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折り込んである「健康カレンダー」は、抜いて読んでください。

自主財源：56.6％

依存財源：
43.4％

民生費
373億231万円
47.2％（4.3％）

土木費
109億5900万円
13.8％（0.5％）

総務費
90億1885万円
11.4％（5.6％）

衛生費
54億8770万円
6.9％（0.3％）

公債費
54億8559万円
6.9％（0.3％）

教育費
59億7675万円
7.6％（5.7％）

消防費
26億974万円
3.3％（4.2％）

議会費・商工費ほか
22億9006万円
2.9％（117.1％）

％は構成比率
（　）は前年度比増減率
1万円未満調整

市税
357億5380万円
45.2％（2.0％）

諸収入
19億6216万円
2.5％（113.4％）

地方交付税
28億円
3.5％（3.7％）

地方消費税
交付金
41億3200万円
5.2％（2.6％）

県支出金
46億1948万円
5.8％（4.1％）

市債
77億390万円
9.7％（18.0％）

国庫支出金
137億8693万円
17.4％（－0.5％）

その他（依存財源）
12億6400万円
1.8％（0.9％）

その他（自主財源）
71億773万円
8.9％（8.1％）

［歳出］［歳入］

■一般会計の内訳／予算額791億3000万円

■平成31年度当初予算一覧

公共下水道事業
交通災害共済事業
新田西部土地区画整理事業
駐車場事業
新田駅西口土地区画整理事業
国民健康保険
介護保険
後期高齢者医療

特別会計

水道事業
病院事業

企業会計

一般会計

予算区分 平成31年度（円） 増減率
（%）

総計

（1万円未満調整）

753億6000万
486億5440万
74億3470万

2514万
1億8253万
3791万

3億8387万
239億  216万
140億6449万
26億2360万
225億6903万
74億6357万
151億  546万
1465億8343万

平成30年度（円）

5.0
2.4
‒ 2.2
‒ 60.5
‒ 10.9
5.5

135.1
‒ 2.0
8.3
6.4
‒ 1.0
‒ 0.1
‒ 1.4
3.2

791億3000万
498億3132万
72億7114万

994万
1億6271万
4000万

9億 234万
234億2710万
152億2769万
27億9040万
223億5167万
74億5370万
148億9797万
1513億1299万

　市議会2月定例会で平成31年度の予算が原案どおりに可決されました。
予算は、第四次総合振興計画を踏まえ、市の将来像「快適都市～地域の
豊かさの創出～」の実現を目指し3つの重点テーマ、「持続可能性の向
上」「ブランド力の向上」「コミュニティ力の向上」に基づき編成しま
した。一般会計予算の総額は791億3000万円（前年度比5.0%増）、一般
会計、特別会計、企業会計を合わせた総額は1513億1299万円（同3.2%
増）になりました。　問財政課☎922-07615922-1547

　一般会計は子どもや高年者、障がい
者などへの福祉サービスや、公園・道
路の整備、公民館、図書館の運営など
市民の皆さんの暮らしに関わる会計で
す。
　歳入予算のうち、市税など市が自主
的に確保できる自主財源が全体の56.6
％を占め、国・県支出金や市債などの
依存財源が43.4%となっています。
　歳出予算のうち民生費は373億231万
円で全体の47.2%を占め、子ども手当
等の支給を行う児童福祉総務費や保育
園費等で増額が見込まれ、前年度比
4.3%増額となりました。
　また、教育費は59億7675万円で、昨
年度に引き続き学校のトイレ環境改善
整備事業、非構造部材耐震化事業や校
舎等大規模改造事業を実施するほか、
特別教室や屋内運動場へのエアコン設
置を進めていくことから、前年度比
5.7%増額となりました。
　

　特別会計は、国民健康保険や介護保
険など特定の事業を行うための会計で、
全体で8会計があり、予算総額は498億

平成31年度主要事業

3132万円（前年度比2.4%増）となりま
した。
　

　企業会計は、事業に必要な資金をそ
の収入で賄う独立採算制の会計で、水
道事業会計と病院事業会計があり、予
算総額は223億5167万円（前年度比
1.0%減）となりました。

