
折り込んである「ＴＡＸぺいじ」「そうか市議会だより」は、抜いて読んでください。

ひとりひとりがつながりひとりひとりがつながり
コミュニティの
未来を共に創る
コミュニティの
未来を共に創る

「まちづくりの基本となる計画（平成29年4月策定)」で描いた地域の特性を
生かしながら、誰もが安心して身近な地域で暮らし続けることができるまち
を目指して、コミュニティ単位のまちづくりを推進しています。
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▲これからのまちづくりイメージ

●総合振興計画
●まちづくりの
　基本となる計画

地区別の
「まちづくり方針」

コミュニティプラン
（地区別）

詳細な行動計画
実現プログラムや
マネジメントの仕組み

まちづくりの実践

市民・町会・自治会・
市民団体・事業者・
行政などが連携

あなたの声も聞かせてください

●申込方法

 3月9日(土)午後1時30分～4時30分
会場：高砂コミセン 定員：100人まちづくりタウンミーティング参加募集

　まちづくりの基本となる計画の策定に当たり協力いただいた東
京大学小泉教授による「コミュニティをベースにしたまちづく
り」をテーマにした講演、先行して行っている2地区での懇談会
の成果発表、来場者を含めた皆さんとの意見交換を行います。

電話・ファクス・メールのいずれかで氏名・年代・住所・
連絡先あれば所属団体・保育希望の有無を都市計画課へ。

小泉秀樹東京大学教授

問都市計画課 ☎922-1790 5922-3145 toshikeikaku@city.soka.saitama.jp

　コミュニティの課題・資源・将来
像や、地域の課題解決のアイデアな
どを出し合い、まちづくりプロジェ
クトを考える地区別懇談会を開催。
　今年度、谷塚中央地区と新田西部
地区の２地区から取り組みを始めて
います。

策定
済

実施
中

◎まちの課題を共有し、みんな
　で解決策を検討
◎行動計画をコミュニティプラ
　ンとしてまとめる

　複雑・多様化したまちの課題
解決には、幅広い世代の皆さん
が、それぞれの知恵や長所を発
揮することが必要です。
　コミュニティの一人ひとりが
つながり、地域の活力を生かし
ながら、共に地域の未来を創り
だしていきましょう！

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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☎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
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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
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■12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0.11／最小値0.09（市役所前）

確定申告書は、自宅で作成してe-Taxや郵送で提出を！

確定申告（所得税の申告） 〒332-8666 川口市青木2-2-17（郵送申告のみ可）問川口税務署☎048-252-5141

市民税・県民税申告 問市民税課
　☎922-1042

※バス停「川口市立高校」
　から徒歩5分

SKIPシティ「川口市立
高校」バス停

←JR西川口駅←JR西川口駅
川口市立
高校

総合棟文

申告に必要な持ち物

確定申告メイン（主）会場

（注意）確定申告ではありません

具体的な申告対象者は…

簡易申告会場（年金・給与のみ）

●最寄りのバス停「川口市立高校」
①JR川口駅東口7～9番乗り場からバス
に乗り「川口市立高校」下車徒歩5分
②埼玉高速鉄道鳩ヶ谷駅西口3番乗り場
から「川口市立高校経由川口駅東口」行
きに乗り「川口市立高校」下車徒歩5分

SKIP（スキップ）シティ

2月18日㈪～3月15日㈮

午前9時～午後4時

①事業所得・不動産所得・雑所得・譲渡所得・一時所得等
の各種所得の合計額が所得控除の合計額を超える人
②所得税が源泉徴収されており、各種所得控除を追加する
ことで所得税が還付される人
③給与収入が2000万円を超える人
④年末調整をした会社からの給与以外に、給与収入やその
他の所得があり、その合計が20万円を超える人
⑤公的年金の収入金額の合計が400万円を超える人、外
国の法令に基づく年金がある人
⑥公的年金以外の所得が20万円を超え、所得税が課税さ
れる人
⑦その他（損失を繰り越す場合や株式の申告等）

　例年、確定申告会場は大変混み合い、手続き終了までSKIPシティは最大3時
間、中央公民館は最大6時間を要しています。また、確定申告会場でもパソコン
を使って納税者自身に申告書を作成していただいている状況です。
　国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、
自宅で簡単に確定申告書を作成でき、e-Taxや郵送で提出できます。
　確定申告書等作成コーナーの操作に関してはヘルプデスク☎0570-01-5901で
個別サポートしています。お気軽にご利用ください。

●平成30年分の申告から、ID・パスワードを国税庁ホームペー
ジ「確定申告書等作成コーナー」で入力すると、自宅のパソコン
等からe-Taxで申告ができます。
●ID・パスワードは、前年の申告時に控えとともに渡している「ID
・パスワード方式の届出完了通知」に記載。ID・パスワードを持
っていない人は、川口税務署で発行できます（所要時間5分程度）。

【確定申告、市民税・県民税申告共通】
□本人（身元）確認書類
□マイナンバーが確認できるもの（通知カード
またはマイナンバーカード）
□印鑑（シャチハタ不可。朱肉を使うもの）
□申告書が送られてきた人はその申告書（無い
場合は会場で作成するため不要）
□給与や公的年金収入があった人は平成30年
分の源泉徴収票
□事業所得及び不動産所得があった人は、収支
が分かる帳簿・支払調書・領収書など
□その他の収入がある人は、その収入が分かる
申告用の書類
□生計を一にする親族（所得38万円以下）を
扶養控除の対象とする場合は、その親族のマ

イナンバーが分かるもの（メモ可）
□各種控除を受けるための控除証明書や領収書
□障がいのある人は、障害者手帳など
　※要介護1～5の認定を受けている場合は障
害者控除対象者認定書（介護保険課で発行）
□医療費控除及び医療費控除の特例を受ける人
は、平成30年中に支払った医療費の明細書
等（右記参照）
【確定申告の場合】
□本人名義の通帳
□ID（利用者識別番号）が分かる書類
　「利用者識別番号等の通知」、「確定申告の
お知らせ」（はがきまたは通知書）、「申告
書等送信票（兼送付書）控用」など

