの
課題を解決するビジネスを生み
出すリノベーションスクール。
最終日に事業提案のプレゼンテ
ーションを行い、実現を目指し
ます。草加のまちに新たな変化
を起こす提案を聞きに来ません
か。希望者は午後5時からのク
ロージングパーティー（参加費
3000円）にも参加可。
■日時　1月27日㈰午後2時～4時15分
■会場　高砂コミセン　■定員　100人（先着順）
■申し込み　1月25日㈮までに氏名、住所、電話番号、メールアド
レス、クロージングパーティー参加の有無を産業振興課へ。

　草加市市民便利帳は、各種行政に関する市役所窓口での手続きや
暮らしに役立つ情報を、市内にお住まいの皆様にお知らせするため、
市と㈱サイネックスの官民協働事
業で発刊するガイドブックです。
　1月31日㈭頃までに全戸配布し
ます。1月を過ぎても届かない場
合は、問い合わせてください。

　1月1日付けで久恒三平氏と
山田隆一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12月31日ま
で。
　久恒氏は、東京弁護士会人
権擁護委員副委員長、東京地
方裁判所民事調停委員などを
歴任し、今回で3期目。　
　山田氏は、埼玉県行政書士会草加支部支部長、同行政書士会草加
支部相談役などを歴任し、今回で2期目。

　「市内商店会会員店」や「そう☆か
～Do加盟店」の中から選んだ約300店
の情報やお得なクーポンをまとめた
「草加クーポンブック」を1月下旬か
ら全戸配布します。飲食店だけでなく、
物販やサービス店など多種多様なお店
の情報などがつまっています。
　クーポンブック片手に市内のお店へ
足を運び、お気に入りのお店を探して
みてはいかがですか。

※A5判・約70ページ・画像はイメージです
※有効期限：3月末まで

草加市

市民便利帳って
？

　草加の四季折々の自然や文
化、観光など様々な地域の特
色や魅力を盛り込み、公共施
設の案内や防災、子育て、医
療・福祉関係等の行政情報を
紹介しています。

久恒 三平氏

Ａ4判・フルカラー・約150ページ

山田 隆一氏

審議会等の開催日程市ホームページに掲載する
　　　　　有料バナー広告を募集
問広報課☎922-05495922-3041

問産業振興課☎922-34775922-3406

「草加クーポンブック」で
お得に楽しもう！

お得なクーポンが盛りだくさん！

市内のお店で利用できる

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

公開プレゼンテーション見学者募集
リノベーションスクール＠そうか

問広報課☎922-05495922-3041

1月31日頃までにお届けします
草加市市民便利帳2019を全戸配布

問人権共生課☎922-08255927-4955

人権擁護委員に
久恒 三平氏と山田 隆一氏を委嘱

④ 草加人のための情報紙　広報「そうか」市政情報2019年1月1日号



　18歳以下で、保護者が交通事故で死
亡または重い障がいを負った交通遺児
等を対象に援護金を給付しています。
給付額は子ども1人につき年額10万円。
支給は5月上旬。要件等の詳細は問い
合わせてください。ლ交通対策課や学
校で配布する申請書類に記入し、1/31
㊍までにみずほ信託銀行浦和支店へ。
問県防犯・交通安全課☎048-830-2958

　埼玉県都市競艇組合は草加市を含む
15市で構成されています。ボートレー
ス事業の収益金は、市内の道路整備に
充てられています。なお、競艇の開催
期間は1/19㊏～22㊋、25㊎～28㊊、31
㊍～2/4㊊、14㊍～17㊐、3/28㊍～31
㊐。会場はボートレース戸田。問財政
課☎922-07615922-1547

　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　1/8㊋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）☎932-67755932-
6779
■介護者のつどい　1/12㊏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　1/16㊌13時15分～
14時30分。会場は勤労福祉会館。問新
田（包）☎946-05205946-0523
■介護者のつどい　1/16㊌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
■誰でもできる気功　1/18㊎9時15分

　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　1/12㊏13時30分
～15時30分。テーマ「水分補給の必要
性について｣。定員20人。参加費100円

　県内の飲食店や給食施設などで就業
している調理師（パート・アルバイト
含む）は、2年ごとに従事施設の届け
出が必要です。1/15㊋までに、平成30
年12/31現在の氏名・免許番号・従事
施設名等を指定様式で埼玉県調理師会
へ。指定様式は同会ホームページから
入手可。問埼玉県調理師会☎048-862-6 
4435048-711-2637

　経済的な理由で就学が困難な新小学
1年生の保護者に、入学前にランドセ
ル等の学用品を購入する費用（4万600
円）を援助します。次のいずれかの措
置を受けた人対象。○生活保護の停止
または廃止○児童扶養手当の支給（児
童手当ではありません）○世帯所得に
より必要と認められた人。ლ1/7㊊～
31㊍に申請書（市ホームページでも入
手可）を学務課へ。問学務課☎922-26 
745928-1178

新小学1年生に入学準備金を
入学前に支給

楽しいお正月だからこそ
食品ロスを減らしましょう

地域包括支援センター (包)
介護予防教室・介護者のつどい

川口税務署からのお知らせ

交通遺児等対象の援護金給付

ボートレース事業の収益金で道路整備

調理師業務従事者届の提出を

○平成30年分の確定申告から配偶者控
除・配偶者特別控除が改正
●配偶者控除　申告者本人の合計所得
金額が1000万円を超える場合は、配偶
者控除を受けられないこととなりまし
た。また、控除額について、改正前は
一律38万円とされていましたが、改正
後は、申告者本人の合計所得金額に応
じ、①900万円以下の場合は38万円、
②900万円超950万円以下の場合は26万
円、③950万円超1000万円以下の場合
は13万円となります。
※老人控除対象配偶者の場合は控除額
が異なります。
●配偶者特別控除　配偶者特別控除の
対象となる配偶者の合計所得金額が38
万円超123万円以下とされ、申告者本
人の合計所得金額によっても控除額が
異なることとなりました。詳細は、国
税庁ホームページ「タックスアンサー
No.1195」を確認してください。なお、
申告者本人の合計所得金額が1000万円
を超える場合は、配偶者特別控除の適
用はありません。
問川口税務署☎048-252-5141

オレンジカフェ（認知症カフェ）

　まだ食べられるのに捨てられてしま
う食べ物、「食品ロス」が日本では年
間約646万t発生していると言われてい
ます。これは世界中で飢餓に苦しむ
人々への食糧援助量の約2倍に相当す
る量です。お正月は大勢で集まる機会
が多く、料理がたくさん振る舞われる
時期ですので、食べ残しをせず、食品
ロスの削減にご協力をお願いします。
問廃棄物資源課☎931-39725931-9993

　1/22㊋13時30分～15時。会場は草加
市文化会館。遺品整理人からのアドバ
イス。定員50人。ლ1/7㊊からシルバ
ー人材センターへ。☎928-92115928- 
9209

　1/26㊏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

　1/16㊌18時～20時30分。会場は市民
活動センター。地域で取り組む地域福
祉の先進的な事例を紹介します。講師
は草加市にみんなの保健室をつくる会
の服部満生子さん、色彩みらいの宮口
成子さん。定員50人。ლ1/4㊎から同
センターへ。ファクス・メール（QR
コード）も可。☎920-35805925-1872

