












　草加モノづくりブランド実行委員会では、市内事業者が製造して
いる先進性や独自性のある製品を「草加モノづくりブランド」とし
て認定しています。平成30年度は新たに5製品が認定されました。

　草加モノづくりブランドには、今回を含め現在34製品を認定して
います。実行委員会では認定された製品の知名度と信頼度を高め、
全国に広く情報発信し、販路拡大を支援していきます。
　製品購入は、各社へ問い合わせてください。

問草加商工会議所☎928-81115928-8125　産業振興課☎922-34775922-3406
「草加モノづくりブランド」に5製品・「草加市うるおい工房」に1事業者を認定

草加モノづくりブランド

革工房フェニックス
（青柳7-64-25）
代表　土屋　孝維
☎922-7077

本染め和柄レザーシリーズ本染め和柄レザーシリーズ
株式会社フィリカ
（谷塚上町579-22）
代表取締役　富田　典明
☎925-1465

煎餅・浴衣・皮革「草加地場産コラボシリーズ」

・・・・・・・・・・・・・

　埼玉県伝統的手芸品本
染め素材と「皮革」のコ
ラボレーション企画。男
女ペアになるキーケース
とスマートフォンケース
があります。

　草加の地場産業全ての要
素を取り入れたバッグ。ゆ
かた染めと皮革を合わせ、
草加せんべいを模した皮革
製キーホルダー・コインケ
ースを付属しています。

伊藤産業株式会社
（瀬崎2-20-18）
取締役社長　伊藤　達雄
☎922-2575

藍染めエコレザー（武州正藍染め）藍染めエコレザー（武州正藍染め）
有限会社川崎ピンセット
（弁天5-34-15）
代表取締役社長　川崎　好一
☎936-0279

森紙器株式会社（青柳2-11-43）
代表取締役　森　勇一　☎936-9321

職人の作る医療用ピンセットシリーズ

　皮革の製造工程の中に、
日本の伝統工芸である
「藍染め技法」を取り入
れた「人に、地球にやさ
しいエコレザー」です。

　医療現場で培ったノウハウ
を家庭用に盛り込んだ水いぼ
取りやとげ抜き、毛抜きなど
用途別に形状が異なるピンセ
ットです。職人が一つひとつ
丁寧に作り上げています。

有限会社髙中板金工業
（長栄4-11-10）
代表取締役　髙橋　正哲
☎946-7367

HAORI（ハオリ）HAORI（ハオリ）

　草加の地で板金技術を
磨き上げた職人が一つひ
とつ手作りで仕上げたラ
ンプシェード。銅板なら
ではの色合いや質感が味
わえます。

市民活動相談窓口が
事前予約制になります
□申市民活動センターへ。☎920-35805925-1872

▼モノづくり探検隊の工場見学

▲都市農業フェアに段ボール遊具
を提供

　市民活動センターで行っている市民活動やまちづくりに
関する相談日時を下記のとおり変更します。下記以外の日
時を希望する人は希望日の1週間前までに同センターへ。
■相談日時　月～金曜日 （第3水曜日、 祝日を除く）
　　　　　  午前8時30分～午後5時

4月
から

　地域との融和・住工共生のまちづくりを自助努力によって進めて
いる事業者を「草加市うるおい工房」として認定しています。認定
者は、産業振興支援情報サイト「あっ、そうか. net」等で全国に情
報を発信でき、企業PRができます。

　昭和39年に都内で設立、昭和44年青柳に
草加工場を設置し、草加モノづくりブラン
ドにも認定された「AED（自動体外式除細
動器）収納ボックス」など紙製品を製造。
同社の技術や生産品が市を代表するもの
で、また、イベント時における段ボール遊
具の出展や定期的な美化
活動など市のイメージア
ップに貢献していること
から認定されました。

草加市うるおい工房
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モノづくり 訪問
市内の特色あるモノづくり現場を、浅井市長が訪れ、話を伺いました。

ふれあい市長

　4月から生活環境が大きく変わり、ストレスを抱えやすい時期になります。
自殺を考える人は、孤立した状況であり、自ら相談しにくい状態です。身
近な人を失わないためにも、周りの人がサインに早く気づき、悩み苦しん
でいる心を受け止め、相談機関や医療機関につなげることが大切です。