【市民税・県民税申告の場合】
□代理申告の場合は委任状と代理人の本人（身
元）確認書類

●医療費控除の明細書またはセルフメディケーショ
ン税制の明細書があれば、領収書の持参は不要で
す。領収書は自宅で保管してください。

●医療費控除の明細書またはセルフメディケーショ
ン税制の明細書は、あらかじめ作成してから申告
会場にお越しください。

●「医療費控除」と「医療費控除の特例」は同時に
両方の適用を受けることはできません（選択制）。

※医療費控除は、所得税または市民税・県民税がか
かる人でないと対象になりません。

医療費控除（特例含む）を受ける人へ

●郵送で提出すると会場での待ち時間
が無くおすすめです。
●手元に市民税・県民税申告書が無い
人は市民税課へ連絡を。
【郵送時に必要なもの】①市民税・県
民税申告書、②本人（身元）確認書類
のコピー、③マイナンバーが確認でき
る書類、④源泉徴収票等の収入金額が
分かるもの、⑤控除証明書等

〒郵送申告が便利です〒

中央公民館（住吉2-9-1）
2月18日㈪～3月1日㈮（土・日曜日を除く）
午前9時～午後2時30分
各日200人で受付終了
※混雑状況により、午前中の早い時間に終了する
場合や受付時間が前後することがあります。
※例年、申告期間の前半は特に混雑します。
【対象者】
給与・年金収入のみの簡易な申告（扶養
・生命保険・医療費控除の追加等）を行
う人

ID・パスワード方式を使えば、マイナンバー
カードがなくてもe-Taxで申告できます！

※中央公民館では申告に関する質問等にお答えできません。
※混雑緩和のため、公共交通機関や自転車等での来場にご
協力ください。

※住宅借入金等特別控除、その他の所得（事業・
不動産・株・土地・建物の譲渡等）、海外扶養
者がある人は受付不可

申告期間（2/18～3/15）は、市民税課での申告はできません。

※SKIPシティでは申告に関する
質問等にはお答えできません。
問い合わせは川口税務署へ。

●前年中に収入があった人は原則申告する必要があります。

●草加駅東口から徒歩10分

ただし、確定申告等を行った場合は申告の必要はありません。
※詳細は折り込んである「TAXぺいじ（税特集号）」1ページをご覧ください。

中央公民館（住吉2-9-1）
2月18日㈪～3月15日㈮（土・日曜日を除く）
※確定申告とは日程が異なりますのでご注意ください。
午前9時30分～午後3時30分
※混雑状況により受付時間は前後することがあります。
※中央公民館では申告に関する質問等にお答えできません。問い合わせは市民税課へ
※混雑緩和のため、公共交通機関や自転車等での来場にご協力ください。

SKIPシティで申告を！

郵送先：〒340-8550市民税課

川口市上青木3-12-18（駐車場　約300台）

（土・日曜日を除く。2月24日㈰・3月3日㈰は開催）

（午後3時頃までにお越しください。）

※申告期間（2/18～3/15）は川口税務署内での申告はできません。

　スムーズな申告ができるよう早めに準備をしておきま
しょう！申告内容によって会場や日程が異なりますのでご
注意ください。

税の申告
〜e-Taxや郵送でスムーズに〜
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② 草加人のための情報紙　広報「そうか」市政情報2019年2月5日号



　○PM2.5（単位：マイクログラム／㎥）最大値29.3／最小値1.1（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（③を除く）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。
①環境審議会＜環境課☎922-15195922-1030＞
…2月15日㈮午前10時～　市役所西棟第2会議室で
②家屋土地適正管理審議会＜くらし安全課☎922-36425922-1030＞
…2月15日㈮午後2時～　市役所西棟第3会議室で
③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＞…2月18日㈪午後3時～　さいたま農業協同組合草加
支店会議室で　定員15人
④公民館運営審議会＜中央公民館☎922-53445925-0152＞
…3月8日㈮午後2時～　中央公民館第1会議室で

　市の観光資源として親しまれている葛西用水沿いの桜並木を将来
に引き継いでいくため、保全管理計画案を策定しました。この計画
案の説明と意見交換を行います。
■日時　2月13日㈬午後6時30分～8時
■会場　稲荷コミセン

■支給対象　平成29年8月から同30年7月までに医療費と
介護サービス費の両方を支払った人で、加入医療保険ご
との世帯内の自己負担額合計が左下表の限度額を超えた
場合（保険適用外の費用、高額療養費や高額介護サービ
ス費としての支給分は除く。また、同一世帯内でも、加
入する医療保険が異なる場合は合算できません）。
　ただし、超過分が500円以下の場合や、重度心身障害
者医療費支給制度等で助成された分は支給されません。
■国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者
　対象期間内に医療保険が変わっていない国民健康保険
・後期高齢者医療制度加入者で支給対象となる人には、
2月末以降に申請書を送付します。申請書記載の持参物
を用意し各担当課へ。
■その他の医療保険加入者・医療保険が変わった人
　国民健康保険・後期高齢者医療制度以外の医療保険加
入者や、対象期間内に医療保険が変わった人（75歳にな
り後期高齢者医療制度に移行した人を含む）は、持参物
等を確認の上、平成30年7月31日時点での加入医療保険
へ申請してください。

　高校・短大・大学・専門学校で修学する人に奨学金を貸し付けま
す。貸し付けは審査の上決定し、4月下旬から開始します。
■主な条件　①市内に1年以上居住している、②経済的理由で就学
が困難、③他に奨学金に相当する貸し付けを受けていない、④債務
を保証し得る能力がある等の要件を満たす連帯保証人が1人いる。
■貸し付け月額（いずれも無利子）
　・高校、高専、専修学校…国・公立1万円・私立2万円
　・短期大学、大学…国・公立1万5000円・私立3万円
■返済　貸付期間が終了した月の翌月より6か月経過後から開始。
貸付期間の国・公立は2倍、私立は3倍の期間で均等月払い
■個別相談　開庁時間に随時受け付け。開庁時間に来られない人は
以下の時間（要予約）に受け付けます。
　①2月20日㈬午後5時30分～8時（予約は19日㈫まで）
　②2月24日㈰午前9時～正午（予約は22日㈮まで）
※入学金準備貸付制度の追加募集も同時期に行います。詳細は同課
へ。

