
松の間・菊の間

桜の間

小間 廊下

折り込んである「まちづくりニュース」は、抜いて読んでください。

問文化観光課☎922-2968 5922-3406

和
の
文
化
芸
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関
連
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設

和
の
文
化
芸
術
関
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設
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庵
﹁
百
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客
﹂

■会場　漸草庵  「百代の過客」
■料金　3000円（点心つき）、学生1000円（点心なし）

■対　　象　和の文化芸術活動を行う市民
■施　　設　松の間（8帖）
　　　　　　菊の間（6帖）
　　　　　　桜の間（4.5帖）
　　　　　　小間（3帖台目中板）
　　　　　　お休み処（貸し出しは全館利用時のみ）
■申し込み　草加市文化会館窓口へ。☎931-9325 5936-4690 

現在、施設利用の仮予約を受け付けています。
4月1日から本予約手続きを開始します。料金
等詳細は草加市文化会館へ問い合わせを。

■会場　漸草庵  「百代の過客」
■内容　施設の内覧・呈茶のおもてなし
　　　　当日午後0時45分から会場入口で整理券を配布

　本市の和の文化芸術を市内外に発信する拠点として、漸草庵
「百代の過客」が4月21日（日）にオープンします。「おくの
ほそ道」を世界に広めた日本文学研究者のドナルド・キーン氏
に命名いただいた施設で、和の文化を楽しみませんか。

　本市の和の文化芸術を市内外に発信する拠点として、漸草庵
「百代の過客」が4月21日（日）にオープンします。「おくの
ほそ道」を世界に広めた日本文学研究者のドナルド・キーン氏
に命名いただいた施設で、和の文化を楽しみませんか。

こ け ら 落 と しこ け ら 落 と し

漸草庵茶会
利用案内

完成記念内覧会

4
午前10時～午後3時

月 日（日）21

3
午後1時～3時30分
月 日（木）28

問草加市文化会館
☎931-9325 5936-4690

茶会を主催する草加市茶道協会（豊田宗幸会長）では、会
員を募集しています。詳細は松本宗朝理事長へお問い合
わせください。☎929-1078

※お茶券は事前に問い合わせの上、草加市文化会館窓口でご購入ください。

問文化観光課☎922-2968 5922-3406
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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.1223

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

3月



■2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）

問職員課☎922-09855922-3098

市職員の給与等を
　　　　　公表します

　市では、職員の給与制度とその運用状況を公表しています。
市職員の給与は地方公務員法の規定により、生計費及び国や他
の地方公共団体の職員、民間企業の従業員の給与等を考慮し、
市議会の議決を経て定められています。地方自治の基本理念で
ある「最少の経費で最大の効果」が得られるよう、地域経営の
視点で地域の豊かさを創出しつつ、適正な定員管理による人件
費の抑制にも努め、市政運営を行っています。

給 料

扶 養 手 当

地 域 手 当

住 居 手 当

通 勤 手 当

そ の 他

時間外勤務手当

特殊勤務手当

そ の 他

職務の種類と内容に応じて、
給料表や級などを決定します

①配偶者1万500円
②子8000円（父母等6500円）

主に民間賃金の高い地域に勤務する職員に支給する手当
手当支給率 → （給料＋扶養手当）の6％

①借家等居住者→家賃に応じて支給（最高2万7000円）
②持家居住者→4000円 

①交通機関（電車等）利用者→運賃相当額
　　　　　　　　　　　　   （6か月定期代等）
②交通用具（自転車等）利用者→距離に応じた額

管理職手当ほか

正規の勤務時間外に勤務した際に支給する手当

著しく危険、不快、困難な勤務など、特殊な業務に
従事する職員に対して支給する手当

夜間勤務手当・宿日直手当ほか

実
績
に
応
じ
て
支
給
さ
れ
る
も
の

原
則
と
し
て
毎
月
支
給
さ
れ
る
も
の

■職員給与の概要

民間のボーナスに相当する手当
期　末 区　分 勤　勉 合　計 

退職時に支給される手当

加算措置 

自己都合 区分 

なし 

定年・勧奨 

※退職手当＝退職日給料月額×勤続年数別支給率（月分）＋調整額

退 職 手 当

期末・勤勉手当

一
定
時
期
に
支
給
さ
れ
る
も
の

勤続20年
勤続25年
勤続35年
最高限度

19.6695か月分 
28.0395か月分 
39.7575か月分 
47.709か月分 

24.586875か月分 
33.27075か月分 
47.709か月分 
47.709か月分 
定年前早期退職
特例措置

（2～45%加算）
平成29年度

退職者1人当たり
平均支給額等

（※一般会計職員のみ）

176万円
（平均勤続年数  
　　　　　7年）

2242万3000円
（平均勤続年数　 
　　  38年1か月）

6月期

12月期

年間合計

※職務段階に応じた加算措置あり
※（　 ）は再任用職員の支給月数

1.225か月分
（0.650か月分）

1.375か月分
（0.800か月分）

2.600か月分
（1.450か月分）

0.900か月分
（0.425か月分）

0.900か月分
（0.425か月分）

1.800か月分
（0.850か月分）

2.125か月分
（1.075か月分）

2.275か月分
（1.225か月分）

4.400か月分
（2.300か月分）

例
年
支
給
さ
れ
る
も
の

退
職
時
に
支
給
さ
れ
る
も
の

（平成30年12月1日現在）

（平成30年度）

■年齢別平均給料月額比較

15万円

20万円

25万円

30万円

35万円

40万円

45万円

24～27歳 32～35歳 44～47歳 52～55歳

20万6500円 20万6900円

27万2400円 26万1200円

35万8100円
37万1200円

39万8300円
41万1600円草加市

県内人口15万人以上の
市の平均
（※さいたま市を除く）

※埼玉県市長会による埼玉県内市職員の給料手当等調査の金額を使用しています。
年齢区分は当該調査の区分によるもので、各年代の中間層を掲載しています。

（平成30年度）

決
ま
っ
て
支
給
さ
れ
る
も
の

　一般会計の歳出総額に占める人件費の割合を表したグラフです。
行財政改革の推進により、10年前と比較して人件費の歳出額は31億
2171万円減少（－26.2％）し、歳出総額に占める人件費の割合も8.2ポ
イント減少しています。

