
折り込んである「国民年金特集」と「介護保険特集」は、抜いて読んでください。
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草加市と「おくのほそ道」との関わり

　元禄2年（1689年）3月27日（現在の5月16
日）、俳聖・松尾芭蕉は奥州に向けて江戸深川
を旅立ち、草加宿に足跡を残しています。
　『おくのほそ道』には「その日やうやう早加
（草加）といふ宿にたどり着きにけり」と記さ
れており、旅の序盤の地名として登場します。
　また、草加のシンボルである松並木「草加松
原」は、「おくのほそ道の風景地」の一群をな
すものとして、国の名勝に指定されています。

　入賞作品のほか、黒田杏子先生の
特別エッセイを掲載。市役所情報コ
ーナー、中央図書館、公民館で販売。
1冊700円(税込)

第9回奥の細道文学賞
第3回ドナルド･キーン賞作品集

発売中

追悼　ドナルド・キーン先生
　日本文学研究者ドナルド･キーン先生は、昭
和63年11月に開催した「奥の細道シンポジウ
ム」での基調講演を縁に、平成4年創設の「奥
の細道文学賞」の最終選考委員や、昨年の古
浄瑠璃「越後國柏崎 弘知法印御伝記」草加公
演の開催などにご尽力いただきました。

　　5月19日(日)にアコスホールで開催された第9回奥の細

道文学賞、第3回ドナルド・キーン賞授賞式の冒頭、
2月24日に96歳でご逝去された日本文学研究者
ドナルド・キーン先生のご功績を顕彰するため、
来場者全員が黙とうを捧げ、浅井草加市長からご
子息のキーン誠己氏へ感謝状を贈呈しました。

　授賞式後には、黒田杏子先生の進行のもと、キー
ン先生追悼座談会が行われ、日本文学を独自の視点
で掘り下げ、その魅力を世界へ発信されたキーン先
生の偉大な功績を振り返りました。
　また、キーン先生の温かくユーモア溢れる人柄を
偲ばせるエピソードや思い出話に花が咲き、会場を
盛り上げていました。

奥の細道文学賞、ドナルド･キーン賞授賞式
キーン先生追悼座談会

授賞式でキーン先生へ感謝状を贈呈

▲授賞式に先立ち、キーン先生が命名した「漸草庵 百代の過客」を訪れたキーン誠己氏

▲写真左から　黒田 杏子先生、キーン 誠己氏、堀切 実先生、長谷川 櫂先生

キーン先生の思い出や功績を振り返る

第10回 奥の細道文学賞
●募集対象作品

第4回ドナルド・キーン賞

　奥の細道の旅、その他広く日本
の旅を対象とした紀行文・随筆

●募集対象作品

応募期限

詳しくは募集要項をご覧ください

持参：12月27日(金)午後5時まで
郵送：12月31日(火)（消印有効）

※他の文学賞応募作品は不可

　奥の細道や芭蕉、その他近世の
俳人・作品に関する評論と書籍

問文化観光課 ☎922-2968 5922-3406

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.1228

令和 　　年（2019年）

日号5

☎048-922-0151（代）
5048-922-3091
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　児童手当・特例給付を受給している人は、毎年6月1日現在の状
況を確認するために現況届の提出が必要です。
　現況届は、受給者（保護者）が児童を監護している（面倒を見て
いる）か、所得制限額を超えていないかを確認するためのものです。
　5月末に対象者へ現況届を郵送しましたので、記入の上、必要書
類（下記参照）をそろえて6月中に返送してください。
　現況届の提出がない場合、受給資格があっても6月分以降の手当
は支給されません。早めの手続きをお願いします。
■現況届に必要な書類
　①受給者が厚生年金等に加入している場合
　　受給者の健康保険証の写しまたは厚生年金等加入証明書
　②住民票上、児童が受給者と別居している場合
　　監護・生計同一関係申立書
　③児童が実子でない場合
　　監護・生計維持関係申立書
　詳細は郵送した案内で確認してください。

　姉妹都市福島県昭和村の宿泊施
設を利用する市民の皆さんへ宿泊
費の一部を補助します。
　制度や対象施設等の詳細は、市
ホームページ等で確認を。
■対 象 者　市内在住者
■補 助 額　1泊1人2000円まで

※1人3泊まで利用可
※予算に達し次第終了

■対象施設
　

■手 続 き　①対象施設へ直接予約。
　　　　　　②宿泊日前日（土・日曜日、祝日を除く）までに同課

で配布する申請書を提出し審査を受け、補助券を受
け取る。

　　　　　　③精算時に補助券と宿泊者全員の本人確認書類を提出
し、補助額を差し引いた宿泊費を支払う。

　8月から有効となる国民健康保険被保険者証（兼高齢受給者証）
と後期高齢者医療制度被保険者証を、それぞれ7月中旬に郵送しま
す。

国民健康保険：特定記録郵便で送付します。

●簡易書留郵便での送付を希望する場合
　6月21日㈮までに150円分の切手を持参し、保険年金課または各
サービスセンターで手続きをしてください。
●すでに他の健康保険に加入している場合
　国保をやめる届け出が必要です。保険年金課または各サービスセ
ンターで手続きをしてください。
　【手続きに必要なもの】
　　・加入した職場などの健康保険証と草加市国民健康保険の被保

険者証
　　・マイナンバーのわかるもの（通知カード、マイナンバーカー

ド等）

後期高齢者医療制度：簡易書留郵便で送付します。

　現在使用している被保険者証は、8月以降に担当窓口に返却する
か、裁断して処分してください。

　環境保全等について意見を述べ、検討する市民委員を募集します。
■対　　象　市内在住の20歳以上（7月18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　男女各1人
■任　　期　委嘱日から2年間
■報　　酬　会議1回につき7000円
■公開抽選　7月2日㈫午前10時から市役所西棟第3会議室で。
■申し込み　6月25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（市販のA4用紙も可）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）・メー
ルアドレス・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「草加市の環境につい
て」（600～800字）を記入し〒340-8550環境課へ。
ファクス、メールでも可。

　入園を検討している幼児と保護者を対象に、見学会を行います。
■日時　6月21日㈮、7月3日㈬・25日㈭、8月27日㈫
　　　　いずれも午前9時30分～11時
■対象　令和2年4月1日現在、3歳以上の未就学児とその保護者

あおば学園を知ろう！
　あおば学園は、心身の発達に支
援が必要な3歳以上の未就学児の
療育・支援等を行い、学校教育の
基礎となる心と身体を保護者とと
もに育てていく通園施設です。

　市内在住の私立幼稚園児の保護者に、平成31年度市民税の所得
割課税額に応じて就園奨励費補助金を交付します（認定こども園は
対象外）。
　6月以降、在園幼稚園から調書が配布されますので、必要事項を
記入し、幼稚園に提出してください。
　調書が配布されない等の問い合わせは在園幼稚園へ。

