
折り込んである「交通ルール・コミュニティバス特集」「草加市立病院」は、抜いて読んでください。
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万が一、他人を死傷させてしまった場合、自転車で
あっても損害賠償責任を負い、高額な賠償を求められ
ることがあります。県では被害者の救済や、加害者の
経済的負担の軽減のため、自転車利用者の自転車損害
保険等への加入を義務化しています。
　草加市は、平坦で自転車が利用しやすい反面、県内
でも自転車事故が多いまちです。交通ルールやマナー
を守ることは自分を守ることにつながります。交差点
等には危険が潜んでいるかもしれないと考えながら運
転を。また、気持ちにゆとりを持って行動ができるよ
うに心掛けましょう。

市内の自転車事故の特徴

●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　・本人用プラン2000円
　　　　　・家族用プラン1000円（家族1人につき）

県で義務化された自転車損害保険の要件を満たした草加市
民（在学・在勤含む）対象の市オリジナル保険です。

■入って安心！ RinRinそうかとは…

■加入方法《パンフレットは公共施設で配布》

※以降も加入可能ですが、加入日により補償開始日が変わります

４月１日補償開始は

３月18日㈪まで※に申し込みを！

交通事故は高年者の事故が多い！

高年者死傷者数
県内７位ワースト１１

▶折り込みの「交通ルール・コミュニティバス特集」で
　交通ルールの再確認をしましょう。

（平成30年の交通事故発生状況　草加警察署及び埼玉県調べ）

安全不確認等が 事故
原因の約７割33

自転車事故は

自転車事故は

交差点での事故が 事故発生
場所の約７割22

問交通対策課☎922-1641 5922-1030

〈個人賠償責任補償付保険〉

加入受付中

場所
期間
時間

①郵便払込（手数料がかかります）
②特設窓口　　　 　　　市役所本庁舎西棟4階

4月26日㈮まで（土・日曜日・祝日を除く）
午前8時30分～正午／午後1時～5時15分

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.1221

31平成 　　年（2019年）

日号20

☎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

2月



■1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）

　いずれも3月13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・小論文を記入し①は〒340-8550くらし安全課へ、
②③は〒340-0053旭町6-13-20くらし安全課へ、④は〒340-8550庶務
課へ。ファクス、メールでも可。
①安全安心まちづくり推進協議会委員
　犯罪防止、地域防犯力向上について意見を述べ、検討します。
■対　　象　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
■募集人数　1人
■任　　期　4月1日～平成33年3月31日
■報　　酬　会議1回につき7000円
■小 論 文　市民として取り組んだボランティア防犯活動について

（600～800字）
■公開抽選　3月15日㈮午後2時から市役所西棟第3会議室で
②消費生活モニター
　消費者行政について意見を述べ、各種調査、報告等をします。
■対　　象　市内在住の20歳以上（平成31年4月1日現在）で、消費

者問題に関心のある人（公務員及びこれに準じる人を
除く）

■募集人数　20人
■任　　期　4月1日～平成33年3月31日

■謝　　礼　会議・研修会等への参加1回につき1000円
■小 論 文　応募動機または関心のある消費者問題について（400

字程度）
■公開抽選　3月15日㈮午後4時から市役所西棟第3会議室で
③消費生活審議会委員
　市の消費生活について意見を述べ、検討します。
■対　　象　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
■募集人数　1人
■任　　期　4月1日～平成33年3月31日
■報　　酬　会議1回につき7000円
■小 論 文　草加市の消費生活問題について（600～800字）
■公開抽選　3月15日㈮午後3時から市役所西棟第3会議室で
④情報公開・個人情報保護審議会委員
　情報公開制度、個人情報保護制度について意見を述べ、検討しま
す。
■対　　象　市内在住の20歳以上（平成31年4月1日現在）で、市の

他の審議会委員になっていない人
■募集人数　1人
■任　　期　4月1日～平成33年3月31日まで
■報　　酬　会議1回につき7000円
■小 論 文　これからの情報公開制度または個人情報保護制度につ

いて（600～800字）
■公開抽選　3月20日㈬午前9時30分から市役所西棟契約課会議室で

　市長は市議会12月定例会で議会の同意を得て、
教育委員会委員に川井かすみ氏を選任しました。
任期は平成31年1月25日から同35年1月24日まで。
　同氏は、平成6年東海大学短期大学部情報処
理工学科を卒業。同21年話し方教室及び司会業を開業、同23年有
限会社川井事務所入所、同30年から草加光陽育成会幼児部及び就学
部代表に就任。現在、難病の障がいのある息子を育てながら、フリ
ーアナウンサーとして活躍中。45歳。

　3月1日㈮～7日㈭は、春季全国火災予防運動
期間です。平成30年中の市内の火災発生件数は
41件で、死者10人、負傷者6人です。住宅火災
による死傷者を出さないため、住宅用火災報知

器を設置し、定期的に点検を行い作動状況の確認をしてください。
【住宅防火いのちを守る　7つのポイント】
3つの習慣○寝たばこは、絶対やめる○ストーブは、燃えやすいも
のから離れた位置で使用する○ガスコンロなどのそばを離れるとき
は、必ず火を消す　
4つの対策○逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する
○寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用
する○火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する
○お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制を
つくる

　2月6日、アコスホールで、市政や地域の振興・公共の福祉など
に貢献した人や団体を顕彰する市政功労者表彰式が行われました。
表彰を受けた個人・団体は次のとおり（敬称略・順不同）。
　（市議会議員）小川利八　（市長）田中和明　（公平委員会委
員）西澤豊陽子　（固定資産評価審査委員会委員）浅野典久　
（人権擁護委員）加藤由美子　（スポーツ推進審議会委員）中野
幸江、吉田博幸　（国民健康保険運営協議会委員）野田裕幸、若
杉由加里　（開発審査会委員）伊藤庸一　（社会教育委員）細川
美佐子　（図書館協議会委員）犬塚壽子　（町会長）宇田川喜淑、
吉岡弘司、蓮沼清光、山川仁、石関正近、小山泰男、土田弘、山
内直勝、 　博、浅井壽雄、太田和雄、吉田勝美、白石孝雄、市
川雅保、沼田直作、佐藤孝雄、安田昌晃　（環境美化）杉本スエ
子、榎勝美、土屋四郎　（環境美化・公共活動）優友会　（社会
福祉）川島幹江、山﨑律子　（防犯活動）鈴木玉男、林金子、苗
塚町会防犯パトロール隊　（防犯活動・環境美化）鈴木ちか　
（防犯活動・公共活動）浅井薫　（青少年活動）石井愛子、田上
和惠、加藤智子　（公共活動）三世代交流ふらここ　（医療活
動）深作勉、神谷達司、髙橋哲三、上杉誠一郎、吉田輝之　（民
生委員・児童委員）曽根昭子、小西夏江　（保護司）中村久夫、
木村博行、　波徹　（食生活改善推進員協議会会員）奥笑子、酒
井涼子、坂谷吉子、佐藤鈴子　（消防団員）古姓利之、清水仁、
鈴木道夫、渡辺強一　（私財の寄附）株竹孝子、込山順邑、麦倉
忠彦、（一社）埼玉県トラック協会、草加市青少年相撲振興会、草
加ライオンズクラブ、（公社）草加青年会議所、㈱ノジマ、草加地
区更生保護女性会、新里小学校児童クラブパール組父母会、新里
小学校児童クラブダイヤ組父母会、㈱菊池襖紙工場　（統計調
査）齋田京子、刑部保美、三村眞由美、佐藤眞子、小林真由美、
梅村禮子、小川雅子、渡辺文江