■一般会計歳出決算額総額に対する人件費の割合の推移

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100%

歳出総額に対する人件費の割合 人件費以外の歳出額

平成19年度 平成24年度 平成29年度

119億610万円 
20.9%

450億9545万円
79.1%

108億7186万円  15.6%

587億1730万円
84.4%

87億8439万円  12.7%

606億2919万円 
87.3%

※額については1万円未満切り上げとしています。※人件費には特別職（市長や市議会議員、
附属機関の委員等）に支給される給与、報酬等を含みます。

　特別職の給料・報酬等の額は、各界代表者、学識経験者等で構成
される草加市特別職報酬等審議会の意見に基づき、議会の議決を経
て条例で定められています。

※上記以外に、一般職の期末・勤勉手当の支給割合に準じた期末手当が給料を基にして支給
されています。

■特別職の給料・報酬等

草 加 市
月　額 月　額

区分

職
市  　  長

副 市 長

教 育 長

病院事業管理者

議 長

副 議 長

議 員

99万8727円

83万7818円

75万3727円

89万  500円

56万9636円

51万3545円

48万9727円

104万円

87万5000円

75万円

82万円

54万円

50万5000円

47万円

さいたま市を除く、
県内人口15万人以上の市の平均

※上記職員数については、草加市職員の身分を保有する休職者、派遣職員等を含みます。
　また、上記職員数のほかに、職員の退職等に伴う欠員補充、職員の育児休業・病気休職等
の代替、業務の繁忙期間に限って配置する臨時的任用職員を、平成30年4月1日現在で936
人任用しています。

（各年度4月1日現在、単位：人）■部門別職員数の状況

議会
総務
税務
民生
衛生
労働
農林水産
商工
土木
小計
教育
小計

普通会計  計       
病院 
水道 
下水道 
その他
小計

合　　計      

平成28年度 増減数 主な増減理由
平成30年度の職員数の増減状況職 員 総 数区 分 

部 門 

一
般
行
政
部
門

特
別
行
政

部
門

公
営
企
業
会
計
部
門

平成29年度 平成30年度 
0
9
2
21
1
0
0
0
4
37
6
6
43
6
1
1
1
9
52

業務充実による増
業務充実による増
児童福祉の充実による増
業務充実による増

業務充実による増

業務充実による増

医療体制充実による増
業務充実による増
業務充実による増
業務充実による増

11
226
76
427
55
2
5
14
135
951
141
141
1092
570
50
17
49
686
1778

11
213
74
395
54
2
5
13
125
892
133
133
1025
561
47
17
49
674
1699

11
217
74
406
54
2
5
14
131
914
135
135
1049
564
49
16
48
677
1726

② 草加人のための情報紙　広報「そうか」市政情報2019年3月20日号



　○PM2.5（単位：マイクログラム／㎥）最大値30.2／最小値2.4（花栗中学校内）　○給食の放射性物質の検出なし

　4月22日㈪以降にパスポートを申請すると、受け取りは連休明け
の5月7日㈫以降になります。4月28日㈰までに受け取りを希望する
場合は4月19日㈮までに申請してください。
　海外旅行を計画する際は、パスポートの所在、有効期間等を必ず
確認しましょう。入国時に残存有効期間が6か月以上必要な国や地
域が多くあります。
　また、パスポートの有効期間が1年未満になると、新しいパスポ
ートに切り替えできます。

　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。
■振興計画審議会〈総合政策課☎922-07495927-4955〉
…4月9日㈫午後7時～　市役所西棟第1・2会議室で

　4月7日㈰は埼玉県議会議員一般選挙の投票日です。大切な責任
ある1票で県政を託す代表を選びましょう。投票日に予定がある
場合は期日前投票ができます。
■投票　4月7日㈰午前7時～午後8時。市内49か所。
※新栄中、稲荷小、青柳小は会場が体育館から校舎内の教室へ変
更になります。

■期日前投票　3月30日㈯～4月6日㈯
※市役所とその他3会場では投票時間が異なります。
市役所…午前8時30分～午後8時
勤労福祉会館・谷塚文化センター・草加市文化会館…午前9時
30分～午後7時

・投票所入場整理券裏面の宣誓書兼請求書（各期日前投票所、市
ホームページでも入手可）に必要事項を記入し、係員に提出して
ください。
・投票所入場整理券がなくても選挙人名簿に登録されていれば投
票できます。係員に申し出てください。
■投票所入場整理券
　3月29日㈮頃までに、世帯全員分を封筒に同封し郵送します。
選挙人氏名を確認し、各自が投票所に持参し係員に提出してくだ
さい。
・投票所入場整理券が届かないまたは紛失した場合でも選挙人名
簿に登録されていれば投票できますので係員に申し出てください。
・投票日には指定された投票所以外で投票できませんので、必ず
投票所入場整理券を確認してください。

■投票できる人
　平成13年4月8日までに生まれ、市に3か月以上住所を有し、3
月28日現在引き続き住民基本台帳に記録され、投票日まで選挙人
名簿に登録されている人。なお、県外から平成30年12月29日以
降に草加市に転入した人は投票できません。

※投票管理者に確認の申請をするか、市町村発行の「引き続き県
内に住所を有する旨の証明書」または「住民票の写し」を提示
してください。

■投票方法
①名簿の確認…受付に投票所入場整理券を提出
②県議会議員選挙の投票…候補者名を1人記載し、投票箱に投
函

■郵便投票　身体障害者手帳等所持者、または要介護5で、郵便
等投票証明書の交付を受けている人（ない場合は交付申請を）が
対象です。投票用紙の請求は4月3日㈬午後5時までに選挙管理委
員会へ。
■代理・点字投票　病気やけがで字が書けない場合は係員が補助
します。目の不自由な人は点字で投票できます。いずれも係員に
申し出てください。投票の秘密は守られます。
■開票（即日）　4月7日㈰午後9時10分～。会場は記念体育館
■選挙公報　4月2日㈫までに戸別配布します。4月1日㈪頃から
市ホームページに掲載予定。
■投票・開票速報　市ホームページで閲覧できます。

　接種後1年以内の申請で、妊娠を希望する女性と妊婦の夫に対し、
3000円を上限として1人1回限り費用を助成します。
　平成31年度からは、妊婦の同居人も対象になります。
■対象者
　接種当日に市内在住で、過去に風しんにかかったことや、予防接
種を受けたことがない次の人。
○妊娠を希望する16～49歳の女性
○妊婦の夫または同居人で18歳以上の人
※接種日当日に妊婦の夫または同居人であることが条件
■対象となる予防接種
　国内の医療機関で行った風しん単独または麻しん風しん混合ワク
チンの予防接種
※同居人の場合は、平成31年4月1日以降の接種のみ対象
■申請方法
　予防接種後、1年以内に①医療機関の領収書または支払証明書、
②接種を証明する書類（予診票控え等）、③通帳の写し、④印鑑、
⑤妊婦の夫の場合は母子健康手帳、⑥妊婦の同居人の場合は母子健
康手帳と同居していることが認められる書類（妊婦の免許証の写し
等）を持参し、保健センターへ。郵送も可。申請書は市ホームペー
ジからも入手できます。