昭和温泉しらかば荘
ペンション　ファミリーイン美女峠
民宿松屋
旅館昭和館
やすらぎの宿とまり木
古民家ゲストハウスとある宿
SHARE BASE 昭和村
田舎暮らし体験住宅

☎0241-57-2585
☎0241-57-2870
☎0241-57-2283
☎0241-57-2230
☎0241-57-3110
☎0241-57-3131
☎050-3695-3106
☎0241-57-2240

施設名 電話番号

6月末までに現況届の提出を
問子育て支援課☎922-14765922-3274

私立幼稚園児の
保護者に補助金を交付
問保育課☎922-14915922-3274問国民健康保険…保険年金課☎922-15925922-3178

　後期高齢者医療制度…後期高齢者・重心医療室
　　　　　　　　　　　☎922-13675922-3178

国民健康保険と
後期高齢者医療制度の被保険者証が
8月から切り替わります

～児童手当・特例給付受給者対象～

問文化観光課☎922-24035922-3406

市内在住者限定！

問環境課☎922-15195922-1030
　kankyoka＠city.soka.saitama.jp　

環境審議会委員募集

児童発達支援センター
「あおば学園」見学会
ω開催日の1週間前までにあおば学園へ。☎5936-4972

6月20日㈭
受け付け
スタート

姉妹都市昭和村の
宿泊施設利用補助金制度

② 草加人のための情報紙　広報「そうか」市政情報2019年6月5日号



●住居表示区域内（※）で建物を新築・改築した場合
　条例の規定により住居表示の番号を取得するために届け出が必要
です。
　届け出後、住居表示の付定通知書と住居番号表示板を交付します。
　※長栄・新栄・清門以外の○丁目と表示されている区域
●近隣宅と同じ住居番号（同じ住所）の場合
　住居番号変更申請を行うことで、枝番号を使用した住居番号に変
更でき、郵便物や宅配物の誤配等が解消されます。
　なお、変更に伴う登記等の諸費用は個人負担。

　水道メーターは、水道の使用水量を正確に
計量するため、計量法によって8年に1回取り
替えることが義務付けられています。そのた
め、令和元年度取り替え対象となる水道メー
ターの取り替え作業を行います。
　上下水道部から通知配布後、身分証明書を
携帯した指定の工事業者が取り替えに伺いま
す。

　メーターの周囲に障害
物があると作業に支障が
出る場合がありますので、
事前に移動するなどご協
力をお願いします。
■作業期間　6～12月
■取替費用　無料　
※給水装置に異常が見つかった場合の修理費用は有償（その場での
現金集金はありません）

　市議会6月定例会が、6月6日㈭に開会される予定です。市長提出
議案は13議案。主な議案は次のとおり。
○草加市税条例等の一部を改正する条例の制定について…地方税法
等の一部改正に伴い、個人住民税非課税措置の対象者に所得金額が
一定以下の未婚のひとり親等を追加するとともに、軽自動車税の環
境性能割税率の臨時的軽減措置の新設及び種別割税率の特例の見直
し等を行うものです。
○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…松原団地駅西側地区地区計画区域
のうち、地区整備計画が定められた環境調和型住宅ゾーンの一部及
び生活交流拠点ゾーンにおいて、建築物の用途、敷地面積、建築物
の高さ等の制限を行うものです。
○草加市開発・建築関係手数料徴収条例の一部を改正する条例の制
定について…建築物の用途規制の適用除外に関する手続きが省略さ
れる場合の手数料の新設等を行うとともに、長期優良住宅建築等計
画等の認定審査において構造計算適合性判定を要する場合の手数料
の見直しを行うものです。
○草加市森林環境譲与税基金条例の制定について…森林環境譲与税
を木材利用の促進、普及啓発等に関する事業に活用する資金として
積み立てるため、基金を設置するものです。
○令和元年度草加市一般会計補正予算（第2号）

　葛西用水沿いの桜並木では、今年も外来
種のカミキリムシの発生が予想されます。
下記の特徴を持つ成虫を見つけたら補殺す
るか、みどり公園課に発見場所を連絡して
ください。
　なお、クビアカツヤカミキリは特定外来
生物に指定されており、許可なく飼養（飼
育）、保管、運搬（持ち出し）することは
法律で禁止されています。

●クビアカツヤカミキリ
特徴　首の部分が赤く（前胸が明赤色）、全体は光沢のある

黒色
　　　体長は約3～4cm程度

　市内の公園広場や街路樹
などで見つけたら近づかず、
同課へ連絡をお願いします。

お隣さんの荷物
がうちに届いて
困ったなー

メーターの取り
替えは、身分証
明書を携帯した
指定工事業者が
伺います。

（例）
高砂一丁目
1番1号

高砂一丁目
1番1号

高砂一丁目
1番1号

高砂一丁目
1番1-1号

毛虫などの害虫にも注意！

　経済的理由で高校・短大・大学・専門学校への修学が困難な人に
奨学金を貸し付けます。貸し付けは審査の上決定し、8月から開始
します。
■条件　以下の条件をすべて満たす人
　①市内に1年以上居住している。
　②学校長の推薦がある。
　③他に奨学金に相当する貸し付けを受けていない。
　④1年以上1都6県居住で市町村区税を完納し、債務を保証できる

所得のある連帯保証人（20歳以上で、申請者と別世帯居住）が1
人いる。

■貸付月額（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。

個別相談も行っています。ぜひご利用ください

　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日時
（要予約）に受け付けます。
　①6月16日㈰午前9時～正午（予約は14日㈮まで）
　②6月19日㈬午後5時30分～8時（予約は18日㈫まで）

イラガ チャドクガ

首
が
赤
い

A宅 A宅B宅 B宅

誤配もなく
なって、これで
ひと安心

問建築指導課☎922-19495922-3148

市議会　6月定例会

ω6月7日㈮～7月11日㈭に総務企画課へ。☎922-26195928-1178
奨学資金貸付制度の活用を

問みどり公園課☎922-19735922-3145

外来種の
カミキリムシ
駆除に協力を

住居表示の届け出を
住居表示区域内での新築・建て替え時には、

～発見したらすぐ連絡！～

問水道営業課☎927-22205927-1561

水道メーターの
　　　　　取り替え

6月6日㈭開会

令和元年度
対象メーター

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③市政情報 2019年6月5日号



　6/30㊐10時～12時。会場は勤労福祉
会館。難聴者同士の懇談会と難聴者の
ための手話体験講座。難聴者や中途失
聴者対象。手話通訳・要約筆記あり。
ε草加市社会福祉協議会☎932-67705
932-6781