まちづくり講座「社会貢献
ビジネスで地域を元気にし
よう！～福祉事業にまなぶ
収益確保のステップ～」

草加の地場産業　
レザークラフト体験

断捨離講座
「今すぐ始める片付けのコツ」　

～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。
動きやすい服装で。ლ1/7㊊から草加
中央・稲荷（包）へ。☎959-91335922-
3801
■コツコツ貯筋体操　1/23㊌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｡ლ1/7㊊か
ら安行（包）へ。☎921-21215928-8989
■はつらつチャレンジ教室　1/25㊎13
時15分～14時45分。簡単なストレッチ
や筋力トレーニング。会場は川柳文化
センター。65歳以上で軽い運動ができ
る人対象。定員30人。室内靴持参。ლ

1/8㊋から川柳・新田東部（包）へ。☎
932-70075931-0993
■いきいき体操教室　1/28㊊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。
動きやすい服装で。ლ1/7㊊から谷塚
西部（包）へ。☎929-00145929-5222
■介護者のつどい　2/1㊎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
■笑いと音楽のハーモニー　2/1㊎13
時30分～15時。会場は勤労福祉会館。
65歳以上対象。定員70人。みんなで笑
い歌ってリラックス。ლ1/7㊊から新
田（包）へ。☎946-05205946-0523

■草加キングス・ガーデン　1/12㊏14
時～16時。テーマ「高齢者の冬のスキ
ンケア」。参加費100円
■デイサービスセンター草加　1/12㊏
14時～16時。健康体操「ピカッとブレ
イン」。参加費100円
■埼友草加病院　1/19㊏14時～16時。
埼玉県警劇団ひまわりによる高年者防
犯指導。定員100人。参加費200円
■ボンセジュール草加　1/26㊏13時30
分～15時30分。認定看護師による脳卒
中リハビリの講話。定員40人。参加費
100円。室内靴・ビニール袋持参

平成30年の市内交通事故状況（前年比）12月20日現在　人身事故786件（－141）　死者7人（－1）

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。

1月の
納税
・
納付

市県民税（普通徴収） 第4期
国民健康保険税（普通徴収）  第8期
後期高齢者医療保険料（普通徴収） 第7期

介護保険料（普通徴収） 第8期

1/31㊍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

1/31㊍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）

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（12/30を除く）
㊌（1/2・㊗・㊡を除く）21時まで

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

納税は便利な口座振替で

「桃の節句展」
～つるし雛に願いを～

　桃の節句に合わせ、市民が
制作した色とりどりのつるし飾
りのほか、収蔵品の御殿飾り、源
氏物語貝合わせ、7段飾りひななど季
節感あふれる品々を展示します。
■日時　2/1㊎～3/10㊐
■会場　歴史民俗資料館
問同館☎922-04025922-1117

●
●
●
●
●
●
企
画
展

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」 2019年1月1日号



　1/29㊋10時～12時30分。会場は中央
公民館。香りの感じ方には個人差があ
ります。香害と、香害に悩む人に対す
る香りのエチケットについて学びます。
生活クラブ生協と共催。定員40人。ლ

1/4㊎からくらし安全課へ。☎941-61 
115941-6157

■バスケットボール大会　2/10㊐・11
㊗・17㊐。会場は記念体育館。ミニバ
スケットの部や中学生の部、一般の部
（男女）などの試合を観覧できます。
問草加市体育協会☎928-63615922-15 
13
■市民スキー競技会　2/16㊏8時30分
福島県グランドサンピア猪苗代リゾー
トスキー場集合、17時現地解散。種目
は大回転。小学生以上対象。参加費大
人5000円、小学生～高校生1000円。ლ

2/8㊎までに草加市スキー連盟ホーム
ページから申込用紙・振込用紙を入手
し、同連盟へ。問市民温水プール☎93 
6-68245935-8981

草加市民体育祭

里親入門講座

　1/29㊋13時30分～15時30分。市役所
本庁舎西棟会議室。定員5人（当日先
着順）だれもが幸せなまちをつくるた
め、自治の基本を定めた「草加市みん
なでまちづくり自治基本条例」の市民
検証委員会を開催します。傍聴を希望
する人は会議開催15分前に会場へ。問
みんなでまちづくり課☎922-0796592 
2-3406

みんなでまちづくり自治基本条例
市民検証委員会を開催

みんなでまちづくり会議

生涯学習体験講座 普通救命講習会Ⅲ

みどりの教室

マンションライフセミナー

平成塾体験講座

　1/30㊌19時～21時。会場は中央公民
館。議題は「ふるさとまちづくり」。
まちづくり登録員対象。これからまち
づくりを始めたい人も登録すれば参加
できます。問市民活動センター☎920- 
35805925-1872

　2/2㊏14時～16時。会場はであいの
森。早春の寄せ植え。中学生以上対象。
定員15人。参加費2000円。移植ごて・
手袋・持ち帰り用の袋持参。ლ1/7㊊
からみどり公園課へ。☎922-1973592 
2-3145

中央図書館　古本市

　本・雑誌など約1万冊（1人30冊ま
で）を無料譲渡します。これを機に読
書の1年をスタートしてみませんか。
■日時　2/2㊏9時～15時（13時25分ま

では25分ごとの入れ替え制。
13時30分からは入場自由）入
場券は当日9時から同館正面
玄関前で配布。

■会場　中央図書館
■定員　各回70人（要入場券）
　キャリーバッグ等の持ち込みは禁止
（手提げ・リュックサックは可）問中
央図書館☎946-30005944-3800

　2/3㊐13時30分開演。会場は草加市
文化会館。出演は松江中吹奏楽部・ド
レミファハンドベル隊・草加市演奏家
協会会員ほか。料金一般1000円（高校
生以下無料。要整理券）。ლ草加市文
化会館ほかプレイガイドへ。☎931-93 
255936-4690

　2/2㊏9時～12時。会場は草加消防署。
乳幼児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。ლ1/28㊊まで
に草加消防署へ。☎924-21145924-09 
65

　2/5㊋13時30分～15時15分。会場は
高砂コミセン。「ハープと歌によるこ
ころのケア」と題した講演やハープ演
奏を横になって鑑賞ほか。講師はリミ
ナル・ハープ奏者の佐野正子氏。定員
50人。バスタオル持参。ლ1/8㊋から
草加八潮医師会在宅医療サポートセン
ターへ。☎959-99725959-9982

■淡水パールと天然石のロングネック
レス作り　2/1㊎10時～11時30分。会
場は新田西文化センター。定員15人。
材料費1000円。机に敷くハンドタオル、
あればアクセサリー工具持参
■終活の準備～整理と墓じまい～　
2/5㊋10時～12時。会場は中央公民館。
定員30人。資料代200円
■資格にチャレンジ！宅建士講習会　
2/7～21の㊍10時～12時。全3回。会場
は草加市文化会館。定員24人。資料代
1000円
■みんなで踊ろう日本民踊　2/12～26
の㊋11時～12時30分。全3回。会場は
八幡コミセン。定員30人。室内靴持参
■着付け講座「式典の装い」　2/22～
3/8の㊎14時～16時。全3回。会場は新
里文化センター。定員8人。着物一式
持参
ლ生涯学習課へ。☎922-28195922-34 
98

■青柳平成塾（編み物）　1/31㊍・
2/7㊍13時30分～15時30分。全2回。会
場は青柳小。帽子作り。材料費1700円。
あれば15号編み棒4本持参
■草加平成塾（生け花）　1/22㊋、2/
12㊋10時～12時。会場は草加小。花代
1回1080円
ლ生涯学習課へ（生け花は開催3日前
まで）。☎922-28195922-3498