教育委員会委員に
川井かすみ氏が就任

問くらし安全課☎922-36075922-1030
　 kurashianzen@city.soka.saitama.jp　 

安全安心まちづくり推進協議会委員
問くらし安全課☎941-61115941-6157
　 kurashianzen@city.soka.saitama.jp　 

消費生活モニター

問くらし安全課☎941-61115941-6157
　 kurashianzen@city.soka.saitama.jp　 

消費生活審議会委員
問庶務課☎922-09545922-3091
　 shomu@city.soka.saitama.jp　 

情報公開・個人情報保護審議会委員

問草加八潮消防局☎996-06605997-1300

問職員課☎922-09835922-3098

春季全国火災予防運動

市政功労者表彰

記録的少雨＋乾燥中=厳重注意！

７０人・12団体を表彰

委員等
募集

②①

③ ④

② 草加人のための情報紙　広報「そうか」市政情報2019年2月20日号



　○PM2.5（単位：マイクログラム／㎥）最大値23.7／最小値1.8（花栗中学校内）　○給食の放射性物質の検出なし

　10～12月分の市長交際費、議長交際費などすべての交際費を公開。
項目は、支出年月日･目的･相手方（病気見舞いは除く）・金額の4
項目。公開は3か月ごとに行い、市ホームページと市役所情報コー
ナーで閲覧できます。
■交際費支出件数・金額
市長…20件・12万416円　議長…8件・5万3960円　教育委員会…5
件・2万500円　農業委員会…2件・6000円
　なお、上下水道部、市立病院事業管理者、選挙管理委員会、監査
委員、公平委員会の支出はありませんでした。

　市では子どもにかかる医療費の負担を軽減するため、中学3年生
（15歳到達後最初の3月31日）までの子どもの通院・入院費用の保
険適用分を支給しています。
　こども医療費の支給を受けるためには、こども医療費受給者証
（ピンクの水玉のカード）が必要です。受給者証を持っていない人
は子育て支援課へ問い合わせを。受給者証は受給資格登録をするこ
とで受け取ることができます。
■対　象　市内に住所を有し、健康保険に加入している中学3年生
までの子（生活保護・重度心身障害者医療費受給者を除く）
■申請先　子育て支援課

※サービスセンター等では手続きできません

　市議会2月定例会が、2月20日㈬に開会されます。市長提出議案は
37議案。主な議案は次のとおり。
○草加市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について
…地方税法施行令の一部改正により、国民健康保険税の賦課限度額
の見直しを行うものです。
○草加市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部
を改正する条例の制定について…草加柿木産業団地地区の地区整備
計画が定められたことに伴い、当該地区整備計画区域内における建
築物の制限について定めるものです。
○草加市地区計画区域内における建築物の緑化率の最低限度に関す
る条例の制定について…草加柿木産業団地地区の地区整備区域内に
おける建築物の緑化率の最低限度について定めるものです。
○草加市公共下水道事業の設置等に関する条例の制定について…草
加市公共下水道事業の経営状況及び財政状況を明確にするため、公
共下水道事業に地方公営企業法の財務規定等を適用するに当たり必
要な事項を定めるものです。
○草加市行政財産の使用料に関する条例の一部を改正する条例の制
定についてほか6議案…消費税の増税に伴い各種使用料等の見直し
を行うものです。
○平成31年度草加市一般会計予算等…第四次草加市総合振興計画
基本構想第一期基本計画の重点テーマ（①持続可能性の向上②ブラ
ンド力の向上③コミュニティ力の向上）に係る取組の実施を目的に
平成31年度予算を計上するものです。
○平成30年度草加市一般会計補正予算（第5号）

■応募資格・条件　
①まちづくり活動の登録を行っているまちづくり団体や事業者（3
人以上で組織され、主たる構成員が市民）であること。
②草加市を舞台に快適都市を目指す非営利のまちづくり活動（住み
良いまちづくりを目的とした活動、環境・子育て・高齢者・生涯学
習・国際化・安全などのテーマで、市民に直接働きかける活動、ま
ちづくり活動団体の支援活動など）であること。
③実施事業が他の助成金等と重複しないこと。
■審査方法　公開プレゼンテーション及び審査会
■助成期間　4月1日～平成32年3月31日
■応募方法　事前相談の後、応募用紙を同センターへ提出。
・事前相談と用紙配布　3月1日㈮～4月11日㈭
・応募期間　4月1日㈪～11日㈭
（応募要項、用紙等は市ホームページからも入手可）
■部門・助成額

応援基金説明会
　ふるさとまちづくり応援基金について応募資格・条件などの説明
と基金活用団体の活動発表を行います。
■日時　3月13日㈬午後6時～7時
■会場　市民活動センター　■定員　30人
まちづくり講座
　地域プロデューサーによるコミュニティマネジメント講座
■日時　3月13日㈬午後7時～8時30分
■会場　市民活動センター　■定員　30人
■講師　五井渕利明氏（NPO法人CRファクトリー）
ლいずれも2月21日㈭から同センターへ。

　漸草庵は、茶道、華道、箏、三味線、落語、謡曲など和の文化芸
術に親しみ、市内外から訪れた人をもてなすため、草加市文化会館
の西側に新築された木造平屋で数寄屋建築の施設です。
　下表の4室は一般利用が可能です。
■利用開始日　4月21日㈰
■利用条件等　和の文化芸術活動を行う市民
　なお、詳細は予約時に改めて説明します。施設管理上支障がある
と認められる場合は、使用を許可しないこともあります。　
ლ2月21日㈭から草加市文化会館窓口へ。

松の間（8帖）

菊の間（6帖）

桜の間（4.5帖）

小間（3帖台目中板）

全館（お休み処含む）

3250円

2550円

1970円

2210円

9980円

4550円

3570円

2750円

3090円

1万3960円

5460円

4280円

3300円

3700円

1万6740円

1万3260円

1万  400円

8020円

9000円

4万  680円

午前9時
～正午

午後1時
～5時

午後5時30分
～9時30分 全　日

はじめよう部門
（初動期助成）

そだてよう部門
（団体運営補助）

うごかそう部門
（まちづくり活動助成）

部　門 助成回数

1回のみ

1回目
2回目
3回目
1回目
2回目
3回目

助成額 　

10万円以内

100万円以内
80万円以内
50万円以内
80万円以内
80万円以内
80万円以内

助成割合

―

80％
60％
40％
80％
60％
40％

完成イメージ（外観）

完成イメージ（内観）

交際費の執行状況を公開

和の文化芸術施設「漸草庵  百代の過客」

問子育て支援課☎922-14765922-3274

問庶務課☎922-09545922-3091

こども医療費受給者証はお持ちですか？

問市民活動センター☎920-35805925-1872
ふるさとまちづくり応援基金　助成希望団体募集

2月21日㈭から仮予約受付　草加市文化会館で

10～12月

ぜん  そう  あん はく たい か  かく

問文化観光課☎922-29685922-3406

市議会　2月定例会 2月20日㈬に開会

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③市政情報 2019年2月20日号



④ 2019年2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」

　これまで草加駅、獨協大学前<草加
松原>駅、谷塚駅、まつばら綾瀬川公
園の周辺にあった駐車監視員の活動エ
リアに、3/1㊎から瀬崎六丁目が加わ
ります。詳細は県警ホームページで確
認してください。問草加警察署☎943- 
0110