　

　

○新庁舎建設に係る設計・工事等
【庁舎建設室】3億3876万円
　災害時の対策本部となる市役所を現
在の本庁舎敷地内において建て替える
ため、平成34年度中の完成に向けて、
実施設計、旧本庁舎の解体工事を行い
ます。
○市内産業労働力創出事業
【産業振興課】1915万円
　市内中小企業に対し、労働力の創出
に係るコーディネートや情報提供など
労働力の確保を支援します。

○草加市都市農業振興基本計画
　策定事業
【産業振興課】636万円
　平成30年度に策定した方針を踏まえ、
都市農業の多様な機能に着目し、様々
な担い手による都市農業振興に向けた
具体的な施策を含む計画を策定します。
○市北東部スポーツ推進地区整備事業
【スポーツ振興課】2225万円
　「スポーツを通じた健康づくり」の
拠点として位置づけられている市北東
部で、「新屋外スポーツ施設」の整備
に向けた取り組みを実施します。
○介護ロボット普及促進事業
【介護保険課】900万円
　介護サービス事業者に対し、介護ロ
ボットを導入する際の経費の一部を補
助します。
○胃内視鏡検診事業
【健康づくり課】3101万円
　がんの早期発見のため、これまでの
胃エックス線検査に加えて、50歳以上
を対象に内視鏡検診を実施します。
○新規バス路線運行事業
【交通対策課】4487万円
　交通不便地域の更なる解消を図るた
め、新田西部地域でコミュニティバス
（パリポリくんバス）の新規路線運行
を開始します。
○非構造部材耐震化事業（小学校）
【総務企画課】3億2840万円
　小学校の屋内運動場の窓ガラス・照
明・バスケットゴールなど、非構造部
材の耐震化を実施します。
○小・中学校屋内運動場への
　エアコン設置
【総務企画課】3500万円
　災害時に避難所となる屋内運動場へ
エアコンを設置するための実施設計を

行います。

○草加松原国際俳句大会
【文化観光課】308万円
　俳聖・松尾芭蕉の「おくのほそ道」
の旅から330周年を契機に、俳句の国
際大会を開催します。
○子育て世代包括支援センターの設置
【健康づくり課】1225万円
　妊娠期から子育て期にわたる切れ目
のない支援を提供する子育て世代包括
支援センターを、保健センター内に設
置します。
○こども医療費支給対象者拡大に
　伴う事務経費等
【子育て支援課】1659万円
　こども医療費（入院費）の支給対象
年齢を、現行の「15歳まで」から「18
歳まで」へ拡大（平成32年度4月支給
開始）に向けた準備を行います。
○保育園耐震化
【保育課】6億2038万円
　子どもたちの安全性確保のため、公
立保育園の耐震化を進めます。
○校舎等大規模改造事業（中学校）
【総務企画課】3億7276万円
　老朽化した川柳中学校の校舎等を改
善し、耐久性を確保するため、大規模
改造工事を実施します。
○トイレ環境改善整備事業
（小・中学校）
【総務企画課】2億7729万円
　快適な環境整備を図るため、老朽化
したトイレの改修を計画的に進めます。

一般会計

特別会計

企業会計

持続可能性の向上

ブランド力の向上

「持続可能性の向上」など3つの重点テーマを柱に編成
一般会計予算額791億3000万円

平成31年度の
主要事業
【　】は担当所管名
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　3月末に平成31年度高年者肺炎球菌予防接種の通知（今年度から
圧着はがきに変更）を対象者に郵送しました。通知に記載の指定医
療機関で接種してください。転入などで通知が届いていない人は保
健センターへ問い合わせてください。
※70歳以上の未接種者への費用助成は平成30年度までの経過措置
でしたが、同35年度まで延長します（同31年1月、厚生労働省決
定）。未接種の人は該当する年度での接種を。