　共同・連携し快適な暮ら
しを作っていくための講演、参加者に
よる情報交換会と個別相談会。2/9㊏
13時～。会場は草加市文化会館。講演
は埼玉県マンション管理士会による
「マンションの裁判外紛争解決制度に
ついて」、社会福祉協議会による「孤
独死から考えるマンションでの暮らし
方」。マンション管理組合役員または
居住者対象。ლ個別相談会希望者は
2/1㊎までにはがきに氏名・参加人数
・住所・マンション名・電話番号・相
談内容を記入し〒340-8550都市計画課
へ。ファクス、メール（QRコード）
でも可。☎922-18965922-3145

在宅療養虎の巻講座　
今だから｢最期｣を考える
～納得いくゴールを目指して～

　2/4㊊・5㊋10時～15時30分。会場は
草加市文化会館。定員90人。介護予防
・日常生活支援総合事業では、既存の
介護保険事業所が提供するサービスの
ほか、NPO法人や民間企業、住民ボ
ランティアなどによって通所介護・訪
問介護のサービス提供を行うことがで
きます。その担い手となるには介護福
祉士や看護師などの資格を有するか、
この研修の受講が必要です。研修では
制度概要や介護の基礎や実態について
学びます。ボランティアや地域の活動
に興味のある人の参加をお待ちしてい
ます。ლ1/31㊍までに草加市社会福祉
協議会へ。☎932-67705932-6779

介護予防・日常生活支援総合事業
担い手研修会

みんなでつくる
「ドレミファそうかコンサート」

男女共同参画さわやかサロン
「一期一会」写真展作品募集

消費生活講座「あなたは知っていま
すか？香りによる健康被害のこと」

　1/26㊏14時～16時。会場は春日部市
教育センター。里親制度の説明と現役
里親の体験談、質疑応答。定員45人。
ლ越谷児童相談所へ。☎975-4152597 
7-3200

　年齢や性別にかかわらず、人生は一
期一会の出会いの連続です。そんな人
生を彩る一瞬一瞬の出会いを表現した
写真を募集します。サイズはキャビネ
2L判以上、人物を撮影する場合は必
ず許可を得ること、必ずテーマを付け
ること。応募写真は返却しません。な
お、写真展は2/1㊎～27㊌男女共同参
画さわやかサロンで、2/28㊍～3/5㊋
は草加市文化会館フリースペースで開
催。ლ1/7㊊～30㊌に〒340-0013松江

1-1-5男女共同参画さわやかサロンへ。
☎931-93255936-4690

1月の「なくそう暴力」標語　暴力を　なくして咲かそう　笑顔の花

　児童・生徒による学校給食のポスタ
ー等の作品掲示。2㊏は人形劇による
栄養指導の実演、学校給食の試食会、
スタンプラリーなどを行います。
■日　時　2/2㊏～4㊊10時～15時
　　　　　（2㊏は17時まで）
■会　場　草加市文化会館
■試食会　2/2㊏12時～（当日10時か
ら会場で整理券を配布）。コーンピラ
フ、かじきとポテトのオーロラソース、
海草サラダ、豆乳シチュー、ぶどうゼ
リー。定員200人。

問学務課☎922-26855928-1178
学校給食展

～淡路人形 VS 八王子車人形～
人形浄瑠璃腕比べ
5/19㊐13時30分開演

　国指定重要無形民俗文化財に指定されてい
る淡路人形浄瑠璃と国の選択無形民俗文化財
である八王子車人形両方の演目が楽しめる貴
重な公演です。人形遣いと人形が一体となっ
ておりなす伝統芸をぜひご覧ください。

■会場　草加市文化会館
■演目　「生写朝顔日記　摩耶ヶ嶽の段」
「東海道中膝栗毛　赤坂並木より古寺の段」
■料金　一般3000円、小中学生500円
　　　　（全席指定、未就学児の入場不可）
ლ1/19㊏10時から草加市文化会館ほかプレイ
ガイドへ。☎931-93255936-4690

⑥ 2019年1月1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」



GO!GO!チャレンジ スポーツ吹矢

草加市レクリエーション大会

カローリング大会

　2/1㊎～20㊌は空調設備改修工事の
ため休館します。問みんなでまちづく
り課☎922-07965922-3406

　2/16㊏10時～12時。会場は歴史民俗
資料館。定員15人。小学生（保護者同
伴）対象。紙コップや千代紙などを使
って小さいひな人形作り。ლ1/4㊎か
ら同館へ。☎922-04025922-1117

　2/13㊌13時～15時。会場はであいの
森。60歳以上対象。定員15人。材料費
200円。エプロン・ゴム手袋・ピンセ
ット・雑巾持参。ლ1/7㊊10時から電
話で同館へ。☎936-27915936-2792

草加ミュージックフェスティバル

苔玉を作ろう

【2月採用】
①自動車運転手（臨時職員）
　勤務は㊊～㊎8時30分～17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車限定
は不可）以上所持者対象。募集は1人。
時給955円。面接は1/22㊋。
②清掃作業員（臨時職員）　
　勤務は㊊～㊎8時30分～17時。場所
は環境業務センター。粗大ごみの収集
業務ほか。62歳以下の人対象。募集は
1人。時給955円。面接は1/22㊋。
ლいずれも1/18㊎（必着）までに履歴
書（①は免許証の写しも）を〒340-85
50職員課へ。☎922-09835922-3098

【4月採用】
①消費生活相談員（非常勤）
　勤務は㊊～㊎の週3日程度で9時30分
～16時30分。場所は勤労福祉会館内消
費生活センター。売買や契約等に関す
る相談、アドバイスほか。60歳以下で
消費生活相談員資格試験合格者または
みなし合格者対象。募集は2人。日額
9500円（交通費込み・昇給制度あり）。
面接は1/24㊍。
②土木作業員（非常勤）
　勤務は㊊～㊎の8時30分～17時。場
所は維持補修課。運転業務、道・水路
のパトロール、補修作業ほか。63歳以
下で普通自動車運転免許（AT車限定
は不可）以上所持者対象。募集は1人。
日額7700円（交通費込み）。面接は1/
23㊌。
③排水設備事務嘱託員（非常勤）
　勤務は㊊～㊎のうち月16日以内で8
時30分～17時。場所は下水道課。宅内
排水設備工事に係る完了検査、調査ほ
か。60歳以下で普通自動車運転免許証
（AT限定車も可）以上を保持し、下
水道業務経験者対象。募集は1人。日
額7700円（交通費込み）。面接は1/23㊌。
ლいずれも1/18㊎（必着）までに履歴
書（①は資格証等の写し、②③は免許
証の写しも）を〒340-8550職員課へ。
☎922-09835922-3098
■子ども教育連携教員（常勤）
　中学校教員による小学校への乗り入
れ授業を行うための教科指導・補助・
準備手伝い、幼保小中の連携業務、校
内外事務・業務を行います。勤務は
4/1㊊～9/30㊊（更新の可能性あり）
の週5日で8時30分～16時45分のうち7
時間30分（長期休業中を含む）。場所
は市内小・中学校。中学校教員免許所
有者または3/31までに取得見込者対象。

草加市手話通訳者認定試験

土曜体験教室「ひなかざりを作ろう」

瀬崎コミセン臨時休館

　2/7～28の㊍15時30分～17時。全4回。
会場は総合運動場。年長～小学1年生
対象。定員30人。参加費500円。ლ1/15
㊋（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。同協会ホー
ムページからも応募できます。応募多
数の場合は抽選。☎928-63615922-1513