※1　医療費の負担割合が3割になっている70歳以上の被保険者
※2　市民税・県民税均等割非課税で、その世帯の各所得から必要経費・控除（年金収入者は80万円）を引いたとき0円となる世帯
※3　総所得金額（給与所得金額や事業所得等の合計額）、土地の譲渡に係る所得等から基礎控除33万円を引いた金額

　4月1日からミニコミセンの鍵の施錠・解錠が静脈認証システムと
なります。ミニコミセンを4月以降利用する人は下表の日時に各ミ
ニコミセンで必ず登録を。詳細は各担当コミセンへ。

■上下水道事業運営審議会　上下水道事業について意見を述べ、検
討する市民委員。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対象。募集は1人。任期
は委嘱日から2年間。報酬は会議1回につき7000円。小論文は「今
後の草加市上下水道事業について」。ლ3月4日㈪までに〒340-8555
水道総務課へ。☎920-56775925-5046suido-keiei@city.soka.saita
ma.jp。公開抽選：3月11日㈪午前10時から水道庁舎会議室で
■介護保険推進委員会　介護保険事業について意見を述べ、検討す
る市民委員。市内在住の40歳以上（平成30年11月1日現在）の本市
介護保険被保険者で、市の他の審議会等の委員になっていない人対
象。募集は男性1人。任期は平成33年10月31日まで。報酬は会議1
回につき7000円。小論文は「草加市の介護保険について」。ლ3月
8日㈮までに〒340-8550長寿支援課へ。☎922-13425922-3279cho
jushien@city.soka.saitama.jp。公開抽選：3月18日㈪午前10時から
市役所西棟第2会議室で。
　いずれも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（A4用紙可）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）を記入し
各担当課へ。ファクス、メールでも可。

ミニコミセン 担当コミセン
登録受付
期間・時間

新田ミニコミセン

草加北ミニコミセン

草加南ミニコミセン

谷塚南ミニコミセン

松原ミニコミセン

谷塚ミニコミセン

原町コミセン
☎5941-5353

稲荷コミセン
☎5931-5333

氷川コミセン
☎5927-5692

柳島コミセン
☎5928-2321

八幡コミセン
☎5935-4878

高砂コミセン
☎5920-3066

２月21日㈭
～25日㈪
午前10時～
午後4時

２月14日㈭
～18日㈪
午前10時～
午後4時

３月15日㈮
～19日㈫
午前10時～
午後4時

３月22日㈮
～26日㈫
午前10時～
午後4時

年齢

対象となる費用
医療費

（後期高齢者）+
介護サービス費

医療費＋
介護サービス費

75歳以上 70～74歳 70歳未満

基準総所得金額（※3）
医療費＋

介護サービス費

67万円

56万円

31万円

19万円

901万円超

600万円超～901万円以下

210万円超～600万円以下

210万円以下

住民税非課税世帯

212万円

141万円

  67万円

  60万円

  34万円

■医療保険の世帯内での自己負担限度額（平成29年8月1日～同30年7月31日）

現役並み所得者（※1）

一般【住民税の課税世帯】

Ⅱ【Ⅰ以外】

Ⅰ（※2）

低所得者
【住民税の
非課税世帯】

審議会等の開催日程

4月1日から
ミニコミセンの
鍵の開け方が変わります

問みどり公園課☎922-19735922-3145

奨学資金貸付制度の活用を

費用の一部を支給します

□申2月8日㈮～3月11日㈪に総務企画課へ。☎922-26195928-1178□申

葛西用水沿いの桜並木を守ろう！

～医療・介護の費用が高額になった人へ～

問国民健康保険加入者…保険年金課☎922-15935922-3178
　後期高齢者医療制度加入者…後期高齢者・重心医療室☎922-13675922-3178
　その他の医療保険加入者…介護保険課☎922-14215922-3279

●上下水道事業運営審議会
●介護保険推進委員会

計画案説明会・意見交換会委員
募集

登録を
忘れずに！

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③市政情報 2019年2月5日号



問廃棄物資源課☎931-39725931-9993
■学校体育施設利用　小・中学校体育
館・校庭を定期利用する10人以上で構
成され、満20歳以上の責任者がいる市
民団体対象
■グラウンドゴルフ場利用　金明専用
グラウンドゴルフ場と草加中央防災広
場を定期利用する10人以上で構成され
る市民団体対象

　いずれも営利団体不可。現在登録し
ている団体も再登録が必要です。なお、
金明専用グラウンドゴルフ場は㊋9時
～12時、㊍13時～16時は個人利用でき
ます（当日直接会場へ。レンタルクラ
ブあり）。ლ3/15㊎までにスポーツ振
興課で配布する申請書に記入し、必要
書類を添えて同課へ。☎922-2861592
2-3172

　今年の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。ლ2/8㊎（消印有効）ま
でに、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、〒
340-8550選挙管理委員会へ。☎922-249
05927-7693

　3/30㊏までの9時～20時を高校生・
予備校生等に開放します（㊐・㊗休
館）。利用希望者は生徒証等を持って
図書館入り口へ。問獨協大学図書館☎
946-1806

　通学路での児童の交通安全指導（7
時30分～8時30分）や交通安全教室で
の指導を行います。勤務は4月から。
場所は新田小・西町小・新里小・八幡
小・氷川小・八幡北小・長栄小・両新
田小学校区。市内在住の20～65歳程度、
心身ともに健康で交通安全に理解と関
心のある人対象。募集は各学区1人。
制服・装備品を貸与。報酬は登校時の
交通安全指導が日額1500円、交通安全
教室での指導等が時給1000円。ლ2/28
㊍までに〒340-8550交通対策課へ電話
連絡の上、履歴書を送付。☎922-1641
5922-1030