■対象者
①市内在住で下表の生年月日の人
②市内在住の60歳以上65歳未満で心臓・腎臓・呼吸器の機能また
はヒト免疫不全ウイルス（HIV）による免疫機能に関する障害1
級の身体障害者手帳を持っている人

※①②とも既に23価肺炎球菌ワクチンの接種を受けた人は対象外
■接種期間　平成32年3月31日㈫まで
■接種場所　市内指定医療機関
■接種費用　3000円。75歳以上の人及び①②の人で生活保護・中国

残留邦人支援給付制度に該当する人は無料。
■そ の 他　②に該当する接種希望者は同センターに申し込みを。

県内のかかりつけ医での接種希望者は同センターに問
い合わせを。県外で接種する場合、助成はありません。

　市長は、市議会2月定例会で議会の同意を
得て、副市長として小谷明氏を選任しました。
任期は平成31年4月1日から同35年3月31日の
4年間。
　小谷氏は、昭和57年駒澤大学卒業。同57
年草加市採用。市民安全課長、産業振興課長、
総合政策課長、総合政策部副部長、市民生活
部副部長、市民生活部長、総合政策部長を歴
任。平成31年3月草加市退職。60歳。

　中村副市長は3月31日付けで退任しました。中村氏は平成23
年4月に副市長に就任、同27年4月に再任。8年間にわたり市政
の発展に努めました。

　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。
　■投票所の変更（投票所入場整理券をよく確認してください）
　①新栄中…体育館からマルチルームへ
　②稲荷小…体育館から生活科室へ
　③青柳小…体育館からマルチパーパスルームへ

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

○エアコン設置等事業［特別教室等］
（小・中学校）
【総務企画課】1億6877万円
　児童・生徒の健康の保持、学習環境
向上のため、各校の特別教室等にエア
コンを設置します。

○包括的支援体制構築事業
【福祉政策課】650万円
　地域の生活課題や複合的な課題につ
いて相談を受け、解決に向けて、様々
な支援や地域コミュニティづくりなど
を行う「コミュニティソーシャルワー

カー」の増員などを行います。
○（仮称）松原児童センター建設事業
【子ども育成課】8744万円
　平成33年度の供用開始に向け、基本
設計・実施設計完了後に建設工事に着
手します。

○都市計画マスタープラン推進事業
【都市計画課】2135万円
　平成29年度施行の改定都市計画マス
タープラン「まちづくりの基本となる
計画」に描いたまちの将来像を実現す
るため、地区ごとの行動計画である
「コミュニティプラン」の策定などを
進めます。

コミュニティ力の向上

127.51㎡

77.76㎡

96.05㎡

48.02㎡

草加市稲荷四丁目35番地15

稲荷六丁目816番地2

稲荷六丁目907番地1

稲荷六丁目907番地2

延床面積所在地

575万2646円

58万7479円

156万3943円

70万2648円

固定資産税・課税標準額

  65歳（昭和29年4月2日～同30年4月1日生まれ）

  70歳（昭和24年4月2日～同25年4月1日生まれ）

  75歳（昭和19年4月2日～同20年4月1日生まれ）

  80歳（昭和14年4月2日～同15年4月1日生まれ）

  85歳（昭和  9年4月2日～同10年4月1日生まれ）

  90歳（昭和  4月4月2日～同  5年4月1日生まれ）

  95歳（大正13年4月2日～同14年4月1日生まれ）

100歳以上（大正9年4月1日以前生まれ）

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
　世帯全員分を封筒に同封し郵送済みです。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。
■投票方法　候補者名1人を記載し、投票箱へ投函してください。
■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。また、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。市ホームページでも
確認できます。
■投票・開票速報　市ホームページで閲覧できます。

対象年齢をよく
確認してください。

　「政治倫理の確立のための草加市長の資産等の公開に関する条
例」に基づき、平成30年10月29日（任期開始日）現在の市長の資
産等を、次のとおり公開します。
■建物