　2/3㊐10時30分～15時。会場は中央
公民館。スポーツ吹き矢、カローリン
グやレクリエーション協会会員による
民踊・ダンスなど。スタンプラリー参
加者に景品あり。問スポーツ振興課☎
922-28615922-3172

　2/7㊍13時～18時。会場は草加市文
化会館。大企業が保有する開放特許
（技術・アイデア）を紹介し、企業の
新規事業展開等へつなげるための交流
会を開催します。県南東部、足立区に
立地する企業対象。ლ1/25㊎までに産
業振興課へ。☎922-34775922-3406

　2/16㊏9時～。会場は市民体育館。
小学生以上対象。定員32チーム（1チ
ーム4人）。参加費1チーム1000円。室
内靴持参。ლ1/8㊋～2/6㊌に記念体育
館、市民体育館、市民温水プール、ス
ポーツ振興課で配布する申込書に参加
費を添えて各施設へ。☎928-6361592 
2-1513

　2/19㊋10時30分～12時。会場は草加
市文化会館。多様化するライフスタイ
ルと伸びていく寿命。長い人生につい

　2/15㊎14時～16時。会場は歴史民俗
資料館。定員60人。ლ1/4㊎から電話
で同館へ。☎922-04025922-1117

自社製品開発ミーティング～大企業
の開放特許を活用した新事業展開

男女共同参画講座
「人生に必要なお金のはなし」

スポーツ教室
はじめてのベースボール教室

れきみん講座
「古代社会の支配構造について」

　2/23㊏16時～20時・24㊐16時～19時
20分。会場は草加市文化会館。地元ポ
ピュラー系の音楽家による音楽祭。出
演は23㊏にケセラン・パサランほか、
24㊐に北原ミレイ、Jimbo'sジャズオ
ーケストラほか。料金は両日共通で18
歳以上2500円（当日は500円増し）、
小学生～高校生500円（全席自由、未
就学児無料）。23㊏のみは18歳以上
1000円、高校生以下無料。24㊐は両日
共通券のみ有効。ლ草加市文化会館ほ
かプレイガイドへ。☎931-9325 593
6-4690

　2/24㊐9時45分～15時。会場は中央
公民館。受験資格は市内在住の平成11
年4/2以前生まれで、手話通訳者養成
講座の修了者または同程度の技術を有
し、1年以上の手話活動経験がある人。
試験内容は手話表現、手話の読み取り
（読取筆記・読取口頭）、筆記、面接。
ლ草加市社会福祉協議会と障がい福祉
課で配布する申込書を記入し1/7㊊～
18㊎（必着）に〒340-0013松江1-1-32
同協議会へ（持参も可）。☎932-6770
5932-6781

高年者向け

子ども・親子向け

　2/20㊌・27㊌、3/6㊌10時～11時30
分。全3回。会場はであいの森。60歳
以上対象。定員15人。ლ1/11㊎10時か
ら電話で同館へ。☎936-27915936- 
2792

募集は11人。時給1830円。交通費、社
会保険等、年次有給休暇あり（条件あ
り）。ლ1/18㊎までに指定の履歴書
（市ホームページからも入手可）を子
ども教育連携推進室へ。代理持参不可。
面接は1/21㊊・22㊋を予定。☎922-34
945928-1178
■児童館・児童クラブ（臨時職員）
　児童館での遊びの企画・指導または
放課後児童クラブでの小学生の生活サ
ポート。勤務は㊊～㊏のうち5日で9時
30分～18時（時差勤務あり）。時給
960円（保育士資格者1060円）。賞与
・有給休暇等あり。ლ1/31㊍までに履
歴書（保育士は資格証の写しも）を〒
340-8550子ども育成課へ。☎922-1448
5922-3274
■児童発達支援センター（あおば学
園）保育職（臨時職員）
　勤務は㊗を除く㊊～㊎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。58歳以下対象。時給：保育
士1060円、児童指導員・児童福祉事業
の経験者等960円。賞与あり。
■児童デイサービスセンター（子育て
支援センター内）
保育職（臨時職員）　勤務は㊗を除く
㊊～㊎8時30分～19時までのうち7時間
30分。直接支援、集団療育等。58歳以
下対象。時給：保育士1060円、幼稚園
教諭・児童指導員・児童福祉事業の経
験者等960円。賞与あり。言語聴覚士
（非常勤嘱託員）　勤務は㊗を除く㊊
～㊎までのうち月16日から20日で8時
30分～19時のうち7時間30分。63歳以
下・有資格者対象。集団療育、直接支
援、保護者支援、特別支援計画の作成。
日額1万1700円～1万6900円。
ლいずれも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。☎941-67915941-6828
■小・中学校（臨時職員）
　勤務は4～9月（予定）（8月は3日間、
延長あり）で㊊～㊎8時30分～17時の
うち指定の時間。22歳以上65歳未満対
象。交通費支給（上限あり）。
学校司書　勤務は1日4時間で月12日。
時給940円。募集は32人。学習補助員
　勤務は1日6時間で月15日。時給940
円（教員免許所有者は1190円）。募集
は51人。国際理解教育補助員　勤務は
1日6時間で月10～13日。時給は970円。
募集は8人程度。学力向上推進補助員
　勤務は1日6時間で月15日。教員免許
所有者対象。時給1190円。募集は6人
ლ1/21㊊～2/1㊎に指導課または市ホ
ームページで配布する履歴書を同課へ
持参。☎922-27485928-1178

て、お金の視点から今、もう一度考え
てみませんか。講師は1級ファイナン
シャル・プランニング技能士の片桐佳
子さん。定員30人。応募多数の場合は
抽選。ლ1/21㊊～2/14㊍に〒340-0013
松江1-1-5男女共同参画さわやかサロン
へ。☎931-93255936-4690

　雄大な自然あふれるモンゴルの美しい風
景を堪能できる写真展です。草加市モンゴ
ル交流協会主催。
■日時　1/22㊋～24㊍10時～17時
　　　　（24㊍は15時まで）
■会場　アコスギャラリー大

問みんなでまちづくり課
　☎922-07965922-3406

モンゴル大草原
  写真展
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▼オセロ大会　1/17㊍、2/7㊍　マン
カラ大会　1/24㊍、2/14㊍　いずれも
15時30分～　小学生対象
▼板落とし大会　1/31㊍15時30分～
小学生対象
▼ふれあい囲碁将棋教室　1/12・26、

2/9の㊏14時～　幼児（保護者同伴）
～高年者対象
▼おもちゃ病院　1/24㊍10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで

▼ダイヤ凧作り　1/4㊎13時30分～16
時　幼児（保護者同伴）以上対象
▼パパサロン・リズム＆ストレッチ　
1/13㊐11時～12時　0～2歳児と保護者
対象　定員15組
▼七輪タイム　1/14㊗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
▼ママのためのリラックスヨガ　1/17
㊍、2/21㊍15時～15時40分　0～2歳児
と保護者対象　定員15組
▼洋服・靴のくるくるリサイクル　
1/28㊊11時～12時　乳幼児の不要な洋
服・靴の交換　0～2歳児の保護者対象
▼子ども歳時記「節分」　2/3㊐14時
～　幼児（保護者同伴）以上対象
▼おもちゃ病院　2/7㊍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
▼家族で遊ぼう　2/10㊐10時30分～11
時30分　バレンタインチョコ作り　幼
児と保護者対象　定員15組　バレンタ
インスペシャル　2/11㊗13時30分～、
15時～　ホットチョコスティック　小
学生以上対象　定員各10人
▼なかよしランチ　2/13㊌11時30分～
13時　幼児と保護者対象　定員15組
ワークわくランチ　2/17㊐10時30分～
13時　小学生以上対象　定員10人　い
ずれもちらし寿司作り