　獨協大学フランス語学科企画コンサ
ート。6/23㊐12時30分～16時。会場は
同大学天野貞祐記念館。出演は守田絢
子、渡辺秋香（以上ピアノ）、高口か
れん、新野将之（以上パーカッショ
ン）。曲目ジムノペディ、ピカデリー
ほか。ε同大学総合企画課☎946-1715

　6/18㊋・19㊌は館内消毒のため休館
します。ε草加市文化会館☎931-9325
5936-4690

　6/14㊎～29㊏12時～19時（㊏・㊐は
9時30分～16時30分）。会場は中央図
書館。小中学校で使用中、または使用
予定の教科書を展示します。ε指導課
☎922-27485928-1178

　6/17㊊14時～。会場は草加市文化会
館。出演は女声合唱団「昭和を唄う　
からたちの花」。曲目は「夏は来ぬ」、
「茶摘み」ほか。ε草加市文化会館☎
931-93255936-4690

　認知症の不安や心配を抱える人が気
軽に集える憩いの場。当日先着順。ε

長寿支援課☎922-28625922-3279
■草加キングス・ガーデン　6/8㊏14
時～16時。テーマ「笑って脳トレ体
操」。参加費100円。☎929-0010
■デイサービスセンター草加　6/8㊏
14時～16時。認知症予防の手工芸体験。
参加費100円。☎946-7271
■ボンセジュール草加　6/22㊏13時30
分～15時30分。言語聴覚士による嚥下
障害と予防の講話。定員40人。参加費
100円。室内靴・ビニール袋持参。☎
0120-02-3715
■埼友草加病院　6/22㊏14時～16時。
テーマ「成年後見人について」。定員
100人。参加費200円。☎944-6111

　訓練放送の内容は「草加市あんしん
メール」にも配信します。
　なお、訓練放送に合わせて身を守る
行動「シェイクアウト」訓練（下図参
照）を行いましょう。
■訓練放送の内容
　こちらは防災草加です。ただ今から
訓練放送を行います。（チャイム音）
緊急地震速報。大地震です。大地震で
す。これは訓練放送です。（３回繰り
返し）。こちらは防災草加です。これ
で訓練放送を終わります。
ε危機管理課☎922-06145922-6591

　部屋・食事等の提供、集合解散場所
（市役所等）への送迎をお願いします。
①7/28㊐午後～8/4㊐午前、②8/4㊐午
前～10㊏午前。市内在住、単身でない
世帯対象。募集は若干数。è6/20㊍ま
でに文化観光課へ。☎922-24035922-
3406

　6/24㊊10時～12時、13時～15時（予
備日は25㊋）。会場は勤労福祉会館第
1駐車場。県道草加流山線・さいたま
草加線以北（栄町１丁目含む）地域の
機械式はかり（250kg以下）が対象。
家庭の体重計、調理用はかりも可。こ
れ以外のはかりは、12/27㊎までに市
職員もしくは県計量協会が巡回し検査
します。εくらし安全課☎941-61115
941-6157

　平成31年度市民税・県民税の税額決
定通知書兼納税通知書を6月中旬に郵
送します。
■通知書が届く人　昨年中に収入があ
り課税対象となる人。ただし、勤務先
から市民税・県民税が給与天引きされ
る人は、すでに勤務先に通知している
ため郵送しません。
■通知書が届かない人　昨年中の収入
が少なく非課税となる人。
　なお、平成31年1月1日現在、市内在
住で、昨年中に公的年金以外の収入が
あり、勤務先から給与支払報告書の提
出がなく、平成30年分所得税及び復興
特別所得税の確定申告または平成31年
度市民税・県民税申告をしていない人
は、申告が必要ですので確認をお願い
します（個人年金は公的年金以外の収
入にあたります）。また、収入がない
場合でも、行政サービスの利用などの
ために市民税・県民税申告が必要な場
合があります。ε市民税課☎922-1042
5920-1502

　下記対象者に無料クーポン券を6月
上旬に送付します。期日、受診方法等
の詳細は通知で確認してください。
●子宮頸がん　20歳〈平成10年4/2～
同11年4/1生まれ〉　12/20㊎まで
●乳がん　40歳〈昭和53年4/2～同54
年4/1生まれ〉　12/15㊐まで
ε保健センター☎922-02005922-1516

　6/12㊌～7/8㊊。会場は新田西文化
センターと中央図書館。戦争の悲惨さ、
平和の尊さを次世代に伝えるため、沖
縄戦のパネル展示を行います。平和ネ
ットワーク草加との共催。中央図書館
では折り鶴オブジェ「平和への羽ばた
き」も展示します。ε人権共生課☎92
2-08255927-4955

　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
に各担当事務局へ連絡を。
■みんなでまちづくり自治基本条例市
民検証委員会〈みんなでまちづくり課
☎922-07965922-3406〉…6/20㊍16時
～　市役所西棟第2会議室で
■男女共同参画審議会〈人権共生課☎
922-08255927-4955〉…6/25㊋10時～
　市役所西棟第3会議室で

　9/14㊏に子育て支援センターで開催
の子育てフェスタのキャストの説明会
を6/10㊊10時から同センターで開催し
ます（初参加者対象）。2回程度の事
前打合せと当日参加できる高校生以上
（子同伴可）対象。担当は①ゲーム②
工作③赤ちゃん向け④親子ワークショ
ップ⑤ステージイベントのいずれか
（④、⑤は抽選）。è6/18㊋までに子

育て支援センター、市HP、子育て情
報サイトぼっくるんにある申込用紙を
同センターへ。☎941-67915941-6828

　特別支援学校へ就学、転学、進学を
希望する人や保護者等対象。参加希望
日の7日前までに各学校へ連絡を。ε

教育支援室☎933-75915933-7590
■草加かがやき特別支援学校（松原
4-6-1）☎946-2131　見学・学校説明
会…小学部6/20㊍9時30分～11時40分、
9/10㊋9時30分～10時40分・中学部
6/21㊎、9/9㊊の9時30分～11時40分・
高等部7/5㊎、9/17㊋の9時45分～11時
40分。学校公開…11/1㊎9時55分～12
時15分
■越谷特別支援学校（越谷市船渡500）
☎975-2111　学校公開…6/18㊋、7/17
㊌、9/3㊋、10/7㊊、11/12㊋、12/16
㊊、令和2年1/10㊎、2/6㊍、3/5㊍の
10時～12時

安全確保行動の1-2-3

提供 効果的な防災訓練と防災啓発提唱会議 http://www.shakeout.jp/

　高年者対象のオールドカレッジで軽
体操や音楽会などを企画・開催する運
営スタッフを募集します。7～9月の㊋、
10月～令和2年3月の㊍。いずれも9時
～11時（月2～4回程度）。会場は市民
体育館・中央公民館ほか。55～65歳対
象。è6/21㊎までにスポーツ振興課へ。
☎922-28615922-3172

❶ ❷ ❸

　7/4㊍16時～シングルス予選、5㊎9
時～16時30分ダブルス予選、6㊏9時～
16時シングルス予選、7㊐9時～12時順
位決定戦。会場は記念体育館。当大会
は、女子バドミントン若手登竜門で、
実業団所属の若手選手、高校・大学生
のトップ選手の熱い試合が観戦できま
す。室内靴持参。当日直接会場へ。ε

草加市体育協会☎928-63615922-1513
ε

5

機械式はかりの定期検査

特別支援学校
見学・学校説明会、学校公開

草加市文化会館の臨時休館

小中学校　教科書展示会

全国一斉　緊急地震速報訓練放送
6/18㊋10時に実施

カーソン市青少年使節団
ホストファミリー追加募集    

子育てフェスタキャスト
募集　6/10㊊説明会

市民税・県民税の
税額決定通知書兼納税通知書を郵送

エリック・サティ
フランスでいちばん尖った音楽家!?