■自動車（100万円を超えるもの）：普通自家用車2台

副市長に小谷明氏を選任
市内指定医療機関での接種をお早めに！
高年者肺炎球菌予防接種通知を郵送

中村卓副市長は3月31日付けで退任
問保健センター☎922-02005922-1516

市長の資産等を公開
問庶務課☎922-09545922-3091

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　4月6日㈯まで

投票し
ましょう

！

中村卓副市長が退任

② 草加人のための情報紙　広報「そうか」市政情報2019年4月5日号



※古着は、洗濯済みで汚れていないものに限ります。透明または半透明の袋に入れて各施設へ持参してくだ
さい。なお、会社や学校の制服・雨合羽、カーペットなどは回収不可。
※廃食油は、中身のみ回収します。持ち込んだ容器はお持ち帰りください。なお、事業用の廃食油は回収不可。

　資源の消費を抑制し、自然エネルギーを有効利用する活動を支援
するため、環境への負荷の少ない機器や設備等を購入・設置する場
合に補助を行います。重複申請も可能です。
　購入・設置をする前に環境課へ申請してください。申し込みは予
算に達した時点で締め切ります。
■太陽光発電システムの設置　7万円（設備出力1kW以上のもの）
※大規模災害時に近隣への小電力機器への緊急充電等の使用を認め
る場合は1万円を加算

■省エネ機器等の購入　①～⑥は各2万円、⑦は1万円
①太陽熱を利用した給湯器の購入
②地中熱を利用した給湯器の購入
③家庭用コージェネレーションシステムの購入
④燃料電池給湯器の購入
⑤家庭用蓄電池の購入
⑥次世代自動車（電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブ
リッド自動車）の購入

⑦HEMSの購入
■雨水貯留施設の設置　経費の2分の1で限度額1万円

　風しんの感染拡大を防ぐため、無料の抗体検査と予防接種を実施
する方針が国から示されています。
　本市においても、今後、事業に取り組んでいく予定です。制度が
確定次第、広報等でお知らせします。
　なお、対象者は昭和37年4月2日から同54年4月1日までに生まれ
た男性。病院等で抗体検査を受けた場合と、抗体検査後に抗体価が
低い人が予防接種を受けた場合が対象となります。

　国民年金第1号被保険者（自営業者・農業者とその家族など）が
出産した場合、出産した人の国民年金保険料が、出産日の前月から
4か月間免除されます（双子以上の妊娠の場合は、出産日の3か月前
からの6か月間）。
　届け出は、出産予定日の6か月前からできます。出産予定日の確
認できる書類（母子健康手帳等）と年金手帳を持参して、保険年金
課または越谷年金事務所へ届け出てください。

　4月は引っ越しや歓送迎会などにより、ごみが増える時期です。
また、春夏はカラスの繁殖期でもあり生ごみが荒らされやすくなり
ます。ごみ出しの際のルールを確認し、カラス対策・ごみの減量に
ご協力をお願いします。
【カラス対策のための3つの工夫】
①ごみ散乱防止ネットは、めくれないように気をつけましょう
　ごみ全体を包み込み、端に重石などを置いて隙間をなくし、めく
られないようにしてください。破損したネットは新しいネットと交
換します。ごみ散乱防止ネットは環境業務センター・リサイクルセ
ンター・くらし安全課で無償で貸し出しています。サイズは（大）
3ｍ×4ｍ、（小）2ｍ×3ｍ。
②生ごみが外から見えないようにしましょう
　カラスは、雑食で視力が良く、視覚でえさを探しています。生ご
みは十分水切りし、小袋に入れて新聞紙などで包み、ごみ袋の中心
になるように入れてください。
③「食品ロス」ゼロを目指しましょう
　食品を「買いすぎない」「使い切る」「食べきる」ことを心がけ、
生ごみの減量を。市では家庭から排出されるごみの減量化等を図る
ため、生ごみ処理容器等の購入設置者に補助金を交付しています。

■捨てないで！古着・廃食油の拠点回収を実施
　古着や廃食油は資源として再利用できるため、ごみには出さず、
市内公共施設等の拠点回収でリサイクルに協力をお願いします。
回収場所等は下表のとおり。