▼制作週間　1/4㊎～14㊗10時～16時
　吹き駒作り　小学生対象
▼親子で作ろう　1/11㊎・25㊎14時45
分～15時30分　折り紙で駒作り　3歳
以上の未就学児と保護者対象　定員各
10組
▼マンカラ　1/12㊏　オセロ　2/2㊏
　いずれも14時～　小学生対象　参加
賞あり
▼ママと一緒のリズム遊び　1/18㊎10
時30分～　乳幼児と保護者対象　定員
15人
▼ママのためのリフレッシュヨガ　
1/19㊏、2/16㊏10時15分～　定員各20
人
▼ステップアップ子ども将棋教室　
1/19㊏、2/9㊏、3/16㊏13時20分～　
全3回　歩の上手な使い方　駒を動か
せる小・中学生対象　定員10人
▼ともだち文庫の「おはなしポケッ
ト」　1/21㊊、2/18㊊11時～　読み聞
かせ・わらべ唄　乳幼児と保護者対象
▼おもちゃ病院　1/24㊍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
▼ふれあい大道芸　2/2㊏11時～　出
演はにこにこ座　南京玉すだれ・マジ

　①工業団地野球場…1/15㊋～2/28㊍。
②そうか公園テニスコート・多目的運
動広場・キャンプ場…1/17㊍8時～13
時。③そうか公園多目的運動広場…
1/21㊊～2/28㊍。④市民温水プール…
2/17㊐～3/21㊗。問①～③そうか公園
☎931-98335935-8510。④市民温水プ
ール☎936-68245935-8981

　1/26㊏9時～19時は電気設備点検の
ため、会議室等の利用を停止します。
問くらし安全課☎941-61115941-6157

　1/26㊏・27㊐は施設のトイレ修繕の
ため、臨時休館します。問市民活動セ
ンター☎920-35805925-1872

■ビデオ上映会　1/13㊐14時～15時50
分　「アヒルと鴨のコインロッカー」、
　2/10㊐14時～16時5分　「デイ・ア
フター・トゥモロー」　いずれも成人
対象　定員90人（当日先着順）
■小学生のための読み聞かせ　1/27㊐
13時30分～14時
■木曜シアター　1/24㊍14時～15時
　日本でいちばん美しい町並1　近畿1
　成人対象　定員90人（当日先着順）
■朗読会　2/24㊐13時30分～15時　図
書館ボランティア草加による朗読会　
「杜子春」ほか　成人対象　定員80人
（当日先着順）
■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）

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）

■サービスコーナー（1/16～2/20）

1/16㊌・30㊌、2/13㊌

1/17㊍・31㊍、2/14㊍

1/18㊎、2/1㊎・15㊎

1/23㊌、2/6㊌、20㊌

1/24㊍、2/7㊍

1/25㊎、2/8㊎

瀬崎・青柳小

新栄小

新里・高砂小

稲荷・八幡北小

両新田小

氷川・西町小

日程

長栄・草加小

花栗南・八幡小

栄・川柳小

清門・松原小

谷塚小

小山・新田小

14時～16時9時30分～11時30分

（1/23稲荷小休み）

ック　幼児（保護者同伴）～高年者対
象　定員50人
▼けん玉チャレンジ　2/10㊐10時30分
～　小学生対象　初心者歓迎　参加賞
あり
▼将棋大会　2/11㊗13時20分～　小学
生（初級）以上対象　定員10人

▼マンカラ大会　1/11㊎、2/8㊎16時
～　オセロ大会　2/4㊊15時30分～　
小学生対象　参加賞・優勝賞品あり
▼おもちゃ病院　1/19㊏、2/16㊏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
▼読み聞かせ「バンビ」　1/21～2/18
の㊊（2/11を除く）11時～　全4回　
乳幼児と保護者対象
▼こぶたのしっぽ　1/30㊌11時～　パ
ネルシアター　乳幼児と保護者対象
▼クッキーを作ろう　2/2㊏10時30分
中央公民館集合　小学生対象　定員12
人　参加費300円

▼みんなで遊ぼう　1/9㊌14時30分中
央図書館集合　風船ゲーム　小学生対
象　
▼毛糸で作ろう　1/10㊍～31㊍（㊌を
除く）15時～16時30分　中央図書館ま
たはコンフォール松原19号棟（詳細は
同館へ）　毛糸のボンボンでマスコッ
トやアクセサリー作り　小学生対象
▼おもちゃ病院　1/18㊎、2/15㊎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
▼チョコレートクッキング　2/4㊊15
時30分コンフォール松原12号棟集合　
小学生対象　定員12人　参加費50円　
ლ1/21㊊15時から同館へ
▼作って遊ぼう　2/7㊍～22㊎15時～
16時30分　㊊・㊎は中央図書館　㊋・
㊍はコンフォール松原19号棟　傘袋ロ
ケット　幼児（保護者同伴）～小学生
対象
▼読み聞かせ「たんぽぽ」　2/7㊍～
21㊍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　2/27㊌13時～　
平成30年2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　ლ2/1
㊎13時から同館へ

▼ロビー展　1/11㊎～23㊌…川柳中に
よる書初め作品　1/26㊏～2/7㊍…川
柳・青柳中特別支援学級による作品　
2/13㊌～21㊍…青柳平成塾による作品
▼おはなしの広場　1/11・25、2/8・
22の㊎11時15分～11時45分　手遊び・
紙芝居ほか　乳幼児と保護者対象
▼おもちゃの病院　1/18㊎、2/15㊎10
時～12時　おもちゃの無料修理　部品
代実費　1人2点まで
▼バレンタインお菓子づくり　2/9㊏
10時～12時　小学生対象　定員12人　
参加費400円
▼手作り味噌講習会　2/14㊍9時～15
時　成人対象　定員10人　参加費3000
円
▼地域コミュニティのつどい　2/17㊐
9時30分～16時30分　ステージ発表・
模擬店・お楽しみ抽選会ほか　駐車場
・図書室の利用不可

▼おもちゃの病院　1/14㊗、2/11㊗10
時～12時　おもちゃの無料修理　部品
代実費　1人2点まで
▼ママのための骨盤調整　1/22～2/26
の㊋11時～12時　全6回　産後1年くら
いまでの親子　定員20人
▼おはなしの時間　1/23㊌10時30分～
11時　読み聞かせ・手遊びほか　乳幼
児と保護者対象
▼生チョコレートを作ろう　2/9㊏9時
30分～12時　小・中学生対象　定員20
人　参加費500円
▼親子で元気ルーム　2/14㊍10時～11
時30分　親子手遊び・情報交換ほか　
乳幼児と保護者対象

問草加八潮消防組合☎924-21145924-0965
　昭和24年１/26の法隆寺金堂炎上をきっかけに
制定された「文化財防火デー」に合わせ、消防
訓練を実施します。
■日時　１/26㊏10時～11時（雨天中止）
■会場　東福寺（神明1丁目）
■内容　通報訓練、初期消火訓練、消防車による放水訓練ほか

東福寺で消防訓練

貴重な文化財を火災から守ろう!