　2/23㊏10時～16時。会場は伝統産業
展示室「ぱりっせ」。レザークラフト
体験（革の動物アクセサリー・ネーム
プレートづくり）。1回500円。問ぱり
っせ☎5931-1970

　3/3㊐13時開演。会場は草加市文化
会館。市内で活動する17の音楽団体が
日頃の成果を披露します。各団体の合
唱に加え、今年度関東合唱コンクール
で金賞受賞のscatola di voceがゲスト
出演します。問文化観光課☎922-2968
5922-3406

■介護者のつどい　3/1㊎13時15分～
14時45分。会場は中央公民館。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。問草
加中央・稲荷（包）☎959-91335922-38
01
■認知症サポーター養成講座　3/12㊋
14時～15時30分。会場は瀬崎コミセン。
認知症の理解、認知症の症状と対応の
仕方を学ぶ。定員20人。ლ2/21㊍から
谷塚・瀬崎（包）へ。☎929-3613593 
3-9380
■介護予防教室　3/14㊍13時15分～14
時30分。会場は勤労福祉会館。体操・
脳トレ・音楽などで楽しみながら介護
予防。65歳以上対象。定員40人ლ2/21
㊍から新田（包）へ。☎946-05205946-
0523

　館内整理（蔵書点検等）のため休館
・休室します。2/27㊌～3/7㊍…中央
図書館、2/27㊌…新田西・新里・川柳
文化センター・柿木公民館、2/28㊍…
中央公民館・谷塚文化センター、3/3
㊐…地域開放型図書室。休館中の図書
の返却は、中央図書館の返却用ブック
ポストを利用してください。問中央図
書館☎946-30005944-3800

　3/3㊐9時30分～16時。会場は八幡コ
ミセン。「地域のふれあい楽しいひと
とき」をテーマにした舞台発表、作品
展示、模擬店ほか。問同コミセン☎
5935-4878

　3/15㊎18時30分開映。会場は草加市
文化会館。1954年公開。戦国時代の混
乱期を舞台に正邪の葛藤、妖術合戦、
純情可憐な恋など興趣を詰め込んだ冒
険活劇。当日直接会場へ。問草加市文
化会館☎931-93255936-4690

■マジックグッズを作ってマジックを
楽しもう　3/18㊊10時～12時。会場は
草加市文化会館。定員15人。材料費
500円。はさみ、スティックのり、40
～50cmのハンカチかバンダナ、カッ
ター持参
■自彊術で筋肉をつけよう　3/27㊌14
時～16時。会場は中央公民館。定員20
人。バスタオル持参
ლ生涯学習課へ。☎922-28195922-34 
98

生涯学習体験講座

駐車監視員の活動エリアを追加

草加の地場産業　レザークラフト体験

市民音楽祭（合唱の部）

　3/16㊏13時～。会場はであいの森。
18歳以上の身体に障がいのある人とそ
の家族、友人対象（手話通訳あり）。
定員20人。埼玉県ボッチャ協会の指導
で障害者スポーツ「ボッチャ」を体験
しましょう。新田駅から送迎バスあり。
ლ2/21㊍～3/15㊎に同館へ。ファク
スも可。☎936-27915936-2792

であいの森「ボッチャ教室」

■市民温水プール　監視・管理運営業
務など。常勤…㊏・㊐・㊗を含む週5
日（40時間）で8時30分～21時15分の
うち8時間。非常勤…㊏・㊐・㊗を含
む週2～3日（20時間以内）で17時15分
～21時15分。時給940円
■記念体育館　トレーニング室運営業
務。㊏・㊐・㊗を含む週2～3日（20時
間以内）で8時30分～15時15分。時給
990円
■吉町テニスコート　管理運営業務な
ど。㊏・㊐・㊗を含む週2～3日（20時
間以内）で8時30分～21時15分のうち6
時間45分。時給970円
■そうか公園　管理運営業務。㊏・㊐
・㊗を含む週4日（20時間以内）で8時30
分～17時15分のうち4時間。時給970円

草加市体育協会（臨時職員）

八幡コミセンまつり

　3/11㊊勤労福祉会館、3/13㊌中央公
民館。いずれも10時～12時。定員各20
人。簡単な手話の練習とコミュニケー
ションを学ぶ。ლ草加市社会福祉協議
会へ。☎932-6770 5932-6781

手話体験講座

　3/15㊎草加駅東口10時～16時・谷塚
駅東口10時～16時30分（いずれも11時
45分～13時を除く）。獨協大学前<草
加松原＞駅西口10時～16時30分。草加
ライオンズクラブの協力。問福祉政策
課☎922-12345922-1066

愛の献血

地域包括支援センター（包）
介護予防教室等

シルバーカルチャー教室
受講者募集

　3/10㊐14時～16時。会場は歴史民俗
資料館。定員60人。草加史談会と共催。
ლ2/21㊍から電話で同館へ。☎922-04 
025922-1117

れきみん講座
「草加の三大地場産業の歴史」

草文キネマ劇場「新諸国物語　笛吹童子　
第三部　満月城の凱歌」

　3/16㊏14時30分～16時。会場は市立
病院心臓・脳血管センター5階大講堂。
講師は市立病院の長谷川毅小児科部長。
保育（5歳未満。定員10人）希望者は
3/7㊍までの15時～17時（㊏・㊐を除
く）に小児科外来へ。問市立病院小児
科外来☎946-2200○内2210

市立病院こども健康教室
「子どもの発達障害とその対応」

中央図書館・地域開放型図書室・
公民館、文化センター図書室

■草加中体育館　管理運営業務など。
㊏・㊐・㊗を含む週2～3日（20時間以
内）で平日は16時45分～21時15分。㊏
・㊐・㊗は①8時45分～17時②16時45
分～21時15分。時給970円
　いずれも18歳（高校生不可）以上69
歳以下対象。ლ3/1㊎までに申込書
（草加市体育協会ホームページからも
入手可)を記入し同協会へ。☎928-63 
615922-1513