音楽の森ミニコンサート

オレンジカフェ（認知症カフェ）
難聴者の集い

平和パネル展「沖縄戦」

オールドカレッジ運営スタッフ募集

子宮頸がん・乳がん検診の
無料クーポン券を送付

審議会

バドミントン クイーンズ
サーキット2019草加大会

令和元年の市内交通事故状況（前年比）5月20日現在　人身事故232件（－123）　死者5人（＋3）

④ 2019年6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 ・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
凡例 ε…問い合わせ先　è…申し込み　HP…ホームページ　QRコード…ウェブ・メール

6/9㊐は歯の健康フェアに行こう!!

6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

▶市県民税（普通徴収）　第1期
▶国民健康保険税（普通徴収）　第1期
▶介護保険料（普通徴収）　第1期
7/1㊊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 納税は便利な口座振替で



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
※成人保健の年齢は令和2年3/31現在☎922‒0200   5922‒1516

母
子
保
健

成
人
保
健

名称（会場） 対象と定員 申し込み・持ち物など内容と費用実施日 時間

6/26㊌

①10時15分～10時45分
②10時45分～11時15分
③11時15分～11時45分
④11時45分～12時15分

6/24㊊

7/29㊊

【要申込】電話・市HPで
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

【要申込】電話で
母子健康手帳、タオル、普段使用している歯ブラシ持参

離乳食の進め方の講習と試食

歯科衛生士によるブラッシング
指導とだ液のＰＨテスト
計測、育児・栄養相談

1歳7か月児
健康診査

離乳食
講習

おやこでブラッシング
＆子育て相談
〈新田西文化センター〉

7/2㊋

7/16㊋

平成29年12/1～15生まれ

平成29年12/16～31生まれ

対象者に6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）

10/28㊊、
11/1㊎・25㊊、
12/11㊌・19㊍

7/1㊊～12/20㊎
（休診日を除く）

8/26㊊、
9/2㊊・5㊍・20㊎、
10/4㊎・16㊌・21㊊

12/20㊎まで
（休診日を除く）

令和2年1/31㊎まで
（休診日を除く）

11/30㊏まで
（休診日を除く）

7/1㊊～9/30㊊
（休診日を除く）

12/20㊎まで
（休診日を除く）　

30歳以上
胃の手術経験のある人や胃痛な
ど何らかの自覚症状がある人は
医療機関へ　定員各日140人

40歳以上で、これまでに市の肝炎
ウイルス検診を受けていない人

20歳以上

50歳以上

40歳以上

30歳以上

40歳以上の女性で、前年度市の
乳がん検診を受けていない人
妊娠中・授乳中・断乳後6か月以
内・乳房整形・ペースメーカー使
用者は不可　定員各日90人

50歳以上
定員1800人

【要申込】9/30㊊（消印有効）までに窓口またははがきに希望の検診
名・住所・氏名・生年月日・電話番号、胃・大腸・乳がん検診は検診日の
第3希望までを明記し、保健センターへ。（健康カレンダー掲載の「申込
書」を参照）。全日程は健康カレンダー・市HPを参照。
集団検診（胃・大腸・乳がん検診）を希望の場合は、早めの申し込みを。
＜決定通知（受診券）送付時期＞
胃・大腸・乳がん検診(集団)・・・決定した検診日の約1か月前に送付
口腔がん検診・肝炎検診・・・窓口発行、随時発送
＜無料対象者＞
75歳以上の人・65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制度被保険者
・生活保護受給者・中国残留邦人等支援給付制度適用の人・世帯全員
が非課税の人
※乳がん検診・子宮がん検診の対象者のうち、一部の対象者には無料
クーポン券を送付予定
注）各検診は、実施期間内に１回のみの受診となります。複数回同じ検
診を受診した場合、２回目以降は全額自己負担

【直接指定医療機関で受診】
指定医療機関一覧を保健センター、市HP、市役所、サービスセ
ンター、公民館、コミセンに配置
＜受診時の持ち物＞
健康保険証、または住所が確認できるもの（検診費用が無料に
なる人は、必要な証明書）

【要申込】9/30㊊（消印有効）までに窓口またははがきに
希望の検診名・住所・氏名・生年月日・電話番号を明記し、
保健センターへ。
決定通知は随時発送
※指定医療機関は、受診券に同封
※受診は２年に１回

問診・胃部バリウムＸ線検査・
便潜血検査　
費用  胃がん900円
　　  大腸がん500円

視触診・マンモグラフィ検査
費用1300円

8時15分～（受付8時15分～10時）
（所要時間　約2～3時間）
大腸がん検診のみ
9時30分～(受付9時30分～10時30分）

13時～
（受付：13時～14時）
※所要時間　約2～2時間30分

Ｂ・Ｃ型肝炎検査　費用1000円

便潜血検査　費用500円

問診・視診・触診　費用700円

頸部検診　費用1700円
頸部・体部検診　費用2500円（医師が必要と認め、本人が同意したとき）

胸部レントゲン直接撮影・かく痰検査（医師が必要と認めたとき）
費用　レントゲン800円　かく痰検査900円

問診・胃内視鏡検査　　費用3500円
＜自己負担金2000円＞
75歳以上の人
65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制度被保険者
世帯全員が非課税の人
〈自己負担金無料〉
生活保護受給者
中国残留邦人等支援給付制度適用の人　

9～11か月児　定員20組
7～8か月児　定員25組
5～6か月児　定員30組13時15分～15時15分

10時～12時
10時～11時30分

身体測定、内科・歯科健診ほか
3歳3か月児
健康診査 

こんにちは
赤ちゃん訪問 6月下旬～7月中旬 令和元年5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5月末に診査票を送付済み。届かない人は連絡を
6/10㊊