転出した人
平成30年12月28日以前に県内転出

平成30年12月29日～同31年4月7日に県内転出

平成30年12月28日以前に草加市に転入

県内から平成30年12月29日以降に草加市に転入

3月11日以前に異動

3月12日以降に異動

異動日

転出先の市町村

草加市（※）

草加市

前住所地に確認

新住所地

旧住所地

投票場所

市内で異動
した人

転入した人

ゴールデンウイークに
使用するパスポートは
4月19日㈮までに申請を

おとなの風しん予防接種

問パスポートコーナー☎922-29445922-3298

審議会等の開催日程
妊娠を希望する女性、妊婦の夫・同居人【助成】
問保健センター☎922-02005922-1516

問選挙管理委員会☎922-24905927-7693

埼玉県議会議員
一般選挙
投 票 日　4月7日㈰
　　　　　　午前7時～午後8時
期日前投票　3月30日㈯～4月6日㈯

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③市政情報 2019年3月20日号



④ 2019年3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」

　水質検査計画とは、安全で良質な水
道水を届けるため、1年間に行う水道
水の水質検査項目、検査場所、回数等
を定めたものです。計画の詳細は水道
施設課・市ホームページで閲覧できま
す。問水道施設課☎924-38075929-52
91

■縦覧　他の土地や家屋の評価額と比
較して自己の資産の評価額が適正か確
認するために、平成31年度の土地・家
屋価格等縦覧帳簿を見ることができま
す。期間は4/1㊊～5/31㊎。縦覧でき
るのは、納税者・納税者と同居してい
る親族・納税管理人・代理人（委任状
が必要）です。なお、法人の場合は代
表者印を持参するか、代表者印を押し
た委任状が必要です。
■閲覧　固定資産税の納税義務者（免
税点未満の人も含む）は、所有してい
る資産の価格等が記載された課税台帳
の写し（名寄帳）を受け取ることがで
きます。関覧期間中は無料ですが、6
月からは200円が必要です。
　いずれも8時30分～17時（㊏・㊐、
㊗を除く）。場所は資産税課。問同課
☎922-10685920-1502

▼昔遊び週間「びゅんびゅんごま」　
4/2㊋～12㊎10時～17時　小学生以上
対象
▼オセロで遊ぼう　4/6㊏14時～　小
学生対象　参加賞あり
▼親子で作ろう　4/12㊎・26㊎14時45
分～　こいのぼり作り　3歳以上の未
就学児と保護者対象　定員各10組
▼進級おめでとうガガ大会　4/13㊏14
時～　小学生対象
▼将棋教室　4/13、5/18、6/15、7/
13、9/7の㊏13時10分～14時10分　全5
回　小・中学生初心者対象　定員12人
▼ともだち文庫の「おはなしポケッ
ト」　4/15㊊11時～　読み聞かせとわ
らべ唄　乳幼児と保護者対象
▼ママのためのリフレッシュヨガ　
4/20㊏10時15分～　定員20人　

▼スプリングバイオリンコンサート　
3/22㊎11時～　幼児（保護者同伴）～
高年者対象
▼春休み　新元号カレンダーづくり　
3/28㊍15時30分～　小学生対象　
▼映画をみよう　3/29㊎13時～　会場
は勤労青少年ホーム　小学生～高年者
対象
▼オセロ大会　4/5㊎14時～　マンカ
ラ大会　4/12㊎16時～　小学生対象　
参加賞・優勝賞品あり
▼こぶたのしっぽ　4/17㊌11時～　パ
ネルシアター　乳幼児と保護者対象
▼おもちゃ病院　4/20㊏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

　平成31年度の狂犬病予防集合注射と
犬の登録手続きを、次表の日程・会場
で行います。生後91日以上の未登録の
犬は、犬の登録も併せて行ってくださ
い。注射費用は、3300円（犬の登録手
続きを同時に行う場合は6300円）。登
録済みの犬の飼い主は市が送付するは

れきみん講座「江戸切絵図について」

水道水の水質検査計画を策定

そうか革職人会　レザークラフト体験

■楽しく笑顔で話し方初心者講座　4/
12～26の㊎13時30分～15時30分。全3
回。会場は草加市文化会館。定員15人
■老い支度「相続・遺言・死後事務・
成年後見制度」　4/16㊋・23㊋10時～
12時。全2回。会場は谷塚文化センタ
ー。定員15人。資料代1000円
■初めての美味しい紅茶の淹れ方講座
　4/17㊌・24㊌10時30分～13時。全2
回。会場は谷塚文化センター。定員6
人。材料費4000円。布巾持参
■指ヨガでリラックス　4/19㊎10時～
11時30分。会場は中央公民館。定員30
人
■母の日に贈るハーバリウムボールペ
ン　4/25㊍10時～11時30分。会場は草
加市文化会館。定員10人。材料費1300
円（専用ケース代含む）。はさみ、ピ
ンセット、ティッシュ持参
■プリザーブドフラワーアレンジメン
ト＆ハーバリウム作り　5/9㊍10時～

生涯学習体験講座

固定資産税の縦覧と閲覧

狂犬病予防集合注射と犬の登録

　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。
■サステナブル体操　4/4㊍13時30分
～15時。会場は勤労福祉会館。さびな
い身体をつくるための講義と体操。65
歳以上対象。定員50人。ლ3/22㊎から
新田（包）へ。☎946-05205946-0523
■介護者のつどい　4/5㊎13時15分～
14時45分。会場は中央公民館。問草加
中央・稲荷（包）☎959-91335922-3801
■介護者のつどい　4/10㊌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

そうか公園まつり

　マイナンバーカード（個人番号カー
ド）を利用して、市内にかかわらず全
国のコンビニ等で住民票の写しや印鑑
登録証明書、戸籍謄・抄本などの各種
証明書が取得できます。詳細は市ホー
ムページで確認を。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）☎922-1098 
5920-1502

　4/14㊐14時～16時。会場は歴史民俗
資料館。定員60人。草加史談会との共
催。ლ3/21㊗から電話で同館へ。☎92 
2-04025922-1117

地域包括支援センター（包）
介護予防教室・介護者のつどい

クラシック音楽ジュニアコンクール
出場者募集

　3/30㊏11時～16時。会場は物産・観
光情報センター。動物レザークラフト
や三つ編みブレスレットづくりなどの
レザークラフト体験を行います。1回5 
00円。問物産・観光情報センター☎  
921-18005921-1811

便利なコンビニ交付サービスを
ご利用ください

定員のあるものは3/22㊎
10時から各館へ申し込みを

5922-3274

住吉児童館 ☎928-5736

☎946-3000 5944-3800

　5/12㊐10時30分～。会場は草加市文
化会館。ピアノ、声楽、管・弦・打楽
器を学んでいる小学生～高校生対象。
定員80人。参加費6000円。ლ4/15㊊
（消印有効）までに草加市文化会館ほ
かで配布する申込用紙（草加市演奏家
協会ホームページからも入手可）に必
要事項を記入し〒340-0013松江1-1-5同
館へ。☎931-93255936-4690