■リユース品展示販売の利用を
　毎月第4㈯午前9時～午後3時。会場はリサイクルセンター。粗大
ごみとして出された家具類（テーブルやカラーボックス、棚など）
のうち、まだ使用できるものを職員が清掃し、リユース品として展
示販売します。展示品は市ホームページで確認できます。
■「草加市ごみ分別アプリ」を配信中
　地域ごとの収集日のお知らせや種類
別のごみの出し方など、スマートフォ
ンで手軽に確認できます。ぜひご利用
ください。アプリは右記QRコードか
らダウンロードできます。

環境業務センター（第2㈰午前9時～午後3時）
リサイクルセンター（第4㈯午前9時～午後3時）
各コミセン（回収ボックス）
文化センター（回収ボックス）
勤労福祉会館（回収ボックス）
市民活動センター（回収ボックス）
ふれあいの里（回収ボックス）

施設名
古着・廃食油
古着・廃食油
古着
古着
古着・廃食油
古着・廃食油
廃食油

対象

①トップページ…6つのメニューページ全てに掲載。割安になる長
期掲載料のコースもあります。

②暮らしのできごとページ…8つのテーマで構成されたメニューペ
ージのいずれか1つに掲載。特定のターゲットにアピールできま
す。

■掲載料（月額）
　①トップページ…3万円、②暮らしのできごと…3000円
■長期掲載料（①トップページのみ。全額前払い）
　掲載期間6か月で15万円、1年間で30万円
■規格　天地60ピクセル×左右150ピクセル（固定）
　　　　10KB以内でGIF（アニメGIF不可）またはJPEG形式
■掲載期間
　毎月1日～末日の1か月単位で、最長1年間（更新可）。
　掲載申込書等は市ホームページからダウンロードできます。

　身近な場所で植物、鳥、昆虫など42種を調査し報告する個別調査
や、下表の集合調査に参加する人（在勤・在学も可）を募集します。
■集合調査日程（全6回）

※調査員以外の人も調査会に参加できます！
　小学生以上（保護者同伴可）対象。双眼鏡持参。4月20日㈯の集
合調査参加者募集中。定員30人。

男性の風しん抗体検査・予防接種
問保健センター☎922-02005922-1516

産前産後の第1号被保険者の
国民年金保険料が免除
問保険年金課☎922-15965922-3178
　越谷年金事務所☎960-11905960-7220

新生活を始めた皆さんも
ちょっとした工夫
問廃棄物資源課☎931-39725931-9993

4月から

市ホームページ有料バナー広告募集
問広報課☎922-05495922-3041

地球温暖化防止活動補助金を
　　　　　　　　　利用してください□申環境課へ。
　☎922-15195922-1030
□申

□申環境課へ。☎922-15195922-1030 
　kankyoka@city.soka.saitama.jp
□申
　

市内の動植物を調査してみませんか
多くの人に閲覧される有用な媒体として期待できます 生きもの調査員を募集

4月20日㈯

5月11日㈯

7月23日㈫

8月20日㈫

12月7日㈯

午前8時50分～正午

午前7時50分～11時

午前8時50分～正午

柿木地区　植物中心

柿木地区　シギ・チドリ類中心

柿木地区（そうか公園、田んぼ、中川）　植物・昆虫

獨協大学（キャンパス内）、松原団地記念公園　植物・昆虫　

新田西部地区（綾瀬川沿い）　鳥中心

青柳地区（葛西用水）　キタミソウ中心

日にち 時間 場所・内容

平成32年
2月22日㈯

でカラス対策・ごみ減量

iOS版Android版

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③市政情報 2019年4月5日号



　埼玉県都市競艇組合は草加市を含む

15市で構成されています。ボートレー
ス事業の収益金は、市内の道路整備に
充てられています。なお、競艇の開催
期間は4/1㊊～3㊌、5/1㊗～6㊡、16㊍
～19㊐、30㊍～6/2㊐、13㊍～16㊐。
会場はボートレース戸田。問財政課☎
922-07615922-1547