　第三者からの請求で本籍入りの住民
票等を交付した場合に、住民票等に記
載されている本人に交付事実を通知す
る「本人通知制度」を実施しています。
草加市の住民基本台帳、草加市が編製
した戸籍、戸籍の附票に記載されてい
る人対象。登録を希望する人は市民課
または各サービスセンターに本人確認
できる書類（運転免許証・保険証等）
を持参し申し込んでください。なお、
本人以外による申し込みは同世帯の家
族でも委任状が必要となります。また、
郵送でも申し込みできます。詳細は市
ホームページで確認を。問市民課☎
922-15265920-1501

　3/3㊐9時30分～11時40分。会場は保
健センター。特定健診等の健診を受診
した人対象。定員40人。講師は中町ク
リニック中町隆史院長と同センター管
理栄養士。生活習慣病は自覚症状がな
く、知らないうちに症状が進行してし
まうかもしれません。講演会をきっか
けに生活習慣を見直しましょう。ლ保
健センターへ。☎922-02005922-1516

　2/17㊐14時～16時。会場は勤労青少
年ホーム。講師は昭和薬科大学吉永真
理教授。定員80人。ლ2/16㊏までに勤
労青少年ホームへ。☎928-64215928-
9632

■写真教室（基礎科）　第1･3㊎13時
～15時。会場は草加市文化会館ほか。
月額1100円。定員4人。2Lプリント複
数枚持参
■ペン画教室　第1･3㊋13時30分～16
時。会場は中央公民館ほか。月額1600
円。定員4人。スケッチブック・鉛筆
・水性ペン持参
ლシルバー人材センターへ。☎928-92
115928-9209

　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行
います。
【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

　2/10㊐14時～19時・20㊌終日・21㊍
終日は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。問市民課（住民票、印鑑
登録証明書、戸籍証明書等について）
☎922-15265920-1501、市民税課（課
税・非課税証明書、所得証明書につい
て）☎922-10495920-1502、納税課
（納税証明書について）☎922-10985
920-1502

　国民年金保険料を口座振替で前納
（4月末日に1年分または2年分を一括
引き落とし）すると、納付書等での納
付より割引額が多くお得です。また、
金融機関等に行く手間も省け、納め忘
れを防ぐこともできます。平成31年度
分の口座振替による前納の申し込みは、
2/28㊍までに、預貯金口座がある金融
機関窓口もしくは越谷年金事務所へ年
金手帳・預金通帳・通帳の届出印を持
参し手続きをしてください（〒343-85
85同年金事務所へ郵送可）。また、現
金・クレジットカード納付でも割引額
の大きい2年前納が利用できます。問
越谷年金事務所☎960-11905960-7220

　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）。
4/12㊎、5/10㊎、6/14㊎。9時～12時。
会場は子育て支援センター。市内の子
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）。ლ2/19㊋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

　2/10㊐13時30分～。会場は中央公民
館。世代を超えた居場所を提供してい
るNPO法人代表理事の幾島博子氏が

「子どもと地域がゆる～くつながるお
ばちゃんちって？」と題して講演しま
す。みんなのまち草の根ネットの会・
草加市青少年健全育成市民会議との共
催。定員80人。ლ2/8㊎までに公共施
設等で配布するチラシ裏の申込用紙に
必要事項を記入し、子育て支援課へ。
電話でも可。☎922-34925922-3274

　2/9㊏11時～14時（荒天時は10㊐）。
会場は草加中央防災広場。高砂・住吉
・中央地区まちづくり市民会議が、地
域のにぎわい創
出と子どもたち
の思い出づくり
のために開催す
る凧あげイベン
トです。問みん
なでまちづくり
課☎922-07965
922-3406

たこ

粗大ごみ持ち込み

　環境業務センターへ粗大ごみを持ち込む際に居住地確認を行います。運
転免許証等の氏名・住所が確認できるものを必ず持参してください。
■持ち込みできるもの　市内での生活により発生し、排出した本人が持ち
　　　　　　　　　　　込むもので、1日10点まで。
■出し方　粗大ごみ受付センター（☎931-5374）へ事前に連絡・予約の上、

平日9時～16時に環境業務センター（青柳6-23-3）へ。

ごみなし

氏名・住所が確認
できるものを忘れずに！

交通指導員を募集

獨協大学図書館を高校生に開放

コンビニ交付サービスを一時休止

国民年金保険料は前納がお得

Jアラート試験放送
2/20㊌11時に実施

子ども・子育て活動をPRする団体募集
子育て支援センター

応募者全員に参加賞あり！
明るい選挙啓発標語を募集

不正取得による権利侵害防ぐ
住民票等の本人通知登録を

シルバーカルチャー教室

子どもにやさしいまちづくりフォーラム
「ふれあいの家-おばちゃんち」

健康づくり講演会　「特定健診を
きっかけに生活習慣を見直そう」

学校体育施設・グラウンドゴルフ場
平成31年度定期利用希望団体は登録を

みんなのあそびば原っぱ　凧あげ
たこ

冒険あそび場講演会
「外遊びの今」を考える
：世代別遊びブックを作ってみよう！

平成31年の市内交通事故状況（前年比）1月20日現在　人身事故11件（－35）　死者0人（±0）

④ 2019年2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」

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

インフルエンザ警報発令中！！手洗い・うがい・マスクで予防を。

▶固定資産税・都市計画税　第4期
▶国民健康保険税（普通徴収）　第9期
▶後期高齢者医療保険料（普通徴収）  第8期

▶介護保険料（普通徴収）  第9期
2/28㊍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） 納税は便利な口座振替で

2/28㊍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

・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

2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



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

2/25㊊

2/27㊌

【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

3/5㊋

3/19㊋

2/12㊋

2/26㊋

3歳3か月児健康診査 

平成29年8/1～15生まれ

平成27年11/1～15生まれ

平成27年11/16～30生まれ

平成29年8/16～31生まれ

対象者に2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）

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

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 2月下旬～3月中旬 平成31年1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1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 3/10㊐・13㊌ 平成31年5月～7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 3/15㊎ 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 2/27㊌ 【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