■小学生のための読み聞かせ　3/24㊐
13時30分～14時
■木曜シアター　3/28㊍14時～14時50
分　日本でいちばん美しい町並3　関
東　成人対象　定員90人（当日先着順）
■ビデオ上映会　4/14㊐14時～16時　
「人生、いろどり」　成人対象　定員
90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～

　4/29㊗9時～16時（雨天中止）。会
場はそうか公園。輪投げ、電動ミニ
SL、グリーンアドベンチャー、模擬
店、観葉植物・花苗・農産物即売ほか。
■同時開催フリーマーケット　募集は
20区画。出店料1区画1080円。ლ3/22
㊎からみどり公園課へ。☎922-19735 
922-3145

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。

がきを持参してください。狂犬病予防
集合注射で受けられない場合は、動物
病院で注射を受けてください。問くら
し安全課☎922-36425922-1030
■実施日程及び会場

12時。会場は草加市文化会館。定員12
人。材料費2400円。ピンセット持参
ლ生涯学習課へ。☎922-28195922-34
98

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（3/21～4/20）

4/10㊌

4/11㊍

4/12㊎

4/17㊌

4/18㊍

4/19㊎

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

11時30分と㊏・㊐14時30分～15時（幼
児以上対象）

時間
実施日

旧柿木公民館跡地

稲荷コミセン

谷塚サービスセンター

瀬崎コミセン

原町コミセン

谷塚上町会館

4/5㊎

4/9㊋

4/10㊌

4/12㊎

4/15㊊

4/16㊋

4/17㊌

4/19㊎

4/6㊏

4/13㊏

4/21㊐

草加保健所

草加市役所本庁舎

環境業務センター

そうか公園ドッグラン

弁天公園

中央公民館

市民体育館駐車場

吉町集会所

北谷町会峯分会館

新里文化センター

13時～15時9時30分～11時30分

13時～14時30分10時～11時30分

ベルクス草加青柳店
第2駐車場

新田西文化センター
臨時駐車場

時間
実施日

勤労福祉会館
第２駐車場

▼ふれあい囲碁・将棋教室　3/23㊏、
4/13㊏14時～　幼児（保護者同伴）～
高年者対象
▼学年お別れ会　3/29㊎14時～　ゲー
ムほか　小学生対象
▼グラウンド・ゴルフ　4/2㊋10時30
分～11時30分　小学生以上対象
▼オセロ・マンカラで遊ぼう　4/5㊎
14時～　小学生対象
▼卓球で遊ぼう　4/9㊋14時～　小学3
年生以上対象
▼オセロ大会　4/18㊍16時～　小学生
対象

▼バルーンスライム　3/22㊎14時30分
～　会場は中央図書館　小学生対象　
定員20人（当日先着順）
▼読み聞かせ「たんぽぽ」　4/4～18
の㊍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
▼みんなで遊ぼう　4/8㊊は中央図書
館　9㊋はコンフォール松原19号棟　
いずれも14時30分～　ゲーム大会　小
学生対象
▼初めてのお誕生会　4/15㊊10時～　
会場はコンフォール松原19号棟　平成
30年4月生まれ対象　定員12人　ლ4/1
㊊13時から電話で同館へ
▼春の工作　4/15㊊～5/10㊎（4/23㊋、
5/7㊋を除く）の㊊・㊎は中央図書館、
㊋～㊍はコンフォール松原19号棟　ビ
ーズを使ったキーホルダー作り　いず
れも15時～　小学生対象　定員各日5
人（当日先着順）　参加費50円
▼おもちゃ病院　4/19㊎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

▼卓球大会　3/29㊎16時～17時　小学
3年生以上対象　定員20人
▼ピカピカの泥団子づくり　4/1㊊～3
㊌13時30分～16時　幼児（保護者同
伴）以上対象
▼おもちゃ病院　4/4㊍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
▼カプラ王国　4/5㊎16時～17時　幼
児（保護者同伴）以上対象
▼糸はんが　4/7㊐13時30分～16時　
幼児（保護者同伴）以上対象
▼なかよしランチ　4/10㊌11時30分～
13時　アップルタルト作り　幼児と保
護者対象　定員15組
▼シャボン玉大作戦　4/14㊐10時30分
～11時30分　幼児と保護者対象　定員
12組
▼野外クッキング　4/21㊐13時30分～
15時　燻製　幼児～小学生と保護者対
象　定員10組
▼タコ焼きカフェ　4/21㊐17時～18時
　中・高校生対象　定員15人

谷塚児童センター ☎925-1856

▼洋服・靴のくるくるリサイクル　4/
22㊊11時～12時　洋服・靴の交換会　
0～2歳児と保護者対象

い

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

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

　そうか公園のお花見はパリポリくんバスで
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中央公民館 ☎922-5344

▼昔遊び週間「びゅんびゅんごま」　
4/2㊋～12㊎10時～17時　小学生以上
対象
▼オセロで遊ぼう　4/6㊏14時～　小
学生対象　参加賞あり
▼親子で作ろう　4/12㊎・26㊎14時45
分～　こいのぼり作り　3歳以上の未
就学児と保護者対象　定員各10組
▼進級おめでとうガガ大会　4/13㊏14
時～　小学生対象
▼将棋教室　4/13、5/18、6/15、7/
13、9/7の㊏13時10分～14時10分　全5
回　小・中学生初心者対象　定員12人
▼ともだち文庫の「おはなしポケッ
ト」　4/15㊊11時～　読み聞かせとわ
らべ唄　乳幼児と保護者対象
▼ママのためのリフレッシュヨガ　
4/20㊏10時15分～　定員20人　

▼スプリングバイオリンコンサート　
3/22㊎11時～　幼児（保護者同伴）～
高年者対象
▼春休み　新元号カレンダーづくり　
3/28㊍15時30分～　小学生対象　
▼映画をみよう　3/29㊎13時～　会場
は勤労青少年ホーム　小学生～高年者
対象
▼オセロ大会　4/5㊎14時～　マンカ
ラ大会　4/12㊎16時～　小学生対象　
参加賞・優勝賞品あり
▼こぶたのしっぽ　4/17㊌11時～　パ
ネルシアター　乳幼児と保護者対象
▼おもちゃ病院　4/20㊏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

定員のあるものは3/22㊎
8時30分から各館へ申し込みを

氷川児童センター ☎928-2341

新栄児童センター ☎942-9876

わくわくタウン松原 ☎941-2905

新田西文化センター ☎942-0778
谷塚文化センター ☎928-6271

5925-0152

▼ふれあい囲碁・将棋教室　3/23㊏、
4/13㊏14時～　幼児（保護者同伴）～
高年者対象
▼学年お別れ会　3/29㊎14時～　ゲー
ムほか　小学生対象
▼グラウンド・ゴルフ　4/2㊋10時30
分～11時30分　小学生以上対象
▼オセロ・マンカラで遊ぼう　4/5㊎
14時～　小学生対象
▼卓球で遊ぼう　4/9㊋14時～　小学3
年生以上対象
▼オセロ大会　4/18㊍16時～　小学生
対象