　傍聴はいずれも定員5人で当日先着
順。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し
てください。

■男女共同参画審議会〈人権共生課☎9
22-08255927-4955〉…4/19㊎14時～　
市役所西棟第1･2会議室で
■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〉…4/22㊊15時
～　市役所西棟第1･2会議室で
■地域経営委員会〈総合政策課☎922-0
7495927-4955〉…5/9㊍10時～　市役
所西棟第2会議室で

　4/6～9/14の月2回㊏13時～15時。会
場は市民体育館。よさこいやトランポ
リン、卓球バレー、カローリングなど
の体験を行います。小学生以上の知的
障がい者とその親・支援者対象。定員
各30人。参加費1回200円。室内靴持参。
当日直接会場へ。問市民体育館☎59
36-6239

①保育職（臨時職員）　場所は子育て
支援センター。勤務は㊊～㊎8時30分
～19時のうち1日7時間30分。58歳以下
対象。時給は保育士1060円、児童指導
員等経験者960円
②臨床心理士（非常勤嘱託員）　あお
ば学園…㊊～㊎（週4日）8時30分～17
時、子育て支援センター…㊊～㊎8時
30分～19時（週4日・1日7時間30分）。
63歳以下の有資格者対象。
③言語聴覚士（非常勤嘱託員）　場所
は子育て支援センター。勤務は㊊～㊎
（週4日）8時30分～17時。63歳以下の
有資格者対象。
④作業療法士（非常勤嘱託員）　場所
は子育て支援センター。勤務は㊊～㊎
8時30分～19時（週4日・1日7時間30
分）。63歳以下の有資格者対象。
　②～④は日額1万1700円～1万6900円
（経験年数による）。
ლ履歴書・資格証の写しを子育て支援
センターへ。☎941-67915941-6828

　5/14・28、6/11・25、7/9・23、8/6
・20の㊋10時～12時。全8回。会場は
新田西文化センター。新聞紙を利用し
たいつでもどこでもできるオリジナル
体操「一本棒・バッテン棒体操」のリ
ーダー養成講座を開講します。転倒予
防や認知症予防のため音楽に合わせて
楽しく行う体操の指導法を一緒に学び
ませんか。講師は健康運動指導士の田
邉雅子氏。定員40人。ლスポーツ振興
課へ。☎922-28615922-3172

　4/27㊏13時～。会場は高砂コミセン。
平成30年度に助成を受けた団体の活動
実績報告会を行います。問市民活動セ
ンター☎920-35805925-1872

　月3回㊎15時～17時。会場は勤労青
少年ホームほか。参加費1600円。ლシ
ルバー人材センターへ。☎928-92115
928-9209

　5/11㊏9時～。会場は市民体育館。
個人戦（午前）・団体戦（午後、1チ
ーム5人）。経験者対象。定員150人。
参加費500円（両方参加は1000円）。
ლ4/6㊏～20㊏に記念体育館で配布す
る申込用紙に記入し同館へ。☎922-11
515922-1513

　4/21㊐9時～12時。草加八潮消防局
による市役所本庁舎を利用した大規模
災害対応訓練実施のため、市役所本庁
舎周辺の交通規制を行います。ご理解
ご協力をお願いします。問草加八潮消
防局警防課☎924-09675928-8454

　市内の農家が育てた野菜を庭先で販
売している場所をまとめた庭先販売マ
ップを市内公共施設などで配布してい
ます。庭先販売マップを活用して市内
の畑で採れた安心で新鮮な野菜を味わ
ってみてはいかがでしょうか。問産業
振興課☎922-08425922-3406

　草加市・越谷市・八潮市・三郷市・
吉川市・松伏町の5市1町で導入してい
る公共施設予約案内システム「まんま
るよやく」では、インターネットでい
つでも、どこでも、公共施設の空き状
況の確認、予約申し込みなどができま
す。
※施設によっては、一部の機能のみの
利用となる場合があります。詳細は
「まんまるよやく」ホームページでご
確認ください。
■利用方法　利用予定の公共施設で配
布する利用者登録申請書で登録してく
ださい。発行される利用者番号とパス
ワードでシステム利用ができます。
■対象施設　5市1町の文化施設・屋内
体育施設・屋外体育施設
問総合政策課☎922-07495927-4955