　3/20㊌14時～16時。会場は谷塚文化
センター。テーマは「周りの大切な人
や自分自身を愛するための色彩が伝え
るメッセージ」。カラーセラピーの視
点から心を見つめます。定員20人。応
募多数の場合は抽選。保育あり（1歳
～未就学児・定員10人）。ლ3/11㊊
（必着）までにはがきに氏名、住所、
電話番号、保育希望の有無を明記し、
人権共生課へ。ファクス・メール（QR
コード）も可。☎922-08255927-4955

男女共同参画セミナー
色が伝える「知らない自分」

　3/9㊏14時～16時。会場は獨協大学
天野貞祐記念館。講師は同大学国際教
養学部准教授の松岡格氏。中国各地へ
の豊富な訪問経験から、中国少数民族
文化を紹介し、同文化の意味について
考えます。定員
500人（当日先
着順）。問獨協
大学エクステン
ションセンター
☎946-1678594
6-1935

獨協大学オープンカレッジ特別講座
「少数民族の世界
－文化について知る、考える－」

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。

　3/10㊐14時開演。会場は草加市文化
会館。出演は草加市演奏家協会。収入
の一部を音楽設備改善のため市内の公
共施設に寄付します。料金1500円（未
就学児の入場不可）。ლ草加市文化会
館ほかプレイガイドへ。☎931-93255 
936-4690

チャリティーコンサート

■鉛筆デッサン体験　3/12・26の㊋13
時30分～16時。全2回。会場は勤労福
祉会館。参加費1600円。定員10人。ス
ケッチブック・鉛筆（2B～2H）・消
しゴム持参
■絵手紙教室　3/11㊊11時～13時・18
㊊13時～15時。全2回。会場は氷川コ
ミセン。参加費1250円。定員10人
ლいずれもシルバー人材センターへ。
☎928-92115928-9209

・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

夕焼けチャイム３～８月は17時28分に放送します

▶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

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



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2月20日号

▼ムーンライトコンサート　3/31㊐17
時開演　出演は草加中央吹奏楽団・
MNF Jazz Orchestra・草加市民吹奏
楽団　18歳以上対象　定員400人　ლ

2/21㊍から整理券配布

▼すくすくクラブ　2/26㊋10時～12時
　リズム体操・簡単工作ほか　乳幼児
と保護者対象
　　　▼ロビー写真展《写文字鈔展》
　　　　「いいね！草加の60景」　2/
27㊌～3/12㊋
▼ロビーコンサート「歌とキーボー
ド」　2/28㊍12時～12時40分　昔の名
曲カバー
▼歌声喫茶銀河ひな祭りのつどい　
3/3㊐13時30分～　成人対象　参加費
500円（飲み物代含む）　演奏はピア
ノ・ハーモニカ・オカリナほか　抽選
会あり
▼ギターコンサート　3/7㊍13時30分
～15時30分　出演は谷塚ギターアンサ
ンブル
▼舞台劇「ちゃんぷるー～私が幽霊！？
修学旅行～」　3/9㊏18時30分～　小
学5年生以上対象　定員30人　入場料
3000円（19歳以下1500円）　ლ3/6㊌
までに同館へ
▼味噌作り教室　3/10㊐9時～、13時
～　成人対象　定員各5人　参加費36
00円　
▼美文字講座（くせ字改善）　3/12㊋
10時～11時30分　成人対象　定員20人
　参加費300円
▼子ども和太鼓体験講座　3/16㊏9時
30分～11時30分　3歳～小学4年生対象
　定員25人
▼地域音楽のつどい　3/17㊐10時～15
時30分　谷塚中吹奏楽部ほか
▼谷塚元気ひろば　3/25㊊10時～13時
　カレー作り　65歳以上対象　定員25
人

▼おはなしの時間　2/27㊌10時30分～
11時　読みきかせ・手遊びほか　乳幼
児と保護者対象
▼親子deリズム体操　3/9～23の㊏14
時～15時　全3回　未就学児と家族対
象　定員15組　
▼おもちゃの病院　3/11㊊10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼親子で元気ルーム　3/14㊍10時～11
時30分　閉講式・親子手遊びほか　乳
幼児と保護者対象
▼室内でドローン操縦体験会　3/31㊐
14時～16時　使用ルールと操縦　成人
初心者対象　定員20人

▼こころを結ぶ光のひろば　3/5㊋10
時～12時　点字体験ほか
▼お花見弁当づくり　3/9㊏10時～13
時　小・中学生対象　定員12人　参加
費500円
▼にじいろタイム　3/15㊎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
▼マタニティー「だっこままぎゅっ」
　3/15㊎13時30分～　胎教と友だちづ
くり　初妊婦対象
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
3/20㊌10時～　親子友だちづくり・親
子工作ほか　乳幼児と保護者対象
▼運動応援料理教室　3/21㊗10時30分
～13時30分　運動をする子ども達に必
要なカルシウムたっぷりの料理　成人
対象　定員20人　参加費700円　
▼平成さよならギターコンサート　
3/22㊎14時開演　出演はギターサーク
ルメヌエット　「君は心の妻だから」
ほか　定員50人（当日先着順）
▼男の料理教室（四季の料理）　3/23㊏
10時～13時　定員10人　参加費1000円

■木曜シアター　2/21㊍14時～15時5
分　日本でいちばん美しい町並2　近
畿2　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　2/24㊐
13時30分～14時
■ビデオ上映会　3/10㊐14時～16時15
分　「おくりびと」　成人対象　定員
90人（当日先着順）
■おはなし会　3/23㊏11時30分～12時
　「いどにおちたぞうさん」「鳥呑
爺」ほか　幼児（保護者同伴）～小学
生対象
■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）

　乳幼児と保護者対象
▼おもちゃ病院　3/15㊎10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
▼陶芸体験教室（湯呑・カップ）　3/
15㊎・29㊎10時～12時　全2回　成人
初心者対象　定員15人　参加費500円
▼春休み子ども移動教室　3/27㊌8時
30分～16時　市のバスで移動　バンダ
イミュージアム（栃木）　小学3～6年
生対象　定員20人　参加費1300円

　3/19㊋14時～16時。会場は草加市文
化会館。定員40人。地域の支え合いの
大切さの理解を深め、参加者同士の情
報交換・交流を図ります。地域でボラ
ンティア活動をしている人対象。ლ草
加市社会福祉協議会へ。☎932-67725 
932-6779

ボランティアリーダースキルアップ研修 定員のあるものは2/21㊍
8時30分から各館へ申し込みを

▼フラメンコ体験教室　3/1～22の㊎
19時30分～20時30分　成人初心者対象
　定員各15人
▼3B体操教室　3/4㊊・11㊊11時30分
～12時30分　全2回　高年者対象　定
員30人、3/18㊊・25㊊11時30分～12時
30分　全2回　未就学児と保護者対象
　定員20組
▼大人のクッキング～季節の料理　お
花見弁当～　3/8㊎10時～13時　おに
ぎり（肉巻き・しその実・赤飯）・ス
ティック唐揚げ・ちくわと三つ葉の梅
肉和えほか　成人対象　定員12人　参
加費800円　
▼トーク＆ピアノステージ　3/11㊊13
時30分～　定員150人（当日先着順）
▼すくすくクラブ　3/14㊍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
▼ホワイトデーギターサロンコンサー
ト　3/14㊍13時30分　「酒は涙か溜息
か」ほか
▼おもちゃの病院　3/22㊎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　3/22㊎10時～12時
　参加費200円（資料・飲み物代含む）
▼親子のびのび広場　3/26㊋10時～11
時30分　友達づくりほか、専門家によ
る育児相談・発育の悩み相談（定員各
8人）　未就学児と保護者対象
▼はじめての茶道講座　4/13～平成32
年3月の第2㊏（10月・1月を除く）　
全10回　10時～12時…表千家、13時～
15時…裏千家　定員各10人　参加費1
回1500円　小学生以上対象