初期

中期

後期

　2/17㊐13時30分～15時30分。会場は
高砂コミセン。18歳以上対象。定員
100人。室内靴持参。講師は南越谷健
身会クリニック周東寛院長。ლ2/6㊌
から電話で草加市体育協会へ。☎928-
63615922-1513

　2/21㊍9時30分～12時30分。会場は
草加市文化会館。参加費500円。定員
18人。煮汁がおいしい手羽元の塩煮込
み。エプロン・三角巾・布巾持参。ლ

シルバー人材センターへ。☎928-9211
5928-9209

　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　2/9㊏13時30分
～15時30分。折り紙で脳トレ。定員20
人。参加費100円
■草加キングス・ガーデン　2/9㊏14
時～16時。テーマ「認知症対応のポイ
ント」。参加費100円
■デイサービスセンター草加　2/9㊏
14時～16時。寸劇でわかる健康。参加
費100円
■埼友草加病院　2/16㊏14時～16時。
笑顔あふれる頭の体操「ピカッとブレ
イン」。定員100人。参加費200円
■ボンセジュール草加　2/23㊏13時30
分～15時30分。テーマ「口腔衛生につ
いて」。定員40人。参加費100円。室
内靴・ビニール袋持参

　2/16㊏・17㊐10時～16時。会場は草
加市文化会館。草加の地場産業の一つ
である皮革製品・素材の展示、レザー
クラフト体験など皮革の魅力を思う存
分体験できます。問草加商工会議所☎
928-81115928-8125

　2/17㊐10時15分～11時30分。会場は
市民体育館。玉入れやくつ飛ばし等誰
でも楽しめる競技が盛りだくさん。保
険代100円。室内靴持参。当日直接会
場へ。問スポーツ振興課☎922-28615
922-3172

　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　2/9㊏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　2/12㊋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　2/13㊌13時～14時
30分。会場はであいの森。問川柳・新
田東部（包）☎932-70075931-0993
■いきいき体操教室　2/18㊊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。
ლ2/6㊌から谷塚西部（包）へ。☎929-
00145929-5222
■介護者のつどい　2/20㊌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　2/20㊌18時30分～
20時。会場は旧かっぱ天国（谷塚町
647-8）。問安行（包）☎921-21215928-
8989
■はつらつバルーン体操　2/26㊋13時
30分～14時30分。会場は八幡コミセン。
ボール等を使用した介護予防運動と体
操。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。ლ2/6㊌
から川柳・新田東部（包）へ。☎932-70
075931-0993
■コツコツ貯筋体操　2/27㊌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｡ლ2/6㊌か
ら安行（包）へ。☎921-21215928-8989

　2/24㊐13時～16時30分。会場はさい
ゆうヴィレッジ。定員80人（当日先着
順）。人工透析患者を増やさないため、
慢性腎臓病の早期発見及び早期治療に
ついて講演します。草加市腎臓病患者
友の会主催。問障がい福祉課☎922-14
365922-1153

　2/17㊐13時開演。会場は草加市文化
会館。市内で活動する吹奏楽団体や市
内中学・高校の吹奏楽部が出演します。
各団体の演奏に加え、市内在住の音楽
家さかはし矢波さんの指揮による総勢
150人を超える出演者の合同演奏が楽
しめます。問草加市文化会館☎931-93
255936-4690

講演会「慢性腎臓病について」

オレンジカフェ（認知症カフェ） 草加レザーフェスタ2019

冬のミニ運動会inそうか

市民音楽祭　吹奏楽フェスティバル

健康づくり講演会
「60歳からの筋力づくり」

健康長寿講座
免疫力アップのための料理教室

地域包括支援センター（包）
介護予防教室・介護者のつどい

2月の「なくそう暴力」標語　考えよう　手を出す前に　もう一度
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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。

高年者向け

保健センター臨時職員
（保健師・助産師・看護師）

　2/24㊐8時50分川柳文化
センター集合、12時解散。絶滅危惧種
のキタミソウを観察します。小学3年
生以下は保護者同伴。定員30人。ლ環
境課へ。メール（QRコード）も可。
☎922-15195922-1030

　3/2㊏10時～。会場は市民体育館。
小学生以上対象。ヨネックスアドバイ
ザリースタッフによる試合形式を織り
交ぜた講習会。定員60人。バドミント
ン用具一式持参。ლ2/28㊍までに草加
市体育協会ホームページから申込書を
入手し草加市バドミントン協会へ。問
草加市体育協会☎928-63615922-1513

　3/25㊊男子シングルス・女子ダブル
ス。26㊋男子ダブルス・女子シングル
ス。会場はそうか公園。市内在住・在
学・在クラブの高校生対象。参加費シ
ングルス300円、ダブルス400円。ლ

2/22㊎（必着）までに往復はがきに住
所・氏名・電話番号・生年月日・種目
・学校名・学年を記入し〒340-0022瀬
崎6-31-1草加市体育協会へ。☎928-6361
5922-1513

　5/28㊋～6/19㊌に県立近代美術館で
開催される県美術展に出品する作品を
募集。部門は日本画（水墨画含む）・
洋画（版画含む）・彫刻・工芸・書
（篆刻・刻字含む）・写真の6部門。
県内在住、在勤、在学で15歳以上（中
学生を除く）対象。各部門3点まで。
出品料は1点につき3000円。搬入は5/
10㊎～12㊐。ლ文化観光課等で配布す
る開催要項を確認の上、搬入期間に直
接会場へ。問県文化資源課☎048-830- 
69255048-830-4965

　3/3㊐9時30分～。会場は市民体育館。
障がいのある小学生以上の人とその家
族、支援者対象。定員100人（1チーム
6人以上で障がい者3人以上を含む。個
人でも可）。参加費1人200円。室内靴、
昼食持参。ლ2/20㊌までに電話で市民
体育館へ。☎5936-6239