　4/17㊌は、マイナンバーカードを利
用した全国の指定コンビニでの証明書
等の交付サービスが終日利用できませ
んのでご注意ください。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-
10985920-1502

　3月末に日本脳炎2期、二種混合、麻
しん・風しん混合（MR）2期の予防接
種の通知を郵送しました。接種対象者
や接種期間は下表のとおり。接種回数
は1回。通知に記載の指定医療機関で
接種してください。転入などで通知が
届かなかった人は連絡を。問保健セン
ター☎922-02005922-1516

　田植えのシーズンを迎え、4/16㊋
（見沼用水）、24㊌（八条用水）、26
㊎（葛西用水）に各用水へ通水を始め
ます。水量が増加しますので、水難事
故に遭わないよう注意してください。
なお、通水は9月下旬まで行います。
問農業委員会事務局（産業振興課内）
☎922-08425922-3406

　交通遺児の学業継続を援助し、人材
を育成することを目的に、市内の篤志
家により発足した制度です。市内在住
の小学生から大学生までの交通遺児対
象。月額支給奨学金は小学生7000円、
中学生1万3000円、高校生2万円、大学
生（短大、大学院、専門学校を含む）
3万円。返済の必要はありません。ლ

5/7㊋までに交通対策課へ。☎922-1641
5922-1030 　4/22㊊～26㊎9時～17時（22㊊は14

時～）。会場は栄小。絵画・書道・生け
花・手芸・ステンドグラス等を展示。
問生涯学習課☎922-28195922-3498

①バランスコーディネーション～歪み
を矯正しよう～　5/7・21、6/4・18、
7/2・16の㊋13時～14時30分。全6回。
定員30人
②であいの森かけはしサロン　5/8㊌
13時～15時。振り込め詐欺対策につい
ての講話。講話・体操・茶話会などを
隔月開催。定員20人
③フラダンス教室　5/13・27、6/10・
24、7/8・22、8/5・26の㊊10時～11時
30分。全8回。定員30人。室内靴持参
④スローストレッチで筋力アップ　
5/16・30、6/6・20、7/4・18の㊍10時
～11時30分。全6回。定員30人。室内
靴持参

ლ①は4/8㊊から、②③は4/9㊋から、
④は4/10㊌の10時から電話でであいの
森へ。☎936-27915936-2792

予防接種名 接種対象者（接種期間）

平成21年4/2～同22年4/1生まれ
（9～13歳の誕生日の前日まで）

平成19年4/2～同20年4/1生まれ
（11～13歳の誕生日の前日まで）

平成25年4/2～同26年4/1生まれ
（平成32年3/31まで）
※予診票は「こんにちは赤ちゃん
　訪問」で配布済み

日本脳炎２期
（封書）

二種混合
（封書）

麻しん・風しん
混合（MR）
２期（はがき） であいの森講座

コンビニ交付サービスの一時休止

各種予防接種の通知を郵送

高橋記念草加市交通遺児奨学基金

栄平成塾ふれあい作品展

ボートレース事業の収益金で道路整備

市内農業用水に通水
水量増加にご注意を

一本棒・バッテン棒体操
リーダー養成講座

ふるさとまちづくり応援基金
助成事業実績報告会

シルバーカルチャー教室
ゆっくり話そう英会話

市民体育祭
スポーツウエルネス吹き矢大会

スポーツ広場大規模災害対応訓練に伴う
市役所本庁舎周辺の交通規制

庭先販売マップ2019を活用して
市内の新鮮な野菜を食卓に

いつでも、どこでも、公共施設が
予約できる！～まんまるよやく～

子育てを支援する臨時・非常勤職員

審議会

平成31年の市内交通事故状況（前年比）3月20日現在　人身事故125件（－69）　死者3人（＋2）

④ 2019年4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
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

6/19㊌まで「交通事故防止特別対策地域」に指定!交通ルールを守りましょう



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32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