川柳文化センター ☎936-4088

スポーツ施設の利用休止・臨時休館

勤労福祉会館の利用停止

市民交流活動センター（谷塚児童
センター・青少年交流センター・
市民活動センター）臨時休館

☎946-3000 5944-3800

5922-3274

定員のあるものは1/4㊎
10時から各館へ申し込みを

新栄児童センター ☎942-9876

氷川児童センター ☎928-2341

☎925-1856谷塚児童センター

住吉児童館 ☎928-5736

わくわくタウン松原 ☎941-2905

定員のあるものは1/4㊎
8時30分から各館へ申し込みを

5925-0152

柿木公民館 ☎931-3117

⑧ 2019年1月1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」



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

母
子
保
健

成
人
保
健

名称・会場 対象と定員 備　考内容と費用実施日 受付時間

1/28㊊

1/30㊌

【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

（初期）

（中期）

（後期）

2/5㊋

1/8㊋

2/19㊋

1/29㊋

平成29年7/1～15生まれ

平成29年7/16～31生まれ

平成27年10/1～15生まれ

平成27年10/16～31生まれ

対象者に1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15分～15時15分

10時～12時

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

13時～
（受付：13時～13時45分） 身体測定、内科・歯科健診ほか

3歳3か月児健康診査 

こんにちは赤ちゃん訪問 1月下旬～2月中旬 平成30年12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。

既に助産師等による家庭訪問を受けた人
には訪問は行わず通知を送付します。転入
等で届かない人は連絡を 

対象者に12月末に質問票等を送付済み。
届かない人は連絡を

マタニティクラス
（両親学級） 2/3㊐・6㊌

平成31年4～6月出産予定の初
妊婦と家族
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

マタニティサロン 2/20㊌ 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

乳幼児相談 2/13㊌ 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9時30分～10時30分

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）栄養相談
（保健センターまたはコミセン）

【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

1/23㊌ 【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
マッサージマッサージ

▼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

▼性は「男・女」の2つだけ？～
LGBTの課題を、私たちの人権
課題として考えるために～

　多様な性の視点から人権を一緒に考
えてみませんか

●日時　2/4㊊
　　　　14時～
　　　　15時30分
●対象　成人
●定員　80人
1歳以上未就学児の

保育（定員6人）、手話通訳あり（いずれ
も要予約）。講師はLGBTの家族と友
人をつなぐ会の中島潤氏　ლ1/22㊋ま
で同館へ
▼初心者パソコン講座　2/7～28（21
を除く）の㊍13時30分～15時　全3回
　ワード・エクセル操作　成人対象 
定員7人　資料代300円
▼料理教室　2/9㊏10時～13時　エビ
団子のナッツ揚げ・茶巾ドライカレー
ほか　成人対象　定員20人　参加費
500円
▼利用者懇談会　2/22㊎13時30分～15
時　団体登録更新の説明・意見交換
▼ロビーコンサート　2/24㊐12時～12
時40分　トロンボーン・チューバ　
「黒猫のタンゴ」ほか
▼谷塚元気ひろば　2/25㊊13時30分～
16時30分　普通救命講習Ⅰ（心肺蘇生

法・AEDの使用方法ほか）　65歳以
上対象　定員20人　
▼パン教室　3/3㊐10時～13時　あん
ぱん・ソーセージパンほか　成人対象
　定員20人　参加費500円

▼こころを結ぶ光のひろば　2/5㊋10
時～12時　点字体験
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
2/13㊌10時～　親子友だち作り・簡単
工作ほか　乳幼児と保護者対象
▼マタニティー「だっこままぎゅっ」
　2/15㊎13時30分～　胎教と友だちづ
くり　初妊婦対象
▼にじいろタイム　2/15㊎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
▼土曜事業　バレンタインアレンジメ
ント　1/19㊏10時～13時　小学生対象
　定員10人　参加費1000円　ホワイト
デーのお菓子作り　2/16㊏13時30分～
15時30分　小学生対象　定員10人　参
加費500円　
▼ファミリーコンサート　3/24㊐16時
開演　出演は草加ジュニアオーケスト
ラ・草加ジュニアオーケ
ストラ児童合唱団　「シ
ンコペイテッド・クロッ
ク」ほか　定員400人

▼クラシックギターサロンコンサート
　1/19㊏14時～14時40分　「青春日
記」ほか

▼新春民謡コンサート　1/21㊊13時～
14時　「秋田大黒舞」などの津軽三味
線演奏ほか　定員100人（当日先着
順）　室内靴持参
▼おもちゃの病院　1/25㊎、2/22㊎10
時～12時　おもちゃの無料修理　部品
代実費　1人2点まで
▼うたごえひろば　1/25㊎10時～12時
　参加費200円（資料・飲み物含む）
▼新春落語会　2/13㊌13時30分～14時
30分　出演は三遊亭圓雀　室内靴持参
　定員100人（当日先着順）
▼すくすくクラブ　2/14㊍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
▼のびのび広場　2/15㊎10時～11時　
季節のイベント・読み聞かせほか　乳
幼児と保護者対象
▼耳で楽しむ物語（朗読）　2/18㊊13
時30分開演　「猫年の女房」ほか　定
員50人（当日先着順）　
▼利用者懇談会　2/20㊌10時～12時　
　団体登録更新の説明・意見交換
▼懐かしの歌声喫茶　2/27㊌10時～12
時　高年者対象　定員50人（当日先着
順）　室内靴持参

　冬季は気温が低く空気が乾燥し、インフルエンザや感染性胃腸炎（ノロ
ウィルス・ロタウィルス）などが流行しやすくなります。
感染症予防のポイント
○こまめな手洗い・うがいを徹底する　○マスクを使用する　○免疫力を
弱めないように、十分な休養や睡眠、栄養をとり、過労や無理を避ける　
○食事を提供する際は、十分な手洗いと調理器具の消毒をするなどの心が
けを。高年者や乳幼児は特に重症化することもありますので注意し、感染
の予防をしましょう。

問保健センター☎922-02005922-1516

インフルエンザ・感染性胃腸炎
などの感染症に注意を

①手洗い ②うがい ③マスク

新里文化センター ☎927-3362

谷塚文化センター ☎928-6271

中央公民館 ☎922-5344

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ⑨情報コーナー「すとりーと」 2019年1月1日号



⑩ 2019年1月1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」

■越谷いちごタウンの開園　1/3㊍～
5/31㊎10時～（インターネット予約優
先、無くなり次第終了）　入園料4/7
まで2100円（小人1200円）、4/9から
1600円（小人1000円）　問越谷いちご
タウン☎965-1514

■第11回凧あげまつり　1/13㊐10時～
　会場はまつぶし緑の丘公園　小学生
以下対象　定員120人（当日先着順）
　参加費200円　問同公園管理センタ
ー☎991-1211

■第54回八潮市内一周駅伝大会　1/20
㊐　総距離20kmを走る112チームの選
手に声援を　問文化スポーツセンター
☎996-5126

■三郷市読書フェスティバル　1/26㊏
13時～16時30分　会場は三郷市文化会
館　定員350人　問指導課☎930-7758

■塚越慎子マリンバコンサート　2/16
㊏14時～15時30分　会場は吉川市中央
公民館　曲目はトルコ行進曲、オブリ
ビオン・ボレロ歌劇「カルメン」より
前奏曲ハバネラ　定員480人　費用100
0円　未就学児入場不可　問生涯学習
課☎984-3563