▼バルーンスライム　3/22㊎14時30分
～　会場は中央図書館　小学生対象　
定員20人（当日先着順）
▼読み聞かせ「たんぽぽ」　4/4～18
の㊍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
▼みんなで遊ぼう　4/8㊊は中央図書
館　9㊋はコンフォール松原19号棟　
いずれも14時30分～　ゲーム大会　小
学生対象
▼初めてのお誕生会　4/15㊊10時～　
会場はコンフォール松原19号棟　平成
30年4月生まれ対象　定員12人　ლ4/1
㊊13時から電話で同館へ
▼春の工作　4/15㊊～5/10㊎（4/23㊋、
5/7㊋を除く）の㊊・㊎は中央図書館、
㊋～㊍はコンフォール松原19号棟　ビ
ーズを使ったキーホルダー作り　いず
れも15時～　小学生対象　定員各日5
人（当日先着順）　参加費50円
▼おもちゃ病院　4/19㊎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

▼卓球大会　3/29㊎16時～17時　小学
3年生以上対象　定員20人
▼ピカピカの泥団子づくり　4/1㊊～3
㊌13時30分～16時　幼児（保護者同
伴）以上対象
▼おもちゃ病院　4/4㊍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
▼カプラ王国　4/5㊎16時～17時　幼
児（保護者同伴）以上対象
▼糸はんが　4/7㊐13時30分～16時　
幼児（保護者同伴）以上対象
▼なかよしランチ　4/10㊌11時30分～
13時　アップルタルト作り　幼児と保
護者対象　定員15組
▼シャボン玉大作戦　4/14㊐10時30分
～11時30分　幼児と保護者対象　定員
12組
▼野外クッキング　4/21㊐13時30分～
15時　燻製　幼児～小学生と保護者対
象　定員10組
▼タコ焼きカフェ　4/21㊐17時～18時
　中・高校生対象　定員15人

くんせい

▼人形劇団ガチョウの子春の公演　3/
23㊏11時～　「うさぎのダンス」「三
匹のこぶた」
▼こころを結ぶ光のひろば　4/2㊋10
時～12時　点字体験ほか
▼SKT24高年者健康体操エクササイズ
　4/9～9/10の第2㊋（5・8月のみ第1
㊋）10時～12時　全6回　軽体操　60
歳以上対象　定員70人
▼草加フィル結成15周年記念コンサー
ト　4/14㊐13時30分開演　会場は草加
市文化会館　ハイドン：トランペット
協奏曲、交響曲第5番　定員1200人
（当日先着順）
▼ホッとひと息「子育てサロン」　4/
17㊌10時～　親子友だちづくり・簡単
工作ほか　乳幼児と保護者対象
▼にじいろタイム　4/19㊎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」
　4/19㊎13時30分～　胎教と友だちづ
くり　初妊婦対象
▼マジックで人気者になろう　4/20㊏
10時～12時　講師はふしぎや石橋氏　
小・中学生対象　定員20人
▼ブラジルサンバダンス講習会　4/
20、5/18、6/15・29、7/6の㊏10時～
12時　全5回　4歳以上対象　定員30人
▼バレエ体験教室　4/20㊏、5/11㊏11
時～12時30分　年少～小学生対象　定
員30人
▼楽器体験講座　4/20㊏午後　チェロ、
クラリネット、オーボエ、ホルン、ト
ランペット、トロンボーン、バイオリ
ン　高校生以上の初心者対象　定員各
3人　楽器貸し出しあり　詳細は同館へ

▼洋服・靴のくるくるリサイクル　4/
22㊊11時～12時　洋服・靴の交換会　
0～2歳児と保護者対象

▼伝統文化茶道講座　5/18、6/8、7/
6、8/10、9/7、10/19、11/16、12/14、
平成32年2/8、3/7の㊏10時～12時…裏
千家、13時～15時…表千家　全10回　
成人初心者対象　定員各10人　月額15
00円
▼チャレンジシニア運営委員会　5/22
㊌10時～12時　10月からの講座内容の
会議　高年者対象　定員5人

▼ママといっしょにおはなし会　3/25
㊊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
▼おもちゃの病院　4/1㊊10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼松井正雄氏写真展　4/9㊋～22㊊
▼伝統文化茶道講座　4/13～平成32年
3/14の第2㊏10時～12時…裏千家、5/
11～平成32年3/14の第2㊏13時～15時
…表千家　定員各5人　1回1500円
▼ホッとひと息「子育てサロン」　4/
15㊊10時～12時　手遊び・簡単工作ほ
か　乳幼児と保護者対象
▼放課後クラブ　4/15㊊16時～17時…
将棋・4/16㊋17時～18時…スポーツウ
エルネス吹矢・4/1～22の㊊（15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
▼親子将棋教室　4/21～平成32年3/15
の第3㊐（6・7月のみ第2㊐）14時～16
時　全12回　年中～小学3年生と保護
者対象　定員5組
▼親子茶道教室（裏千家）　4/28～平
成32年3/22の第4㊐（8月第2・12月第3
㊐）13時30分～15時30分　全12回　定
員13人（子どもだけの参加可）　参加
費大人1000円・小学生～高校生500円
▼外国籍市民のための日本語教室　5/
7～21の㊋10時～12時

▼すくすくクラブ　3/26㊋10時～12時
　リズム体操・手形スタンプほか　乳
幼児と保護者対象
▼ロビースポーツ　3/27㊌10時～12時
　カローリング、バッコーほか体験
▼綾瀬川コーラス教室　4/5㊎～平成
32年3/13の第1㊎10時～12時・第2㊎13
時～15時（8月を除く）全22回　成人
対象　定員30人
▼彩のステンシル講座　4/18㊍～平成
32年2/20の偶数月第3㊍13時30分～15
時30分　成人対象　定員各10人　1回
1500円
▼ロビーコンサート「歌とキーボー
ド」　4/19㊎12時～13時　ムード歌謡
・カバー曲
▼谷塚少年少女合唱教室　4/20～平成
32年3/14の㊏（除外日あり）・15㊐10
時～12時　全30回　同センターまつり
・市立病院などのコンサートに出演あ
り　小学生対象　定員30人
▼谷塚元気ひろば　4/22㊊9時50分谷
塚駅改札集合　電車で西新井の映画館
へ 65歳以上対象　定員20人　参加費
実費負担（映画代1100円・交通費・昼
食代）
▼利用者懇談会　4/24㊌13時30分～　
平成31年度の事業予定・意見交換ほか
▼伝統文化茶道講座　4/27㊏～平成32
年3/28の第4㊏（1月を除く）10時～12
時…表千家、13時～15時…裏千家　全
11回　1回1500円　琴講座　4/27㊏～