▼ママといっしょにおはなし会　2/25
㊊10時30分～11時　紙芝居・読み聞か
せほか　乳幼児と保護者対象
▼ロビー展　3/2㊏～14㊍…新田西デ
ジカメ同好会写真展　3/19㊋～31㊐…
伊藤昇造版画（水彩画）展
▼子どもが居ても片付く部屋（収納
術）　3/3㊐10時～12時　保護者対象
　定員30人
▼おもちゃの病院　3/4㊊10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
3/4㊊10時～12時　手形スタンプ作り
　乳幼児と保護者対象
▼放課後クラブ　3/7㊍17時～18時…
卓球・3/11㊊16時～17時…将棋・3/19
㊋17時～18時…スポーツ吹矢・3/4～
25の㊊（11を除く）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
▼新田西部歴史探訪　3/9㊏・16㊏10
時～12時　草加宿案内人の会による講
義・現地案内　成人対象　定員15人
▼知ってあんしん！！認知症サポータ
ー養成講座　3/9㊏14時～15時30分　
定員55人
▼新田西文化センター伝統芸能発表会
　3/10㊐13時30分～16時20分　同セン
ターで活動する南部神楽・津軽三味線
・新日本舞踊・江戸芸かっぽれほか　
▼ジャグリングパフォーマンスショー
「Cactus, it's show time」　3/16㊏13
時30分～14時30分　出演は獨協大ジャ
グリングサークルカクタス　体験会あ
り　定員80人　
▼うた声広場　3/17㊐13時～14時40分
　演奏はハーモニードレミ（ハーモニ
カ）　定員60人
▼お花見弁当づくり　3/23㊏10時～13
時　具材が見えるおにぎり・照り焼き
チキン・デザートほか　小学3～6年生
（小学1・2年生は弟妹であれば参加
可）対象　定員16人　参加費1人500円
▼ミニコンサート　3/23㊏10時30分～
11時30分　出演は草加市演奏家協会　
「ラ・クンパルシータ」ほか　定員30人
▼ユニカール体験教室　3/24㊐10時～
12時30分　小学生対象　定員24人
▼SKT24高年者のびのびサロン　4月
～平成32年3月の第1・3㊋（4/2、8月、
1/7、3/17を除く）13時～15時　全19回
　軽体操・講座ほか　おおむね65歳以
上対象　定員50人　参加費月額200円

▼ロビー展　3/1㊎～5㊋…青少年育成
推進委員会によるパネル展　3/12㊋～
25㊊…草聖会による書道展
▼利用者懇談会　3/4㊊10時～12時　
社会教育関係団体の登録・更新につい
て、意見交換、防災訓練の実施
▼おはなしの広場　3/8㊎・22㊎11時
15分～11時45分　手遊び・紙芝居ほか

5925-0152

☎946-3000 5944-3800

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

柿木公民館 ☎931-3117

問中央図書館
　☎946-30005944-3800

　「予約した本を楽しみに待って
いるのに、期限を過ぎても前の利
用者が返却しないので、いつにな
っても読めない」との問い合わせ
が増えています。図書館の資料を
多くの人が有効に活用するために
も、貸出票で返却日を確認し、期
限が過ぎている場合は早急に下記
返却場所に返却をお願いします。
なお、返却期限までに読み終わら
ない場合は1度だけ延長が出来ま
す。延長期限についての詳細は同
館へ確認してください。
返却場所
●中央図書館のほか各公民館・文
化センター

●時間外は返却ポストへ
●AV資料は中央図書館のみ

しゃもんじしょう

西町・川柳・  
高砂小 

■地域開放型図書室
㊐（3/3を除く）10時～16時
（年末年始・蔵書点検日を除く）

■サービスコーナー（2/21～3/20）

2/21㊍、
3/7㊍　　
2/22㊎、
3/8㊎

3/13㊌

3/6㊌

3/14㊍

3/15㊎

両新田小

氷川・西町小

稲荷・八幡北小

瀬崎・青柳小

新栄小

新里・高砂小

日程

谷塚小

小山・新田小

清門・松原小

長栄・草加小

花栗南・八幡小

栄・川柳小

14時～16時9時30分～11時30分

～あなたが楽しみに待っていた本
他の人も待っています～

図書の返却期限を
守りましょう

昭和37年頃の「草加市民病院」

現在の「草加市立病院」

　市立病院の前身は、昭和33年（1958年）に草加町大字金右ヱ門に設
置された「草加町国民健康保険直営診療所」。元新田村役場の敷地内
に木造1階建ての内科、外科、産婦人科の病床数2で開院。開院時から
外来、急患で多くの市民に利用されていました。
　昭和36年（1961年）には、病床数25に増え「草加市民病院」と名称
変更。昭和42年（1967年）に現在の名称「草加市立病院」となり、病
床数100に増築されました。以後、昭和62年（1987年）に市内で初の
総合病院の認証を受け、医療体制の拡充に努めましたが、施設の老朽
化や医療高度化に対応すべく、平成16年（2004年）7月に現在の草加
二丁目に新病院を新築移転しました。
　平成24年（2012年）には、救急医療の拠点として「心臓・脳血管セ
ンター」が開院。同センターには、新たに循環器センター、腎センタ
ー、救急ステーション、子ども急病夜間クリニックがオープンし、地
域の中核病院として、市民が安心して暮らせる医療環境に大きな役割
を果たしています。

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。

市立病院

草加今昔物語草加今昔物語
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▼ムーンライトコンサート　3/31㊐17
時開演　出演は草加中央吹奏楽団・
MNF Jazz Orchestra・草加市民吹奏
楽団　18歳以上対象　定員400人　ლ