●こころの相談（平日8時30分～17時）
　保健センター☎922-0200・草加保健所☎925-1551
●埼玉いのちの電話（毎日24時間体制）☎048-645-4343

3月は自殺対策強化月間
あ な た の 気 づ き が 必 要 で す

　防衛省では、①一般幹部候補生②一
般曹候補生を募集します。応募資格は、
①は22歳から26歳未満②は18歳から33
歳未満。受付期間は①が5/1㊌まで、
②が5/15㊌まで。問自衛隊朝霞地域事

務所☎048-466-4435

　市民や小・中学生が投稿した俳句や
小説・短歌等の文芸作品を掲載したふ
れあい文芸草加第34号を3/11㊊に刊行。
今号は「60（六十）」をテーマに特別
募集。1冊700円。市役所情報コーナー、
公民館、中央図書館で販売。問文化観
光課☎922-29685922-3406

　そうか子育て応援・情報サイトぼっ
くるんの運営委員「ぼっくるん隊」を
募集。活動は情報収集、取材、記事作
成とサイト運営。定員10人。任期は4
月からの1年間（継続可）。ლ3/20㊌
までに子育て支援センター、プチみっ
け、児童館・児童センターで配布する
応募用紙（サイトぼっくるんからも入
手可）を子育て支援センターへ。ファ
クスも可。☎941-67915941-6828

　勤務は4月から。㊊～㊎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。健康良好な62歳以
下対象。募集は2人。時給955円。面接
は3/20㊌。ლ3/15㊎（必着）までに履
歴書を〒340-8550職員課へ。☎922-09 
835922-3098

ハウス内には出荷を待つ
フリージア

■新井久夫さん
（谷塚町）

　新井さんは、主にフリージアを中心に季節の花
を栽培し、出荷されている花き生産農家。昨年9月
に上陸した台風24号により、約400平方メートルの
ビニールハウスが被災し、約6万球の栽培に大きな
影響を受けました。「ハウス1棟は骨組みからつぶ
れて、全壊状態に。フリージアの出荷期は12月か
ら4月のため、急きょ予備のハウスと温室に振り替
えて、栽培規模はどうにか確保しました。全国的
にも花きの売り上げは伸び悩んでいますが、これ
からも甘い香りが楽しめる草加産のフリージアを
届けていきたい」と再建に向けて笑顔で話します。

製品の一つひとつが
オーダーメイド

■株式会社草加ネジ
　（稲荷一丁目）

　平成3年に草加市内に工場を移転。地中基礎部分
や電気部品などに使われるネジ・ボルト製品の製
造販売を手掛けています。製品のほとんどが顧客
の多種多様なオーダーに応えたもので、年間5000
種を超える製品を製作しています。「基本、でき
ないと断らない姿勢で注文を受ける。挑戦がモノ
づくり企業としての進歩につながる」と代表取締
役の英利昭さん。最近では、サイフォンやジュー
サーなどの生活雑貨も手掛けています。「日本の
モノづくり、埼玉のモノづくりをどんどんPRして
いきたい」と英さんは熱く語ります。

　3/25㊊草加商工会議所会館、3/26㊋
草加市文化会館。いずれも13時30分～
15時。川口税務署主催。制度の実施に
は多くの事業者の準備が必要です。取
扱商品の適用税率の確認や、10/1から
経過措置を経て導入される適用税率ご
との区分経費への対応などを説明しま
す。問川口税務署☎048-252-5141

　4～9月の㊍または㊎9時20分～10時
40分。いずれも月2回。会場は市民活
動センター。初心者対象。定員各5人。
参加費月額1500円。ノートパソコン持
参。ლ3/6㊌から同センターへ。☎

920-35805925-1872

　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　3/9㊏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　3/12㊋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　3/13㊌13時～15時。
会場はであいの森。問川柳・新田東部
（包）☎932-70075931-0993
■誰でもできる気功　3/15㊎9時15分
～10時45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。
ლ3/6㊌から草加中央・稲荷（包）へ。
☎959-91335922-3801
■いきいき体操教室　3/18㊊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。
ლ3/6㊌から谷塚西部（包）へ。☎929-0
0145929-5222
■介護者のつどい　3/20㊌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　3/20㊌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
■はつらつチャレンジ教室　3/22㊎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