平成32年3/28の第4㊏（10・1月を除
く）16時～17時　全10回　1回2000円
　いずれも成人対象　定員5人　

昭和58年ごろの「葛西用水」

現在の「葛西用水」（さくら祭り）

　市の東部、青柳から稲荷まで南北に流れる市内延長3.5㎞の
用水路。行田市の利根大堰から引水し、本市を経て足立区に
流れています。かつては水田を潤していましたが、宅地化に
伴う農地の減少のため、その役割は、市民の憩いの場として
変化しています。市では、平成元年（1989年）から水と緑を
生かした親水空間として再生に着手。区域を越谷市境の青柳
地区を縦断する久伊豆ゾーン、青柳堰ゾーン、稲荷地区の桜
並木ゾーンの3つに分け、段階的に整備を行っています。特に
青柳堰から八潮市境までの区間は約400本のソメイヨシノが並
ぶ市内でも有数のお花見スポットとなっています。春の「草
加さくら祭り」には桜並木撮影会、船上金婚式などが行われ、
多くの市民で賑わいます。

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。

葛西用水（桜並木）　

草加今昔物語草加今昔物語



ピヨピヨ広場・よちよちクラブ・幼児のひろば

　「0・1・2歳クラブ」「つどいの広場」「ピヨピヨ広場」は、気軽にいつで
も遊びにいけるスペースです。開催当日、直接会場へ。
　「よちよちクラブ」「幼児のひろば」は、説明会への参加や定員があるもの
があるので、申し込み方法を確認してください。スタッフが自由遊びや年齢に
応じたプログラムなどを提供します。子どもの集団生活の第一歩・親同士の交
流・子育ての相談の場として利用してみてはいかがですか。なお、開催日は変
更になることがあります。問子ども育成課☎928-64215928-9632

0・1・2歳クラブ
《0～2歳対象》
♬

♬

会場

瀬崎コミセン

柳島コミセン

原町コミセン

稲荷コミセン

開催日

第２・３㊋

第１・３㊎

第１・２㊌

第２・４㊎

時間

10時～12時

10時～10時50分
「ねんねとハイハイ組」
11時～11時50分
「あんよ組」

施設
開催日時と対象 クラスと対象 定員

各
30組

15組

各
20組

30組

各
30組

30組

30組

なし

申込方法 クラスと対象開催日時 開催日 開催時間 申込方法
ピヨピヨ広場 よちよちクラブ《歩行可能な子ども対象》 幼児のひろば

4/24からの
第2・4㊌

10時～12時30分
0～2歳児

4/17からの
㊌

4/19からの
㊎

4/23からの
㊋

4/26からの
㊎

4/16からの
㊋

4/16からの
㊋・㊎

4/12からの
㊎

4/10からの第2㊌
10時～12時　0～2歳児

4/18からの第1・3㊍
10時～12時30分
平成30年4/2以降
生まれ対象

4/1からの㊊・㊍
10時30分～11時

（9/2～11/18は㊊のみ）
0～2歳児

4/18からの㊍
10時50分～12時
平成30年4/2以降
生まれ対象

※会場：栄児童クラブ
（栄小内）

5/16からの第1・3㊍
11時20分～12時
5/16からの第1・3㊍
10時30分～11時10分

10時30分
～11時30分

1部…10時5分
～10時50分
2部…11時
～11時45分

11時15分
～12時
10時15分
～11時
10時30分
～11時15分

10時30分
～11時15分

4/24からの第4㊌
10時～12時

4/25からの第2・4㊍
1部…10時5分～10時45分
　2部…11時～11時40分　　 

4/10からの㊌
10時30分～11時15分

4/22からの㊊
1部…10時～10時35分
2部…11時～11時35分
※会場：栄平成塾（栄小内）

4/23からの㊋
1部…10時～10時35分
2部…11時～11時35分

　※会場：コンフォール松原19号棟ほか

4/25からの㊍
10時～10時35分

※会場：栄児童クラブ（栄小内）

「みつばち組」
2歳以上

「ちょうちょ組」
2歳以上

平成29年8/31
以前生まれ

「からだで遊ぼうⅡ」
3歳以上

4/9からの
㊋

「からだで遊ぼうⅠ」
2歳以上

「つくって遊ぼう」
2歳以上

「にじ」
平成29年4/2～
9/30生まれ
「ほし」

平成29年10/1～
同30年4/1生まれ

「そら」
平成29年10/1～
同30年4/1生まれ

「2部」平成29年4/2～
9/30生まれ

「1部」平成29年10/1～
同30年4/1生まれ

「よちよち探検」
満1歳以上

歩行可能な満1歳以上

わくわくタウン松原
☎941-2905

住吉児童館
☎928-5736

谷塚児童センター
☎925-1856

氷川児童センター
☎928-2341

新栄児童センター
☎942-9876

ホームページから「よち
よちクラブ申込書」を印
刷・記入し、往復はがき
の往信面に貼り、返信面
に住所･保護者と子ども
の氏名を記入し3/27㊌
（消印有効）までに同館
へ。
※印刷ができない場合
は、必要事項を手書きし
てください。

ホームページから「チャイ
ルド申込書」を印刷・記入
し、往復はがきの往信面に
貼り、返信面に住所･保護
者と子どもの氏名を記入し
3/27㊌（消印有効）までに
同館へ。
※印刷ができない場合は、
必要事項を手書きしてくだ
さい。

4/19㊎10時30分から同
館で行う説明会に参加

4/9㊋10時30分から同館
で行う説明会に参加

対象年齢になり次第随時
参加可。初回は窓口へ

4/25㊍11時から同館で
行う説明会に参加
4/25㊍10時30分から
同館で行う説明会に参加

住所・子どもの氏名を
宛先に記入したはがき
を3/29㊎までに同館
へ。応募多数の場合は
抽選。

住所・子どもの氏名を宛先
に記入したはがきを3/29
㊎までに同館へ。応募多数
の場合は抽選。

「チャイルド
【水曜日コース】」
平成27年4/2～
同29年4/1生まれ

「チャイルド
【金曜日コース】」
平成27年4/2～
同29年4/1生まれ

1部…10時～
10時45分
2部…11時～
11時45分
※会場：中央図
書館またはコ
ンフォール松
原19号棟

4/1㊊10時から同館
で受け付け

対象年齢になり次第随
時参加可。初回は窓口
へ

「リス組」
平成27年4/2～
同29年4/1日
生まれ

つどいの広場《0～3歳対象》♬

谷塚1-7-4

旭町4-8-11

青柳5-22-28

弁天6-5-16

谷塚町752
（谷塚児童センター内）
氷川町934-5
（氷川児童センター内）
松原1-3-1
（子育て支援センター内）
中央1-2-5
（高砂児童クラブ内）

つどいの広場
おひさま
乳幼児サロン
おもちゃばこ
つどいの広場
ろけっと
子育て広場トットちゃん
（未就学児対象）
ママサロン
もくば
つどいの広場
きらりん
親子のひろば
のび～すく旭町
親子のひろば
のび～すく青柳
つどいの広場
ばぶハウス