2/21㊍から整理券配布

▼すくすくクラブ　2/26㊋10時～12時
　リズム体操・簡単工作ほか　乳幼児
と保護者対象
　　　▼ロビー写真展《写文字鈔展》
　　　　「いいね！草加の60景」　2/
27㊌～3/12㊋
▼ロビーコンサート「歌とキーボー
ド」　2/28㊍12時～12時40分　昔の名
曲カバー
▼歌声喫茶銀河ひな祭りのつどい　
3/3㊐13時30分～　成人対象　参加費
500円（飲み物代含む）　演奏はピア
ノ・ハーモニカ・オカリナほか　抽選
会あり
▼ギターコンサート　3/7㊍13時30分
～15時30分　出演は谷塚ギターアンサ
ンブル
▼舞台劇「ちゃんぷるー～私が幽霊！？
修学旅行～」　3/9㊏18時30分～　小
学5年生以上対象　定員30人　入場料
3000円（19歳以下1500円）　ლ3/6㊌
までに同館へ
▼味噌作り教室　3/10㊐9時～、13時
～　成人対象　定員各5人　参加費36
00円　
▼美文字講座（くせ字改善）　3/12㊋
10時～11時30分　成人対象　定員20人
　参加費300円
▼子ども和太鼓体験講座　3/16㊏9時
30分～11時30分　3歳～小学4年生対象
　定員25人
▼地域音楽のつどい　3/17㊐10時～15
時30分　谷塚中吹奏楽部ほか
▼谷塚元気ひろば　3/25㊊10時～13時
　カレー作り　65歳以上対象　定員25
人

▼おはなしの時間　2/27㊌10時30分～
11時　読みきかせ・手遊びほか　乳幼
児と保護者対象
▼親子deリズム体操　3/9～23の㊏14
時～15時　全3回　未就学児と家族対
象　定員15組　
▼おもちゃの病院　3/11㊊10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼親子で元気ルーム　3/14㊍10時～11
時30分　閉講式・親子手遊びほか　乳
幼児と保護者対象
▼室内でドローン操縦体験会　3/31㊐
14時～16時　使用ルールと操縦　成人
初心者対象　定員20人

▼こころを結ぶ光のひろば　3/5㊋10
時～12時　点字体験ほか
▼お花見弁当づくり　3/9㊏10時～13
時　小・中学生対象　定員12人　参加
費500円
▼にじいろタイム　3/15㊎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
▼マタニティー「だっこままぎゅっ」
　3/15㊎13時30分～　胎教と友だちづ
くり　初妊婦対象
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
3/20㊌10時～　親子友だちづくり・親
子工作ほか　乳幼児と保護者対象
▼運動応援料理教室　3/21㊗10時30分
～13時30分　運動をする子ども達に必
要なカルシウムたっぷりの料理　成人
対象　定員20人　参加費700円　
▼平成さよならギターコンサート　
3/22㊎14時開演　出演はギターサーク
ルメヌエット　「君は心の妻だから」
ほか　定員50人（当日先着順）
▼男の料理教室（四季の料理）　3/23㊏
10時～13時　定員10人　参加費1000円

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。

　乳幼児と保護者対象
▼おもちゃ病院　3/15㊎10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
▼陶芸体験教室（湯呑・カップ）　3/
15㊎・29㊎10時～12時　全2回　成人
初心者対象　定員15人　参加費500円
▼春休み子ども移動教室　3/27㊌8時
30分～16時　市のバスで移動　バンダ
イミュージアム（栃木）　小学3～6年
生対象　定員20人　参加費1300円

▼手芸「刺しゅうのくるみボタン」　
2/24㊐13時30分～16時　小学生以上対
象
▼子ども歳時記　3/3㊐13時30分～、
15時～　ひな祭り貝合わせ　幼児（保
護者同伴）以上対象
▼おもちゃ病院　3/7㊍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
▼みなクル工房「浮沈子」　3/9㊏13
時30分～16時　ペットボトルの中で魚
を上下させるおもちゃ作り　幼児（保
護者同伴）以上対象
▼パパサロン・リズム&ストレッチ　
3/10㊐11時～12時　0～2歳の乳幼児と
保護者対象　定員15組
▼なかよしランチ　3/13㊌11時30分～
13時　味噌汁作り　幼児と保護者対象
　定員15組
▼ひ革工房　3/16㊏13時30分～16時　
革でトレー作り　幼児（保護者同伴）
以上対象
▼野外クッキング　3/17㊐14時30分～
15時30分　七輪でキャラメルポップコ
ーン作り　幼児～小学生と保護者対象
　定員10組
▼進級おめでとうパーティー　3/27㊌
14時～15時30分　すこやかクラブの皆
さんとケーキ作り　小学生以上対象　
定員30人

▼リリアンストラップ　2/25㊊～3/8
㊎（2/27㊌、3/5㊋を除く）15時～　
会場はコンフォール松原19号棟（25㊊
のみ中央図書館）　小学生対象
▼読み聞かせ「たんぽぽ」　3/7㊍・
14㊍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
▼刺しゅう糸で組みひも作り　3/11㊊
・15㊎・18㊊　会場は中央図書館、
3/12㊋・14㊍・19㊋　会場はコンフォ
ール19号棟　いずれも15時～　小学生
対象
▼おもちゃ病院　3/15㊎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
▼ベビーマッサージ　3/18㊊10時～　
会場はコンフォール松原19号棟　3～8
か月の乳児と保護者対象　定員10組　
ლ2/21㊍13時から電話で同館へ
▼みんなで遊ぼう　3/18㊊15時30分～
　会場は中央図書館　ゲーム大会　小
学生対象
▼親子体操　3/20㊌10時～、11時～　
会場はコンフォール松原19号棟　2歳6
か月以上の幼児と保護者対象　定員各
15組　ლ2/25㊊13時から電話で同館へ
▼初めてのお誕生会　3/20㊌13時～　
会場はコンフォール松原19号棟　平成
30年3月生まれ対象　定員12人　ლ3/1
㊎13時から電話で同館へ
▼わくわくおやつTime　3/26㊋14時

▼親子で作ろう　2/22㊎、3/1㊎14時
45分～　カップでおひなさま作り　3
歳以上の幼児と保護者対象　定員各10
組
▼ふれあいひな祭り会　2/24㊐11時～
　ともだち文庫による影絵上映会　乳
幼児（保護者同伴）～高年者対象　定
員50人
▼おもちゃ病院　2/28㊍、3/14㊍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
▼マンカラで遊ぼう　3/2㊏14時～　
小学生対象　参加賞あり
▼昔遊び週間「ベーゴマ」　3/5㊋～
15㊎10時～16時　小学生対象
▼お昼寝アート「テーマは春」　3/8㊎
10時～、11時～、13時～　各10人
▼パパも一緒のティータイム　3/9㊏
10時30分～　情報交換と手形カード作
り　3か月～1歳の乳幼児と保護者対象
　定員6組　参加費100円
▼ママのためのリフレッシュヨガ　
3/16㊏10時15分～　定員20人　
▼ともだち文庫の「おはなしポケッ
ト」　3/18㊊11時～　わらべ唄ほか　
乳幼児と保護者対象
▼サイコロ将棋大会　3/21㊗13時20分
～　小・中学生対象　
▼ガガ大会　3/26㊋14時～　小学生対
象

▼ABCで遊ぼう　2/25㊊、3/11㊊15時
30分～16時30分　小学生対象
▼こぶたのしっぽ　2/27㊌11時～　パ
ネルシアター　乳幼児と保護者対象
▼オセロ大会　3/1㊎　マンカラ大会
　3/8㊎　いずれも16時～　小学生対
象　参加賞・優勝賞品あり
▼読み聞かせ「バンビ」　3/4㊊11時
～　乳幼児と保護者対象
▼ベビーマッサージ体験　3/12㊋10時
30分～11時10分、11時20分～12時　3
～10か月の乳幼児と保護者対象　定員
各6組　
▼おもちゃ病院　3/16㊏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