3/6㊌から川柳・新田東部（包）へ。☎
932-70075931-0993

　古物営業法に定める古物商の許可を
受けている中古自動車販売業者が、平
成30年4/2以降に取得し、商品として
所有している軽自動車は、申請により
同31年度の軽自動車税が免除されます
（車両登録上の所有者及び使用者が申
請者と同一であること、同29・30年度
の軽自動車税を滞納していないことが
条件）。ლ4/1㊊～10㊌に市民税課で
配布する申請書（市ホームページから
も入手可）に、古物商許可証の写し・
自動車検査証の写し・車を商品として
展示している状態の写真（登録番号が
読み取れるもの）を添えて同課へ。☎
922-10495920-1502

■納税は期限内に　所得税及び復興特
別所得税は3/15㊎、消費税及び地方消
費税（個人事業者）は4/1㊊までに金
融機関等で納付を。30万円以下の場合、
ＱＲコードを利用したコンビニ納付を
利用することもできます。
■口座振替　所得税及び復興特別所得
税は4/22㊊、消費税及び地方消費税
（個人事業者）は4/24㊌が口座振替日
です。納期限までに管轄する税務署ま
たは金融機関に口座振替依頼書の提出
が必要です。
問川口税務署☎048-252-5141（自動音
声「0」を選択）

はなぶさ とし あき

　3/23㊏13時開演。会場は草加市文化
会館。市内で活動する10の器楽団体の
合同発表会です。問文化観光課☎922-
29685922-3406

対象は原則市内在住・在勤・在学者。
問い合わせは各担当先へ。

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

4/1㊊～10㊌
商品車の軽自動車税課税免除申請

地域包括支援センター (包)
介護予防教室・介護者のつどい

3/11㊊「ふれあい文芸草加」刊行

「ぼっくるん隊」に入隊しませんか？

パソコン教室（ワード・エクセル）

消費税軽減税率制度説明会

3月の
納税
日曜・夜間納税窓口 市役所第2庁舎

納税課で
9時～12時30分
㊌（㊗・㊡を除く）21時まで

日曜
夜間 納税は便利な口座振替で

川口税務署からのお知らせ

自衛官を募集

市民音楽祭（器楽の部）

“草加クーポンブック”でお得に春を楽しみましょう

廃棄物資源課（臨時職員）

⑧ 2019年3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」

平成30年の市内交通事故状況（前年比）2月20日現在　人身事故68件（－56）　死者2人（＋1）



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

3/27㊌

3/25㊊

【要電話申込】
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

4/9㊋

4/16㊋

3/12㊋

3/26㊋
3歳3か月児健康診査 

平成29年9/1～15生まれ

平成29年9/16～30生まれ

平成27年12/1～15生まれ

平成27年12/16～31生まれ

対象者に3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 4/19㊎ 妊婦と夫　定員30人 【要申込】電話または市ホームページで申し込み
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 3月下旬～4月中旬 平成31年2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2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 4/14㊐・17㊌ 平成31年6～8月出産予定の

初妊婦と夫　定員30組
【要申込】電話または市ホームページで申し込み
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 【要電話申込】
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 4/15㊊ 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 3/20㊌ 【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

　18歳までの子ども、または妊娠中の人
がいる家庭対象の「パパ・ママ応援ショ
ップ優待カード」を更新。新しいカード
は、3/11㊊から子育て支援課、市民課、
子育て支援センター、保健センター、サ
ービスセンター、児童館等で配布します。
問子育て支援課☎922-34925922-3274

県アプリ「まいたま」（QRコード）内
「パパ・ママ応援ショップサブアプリ」
でも同様の優待利用ができますよ!外国籍市民のための

小学校入学準備講座

がい    こく 　せき 　 し　  みん

しょう   がっ    こう   にゅう    がく  じゅん    び     こう     ざ

　3/10㊐13時30分～。会場は中央
公民館。学校で必要な物の説明、
書類記入の手伝いなどを行います。
小学校の説明会に行った人は、資
料を持ってきてください。
問い合わせは国際相談コーナー
（㊗を除く㊊・㊌・㊎）
☎922-29705927-4955

じ ぷん かい じょう

こう  みん かん

ちゅう おう

せつ めい

せつ めい かい

おこな
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パパ・ママ応援ショップ優待カードの更新を

こちらから
アクセス!!