6/25㊋

平成28年3/1～16生まれ

平成28年3/17～31生まれ

マタニティクラス
両親学級 7/7㊐・10㊌ 9～11月出産予定の

初妊婦と夫　定員30組
【要申込】電話・市HPで
母子健康手帳持参　

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

未就学児と保護者
定員36組

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 開催日当日、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 6/19㊌ 【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

胃がん（胃バリウム）・
大腸がん検診
◇集団検診

胃がん
（胃内視鏡）検診
（指定医療機関）

乳がん検診
◇集団検診

肝炎ウイルス検診
（指定医療機関）

口腔がん検診
（指定医療機関）

子宮がん検診
（指定医療機関）

肺がん・結核検診
（指定医療機関）

大腸がん個別検診
（指定医療機関）

初期
中期
後期

乳幼児と保護者　定員30組 【要申込】電話で
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 7/17㊌ 9時30分～12時

■ミニ企画「七夕かざり」　6/25㊋～

7/7㊐。歴史民俗資料館の笹に飾る短
冊に願い事を書きに来ませんか。当日
直接会場へ
■れきみん体験教室「七夕かざりを作
ろう」　6/29㊏10時～12時。小学生
（保護者同伴）対象。定員15組。
è6/6㊍から電話で同館へ。☎922-040
25922-1117

　6/30㊐9時30分～11時30分。会場は
草加中体育館。正しいラジオ体操を身
につけ、ラジオ体操指導員として活動
してみませんか。講師は元NHKテレビ
・ラジオ体操指導者の長野信一氏。室
内靴、タオル、保険代50円持参。当日
直接会場へ。εスポーツ振興課☎922-
28615922-3172

　7/3㊌9時30分～13時。会場は中央公
民館。生物多様性の恵みや私たちの生
活との関わりについての講演の後、市
内で生産された農産物を活用し、環境
に配慮した省エネ料理を学びます。定
員25人。材料費200円。エプロン、三
角巾、マスク持参。è電話で環境課へ。
☎922-15195922-1030

　6/21㊎9時30分～12時30分。会場は
草加市文化会館。豆腐とひじきのハン
バーグ、きのこと小エビのスープ、タ
コとチーズのサラダ。定員18人。費用
500円。è6/6㊍から電話でシルバー人
材センターへ。☎928-92115928-9209

　6/29㊏10時～12時。会場は獨協大学。
講師は文教大学の布柴靖枝教授。定員
60人。保育あり（1歳～未就学児　定
員15人）。獨協大学地域と子どもリー
ガルサービスセンターとの共催。
è6/19㊌までに住所・氏名・電話番号
・保育希望の有無（子の名前・年齢）
を記入し、子育て支援センターへ。メ
ール（QRコード）も可。応募多数の
場合は抽選。☎941-67915941-6828

　ヘンデル作曲「ハレルヤ」などをオ
ーケストラ伴奏とプロのソリストとの
共演で歌います。会場は草加市文化会
館。練習は7/6・13・20、8/3・10・17
の㊏、9/1㊐・7㊏・22㊐、10/5・12・
19の㊏・27㊐、11/9㊏・20㊌18時～
21時と11/23㊗のリハーサル。全15回。
11/24㊐のハートフルコンサートで練
習の成果を披露します。小学生以上対
象。定員30人。参加費1万円（親子ペ
アは1組1万7000円）。è7/5㊎までに
草加市文化会館ほかで配布する申込用
紙を同館へ。☎931-93255936-4690

　9/29㊐に草加市文化会館で開催する
「東京藝大と草加の仲間たち」で、東
京藝術大学の管・打楽器のトップ奏者
の皆さんと一緒に演奏します。指導は
東京藝術大学の栃本浩規教授。演奏曲
は「フローレンティナー行進曲」ほか
全5曲。対象は希望楽器の演奏経験が1
年以上で9/28㊏17時30分～20時と29㊐

10時～13時の合同練習に参加できる人。
定員計75人（各楽器の定員は同館へ）。
参加費一般2500円、高校生以下1500
円。è6/6㊍～7/5㊎に草加市文化会館
ほかで配布する申込用紙を同館へ。☎
931-93255936-4690

ラジオ体操指導員養成講習会

歴史民俗資料館の七夕

生物多様性の恵みを知る
エコクッキング講座

オペラ・オラトリオ塾ⅩⅥ
受講生募集

「東京藝大と草加の仲間たち」
コンサート出演者募集

健康長寿講座
筋力低下を予防する料理教室

子育て支援講座
～わたしがシアワセを
獲得するために～

6月の「なくそう暴力」標語　草加から　なくせ暴力　増やそう笑顔

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6月5日号
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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。

　スポーツやレジャー活動での事故に
よる傷病者への救命・救急法の知識と
技術を学びます。講習修了者にはJAEA
より認定証が発行されます。7/14㊐12
時30分～16時30分。会場は記念体育館。
16歳以上対象。定員30人。参加費2000
円。動きやすい服装、室内靴、顔写真
（3㎝×3㎝）持参。è6/6㊍から電話
で草加市体育協会へ。☎928-636159
22-1513

è

5

　収容人員が300人以上の劇場・飲食
店・物品販売店舗等の甲種防火管理者
講習修了者対象の再講習です。8/22㊍
13時～16時05分。会場は草加市文化会
館。定員100人。受講料6500円。è申
込書（消防局予防課で配布するほか同
協会HPからも入手可）に顔写真（縦
3.0×横2.4㎝）1枚と「郵便振替払込請
求書兼受領書」を添付し、7/5㊎～11
㊍9時～16時にファクスで日本防火・
防災協会へ。ε消防局予防課☎996-06
605997-1300

è

5

　7/23㊋～25㊍17時～18時。全3回。
会場は市民温水プール。小学生対象。
定員30人。参加費1500円。è6/15㊏
（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。☎92 
8-63615922-1513

è

5

　勤務は7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1人。時給955円。面接は
6/20㊍に実施。è6/14㊎（必着）まで
に履歴書を〒340-8550職員課へ。☎92 
2-09835922-3098

è

5

■“エローラのゴーシュ”Vol.16渡
部宏 チェロ･リサイタル　7/7㊐14時
開演　会場は田園ホール・エローラ　
料金大人3000円、高校生以下2000円
（未就学児の入場不可）　ε同ホール
☎992-1001

■やしお枝豆大感謝祭　6/16㊐15時～
19時　会場はフレスポ八潮　εやしお
枝豆まつり実行委員会☎996-1926

■七夕フェスタオープニングイベント
　6/29㊏10時30分～13時30分　会場は
北越谷駅西口さくら広場・ほっと越谷
　εほっと越谷☎970-7411

高年者向け

市民救命員養成講習会

　9/1㊐中央公民館で行われる和太鼓
団体の交流の場「和太鼓祭り」で日頃
の練習の成果を披露してみませんか。
1団体転換込20分以内。市内で活動す
る和太鼓団体対象。定員10組程度。
è6/24㊊（必着）までに文化観光課ほ
かで配布する申込書に記入し同課へ。
☎922-29685922-3406