～15時　会場はコンフォール松原19号
棟　ロールサンド　小学生対象　定員
15人　参加費100円　ლ3/11㊊15時か
ら電話で同館へ

▼紙粘土でひな人形作り　2/21㊍・25
㊊15時～　小学生対象
▼ふれあい囲碁・将棋教室　2/23㊏、
3/9㊏14時～　幼児（保護者同伴）～
高年者対象
▼おもちゃ病院　2/28㊍10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
▼ドッジビー大会　2/28㊍15時30分～
　小学生対象
▼オセロ大会　3/7㊍　マンカラ大会
　3/14㊍　いずれも16時　小学生対象
▼ふれあい切り絵教室　3/16㊏10時30
分～11時30分　講師は切り絵作家森久
雄氏　はさみが使える幼児（保護者同
伴）～高年者対象

5922-3274

定員のあるものは2/21㊍
10時から各館へ申し込みを

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

谷塚児童センター ☎925-1856

わくわくタウン松原 ☎941-2905

■俳友の会（俳句）　第2㊌13時～17
時　中央公民館で　世界一短い詩で親
睦　心豊かにしませんか　お待ちして
います　月額1000円　問杉山☎942-26 
70
■友和会（書道）　第2・4㊋10時～12
時　であいの森で　書道とストレッチ
をやっています　60歳以上対象　入会
金1000円　月額1000円　問扇谷☎090- 
4670-7816
■ＪＳ草加グラウンド・ゴルフクラブ
　㊊～㊎12時40分～　柳島多目的運動
場で　仲間と楽しいひとときを過ごし
ませんか　年額1200円　問谷古宇☎
924-3775
■新田平成塾宗照会（茶道）　第1・3
㊋10時～12時　新田小で　お茶の稽古
を通して四季折々を味わい豊かな心を
養いましょう　初心者歓迎　月額3000
円　問岩城☎080-3170-7655
■フレンドリーダンスサークル（社交
ダンス）　㊏10時～12時　であいの森
で　楽しいダンスでふれあいを感じる
サークルです　入会金1000円　月額20
00円　問澤里☎090-8024-8012
■バレエ赤いくつ　㊌17時～18時30分
　中央公民館で　楽しくバレエを踊ろ
う　年少児～小学生対象　入会金3000
円　月額3000円　問金丸☎080-6890-93 
77
■たのしい書道　月2回㊋13時～15時
　草加市文化会館で　実力に応じて半
紙と条幅に仮名と漢字の書道をします
　初心者歓迎　月額3000円　問田原☎
931-7628
■松原将棋クラブ　㊐13時～18時　ハ
ーモネスタワー松原2階集会室で　約
30人在籍　女性・子ども歓迎　入会金
500円　月額300円　女性・高校生以下
150円　問加藤☎941-9007

▼フラメンコ体験教室　3/1～22の㊎
19時30分～20時30分　成人初心者対象
　定員各15人
▼3B体操教室　3/4㊊・11㊊11時30分
～12時30分　全2回　高年者対象　定
員30人、3/18㊊・25㊊11時30分～12時
30分　全2回　未就学児と保護者対象
　定員20組
▼大人のクッキング～季節の料理　お
花見弁当～　3/8㊎10時～13時　おに
ぎり（肉巻き・しその実・赤飯）・ス
ティック唐揚げ・ちくわと三つ葉の梅
肉和えほか　成人対象　定員12人　参
加費800円　
▼トーク＆ピアノステージ　3/11㊊13
時30分～　定員150人（当日先着順）
▼すくすくクラブ　3/14㊍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
▼ホワイトデーギターサロンコンサー
ト　3/14㊍13時30分　「酒は涙か溜息
か」ほか
▼おもちゃの病院　3/22㊎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　3/22㊎10時～12時
　参加費200円（資料・飲み物代含む）
▼親子のびのび広場　3/26㊋10時～11
時30分　友達づくりほか、専門家によ
る育児相談・発育の悩み相談（定員各
8人）　未就学児と保護者対象
▼はじめての茶道講座　4/13～平成32
年3月の第2㊏（10月・1月を除く）　
全10回　10時～12時…表千家、13時～
15時…裏千家　定員各10人　参加費1
回1500円　小学生以上対象

▼ママといっしょにおはなし会　2/25
㊊10時30分～11時　紙芝居・読み聞か
せほか　乳幼児と保護者対象
▼ロビー展　3/2㊏～14㊍…新田西デ
ジカメ同好会写真展　3/19㊋～31㊐…
伊藤昇造版画（水彩画）展
▼子どもが居ても片付く部屋（収納
術）　3/3㊐10時～12時　保護者対象
　定員30人
▼おもちゃの病院　3/4㊊10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
3/4㊊10時～12時　手形スタンプ作り
　乳幼児と保護者対象
▼放課後クラブ　3/7㊍17時～18時…
卓球・3/11㊊16時～17時…将棋・3/19
㊋17時～18時…スポーツ吹矢・3/4～
25の㊊（11を除く）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
▼新田西部歴史探訪　3/9㊏・16㊏10
時～12時　草加宿案内人の会による講
義・現地案内　成人対象　定員15人
▼知ってあんしん！！認知症サポータ
ー養成講座　3/9㊏14時～15時30分　
定員55人
▼新田西文化センター伝統芸能発表会
　3/10㊐13時30分～16時20分　同セン
ターで活動する南部神楽・津軽三味線
・新日本舞踊・江戸芸かっぽれほか　
▼ジャグリングパフォーマンスショー
「Cactus, it's show time」　3/16㊏13
時30分～14時30分　出演は獨協大ジャ
グリングサークルカクタス　体験会あ
り　定員80人　
▼うた声広場　3/17㊐13時～14時40分
　演奏はハーモニードレミ（ハーモニ
カ）　定員60人
▼お花見弁当づくり　3/23㊏10時～13
時　具材が見えるおにぎり・照り焼き
チキン・デザートほか　小学3～6年生
（小学1・2年生は弟妹であれば参加
可）対象　定員16人　参加費1人500円
▼ミニコンサート　3/23㊏10時30分～
11時30分　出演は草加市演奏家協会　
「ラ・クンパルシータ」ほか　定員30人
▼ユニカール体験教室　3/24㊐10時～
12時30分　小学生対象　定員24人
▼SKT24高年者のびのびサロン　4月
～平成32年3月の第1・3㊋（4/2、8月、
1/7、3/17を除く）13時～15時　全19回
　軽体操・講座ほか　おおむね65歳以
上対象　定員50人　参加費月額200円

▼ロビー展　3/1㊎～5㊋…青少年育成
推進委員会によるパネル展　3/12㊋～
25㊊…草聖会による書道展
▼利用者懇談会　3/4㊊10時～12時　
社会教育関係団体の登録・更新につい
て、意見交換、防災訓練の実施
▼おはなしの広場　3/8㊎・22㊎11時
15分～11時45分　手遊び・紙芝居ほか