　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　3/9㊏13時30分
～15時30分。テーマ「セカンドオピニ
オンとは」。定員20人。参加費100円
■草加キングス・ガーデン　3/9㊏14
時～16時。テーマ「生き生きした老後
の過ごし方」。参加費100円
■デイサービスセンター草加　3/9㊏
14時～16時。認知症予防のための料理
体験。参加費100円
■埼友草加病院　3/16㊏14時～16時。
テーマ「認知症の人の高齢者施設の選
び方」。定員100人。参加費200円
■ボンセジュール草加　3/23㊏13時30
分～15時30分。認定看護師による慢性
心不全の講話。定員40人。参加費100
円。室内靴・ビニール袋持参

　3/9㊏12時15分～。会場は草加市文
化会館。出演はコーロ・セフィロ1997。
「オリビアを聴きながら」などの耳馴
染みのある歌謡曲を中心に演奏。問草
加市文化会館☎931-93255936-4690

　3/10㊐10時～16時。会場は瀬崎コミ
セン・瀬崎山王公園。舞台発表・展示
・模擬店ほか。問瀬崎まちづくり市民
会議☎5924-5300

■旬の魚をさばく　第4㊋13時30分～
15時30分。定員18人。参加費1回1800
円。包丁、キッチンペーパー、三角巾、
布巾、エプロン、保存容器等持参
■写真教室体験会　3/22㊎・29㊎11時
～13時。全2回。定員20人。参加費
1200円。カメラ、取扱説明書持参
　いずれも会場は草加市文化会館。ლ

シルバー人材センターへ。☎928-9211
5928-9209

　3/13㊌～17㊐。会場は草加市文化会
館。戦争の悲惨さ、平和の尊さを次世
代に伝えます。平和ネットワーク草加
との共催。折り鶴オブジェ「平和への
羽ばたき」も展示します。問人権共生
課☎922-08255927-4955

　4/7㊐9時30分～11時30分。会場は市
民体育館。デモンストレーション見学
と実技のアドバイス。新小学4年生以
上対象。定員40人。参加費500円。室
内靴、あればラケット持参。ლ3/29㊎
までに市民体育館へ。☎5936-6239

　4/12㊎10時～13時。会場は保健セン
ター。野菜たっぷりカラフルサンドイ
ッチ、春野菜のスープ煮ほか。定員25
人。材料費500円。エプロン、三角巾、
布巾2枚持参。ლ3/6㊌から保健センタ
ーへ。☎922-02005922-1516

市ホームページで「マタニティクラス」または
「マタニティサロン」を検索。
⬇
各ページ内の「申込方法」から県電子申請・届
出サービスにつながります。必要事項を入力し
申し込んでください。

県電子申請・届出サービスの導入により、市ホームページから
「マタニティクラス両親学級」と「マタニティサロン」の申し
込みがインターネットでできるようになりました。時間を気に
せず申し込みができますので、ぜひご活用ください。

ホームページからの申し込みが一部可能に!
利
用
方
法

オレンジカフェ（認知症カフェ）

せざきふれあい春のフェスタ

音楽の森ミニコンサート
「女声合唱コンサート」

シルバーカルチャー教室

平和パネル展「東京大空襲」 バウンドテニス講習会

ヘルシーランチをつくろう
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3月の「なくそう暴力」標語　見かけたら　勇気の一歩　ふみだそう







市内の食品店で購入できる食材を使っています。
ぜひ作ってみてください。

　10日、ぱりっせで「バレン
タインハートせんべい手焼き
体験」が行われました。
　せんべいのまち草加ならで
はの催し。ハートの形のせん
べい生地に絵や文字を描き、
焼き網の上で何度もひっくり
返しながら焼き上げ、かわい
らしくラッピングをして出来
上がり。
　思いを込めて焼き上げたお
せんべいは、味も見た目もカ
クベツです！