　懐かしのSPレコードの音色をお聞
かせします。3/9㊏14時～15時。会場
は歴史民俗資料館。問同館☎922-0402 
5922-1117

　3/17㊐9時～16時（雨天中止）。会
場はそうか公園。募集は35区画。出店
料1区画1080円。ლ2/6㊌～3/8㊎みど
り公園課へ。☎922-19735922-3145

　3/9㊏5時15分草加中集合。会場は軽
井沢プリンスホテルスキー場。小学生
以上対象。定員40人。参加費小学生1
万円、中高生・シニア（65歳以上）1
万2000円、一般1万3000円。ლ2/6㊌か
ら電話で市民温水プールへ。☎936-68 
245935-8981

　3/13㊌13時～15時。服薬についての
講話・体操・茶話会など。60歳以上対
象。定員20人。ლ2/6㊌10時から電話
で同館へ。☎936-27915936-2792

　時給は保健師・助産師1550円、看護
師1300円、准看護師1200円。保健事業

生きもの調査会

バドミントン講習会

高校生硬式テニス大会

チャリティダンスフェスティバル

　3/31㊐12時～16時30分。会場は市民
体育館。ダンススポーツを通じた交流
やJDSFアマチュアファイナリストA
級の模範演技が楽しめます。小学生以
上対象。定員400人。参加費高校生
以上1000円。室内靴持参。ლ 2/6㊌か
ら電話で市民体育館へ。☎5  936-6239

《資格者対象》
■保育士・看護師・栄養士・調理師
時給1060円（調理師1000円、准看護師
960円）。㊊～㊎8時30分～17時（㊏勤務
あり）。賞与年2回、通勤手当、有給休
暇、65歳未満の人に社会保険等あり
■短時間保育士　時給1060円。㊊～㊎
10時30分～15時30分のうち3時間30分。
通勤手当、有給休暇等あり。65歳未満
対象
《資格不問》
■時間外保育従事者　時給1320円（有
資格者1420円）。㊊～㊎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。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　時給1220円。㊊～㊏8時
30分～13時。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
ლ保育課へ。なお、保育士、看護師、
短時間保育士、時間外保育従事者は4
月前から勤務できます。☎922-14915
922-3274

4/1採用　公立保育園の臨時職員

埼玉県美術展覧会作品募集

みんななかま卓球バレー大会

　2/23㊏10時～13時（雨天中止）。会場
はそうか公園。公園の散策、手作りバ
ームクーヘン体験。小学生（保護者同
伴）対象。定員15組。ლ2/6㊌からみ
どり公園課へ。☎922-19735922-3145

　2/24㊐9時～。会場は総合運動場
（雨天時は経験者コースのみ市民温水
プール）。経験者と初心・初級コースに
分かれ、審判の基本動作やジャッジの
仕方を実践形式で学びます。18歳以上
対象。定員150人。ლ2/6㊌から電話で
そうか公園へ。☎931-98335935-8510

　2/23㊏13時30分～15時。会場はふれ
あいの里。60歳以上対象。定員30人。
ლ2/6㊌10時から電話でふれあいの里
へ。☎920-62225920-6251

　3/2㊏9時～18時。会場は八潮消防署。
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。ლ2/26
㊋までに八潮消防署へ。☎998-01195 
997-8519

　今からでも始められる健康づくりの
ための体操教室。いずれも初日は30分
間の健康講話あり。会場は保健センタ
ー。重複申し込み不可。
■体が硬くても大丈夫！やさしいヨガ
教室　3/1㊎10時～11時30分・8㊎10時

そうか公園自然観察会

ふれあいの里講座　終活セミナー

上級救命講習

日帰りスキー教室

であいの森かけはしサロン

≪非常勤嘱託員≫63歳以下対象。募集
は各1人。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
■臨床心理士（臨床心理士・臨床発達
心理士有資格者対象）　①あおば学園
勤務。㊊～㊎（㊗を除く）で月16～20
日8時30分～17時。知的障がいのある
未就学児の支援。②子育て支援センタ
ー勤務。㊊～㊎（㊗を除く）で月16～
20日8時30分～19時のうち7時間30分。
発達に心配のある児童の支援
■作業療法士（作業療法士有資格者対
象）　子育て支援センター勤務。㊊～
㊎（㊗を除く）で月16～20日。8時30
分～19時のうち7時間30分。発達に心
配のある児童の支援
≪臨時職員≫
■調理師または調理補助　58歳以下対
象。募集は1人。時給は調理師1000円、
調理補助955円（賞与あり）。交通費
支給、健康保険、厚生年金、雇用保険、
有給休暇、特別休暇あり。あおば学園
勤務。4/1からの㊊～㊎（㊗を除く）8
時30分～17時。給食の調理
ლ履歴書（調理師は資格証の写しも）
〒340-0041松原1-3-1子育て支援センタ
ーへ。☎941-67915941-6828

子どもの発達を支援する職員

　時給1830円。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。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。募集
は若干名。交通費、社会保険等、年次
有給休暇あり（条件あり）。ლ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。☎922-34945928-1178

子ども教育連携教員（数学常勤）

そうか公園フリーマーケット

野球審判技術講習会

SKT24推進事業
そうか健康づくり応援隊

86年前の音色
蓄音機コンサート

～11時15分。全2回。18歳以上対象。
定員25人
■ゆったりロコトレ体操教室　3/7・
14の㊍10時～11時30分。全2回。65歳
以上対象。定員30人
ლ2/6㊌から電話で保健センターへ。
☎922-02005922-1516

計画日の午前か午後で3～4時間程度。
場所は保健センター。内容は幼児健診
・がん検診・健康相談・健康教育・家
庭訪問等。有資格者でおおむね60歳ま
で対象。ლ保健センターへ電話連絡の
上、履歴書・免許証の写しを2/6㊌～
20㊌に同センターへ。☎922-0200592
2-1516

＆ ♥

♥

♥

　バレンタインデーに大切な人へハート型のおせんべいを贈りませんか。
メッセージや絵をおせんべいに描けるので、プレゼントにぴったり。革の
動物アクセサリーやネームプレートづくりができるレザークラフト体験も
同日開催。
■日　時　2/10㊐10時～16時
■会　場　伝統産業展示室「ぱりっせ」（草加市文化会館内）
■参加費　せんべい焼き1人324円（3枚、要予約）