è

5

　ゆったりとからだを伸ばすストレッ
チを中心にした体操。楽しみながら筋
力アップ。いずれも全10回。65歳以上
対象（参加は年度内に1回限り）。動
きやすい服装で。室内靴持参。
■新田西文化センター　7/4～9/19
（8/15・22を除く）の㊍9時～11時。
定員30人
■川柳文化センター　7/2～9/10（8/13
を除く）の㊋13時～15時。定員40人
è6/6㊍～12㊌に保健センターへ。☎
922-02005922-1516
è

5

■簡単パン教室　第2㊌9時30分～12時
30分。会場は中央公民館。定員5人。
月額850円（材料費別途）。エプロン、
布巾等持参。èシルバー人材センター
へ。☎928-92115928-9209

è

5

草加和太鼓祭り参加団体募集

甲種防火管理再講習会

①let's!!リズム体操　7/9・23、8/6・
20、9/3・17の㊋13時～14時30分。全
6回。定員30人。室内靴持参
②であいの森かけはしサロン　7/10㊌
13時～15時。講話・体操・茶話会など
を隔月開催。7月はオカリナ演奏会。
定員20人。
③折り紙を楽しもう　7/24㊌10時～12
時。定員20人。材料費100円。のり・
はさみ、定規持参。
　いずれも60歳以上対象。è①は6/7
㊎10時から、②③は6/11㊋10時から電
話でであいの森へ。☎936-2791593 
6-2792

è

5

であいの森講座

　昭和18年4/2～同19年4/1生まれで、
後期高齢者医療被保険者証を持つ人を
対象とした健康長寿歯科健康診査を行
います。希望者は、後期高齢者医療広
域連合から6月下旬に届く案内を確認
し、7/1㊊～令和2年1/31㊎に受診して
ください。ε県後期高齢者医療広域連
合給付課☎048-833-3130

　様々な体験活動を通じて、コミュニ
ケーション能力や考える力を育む子ど
も会の体験会を開催します。企画は子
ども会出身の中高生。6/16㊐第1部10
時～11時30分、第2部12時30分～14時。
会場は勤労青少年ホーム。小学生と保
護者対象。兄弟姉妹の参加可。保護者
は同時開催の説明会に出席してくださ
い。定員各40人。参加費200円（子ど
ものみ）。è6/6㊍から希望の部、住
所、児童と保護者の氏名、小学校名・
学年、性別、電話番号を勤労青少年ホ
ームへ。メール（QRコード）も可。
ε草加市子ども会育成者連絡協議会事
務局（子ども育成課内）☎928-64215
928-9632

è

5

後期高齢者対象　歯科健診

　勤務は7月からの㊊～㊏のうち5日間
9時30分～18時（時差勤務あり）。時
給960円（保育士資格者1060円）。場

所は放課後児童クラブ。小学生の生活
の支援。賞与・有給休暇等あり。è6/ 
14㊎までに履歴書（保育士は資格証の
写しも）を〒340-8550子ども育成課へ
（持参も可）。☎922-14485922-3274

è

5

児童クラブ臨時職員

臨時職員（廃棄物資源課）

ふれあいの里講座

泳ぎ込み＆ターン教室

保育園の臨時職員・夏期アルバイト

地域包括支援センター（包）
介護予防教室・介護者のつどい

シルバーカルチャー教室
受講生募集

いつまでも元気で動きたい人へ
高年者ストレッチ体操教室

　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　6/8㊏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
ε谷塚西部（包）☎929-00145929-5222
■介護者のつどい　6/11㊋13時15分～
14時45分。会場は草加市文化会館。ε

松原・草加東部（包）☎932-6775593 

5

5

　いずれも65歳未満の人対象。有給休
暇・被服貸与あり（夏期アルバイトを
除く）。①～④は要資格。場所は公立
保育園。
●日中の仕事　①保育士・②看護師・
③栄養士　㊊～㊎8時30分～17時（シ
フトにより㊏勤務あり）。時給1060円
（准看護師960円）。通勤手当上限1万
2000円。賞与あり。社会保険等加入　
④短時間保育士　㊊～㊎10時30分～
15時30分のうち3.5時間。時給1060円。
通勤手当上限1万2000円。　⑤調理補
助　㊊～㊏8時30分～13時。時給1220
円。通勤手当上限8000円。社会保険等
加入
●朝夕の仕事　⑥時間外保育従事者※
（ ）内は延長保育実施園勤務の場合　
㊊～㊎7時20分（7時）～8時50分（9
時）及び16時30分～18時30分（19
時）、㊏7時20分～8時50分及び12時
～19時（7時～19時のうち6時間）。時
給1320円、有資格者1420円。通勤手
当上限8000円（有資格者1万2000円）。
●保育士夏期アルバイト　7/1㊊～
8/30㊎の㊊～㊎8時30分～17時。時給
960円（有資格者1060円）。高校生以
下不可。勤務日・時間は応相談。
è履歴書・資格証の写しを保育課へ持
参。勤務地等を考慮し採用者にのみ担
当から連絡します。☎922-14915922- 
3274

è

5

越谷市

八潮市

松伏町

①シニア大学まなびあい　7/6・20の
㊏、8/22、9/19、10/17、11/21、12/19
の㊍。いずれも13時30分～15時。全7
回。新しい時代のはじまりに、健康や
終活など生活にプラスになることを仲
間と一緒に学びませんか。60歳以上対
象。定員15人。
②ふれあいカレッジ～介護予防と健康
づくり～　7/6㊏～12/3㊋の全16回。
7/6・20の㊏13時30分～15時が健康講
座。7/23・30の㊋10時～11時30分が口
腔講座。栄養講座9/19㊍13時30分～15
時。薬講座11/16㊏13時30分～15時。
介護予防運動が8月から月2回の㊋10時
～11時30分で10回。60歳以上対象。
定員15人。
è参加は①②のいずれか一方のみ。①
6/7㊎10時から、②6/10㊊10時から電
話でふれあいの里へ。☎920-622259
20-6251