　16日・17日、草加市文化会館で「草加レザーフェスタ2019」が開
催され、多くの家族連れなどで大変賑わいました。
　子どもたちはお気に入りの型や色から皮製のオリジナルのキーホ
ルダーやコインケースなどを作り、「初めてで難しかったけど楽し
かった」など、世界に一つだけの作品に満足気な表情を浮かべてい
ました。
　また、会場には上級者向けのキーホルダーなどを作るコーナーも
あり、子どもだけでなく大人も童心に返ったように作業に没頭し、
作品作りを楽しんでいました。

2月かどまちごとでき

　草加松原を川面から眺めて、新たな草
加松原の魅力を発見してみてはいかがで
すか。会場は綾瀬川第2ラグーン。定員
は各回18人。乗船希望者は直接会場へ。

　栄養バランスよく、家族みんなでおいしく食
べることができるよう作成しました。
■特長
●学校・保育園で大人気の給食メニューや食生
活改善推進員の皆さんが考案したメニュー。

●地場産の小松菜を使用したレシピも掲載。
●1日1600kcal程度、食塩7g程度で栄養バラン
スを整えられる。

●主食・主菜・副菜を毎食そろえているので献
立を考える手間がない。

●主食の量の加減で1400～1800kcalに調整でき
る。

■配布場所　保健センター、公民館、市役所情報コーナー。
　　　　　　市ホームページでも閲覧できます。

■日時　3月30日㈯午後2時30分～4時
■会場　勤労福祉会館
■講師　生物・生態系環境研究センター生態リスク評価・

対策研究室長の五箇公一氏
■定員　80人
■主催　草加環境推進協議会
□申環境課へ。メール（QRコード）でも可。

外来生物
　　 ×
　五箇公一

　栄養バランスよく、家族みんなでおいしく食
べることができるよう作成しました。

問保健センター☎922-02005922-1516

問環境課☎922-15195922-1030

みなさんの健康づくりに

　草加松原を川面から眺めて、新たな草　草加松原を川面から眺めて、新たな草　草加松原を川面から眺めて、新たな草　草加松原を川面から眺めて、新たな草　草加松原を川面から眺めて、新たな草　草加松原を川面から眺めて、新たな草　草加松原を川面から眺めて、新たな草　草加松原を川面から眺めて、新たな草　草加松原を川面から眺めて、新たな草　草加松原を川面から眺めて、新たな草　草加松原を川面から眺めて、新たな草　草加松原を川面から眺めて、新たな草　草加松原を川面から眺めて、新たな草　草加松原を川面から眺めて、新たな草　草加松原を川面から眺めて、新たな草　草加松原を川面から眺めて、新たな草　草加松原を川面から眺めて、新たな草　草加松原を川面から眺めて、新たな草　草加松原を川面から眺めて、新たな草　草加松原を川面から眺めて、新たな草　草加松原を川面から眺めて、新たな草　草加松原を川面から眺めて、新たな草　草加松原を川面から眺めて、新たな草　草加松原を川面から眺めて、新たな草　草加松原を川面から眺めて、新たな草　草加松原を川面から眺めて、新たな草　草加松原を川面から眺めて、新たな草　草加松原を川面から眺めて、新たな草　草加松原を川面から眺めて、新たな草　草加松原を川面から眺めて、新たな草　草加松原を川面から眺めて、新たな草　草加松原を川面から眺めて、新たな草　草加松原を川面から眺めて、新たな草　草加松原を川面から眺めて、新たな草　草加松原を川面から眺めて、新たな草　草加松原を川面から眺めて、新たな草　草加松原を川面から眺めて、新たな草

和舟に乗って草加松原を
楽しみませんか

環境講演会

問文化観光課☎922-0151㈹5922-3406

日にち 受付時間 出発時間

 3月24日㈰ 午前9時15分～ ①午前9時30分 ※荒天時は中止  ②午前10時30分

   ①午前10時
 4月3日㈬  ②午前11時
 ※荒天時は 午前9時30分～ ③午後0時
 　4月4日㈭に延期  ④午後1時
   ⑤午後2時 

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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