レザークラフト1回500円

□申ぱりっせへ。☎5931-1970□申

草加の地場産業バレンタイン限定企画

ハート型せんべい

レザークラフト体験
焼き体験
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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

■文化協会祭　2/16㊏・17㊐・22㊎～
24㊐、3/3㊐　文化協会加盟団体の発
表会　会場は三郷市文化会館ほか　問
市民活動支援課☎930-7714

■平成30年度越谷市生涯学習フェステ
ィバル　2/24㊐10時～15時　会場は中
央市民会館及び周辺　問生涯学習課☎
963-9283

■消費生活展　2/24㊐10時～14時　会
場は八潮メセナ・アネックス（八潮駅
前）　問商工観光課☎996-3182

■公民館フェスティバル　3/2㊏・3㊐
9時～17時（3㊐は16時まで）　展示や
発表、模擬店、体験など　会場は吉川
市中央公民館　問同館☎981-1231

■ふるさと寄席　春風亭小朝独演会　
3/10㊐14時開演　会場は田園ホール・
エローラ　料金2000円（高校生以下
1000円）　全席指定、未就学児入場不
可　問同ホール☎992-1001

■司法書士による法律相談会　2/8㊎
17時～19時　物産・観光情報センター
で　問竹村☎920-5415
■スポーツウエルネス吹矢体験　2/9
～23の㊏13時～15時　八幡コミセンで
　全3回　参加費300円　ლ山田☎94 
4-8837
■合気道無料体験会　2/9㊏15時～16
時　小学生対象（親子可）、16時～17

越谷市

三郷市

八潮市

吉川市

松伏町

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
■勤少空手道教室無料体験会　2/9・
23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
■スポーツウエルネス吹矢体験　2/10
㊐13時～、24㊐15時～　川柳文化セン
ターで　ジュニア・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　
2/10㊐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
■スポーツウエルネス吹矢体験会　
2/11㊗・14㊍9時30分～11時　2/13㊌
13時30分～15時　中央公民館で　初回
無料2回目以降300円　問田岡☎090-43 
35-7987
■中国旧正月・春節を祝う餃子作り　
2/11㊗10時～14時　中央公民館で　講
師孫長英さん　参加費1500円　エプロ
ン・タオル持参　ლサークル中国大好
き武藤☎090-3574-1031
■税金生活無料相談会　2/11㊗15時～
17時　勤労福祉会館で　2/16㊏13時～
　谷塚文化センターで　生活保護・国
保税滞納・税申告等　問草加生健会三
田☎928-5564
■ミシン洋裁基礎講座　2/13㊌・20㊌
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　ლ竹花☎090-6657-4005
■子育てセミナー「男の子の育て方・
女の子の育て方」　2/14㊍10時～11時
30分　草加市文化会館第1研修室で　

参加費200円　託児は前日までに予約
　問家庭倫理の会石野☎090-9203-4244
■食べて応援！東北復興支援　2/14㊍
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
■不登校相談会　2/14㊍15時30分～16
時50分　草加市文化会館第2研修室で
　不登校に悩む生徒と保護者対象　問
そうか不登校支援ネット森泉☎932-51 
39
■スポーツ吹矢体験会　2/15㊎・23㊏
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
■清彩会水彩画展　2/15㊎～20㊌10時
～17時30分（初日13時から、最終日16
時まで）　アコスギャラリー（6階）
で　30点程展示　ぜひご高覧ください
ませ　問佐藤☎929-0357
■介護者サロン「らくだ」　2/15㊎わ
～くわっく草加で　「こもれび」　
2/21㊍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」　2/16㊏
10時～12時　中央公民館で　3/5㊋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☎928-53 
32
■あみもの基礎講座　2/16㊏11時～13
時　勤労福祉会館で　マフラーを編ん
で基礎と疑問を学びます　材料費500
円　見学自由　問あみものを楽しむ会
植竹☎931-4809
■アコギ弾き語りコンサート　2/16㊏
13時30分～16時30分　新田西文化セン
ターで　懐かしの洋楽他　先着80人　
資料代100円　問アコースティックサ
ウンドの会吉田☎090-5394-2571
■講演会「緊迫する憲法改正と、私た

ちの運動」　2/16㊏13時30分～16時30
分　勤労福祉会館ホールで　講師は川
村俊夫憲法会議代表幹事　参加費無料
　問草加革新懇高田☎942-7166
■氷川ダンス倶楽部フリーダンス　
2/17㊐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
■卓球体験　2/19㊋13時～15時・22㊎
13時～15時　市民体育館で　問松が根
クラブ須藤☎922-4789
■遺言書の書き方と終活を学ぼう　
2/23㊏10時～12時　市民活動センター
（谷塚）で　一般対象　定員15人　参
加費無料　ლ遺言相続後見ネット☎94 
6-5152
■バドミントン講習会　3/2㊏10時～
15時　市民体育館で　定員60人　参加
費無料　ლ2/28㊍までに〒340-0012神
明2-2-45矢島☎5925-4981
■障害年金・成年後見無料相談会　3/
3㊐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
■14周年講演会｢改憲よりも私たちが
望む政治を｣　3/3㊐14時～16時 勤労
福祉会館で　講師は元SEALDs諏訪原
健氏　定員200人　参加費500円　問九
条の会･草加山口☎080-6587-9177
■調理士さんと学校給食を作ってみま
せんか　3/9㊏10時～　草加市文化会
館で　チキンとポテトのオーロラソー
スほか　500円　ლ子どもの健康と学
校給食を考える会菅☎090-1559-3160
■青空市場「川の駅そうか市」出店者
募集　3/24㊐9時～17時　綾瀬川第2ラ
グーンで　年齢性別不問　定員30組　
出店料1区画2000円　ლNPO法人今様
草加宿今井☎935-8362