新栄4-813-32
（新栄児童センター内）

住所 開催日時

925-1856

928-2341

941-6791

922-0674

942-9876

923-1313

942-7141

931-0118

932-7334

利用料金
㊊・㊋・㊎・㊏
10時～15時
㊊～㊎
10時～16時
㊊～㊎
8時30分～16時
4/22からの㊊・㊌・㊍10時～13時
高砂小授業・休校等による除外日あり
4/11からの㊊・㊌・㊍（第2・4㊌を除く）
10時～13時
㊊～㊏
10時～16時
10時～16時
（㊊は10時30分～13時）
10時～16時
（㊌は10時30分～13時）
㊋～㊏　10時～16時
（第2～4㊊13時30分～16時）

1日利用
300円

1か月利用
1200円
※兄弟割引
あり

無料

電話番号名称

子育て中の親と子どもの交流・遊びの場平成31年度　
乳幼児対象

平成29年4/2～
同30年4/1生まれ

⑥ 2019年3月20日号 草加人のための情報紙　広報「そうか」情報コーナー「すとりーと」

ミニ情報、保健センター、となりまちは5日号、相談案内、公民館、図書館、児童館情報は20日号に掲載します。

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。
■ベーシック（社交ダンス）　㊌19時
～21時　谷塚文化センターで　女性募
集　初心者を中心に基本をレッスンし
ています　月額2000円　問澤口☎928- 
1832
■れんげ書芸クラブ（書道・ペン字・
写経）　第2・4㊍11時～12時30分また
は第2・4㊎19時～20時30分　中央公民
館で　書く力は一生の宝　月額2500円
　問篠根☎931-8490　
■バレエ赤いくつ　㊊17時～18時30分
　新田西文化センターで　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3500円　問金丸☎08 
0-6890-9377
■草加日本語の会　㊏11時～12時30分
　中央公民館で　外国人に日本語を教
えるボランティア活動　外国語知識不
問　問安部☎090-8344-0237
■話し方サークル友話会　第1・3㊌19
時～21時、第2・4㊌10時～12時　谷塚
文化センターで　大勢の前で話せる人
になれます　楽しい仲間作り　1回
1000円　問田村☎090-2667-5042

▼ロビー展　3/28㊍～4/10㊌…ぬくと
ぼこ川柳展　4/13㊏～18㊍…キャンバ
ス油絵展
▼おはなしの広場　4/12㊎・26㊎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
▼おもちゃ病院　4/19㊎10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
▼川柳（せんりゅう）教室　4/24から
の第4㊌13時～16時30分

　
▼昭和キネマポスター展示　4/1㊊～
15㊊
▼すくすくクラブ　4/11㊍10時～11時
30分　子育て相談ほか　乳幼児と保護
者対象
▼好きな人ってだあれ？いろいろな好
きを知ろう　4/14㊐13時～15時　漫才
とトークライブでLGBTを楽しく学ぼ
う
▼利用者懇談会　4/15㊊10時～12時　
平成31年度意見交換・消防訓練ほか
▼のびのび広場　4/19㊎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
▼手作り味噌（5㎏）体験講座　4/25

■新田句会（俳句）　第2㊊・4㊌13時
～　勤労福祉会館で　基本をしっかり
覚えて俳句を作る会です　月額700円
　問荒木☎927-8810
■男性料理教室　第4㊋9時～13時　勤
労福祉会館で　初心者歓迎　月額1000
円　体験1回1000円　問桑原☎941-8620
■瀬崎クラブ（ソフトテニス）　㊊19
時～21時　吉町テニスコートで　仲間
になって楽しくテニスをしましょう　
成人対象　入会金1000円　月額1000円
　問三浦☎928-6769
■西町バドミントンクラブ　㊍19時～
21時　西町小で　バドミントンと親睦
　エンジョイバドミントン　月額1000
円　問張替☎941-7141
■ファンたグループ（ダンス）　㊌17
時10分～18時40分　社会福祉活動セン
ターで　楽しく踊ろう　小学生対象　
入会金500円　月額2500円　問木村☎
090-1555-1957
■パッチワークの会　月2回㊊9時～13
時　高砂コミセンで　初心者大歓迎　
とりあえず始めてみましょう　月額25
00円　問松本☎090-2429-8375
■ユニカール柳島　㊊15時～17時　柳
島コミセンで　カーリングを参考にし
た室内スポーツです　高齢者にも人気
　見学・体験歓迎　入会金1000円　1
回100円　問小杉☎925-2289

新里文化センター ☎927-3362

柿木公民館 ☎931-3117

川柳文化センター ☎936-4088
㊍9時～、13時～　成人対象　定員各5
人　参加費3600円　
▼おもちゃの病院　4/26㊎10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼赤ちゃんとコミュニケーション英語
でベビーサイン講座　5/10・24、6/7
・21、7/5・19の㊎10時30分～11時30
分　全6回　2歳未満の乳児と保護者、
妊婦対象　定員20組　参加費800円

▼おはなしの時間　3/27㊌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
▼元気ルームMINI　4/4㊍10時～12時
45分　ホール開放自由利用　乳幼児と
保護者対象　昼食持参可
▼おもちゃの病院　4/8㊊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　4/11㊍10時～11
時30分　開校式・季節のおもちゃづく
りほか　乳幼児と保護者対象
▼SKT24高年者の元気ルーム　4/12～
6/28の㊎（5/3・24を除く）9時30分～11
時　全10回　健康体操　おおむね60歳
以上対象　定員30人　参加費1000円
▼草加東高等学校スプリングコンサー
ト　4/14㊐14時～16時　吹奏楽部・軽

音楽部・ダンス部　定員120人（当日
先着順）　室内靴持参



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

3/21㊗～4/20㊏（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

萬設備
正木設備㈱
㈲石田水道

長栄1-779-1-105
栄町3-9-30 　　
吉町1-5-12 　　

☎942-1200
☎931-3933
☎922-2736

3/21㊗
3/24㊐
3/31㊐

　月　日　 診療科 当番医名 住　所 電話番号

内科
外科
歯科
内科
外科
内科
外科

3/21
㊗

3/24
㊐

3/31
㊐

いしどりクリニック
草加脳神経外科クリニック
かわづ歯科
草加循環器クリニック
草加中央診療所
メディカルハブクリニック
鳳永病院

苗塚町418-1
栄町2-1-33 1F
松江6-2-21
氷川町2131-6
中央1-2-22
金明町516-1-1
谷塚2-12-15

☎969-4990
☎949-6112
☎951-2585
☎927-4811
☎922-2159
☎943-8292
☎924-2631

■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　3/28㊍、4/18㊍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　4/18㊍…新栄児童センター☎942-9876　3/28㊍、4/11
㊍…谷塚児童センター☎925-1856　4/17㊌…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／第1・3㊍…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（消費労政係）
■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　3/27㊌13時～16時…氷川コミセン☎922-0825（人権共生課）／
月9時～16時…さいたま地方法務局越谷支局☎966-1321
■市民活動相談（団体の会則作成補助・助成金の活用等）㊐～㊏（第3㊌を
除く）8時30分～21時30分…市民活動センター☎920-3580
■市民税務・経営相談（前日12時までに□予・来所）　第2㊍13時30分～16時
30分…草加市社会福祉協議会／☎048-263-07815048-261-2626（関東信越税理
士会川口支部）