è

5

2-6779
■認知症サポーター養成講座　6/15㊏
14時～15時30分。会場はであいの森。
認知症の理解や認知症の人との接し方。
認知症に興味・関心のある人対象。定
員20人。è6/6㊍から川柳・新田東部
（包）へ。☎932-70075931-0993
■いきいき体操教室　6/17㊊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35人。運動靴持参。
è6/6㊍から谷塚西部（包）へ。☎929- 
00145929-5222
■認知症介護者のつどい　6/19㊌13時
15分～14時30分。会場は勤労福祉会館。
ε新田（包）☎946-05205946-0523
■介護者のつどい　6/19㊌18時30分～
20時。会場は旧かっぱ天国（谷塚町
647-8）。ε安行（包）☎921-212159 
28-8989
■元気吹き矢教室　6/20㊍14時～15時
30分｡会場は花栗会館｡65歳以上対象｡
定員30人｡運動靴持参。è6/6㊍から安
行（包）へ。☎921-21215928-8989
■はつらつバルーン体操　6/26㊌13時
30分～14時30分。ボール等を使用した
介護予防運動や体操。会場は八幡コミ
セン。65歳以上対象。定員30人。室内
靴持参。è6/6㊍から川柳・新田東部
（包）へ。☎932-70075931-0993

è

5

è

5

5

5

è

5

è

5

　7/6㊏9時～12時。会場は青柳分署。
成人の心肺蘇生法・AED・異物除去法
ほか。市内または八潮市在住・在勤の
中学生以上対象。定員30人。応募多数
の場合は抽選。è6/28㊎までに青柳分
署へ。☎931-39735931-3982

普通救命講習会Ⅰ

子ども・親子向け

子ども会体験会「子ども
フェスティバルIN草加」
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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

■スポーツウエルネス吹矢体験会　
6/7㊎9時30分～11時　6/21㊎11時30分
～13時　6/27㊍13時30分～15時　瀬崎
コミセン集会室　無料　ε下田☎090- 
5477-3719
■スポーツウエルネス吹矢体験会　
6/8㊏・15㊏9時～11時　柿木公民館　
初心者歓迎　用具は不要です　参加費
無料　ε山下☎931-7681
■スポーツウエルネス吹矢体験　6/8
～29の㊏13時～15時　八幡コミセン　
全4回　参加費400円　è山田☎944-88 
37
■ボーイスカウトと遊ぼう　6/9㊐9時
30分～　松原団地西口公園　年長～小
学5年生の男女対象　保護者同伴　水
筒タオル持参　εボーイスカウト草加
第8団荒木☎090-2328-8524
■史跡巡り「西新井駅より島根・六月
町界隈の史跡探訪」　6/9㊐13時草加
駅改札内集合　訪問地で地域の歴史を
学ぶ集い　定員50人　参加費100円　
è草加史談会浅古☎924-3403
■スポーツウエルネス吹矢体験　6/9
～30の㊐13時～15時　川柳文化センタ
ー　ジュニア（小4～）初心者歓迎　

è

è

■お披露目演奏会　6/30㊐13時～　会
場は三郷市鷹野文化センター　定員
298人　三郷市出身の若手演奏家たち
による演奏会　ε同文化センター☎95
6-9010

■よしかわマルシェ　6/30㊐9時30分
～13時　会場は市民交流センターおあ
しす　εよしかわマルシェ実行委員会
☎982-9697

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）

三郷市

吉川市

体験無料　ε植木☎090-2253-8475
■八幡ダンスサークル　フリーダンス
　6/9㊐13時15分～16時15分　谷塚文
化センター　参加費500円　トライア
ルあり　飲み物付き　ε千代田☎090- 
3574-3430
■ふれあいダンスパーティー　6/9㊐
13時30分～16時30分　中央公民館　
参加費500円　ε佐藤☎090-8036-8059
■スポーツウエルネス吹矢体験会　
6/10㊊・14㊎・16㊐・20㊍・23㊐・
25㊋9時～11時　中央公民館　無料　
ε田岡☎090-4335-7987
■ふれあい書道体験会　6/10㊊・17㊊
9時～11時　社会福祉活動センター　
初心者大歓迎　無料　ε相沢☎922-62 
41
■卓球体験　6/11㊋・14㊎13時～　市
民体育館　直接会場へ　ε松が根クラ
ブ須藤☎922-4789
■フォークダンス体験教室　6/13㊍・
20㊍10時～12時　柳島コミセン　定員
20人　無料　ε柳島フォークダンスク
ラブ中村☎922-2636
■子育てセミナー「イライラしない子
育て」　6/13㊍10時～11時30分　草加
市文化会館第2会議室　参加費200円　
託児無料（要予約）　ε家庭倫理の会
石野☎090-9203-4244
■食べて応援！東北復興支援　6/13㊍
10時30分～15時　物産・観光情報セン
ター　被災地で生産された品々で復興
を支援しています　ε池島☎090-140 
8-6431
■無料体験「自彊術（健康体操）」　
6/13・20の㊍14時30分～16時　新田ミ
ニコミセン　定員5人　ε柳田☎090-2 
233-7953
■南Ladyクラブ無料体験会　6/13㊍
・27㊍19時～21時　草加南ミニコミセ
ン　体力向上健康空手　16歳以上の女

性対象　運動不足ストレス解消　ε栁
田☎080-5419-2027
■バレーボール体験　6/14～28の㊎9
時～11時　市民体育館　全3回　女性
対象　初心者大歓迎　ε家庭婦人バレ
ーボール草加クラブ太田☎080-5417-0
556
■中央絵画クラブ展　6/14㊎～18㊋10
時～18時（初日は13時から、最終日は
17時まで）　アコスギャラリー大　油
絵等30点展示　ε坂口☎922-5229
■司法書士による法律相談会　6/14㊎
17時～19時　物産・観光情報センター
で　ε竹村☎920-5415
■介護者の集い「オアシス」　6/15㊏
10時～12時　中央公民館　6/25㊋10時
30分～12時　瀬崎平成塾　7/2㊋13時
30分～15時30分　氷川平成塾　ε山田
☎928-5332
■日米合同委員会とはなにか　6/15㊏
14時～　勤労福祉会館　講師は吉田敏
浩さん（ジャーナリスト）　入場無料
　ε草加市平和委員会山内☎080-651 
7-2396
■氷川ダンス倶楽部フリーダンス　
6/16㊐13時15分～16時15分　谷塚文化
センター　軽飲食付　男女競技選手・
会員多数待機　参加費700円　ε太田
☎090-3520-7309
■泉の会第37回コンサート　6/16㊐
13時30分開演　中央公民館ホール　ピ
アノ独奏・連弾、ソプラノ独唱、オペ
ラハイライト　入場無料　ε一瀬☎94 
1-8663
■歴史学講座「創世」ユダヤ人［ハザ
ール］のユダヤ教への改宗＜紀元8世
紀＞と信仰－　6/16㊐13時30分～16時
30分　草加市文化会館　ε小嶋☎090- 
1261-7366
■ミシン洋裁基礎講座　6/19・26の㊌
①9時30分～13時②13時30分～17時　