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）

いち

2月10日㈰

2月11日㈷

2月17日㈰

内科

外科

内科

外科

歯科

内科

外科

井口小児科クリニック

豊田クリニック

かたい内科クリニック

新島整形外科

波多野歯科医院

草加内科呼吸ケアクリニック

石井外科医院

松原5-1-7

柿木町1127-1

松江1-25-13

草加2-4-14

高砂1-3-1 3Ｆ

草加1-4-5

氷川町928

☎941-8686

☎930-3636

☎936-6612

☎943-2711

☎928-6480

☎999-5941

☎925-4255

　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

㈲駒崎設備
㈲東洋開発
㈲イワセポンプ店

氷川町818-3
両新田西町246
手代3-11-8

☎924-4136
☎928-5520
☎922-2429

2/10㊐
     11㊗
17㊐

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



簡単、かわいい詐欺対策簡単、かわいい詐欺対策

神田松之丞独演会
〜こよひ、草加で松之丞をひとり占め〜〜こよひ、草加で松之丞をひとり占め〜

　１日、平成最後のお正月を迎えました。元旦ラジオ体操では元気
に体操をする中、輝くような初日の出を迎え、草加宿七福神めぐり
では思い思いにスタンプラリーを楽しみ、新年を祝っていました。

　県条例で義務化された自転車損害保険の要件を満たしている「入
って安心！RinRinそうか」の新年度受け付けが始まりました。パン
フレットは市内公共施設で配布しています。なお、昨年度加入者に
は通知を送付しています。

　『チケットが取れない』神田松
之丞の高座を楽しむ好機！張り扇
を使って歴史上の人物などを語る
伝統話芸「講談」をこの機会に。
■日　時　6月28日㈮

午後7時30分開演
■会　場　草加市文化会館
■料　金　3000円（全席指定、未
就学児の入場不可）
□申 2月24日㈰午前10時から草加市
文化会館へ。（電話予約は25日㈪
午前10時～）

■補　償　個人賠償責任補償（最高1億
円）、交通事故でのけがの補償、死亡・
後遺障害・入院・手術保険金
■保険料　本人プラン　2000円、家族用
プラン　1000円（家族1人につき）
■保険期間　4月1日～翌年4月1日（表参
照）
■加入方法
①郵便払込（手数料がかかります）
②特設窓口　4月26日㈮まで（土・日曜
日、祝日を除く）の午前8時30分～午後5
時15分（正午～午後1時除く）に市役所
本庁舎西棟4階で受け付け

1月かどまちごとでき　固定電話機にシールでマイクを貼るだけの振り込め詐欺対策
用おしゃべり人形「あんしんみーちゃん」を65歳以上の人に無
償配布します。
■応募資格　65歳以上の市民（既にもらった人は不可）
■配 布 数　600体（1世帯1体・先着順）
■受取方法　以下のいずれかの日時で受け取れます。その際に
使い方とサギに騙されない心構えをお話しします。
●勤労福祉会館　3月11日㈪午後2時
●市役所西棟　　3月12日㈫・13日㈬・14日㈭各午前11時
●中央公民館　　3月20日㈬午後2時
□申くらし安全課・市民課・介護保険課・長寿支援課・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
し、2月6日㈬～3月6日㈬（消印有効）に〒340-8550くらし安全
課へ。持参も可。
※配布は応募資格を審査の上決定します。3月7日㈭を過ぎても
連絡がない場合は問い合わせてください。

　歯周病の研究や治療に実績を持つ伊藤
先生が、歯周病のこと、歯周病と体の病
気（特に糖尿病）との関係、予防法など
をわかりやすく解説します。草加歯科医
師会の主催。

　大人が歯を失う１番の原因は歯周病。歯周病は40歳以上の約5人
に4人以上の人がかかるとても身近な病気です。歯周病のこわさは
歯を失うことだけでなく、糖尿病や心臓血管障害など全身の様々な
病気と関係するなど万病のもととなること。歯茎が少し腫れている
気がしてもそのままにしてしまいがちですが、早めの予防の大切さ
がわかる講座です。
■日　時　3月17日㈰午前10時～
■会　場　草加市文化会館
■講　師　伊藤公一氏（前日本大学歯学部歯周病学講座教授）
■定　員　100人
□申 3月15日㈮までに市民公開講座ポスターが掲示されている歯科医
院または保健センターへ。

　元サッカー日本女子代表丸山桂里奈さんを招きサッカークリニッ
クを行います。
■日　時　2月24日㈰午前10時～正午
■会　場　そうか公園多目的運動場
■対　象　小学3年生～5年生
■定　員　100人
■持ち物　サッカーボール

　日本講談協会、落語芸術協会所属。平成19年
三代目神田松鯉に入門、平成24年二ツ目昇進。
持ちネタは130以上で来年2月に抜てきで真打ち
昇進が決まっている新進気鋭の講談師。

神田松之丞（かんだまつのじょう）

⃞申 2月6日㈬から電話で草加市体育協会へ。☎928-63615922-1513

問草加市文化会館☎931-93255936-4690

無償
配布
無償
配布

その電話、サギかも？

歯周病は万病のもと
～とくに糖尿病との関係性～

こわい！こわい！

「あんしんみーちゃん」
問くらし安全課☎922-36075922-1030

おしゃべり人形おしゃべり人形

問保健センター☎922-02005922-1516

元日本代表
丸山桂里奈さんと
トップアスリート・
サッカーフレンズ

市民公開講座

世界
を制した技術を間近で体験！ 4月1日補償開始は3月18日月ま

で

問交通対策課☎922-16415922-1030

個人賠償責任補償がついてる保険

加入日で補償開始日が
変わります

Jump!

保険加入日 補償開始日

3/18まで 4/1～

3/19～4/18 5/1～

4/19～5/18 6/1～

5/19～6/18 7/1～

6/19～7/18 8/1～

7/19～8/18 9/1～

8/19～9/18 10/1～

 9/19～10/18 11/1～

草加人のための情報紙　広報「そうか」まちの話題・できごとまちかど2019年2月5日号

市の人口　平成31年1月1日現在　24万8488人（男12万5879人・女12万2609人）/前月比86人減/世帯数11万6123世帯

⑧
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