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）

■スポーツウエルネス吹矢体験　1/6
～27の㊐13時～15時　川柳文化センタ
ーで　初心者・ジュニア（小4以上）
歓迎　参加費無料　問植木☎090-2253-
8475
■障害年金・成年後見無料相談会　
1/6㊐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　□申
障害年金・成年後見サポートチーム新
坂☎080-6528-7364
■スポーツウエルネス吹矢体験会　
1/7㊐・15㊋・18㊎・23㊌9時～11時　
1/12㊏・29㊋13時～15時　1/31㊍11時
～13時　中央公民館で　初回無料2回
目300円　問田岡☎090-4335-7987
■彩光会（油彩・水彩）展　1/7㊊～
13㊐10時～17時（1/7㊊は13時から）
　アコスギャラリー大で　問小沢☎92
5-0574
■歴史学講座「創世」伊都国[魏志]か
ら始まったイスラエル文化の日本浸透
－大国主命の真相と十戒石秘匿－　
1/7㊊13時30分～16時30分　草加市文
化会館で　問小嶋☎090-1261-7366
■哲学入門読書会「純粋理性批判」カ
ント　1/8㊋9時～12時　谷塚文化セン
ターで　定員10人　参加費100円　□申
読書会世話人澤野☎927-6893
■スポーツ吹矢体験会　1/8㊋・12㊏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
■スポーツウエルネス吹矢体験会　
1/8㊋13時30分～15時　1/21㊊・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
■食べて応援！東北復興支援　1/10㊍
10時30分～15時　物産・観光情報セン
ターで　問池島☎090-1408-6431

■大正琴初心者向け講習会　1/10㊍・
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
■スポーツ吹矢体験　1/12～26の㊏13
時～15時　八幡コミセンで　全3回　
参加費300円　□申山田☎944-8837
■勤少空手道教室無料体験会　1/12・
26の㊏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
■氷川ダンス倶楽部フリーダンス　
1/13㊐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
■草加カメラクラブ写真展　1/14㊗～
20㊐10時～18時（14㊗は12時から、20
㊐は17時まで）　アコスギャラリーで
問篠崎☎936-7564
■ミシン洋裁基礎講座　1/16・30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・作品を作りましょう　材料費
1000円　□申竹花☎090-6657-4005
■不登校相談会　1/16㊌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☎932-51
39
■子育てセミナー「上手な褒め方・叱
り方」　1/17㊍10時～11時30分　草加
市文化会館第2研修室で　参加費200円
　託児は前日までに連絡（無料）　問
家庭倫理の会石野☎090-9203-4244
■介護者サロン「らくだ」　1/18㊎わ
～くわっく草加で　「こもれび」　
1/24㊍市民活動センターで　各13時～
15時　参加費100円　問介護者支援の
会草加酒井☎090-9245-2067
■介護者の集い「オアシス」　1/19㊏
10時～12時　中央公民館で　1/22㊋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☎928-5332
■遺言書の書き方と終活を学ぼう　
1/19㊏10時～12時　市民活動センター
（谷塚）で　定員15人　参加費無料　
□申遺言相続後見ネット☎946-5152
■水蓮会書道書き初め展　1/19㊏13時
～18時　1/20㊐9時～16時　勤労福祉
会館で　書き初めほか500点以上を展
示　問須賀☎090-1213-4559
■合気道無料体験会　1/19㊏15時～16
時（小学生）、16時～17時（中学生
～）　草加中体育館柔道場で　駐車場
あり　□申合気研究所佐久間☎050-7114-
0709
■あすなろ写友会写真展　1/25㊎～31
㊍10時～18時（25㊎は13時から、31㊍
は17時まで）　アコスギャラリー大で 
写真25点展示　問須賀☎090-5212-5441
■八幡ダンスサークルフリーダンス　
1/27㊐13時20分～16時20分　谷塚文化
センターで　参加費500円　トライア
ル有　飲み物付き　問千代田☎090-35
74-3430
■らっこクラブ体験　1/28・2/25の㊊
11時～12時　新田ミニコミセンで　平
成28年4月～同29年3月生まれ対象　親
子で楽しく活動　無料　□申河本☎080-
1334-6894
■2019年度体験練習会「草加ジュニ
ア陸上クラブ」　2/2・9・16・23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　□申
杉本☎090-9426-9844
■アヒルフリーダンスパーティー　
2/3㊐13時15分～16時15分　谷塚文化
センター3階で　軽飲食付き・男女競
技選手待機・ミキシング　参加費500
円　問黒崎☎090-3800-8380
■草加オープンバドミントン大会　
2/9㊏9時～　記念体育館で　男・女ダ
ブルス戦　一般1500円・高校生800円
・小中学生500円　□申1/24㊍までに〒
340-0012神明2-2-45矢島☎5925-4981

　姉妹都市福島県昭和村を訪れ、草加では味わうことのできない自然体験
を通して、村民との交流を深めましょう。

■申し込み　1/21㊊（必着）までに往復はがきに参加希望者全員の住所、
氏名（ふりがな）、性別、年齢、電話番号、子どもは学校名を記入し、〒
340-8550文化観光課へ。はがき1枚につき5人まで。重複応募は無効。申し
込み多数の場合は抽選。1/28㊊以降に結果を発送。☎922-29685922-3406

■対　象　市内在住の中学生以下の
子どもと保護者

■参加費　中学生以上1万250円、小
学生以下7850円（23㊏・
24㊐の昼食代を除く）

■日　時　2/23㊏・24㊐の1泊2日
■集　合　午前7時草加駅
■宿　泊　昭和温泉しらかば荘
■定　員　25人程度
■内　容　からむし織の里雪まつり

で雪像づくりや雪遊びの
ほか、そば打ち体験

▼おもちゃの病院　1/7㊊、2/4㊊10時
～12時　おもちゃの無料修理　部品代
実費　1人2点まで
▼外国籍市民のための日本語教室　1/
8㊋・15㊋10時～12時
▼ママといっしょにおはなし会　1/28
㊊10時30分～11時　読み聞かせ・手遊
びほか　乳幼児と保護者対象
▼外国籍市民のための生活応援講座
（料理）　1/29㊋、2/26㊋10時～13時
　全2回　お花見弁当　外国籍市民・
出身者対象　定員10人　参加費1600円
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
2/4㊊10時～12時　手遊び・読み聞か
せ　乳幼児と保護者対象
▼放課後クラブ　2/7㊍17時～18時…
卓球・1/15、2/19㊋17時～18時…スポ
ーツウエルネス吹矢・1/7～2/25
（1/14、2/11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
▼藤井輝明さん講演会「一人一人の違
いを個性と認めあえる社会をめざし
て」　幼少期から容貌障がいによる差
別を受けた講演者が、自分に誇りと自
信を持って生きていくための体験談や
差別について語ります。
●日時　2/24㊐