勤労福祉会館　洋裁の基礎を一から学
び袋・作品を作る　材料費1000円　
è6/16㊐から竹花☎090-6657-4005
■第17回花ぐみ押花展示会　テーマ
花笑み　6/20㊍～22㊏10時～18時　ア
コス6階ギャラリー　開催中体験会あ
り　ε倉場☎090-4934-6911
■介護者サロン「らくだ」　6/21㊎　
わ～くわっく草加　「こもれび」　
6/27㊍　市民活動センター　各13時～
15時　参加費100円　ε介護者支援の
会草加酒井☎090-9245-2067
■遺言書の書き方と終活を学ぼう　
6/22㊏10時～12時　市民活動センター
　一般対象　定員15人　参加費無料　
è遺言相続後見ネット☎946-5152
■2019年度見学説明会「草加ジュニ
ア陸上クラブ」　6/22㊏・7/6㊏10時
～　氷川小校庭　小学生対象（女子大
歓迎）　説明会後、後日体験練習受付
　申込不要　ε杉本☎090-9426-9844
■アコギ弾き語りコンサート　6/23㊐
13時～16時　新田西文化センター　ア
コースティックビートルズ＆フォーク
ソング　定員80人（先着順）　資料代
100円　ε吉田☎090-5394-2571
■草加ダンススポーツ連盟フリーダン
ス　6/30㊐13時20分～16時15分　谷塚
文化センター　参加費500円　飲み物
付き　競技選手等男女リボン待機　ト
ライアル等　ε川端☎935-9861
■第5回川の駅そうか市（いち）　7/7
㊐9時～16時　綾瀬川第2ラグーン　青
空市場（フリーマーケット）出店者募
集定員30組　1区画2000円　è今様草
加宿今井☎935-8362
■障害年金・成年後見無料相談会　
7/7㊐13時30分～16時　市民活動セン
ター　相談者制限無　定員10人　è障
害年金・成年後見サポートチーム新坂
☎080-6528-7364

è

è

è

è

休 日 当 番 医

■診療時間　内科・外科…9時～12時・14時～17時（変更の場合あり）

㈲寺島管工設備
三栄工業

柳島町193-5
苗塚町55-4

☎925-4566
☎925-7384

6/ 9㊐
16㊐

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

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

6/16㊐

6/9㊐
内科

外科

内科

外科

高木クリニック

草加脳神経外科クリニック

山崎胃腸科内科クリニック

メディクス草加クリニック

栄町2-4-17

栄町2-1-33 1F

氷川町2129-2

氷川町2149-3

☎931-3836

☎949-6112

☎928-0011

☎920-6161

　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。

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。



　南米、アフリカ、中東、欧州、ア
ジアなどの皆さんと交流する国際交
流フェスティバルを開催します。車
での来場不可。

■日時　6月23日㈰
午前10時30分～午後4時

■会場　獨協大学35周年記念館、天野貞祐記念館ほか
■内容　各国の音楽やダンスの披露、国際グルメ、民
芸品の展示販売、留学生らと交流、民族衣装の試着な
どのコーナーや、獨協大・草加高の学生によるパフォ
ーマンスが楽しめます。

　11日、ぱりっせで県伝統工芸士の昼間時
良さんの指導の下、母の日ハンカチ染め体
験が行われました。多くの家族連れが訪れ、
鮮やかに赤く染まったカーネーション柄の
ハンカチを自分や大切な人へのプレゼント
にとうれしそうに持ち帰っていました。

　16日、おくのほそ道への旅立ちの日
にあわせ、札場河岸公園に建立されて
いる松尾芭蕉像とおせん公園の河合曾
良像のお身拭いが行われ、大勢の皆さ
んが1年分の汚れを奇麗に拭き清めま
した。お身拭いの後は、草加宿芭蕉庵
で呈茶のおもて
なしを受けなが
ら、草加にまつ
わるクイズ大会
を楽しんでいま
した。

　令和2年1月13日㈷に開催する「新成人のつどい」の企画や運営な
どを行う実行委員を募集します。
■対　　象　平成11年4月2日～同12

年4月1日生まれの人
■活動内容　式典内容や開催テーマ

の検討（7月から月1回
程度委員会を開催）、
当日の司会進行ほか

　草加の四季の魅力を写したあなたの自慢の作品を募集してい
ます。
■対　象　平成30年9月30日以降撮影で、未発表の自作品
■テーマ　草加の四季折々の自然景観、祭り、郷土芸能、文化

財、風物、各種イベント等を撮影したもので、草加
の観光宣伝に役立つ写真

■サイズ　カラープリント4つ切り、
　　　　　ワイド4つ切りを超えないもの
　　　　　（家庭用プリンタでの印刷可）
■審査員　草加市観光協会会員
■賞　　
【観光協会会長賞】1点　賞金3万円
【草加松原賞】 1点　賞金1万円
【草加のさくら賞】1点　賞金1万円
【特選】2点　賞金1万円
【佳作】6点　賞金5000円
【東武よみうり新聞社賞】1点　トロフィー
【フォトライフサポートセンター賞】1点　楯
ლ9月30日㈪（消印有効）までに応募作品の
裏に草加市観光協会事務局（文化観光課内）
で配布する応募票（市ホームページから入手
可）を貼り付け、同協会事務局へ。

5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。

　平成塾は高年者の生きがいづくりと世代間交流のため、市内14の
小学校に設置されています。この平成塾で活動しているサークルに
よる合同発表会を行います。お気軽にお越しください。
■展 示 の 部　6月25日㈫～28日㈮午前9時～午後9時30分（28日は午

後1時まで）。書道、手芸、生け花等の作品展示
■ホールの部　6月27日㈭午前10時～午後3時30分。詩吟、大正琴、

舞踊等の発表
■呈　　　茶　6月27日㈭午前10時15分～午後3時。お茶券300円

（6月14日㈮まで生涯学習課で販売）
■会　　　場　中央公民館

ハンカチ染め体験 「芭蕉翁像・曾良像」お身拭い

さすが、皆さん草加通！

いつもありがとう

会いましょう！

問生涯学習課☎922-28195922-3498

活動合同
発表会

問文化観光課☎922-24035922-3406

和舟に乗って
草加松原を
楽しみませんか

平成塾

作品募集

問草加市観光協会事務局（文化観光課内）☎922-24035922-3406

草加の四季
観光写真コンクール

「新成人のつどい」
 　実行委員を募集
ω6月25日㈫までに生涯学習課へ。
　☎922-28195922-3498shogaigaku@city.soka.saitama.jp

今回はどんな式典に？今から楽しみです。

昨年度の観光協会会長賞受賞作品

昨年度の草加松
原

賞受賞作品

問国際交流協会事務局（文化観光課内）☎922-24035922-3406

日にち

6月9日㈰
7月7日㈰
※荒天時は中止

午前9時15分～
①午前9時30分
②午前10時30分

受付時間 出発時間

市の人口　令和元年5月1日現在　24万9150人（男12万6198人・女12万2952人）/前月比337人増/世帯数11万7284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6月5日号
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