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3月20日号



　各授賞式のほか、堀切実氏（国文
学者）、長谷川櫂氏（俳人）、黒田
杏子氏（俳人）によるドナルド・キ
ーン氏追悼座談会などが行われます。
■日　　時　5月19日㈰午後2時開式
■会　　場　アコスホール
■定　　員　450人
■申し込み　4月15日㈪（消印有効）までに往復はがきに住所、氏

名、電話番号、「奥の細道文学賞、ドナルド・キーン
賞授賞式観覧」を記入し、〒340-8550文化観光課へ。
1人1通（重複無効）。応募多数の場合は抽選。

　24日、そうか公園で元日本代
表丸山桂里奈さんを迎えサッカ
ー練習会を開催。小学3～5年生
約110人が参加。丸山さんは
「お父さんやお母さんなど支え
てくれる人に感謝できる選手に
なってほしい」と話し、世界で
活躍したプレーに子どもたちは
目を輝かせていました。

2月かどまちごとでき

■申し込み　3月31日㈰（必着）ま
でに草加市体育協会ホームページま
たははがきに教室名・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同
協会へ。はがきの場合は別途手数料
300円。応募多数の場合は抽選。
※対象は4月からの新学年等が基準

　約400本の桜並木がある葛西用水沿いの稲
荷地区で草加さくら祭り（草加さくら祭り実
行委員会主催）が開催されます。
　3月30日㈯には草加さわやかさんがモデル
の桜並木撮影会や船上金婚式を行います。な
お、3月30日㈯・31日㈰は和舟の乗船体験、
姉妹都市福島県昭和村によるそばや特産品の
販売、地元町会による模擬店などが行われま
す。草加の自慢の桜をぜひご覧ください。

■日時　3月24日㈰～31日㈰　いずれも午前9時～
■会場　葛西用水（稲荷地区）　※会場に駐車場はありません。
■アクセス　草加駅東口から東武バスで、
　①「稲荷五丁目行き」乗車「稲荷五丁目」下車徒歩5分
　②「八潮団地行き」乗車「伊草天満宮」下車徒歩5分

　国指定名勝の「おくのほそ道の風景地　草加松原」（札場河
岸公園内）と桜の名所「葛西用水」（稲荷地区）で草加さわや
かさんをモデルにした桜並木撮影会を開催。撮影希望者は直接
会場へ。※両会場とも駐車場はありません。

■時　　間　午前10時～11時20分
■集合場所　札場河岸公園望楼前

■時　　間　午後1時30分～3時
■集合場所　稲荷橋

　毎回大人気の渡辺俊雄氏に
よる映画講座。アルフレッド
・ヒッチコックや伊丹十三な
ど6人の映画作家の足跡をたどります。
■日時　5月8日～6月12日の㈬
　　　　午後2時～3時30分（全6回）
■会場　中央図書館
■講師　渡辺俊雄氏（映画評論家）
■定員　30人　■受講料　6000円

　市内在住で現役行司の木村銀治郎氏が大相撲の
楽しみ方、角界の仕組み、5月の初回講義では、
翌日から始まる5月場所の見所などを楽しくわか
りやすく解説します。
■日時　5月11日㈯　午後2時～3時30分
　　　　6月1日㈯・8日㈯　
　　　　午前10時～11時30分（全3回）
■会場　草加市文化会館
■講師　木村銀治郎氏（峰崎部屋所属幕

内格行司）
■定員　30人　■受講料　3000円

大相撲を楽しむ

天才・鬼才と呼ばれた映画作家たち

⃞申生涯学習課へ。各QRコード（マイ・ステージ）でも可。
　☎922-28195922-3498

問草加市体育協会
　☎928-63615922-1513

第9回奥の細道文学賞・
第3回ドナルド・キーン賞

問文化観光課☎922-29685922-3406

スポーツ教室
参加者募集

桜並木撮影会

草加の春をご堪能ください

子どもから大人まで
集まれ！

問草加市観光協会事務局（文化観光課内）☎922-24035922-3406

&

午前の部　草加松原（札場河岸公園内）

午後の部　葛西用水（稲荷地区）

3月30日㈯

授賞式観覧者募集

そうか市民大学前期講座

▲前回授賞式・記念座談会の様子

教室名（コース名） 実施日 曜日 時間 回数

各6

各6

各6

8

12

8

8

8
5

8

5

記念体育館

市民体育館

草加中

稲荷コミセン

午後4時～5時
午後5時～6時

午前10時～11時

午前11時～正午
午後3時～4時
午後4時～5時

午前9時～10時

午前10時～11時

午後1時15分～
2時15分

午後1時45分～
2時45分
午後7時30分～9時
午前11時～午後1時

午後7時～8時

午後5時～7時

月

月

金

金

水

水

水

木

木
金

火

火

幼児体操（鉄棒）
ちびっこ体操（鉄棒）

親子体操（月曜）

親子体操（金曜）
幼児体操（マットA）
幼児体操（マットB）

おはようストレッチ

3B体操

体幹・美ボディトレーニング

リフレッシュ体操

バランス＆コアトレーニング
トランポリン

シェイプアップトレーニング

空手道

5月13日～7月1日
（除外日あり）

5月13日～7月1日
（除外日あり）
5月10日～6月14日

5月10日～6月14日

5月8日～8月7日
（除外日あり）

5月8日～7月31日
（除外日あり）

5月8日～8月7日
（除外日あり）

5月9日～8月8日
（除外日あり）
5月9日～8月1日
5月10日～6月7日
5月7日～7月2日
（除外日あり）
5月7日～6月4日

各20人

30組

20組

各30人

40人

80人

20人

20人

20人
20人

25人

20人

各3000円

各3000円

各3000円

4000円

6000円

4000円

4000円

4000円
2500円

4000円

2000円

年中・年長
小学1～4年生

年中・年長

18歳以上

18歳以上

年中以上

定員 参加費 対象 会場

平成27年4月2日～
同29年4月1日
生まれの子と親

市の人口　平成31年3月1日現在　24万8498人（男12万5896人・女12万2602人）/前月比29人減/世帯数11万6256世帯

草加人のための情報紙　広報「そうか」⑧ まちの話題・できごとまちかど2019年3月20日号
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