13時30分～
15時30分

●定員　150人

新田西文化センター ☎942-0778

昭和村の冬の魅力を味わおう！

「冬の昭和村体験＆交流事業」参加者募集

子どものいる
家族限定

八潮市

松伏町

三郷市

吉川市

越谷市



1/4㊎～2/20㊌（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

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。

■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

☎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

休日当番医
QRコード

東京管工機材㈱
萬設備
正木設備㈱
㈲石田水道
㈱井戸梅

住吉1-14-20
長栄1-779-1-105
栄町3-9-30
吉町1-5-12
住吉2-4-3

☎927-0041
☎942-1200
☎931-3933
☎922-2736
☎922-3413

1/1㊗
1/2㊌
1/3㊍
1/6㊐
1/13㊐

㈲寺島管工設備
三栄工業
㈱今泉水道
竹内セントラル㈱

柳島町193-5
苗塚町55-4
谷塚上町483-3
苗塚町438-16

☎925-4566
☎925-7384
☎927-1010
☎928-5525

1/14㊗
1/20㊐
1/27㊐
2/3㊐

月 日 診療科 当番医名 住　所 電話番号

■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㊎（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㊎、2/7㊍・15
㊎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㊊、2/4㊊…住吉児童館☎928-5736　1/10㊍・24
㊍、2/14㊍…谷塚児童センター☎925-1856　1/17㊍、2/6㊌・21㊍…新栄児
童センター☎942-9876　1/16㊌、2/20㊌…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／ 1/17㊍、2/7㊍・21㊍…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
■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）　1/10㊍13時30分～16時
30分、2/21㊍9時～12時、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）

月 日 診療科 当番医名 住　所 電話番号

1/1
㊗

1/2
㊌

1/3
㊍

1/6
㊐

1/13
㊐

1/14
㊗

1/20
㊐

1/27
㊐

2/3
㊐

内科

外科

内科

外科

内科

外科

歯科

内科

外科

内科

外科

内科

外科

みなみ草加クリニック

埼友草加病院

草加グリーンクリニック

メディカルトピア草加病院

平田クリニック

横内整形外科クリニック

さくら歯科医院

さいわい内科クリニック

二宮病院

おかだこどもクリニック

高山整形外科

たなか内科・循環器内科クリニック

土谷メディカルクリニック

☎924-0600

☎944-6111

☎954-7677

☎928-3111

☎942-1245

☎941-0211

☎934-1182

☎930-5870

☎941-2223

☎941-5214

☎943-6200

☎921-6085

☎928-0228

新里町107-1

松原1-7-22

金明町604-1

谷塚1-11-18

新栄1-48-11

松原4-5-8

金明町255-1 2Ｆ

旭町1-4-46

新栄2-22-23

清門3-25-3

新善町413-2

西町1102-1

谷塚町629

内科

外科

歯科

歯科

内科

外科

歯科

歯科

内科

外科

歯科

歯科

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

中田医院

草加松原整形外科医院

わい歯科クリニック

石田歯科医院

柳島クリニック

かがわ医院

こばやし歯科医院

野島歯科クリニック

両新田西町456

柿木町1127-1

松江3-7-3

稲荷4-13-16

中央2-16-43

松江2-3-50

高砂2-6-20 2Ｆ

稲荷3-4-26

柳島町650

草加3-8-21

西町520-4

高砂2-7-1-604

☎928-3301

☎930-3636

☎935-6262

☎932-0648

☎922-2111

☎935-4838

☎924-8841

☎935-7132

☎927-7911

☎942-6062

☎951-4018

☎922-6878

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

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」 ⑪医療・水道・相談案内 2019年1月1日号



iPhone用

Android用

　年始の可燃ごみ収集は1月4日㈮から。不燃ごみ・資源物収集は1
月に限り、火・水・木コースのみ1週後にずれます。月・金コース
は通常どおりです。ごみ収集カレンダーやスマートフォン用草加市
ごみ分別アプリで確認してください。
　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。

　出生届、婚姻届等の戸籍に関する届け出は、閉庁期間中（1月3日
まで）も市役所第二庁舎警備員室で受け付けます。

　市制60周年記念の今大会は、参
加賞として例年好評の「草加せん
べい」に加えて「オリジナル缶バ
ッジ」を用意。また、「仮装の
部」では優秀な仮装ランナーに
「仮装賞」が贈られます。

五輪選手との決勝戦に
も出場している竹田選
手。猪突猛進！頑張れ～

□申 1月14日㈷までに大会公式ホームページ（QRコード）
からエントリーを。定員になり次第締め切ります。

中央大4年。長栄小・草加中出身。
主な成績：天皇賜盃第87回日本
学生陸上競技対校選手権100m
リレー優勝（中央大第2走）

◀市制60周年記念
　オリジナル
　缶バッジ

　9日、市民体育館で農業祭が開催されました。例年人気の市内産
農産物即売会のほか、農業祭第50回を記念した和食・中華・イタリ
アンのクッキングショーや特設した畑での小学生限定収穫体験、市
民農園品評会も行われました。農業祭恒例の宝船野菜の競り落とし
ではあちらこちらから威勢の良い声があがり、歓声と笑顔の溢れる
にぎやかな師走の1日となりました。

■日時　2月10日・17日の㈰午前10時30分～
■会場　市民体育館集合
■対象　大会に参加する18歳以上のランニング初心者
■定員　30人
□申 1月4日㈮から草加市体育協会へ。☎928-63615922-1513

　市内産業の幅広さと魅力を紹介するモノづくり企業の体験・見学
ツアーの参加者を募集します。商工会議所が案内するツアーでいつ
もとは一味違った市内モノづくり企業の魅力を体験しませんか。
■対象　18歳以上で、アンケートに協力できる人
■集合　草加商工会議所　バスで移動します
■コース・内容・参加費
　Ａコース　煎餅、豆腐づくり 1500円
　Ｂコース　地球儀制作 3000円
　Ｃコース　皮革製品制作 5000円
　Ｄコース　金属製品制作 3000円
■日時（コース別）
　Ａ：1月26日㈯午前9時30分～午後0時30分
　Ｂ：1月26日㈯午後1時30分～午後4時15分
　Ｃ：2月2日㈯午前9時30分～午後0時30分
　Ｄ：2月2日㈯午後1時30分～午後4時45分
□申 1月15日㈫までに草加商工会議所で配布する申込書に記入し、同
会議所へ。ファクスでも可。

　ごみ収集日、種類別のごみの出し
方などを簡単に検索できるほか、収
集日のお知らせ機能などもあるスマ
ートフォン向けの無料アプリです。
通信料は利用者負担となります。

12月かどまちごとでき

■可燃ごみ

■し尿くみ取り
　1月4日㈮から

※収集日はごみ収集カレンダー等で確認してください

■不燃ごみ・資源物

3/10日
開催

1月4日（金）から

市役所業務
可燃ごみの収集

次回の広報そうかは2月5日発行です

草加市ごみ分別
アプリを配信中

問スポーツ振興課☎922-28615922-3172

草加松原太鼓橋ロードレース大会事前練習会草加松原太鼓橋ロードレース大会事前練習会

問草加商工会議所
　☎928-81115928-8125

モノづくりの魅力を体験しませんか？

草加市モノづくり観光推進事業
　　　　　　　　　モニターツアー

戸籍の届け出は年始も受け付け

年始のごみ収集業務等

1月14日（祝）締め切り間近！

問市民課☎922-0151㈹

問廃棄物資源課☎931-39725931-9993

初めての人も一緒に走りましょう！

竹田一平選手
大会ゲスト大会ゲスト

 コース 開始日 

 月・木 1月7日㈪から

 火・金 1月4日㈮から

 水・土 1月5日㈯から

 コース 1月のみ

 第1・3火 第2・4火

    〃　水    〃　水

    〃　木    〃　木

 第2・4火 第3・5火

    〃　水    〃　水

    〃　木    〃　木

 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  
 仮装の部     （中学生１５００円） 

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  

草加人のための情報紙　広報「そうか」⑫ まちの話題・できごとまちかど2019年1月1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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