新田西文化センター ☎942-0778

川柳文化センター ☎936-4088



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

■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

2/21㊍～3/20㊌（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

■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

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

㈲平和電気商会
㈲井戸浅水道工事店

住吉1-12-5
八幡町802

☎924-3071
☎931-3330

2/24㊐
3/3㊐

　月　日　 診療科 当番医名 住　所 電話番号

内科

外科

内科

外科

2/24
㊐

3/3
㊐

中町クリニック

木原整形外科医院

水野クリニック

かとうファミリークリニック

谷塚1-22-18

住吉1-5-6

栄町3-6-6

青柳4-26-16

☎954-8962

☎922-5103

☎930-1700

☎933-0333

■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

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。

☎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。

【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㊎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　第1㊍・3㊎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
【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　3/4㊊…住吉児童館☎928-5736　2/21㊍、3/6㊌…新栄

児童センター☎942-9876　2/28㊍、3/14㊍…谷塚児童センター☎925-1856　
3/20㊌…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／ 2/21㊍、3/7㊍…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　2/27㊌13時～16時…勤労福祉会館☎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）　3/14㊍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）

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」 ⑦医療・水道・相談案内 2019年2月20日号



　3日、記念体育館で市内初の
JTBバドミントンS/Jリーグ草加
大会が開催。女子の部では、同館
を練習拠点とするヨネックスバド
ミントンチームが出場し、ホーム
ゲームとして白熱した試合に会場
は大いに盛り上がりました。ま
た、キッズチアダンスチームの
WingFlapが元気いっぱいにダン
スを披露して応援しました。

　なお、ヨネックス㈱・草加
市・草加市体育協会の3者は
14日に包括連携協定を締結し
ました。3者協働で市民の皆
さんがスポーツを通じ、健康
でより豊かな生活を送ること
ができるまちを目指します。

2月かどまちごとでき

　“あれから50年”。昭和44年に
結婚されたお二人をさくら祭り会
場でお祝いします。桜が咲き誇る
葛西用水で記憶に残る思い出づく
りをしてみませんか。
■日時　3月30日㈯午前10時～
■会場　葛西用水（稲荷地区）

※駐車場はありません
■対象　昭和44年に結婚した市内

在住の夫婦

　市制施行60周年を記念して
制作した草加市アニメ「きみ
の待つ未来（ばしょ）へ」を
デザインしたオリジナルフレ
ーム切手シートを発売しま
す。アニメに登場するキャラ
クターや風景が描かれた82円
郵便切手で10枚。すべて違う
デザインです。60周年の思い
出にいかがですか。なお、
100シートのみ市役所情報コ
ーナーでも販売します。
■発 売 日　2月25日㈪
■価　　格　1シート1300円
■販売場所　市役所情報コー
ナー、市内郵便局、郵便局の
ネットショップ

　主に初心者を対象にした講座を下表のとおり行います。会場は草
加市文化会館。日程（除外日等あり）の詳細は同館ホームページで。
□申 3月25日㈪（必着）までに草加市文化会館ほかで配布する申込用
紙またははがきに、希望の講座名、住所、氏名（ふりがな）、年齢、
電話番号を記入し、〒340-0013松江1-1-5草加市文化会館「草文文化
講座」係へ。

　初心者向けの講座です。気になる講座に思いきってチャレンジし
てみてはいかがですか。

▲草加市アニメ公開記念オリジナルフレーム切手
シート

⃞申 3月4日㈪までに草加市観光協会事務局（文化観光課内）へ。
　☎922-24035922-3406

問総合政策課
　☎922-07495927-4955

1000シート限定！ 問草加市文化会館☎931-93255936-4690

勤労青少年ホーム
春期講座

結婚50周年を和舟でお祝い結婚50周年を和舟でお祝い

市制60周年記念アニメ

⃞申 2月21日㈭から勤労青少年ホームへ。☎928-55505928-9632

中学生以上対象

 美文字講座 4月5日～平成32年3月6日 午後1時20分～ 30人 1000円
 楽しい書道 第1㈮　全12回 2時50分  （別途材料費） 

 書道特別講座 4月19日～平成32年3月13日 
  第3㈮　全11回 

午後1時～3時
 

20人 900円

   
   表千家…

 茶道特別講座 4月6日～平成32年3月21日 午前10時～午後1時 各15人 3000円
 （表千家・裏千家） 第1・3㈯　各24回 裏千家…
   午後1時～4時 
 初心者のための 4月8日～平成32年3月23日 午後1時～ 
 朗読と話し方 第2・4㈪　全25回 4時30分 

15人 2000円 
 

  4月11日～平成32年3月12日 
 
朗読中級講座

 第2㈭　全13回 
午前10時～正午 20人 500円

 

 「詩吟で声帯強化 
4月11日～平成32年3月26日 午後1時10分～4時  1000円 トレーニング」 
第2・4㈭　全24回  15人 （別途教材費）  初心者講座     

 初心者のための 4月6日～8月17日 午前9時～
 短歌講座 第1・3㈯　全10回 10時50分

 7人 2000円
  

 謡曲を楽しむ 7月6日～20日の㈯　全3回 午後1時15分～ 10人 3回 3000円   2時45分

 新舞踊教室 
7月10日～9月25日 

  第2・4㈬　全6回 
午後7時30分～9時 20人 2000円

 
はじめての 

 3歳～5歳…
 
クラシックバレエ

 

 

午後5時15分～6時
 

各15人 2000円
 
※3歳～小学生

 4月12日～平成32年3月27日 
 
　対象 

第2・4㈮　各24回 
6歳～小学生…

   午後6時～6時45分      

 いけ花講習会 
4月10日～6月26日   各回 2000円

  第2・4㈬　全6回 
午前11時～午後1時 10人 （花代込み）

 彩のステンシル
 

4月11日㈭、9月12日㈭　全2回
 
午後1時30分～4時 12人 1回 1500円

講座名 日 程・回 数 時　間 定員 受講料（月額）

はじめてのお箏、もう一度のお箏 3月2日㈯
   午後1時30分～3時30分 

8人 500円 あれば箏爪

   
骨盤エクササイズ 3月5日㈫   マットまたは
   午前10時～正午 20人 200円 バスタオル

歌友ハーモニー 3月5日㈫ 12人 100円 
（ボイストレーニング） 午前10時～正午

美文字講座 3月5日㈫ 20人 300円 ノート  
（クセ字の悩みを改善！） 午前10時30分～正午

紙バンド工作　手付き小物入れ
 3月10日㈰ 

7人 500円
  

   午後2時～4時  

自彊術（健康体操）
 3月15日㈮ 

5人 100円 バスタオル 
 

   午前10時～正午 
 

初心者の写真教室
 3月30日㈯ 

15人 200円 カメラ   午後2時～4時

講　座　名 日　　時 定員 参加費 持ち物

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20日号

市の人口　平成31年2月1日現在　24万8527人（男12万5882人・女12万2645人）/前月比39人増/世帯数11万6201世帯
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