母
子
保
健

成
人
保
健

4/24㊌

4/22㊊

【要申込】電話・市ホームページ
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

5/8㊌

5/21㊋

平成29年10/1～15生まれ

平成29年10/16～31生まれ

対象者に4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）

5/27㊊、
6/16㊐・19㊌、
7/13㊏・21㊐

5/20㊊、
6/11㊋・21㊎、
7/18㊍、
8/8㊍・26㊊

6/1㊏～12/20㊎
（休診日を除く）

5/15㊌～平成32年1/31
㊎（休診日を除く）

6/1㊏～11/30㊏
（休診日を除く）

7/1㊊～9/30㊊
（休診日を除く）

6/1㊏～12/20㊎
（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
ウイルス検査を受けていない人

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（集団）各日90人
　　（個別）1000人

【要申込】4/8㊊～9/30㊊（消印有効）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。乳がん検診は集団か個別の
どちらを希望か明記。（健康カレンダー掲載の「申込書」を参照）
全日程の申し込み可。全日程は健康カレンダー・市ホームページを参照
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。
※乳がん個別検診は、定員に達した時点で申し込みを終了とし、集団
検診の案内となります。
＜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・乳がん検診(個別)・・・5月中旬から送付
肝炎検診・・・5月下旬から送付
＜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
※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】
指定医療機関一覧は5月中旬以降、保健センター、市ホームページ、
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（健診費用が無料になる人
は、必要な証明書）

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・視触診　費用700円

費用  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

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

3歳3か月児健康診査 

こんにちは赤ちゃん訪問 4月下旬～5月中旬 平成31年3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3月末に診査票を送付済み。届かない人は連絡を
4/10㊌

4/23㊋

平成28年1/1～15生まれ

平成28年1/16～31生まれ

マタニティクラス
両親学級 5/12㊐・15㊌

平成31年7～9月出産予定の
初妊婦と夫　定員30組

【要申込】電話・市ホームページ
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 5/13㊊ 9時30分～12時

㊊～㊎（申し込み時に調整）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

【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 4/17㊌
【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・大腸がん検診
◇集団検診

乳がん検診
◇集団検診

6/1㊏～11/30㊏
（休診日を除く）

視触診・マンモグラフィ検査
費用1300円

乳がん個別検診
（指定医療機関）

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

　6/2㊐9時30分～15時。会場は記念体
育館。卓球バレーや障がい者スポーツ
を体験できます。障がいのある人とそ
の家族対象。定員350人。参加費300円。
室内靴持参。ლ4/30㊡までに電話で草
加市体育協会へ。卓球バレーは同協会
ホームページにある申請書を提出して
下さい。☎928-63615922-1513

　4/24㊌19時～。会場は中央公民館。
「だれもが幸せなまち」をつくるため
にみんなで話し合いませんか。まちづ
くり登録員対象。まちづくりを始めた
い人も登録すれば参加可。問市民活動
センター☎920-35805925-1872

　おおむね10人以上の団体（小学生は
保護者同伴）対象。実施日は㊊・㊋・
㊍・㊎9時～16時（12時～13時、年末
年始、㊗等を除く）。見学の際、東埼
玉資源環境組合（リユース）のバスを
利用できるようになりました。なお、
送迎区間はリサイクルセンターから組
合各施設までです。ぜひご利用くださ
い。ლ見学希望日の1か月前までに同組

合計画課へ。☎966-01215965-6569

　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　4/9㊋13時30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　4/13㊏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。問谷塚西部
（包）☎929-00145929-5222
■介護者のつどい　4/17㊌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　4/17㊌18時30分～
20時。会場は旧かっぱ天国。問安行
（包）☎921-21215928-8989
■子育て中の介護者のつどい　4/21㊐
13時30分～15時。会場は中央公民館。
子育てと介護を両立している人たちの
情報交換と交流。参加費200円。問草
加中央・稲荷（包）☎959-91335922-
3801
■いきいき体操教室　4/22㊊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。
ლ4/8㊊から谷塚西部（包）へ。☎929-
00145929-5222
■はつらつバルーン体操　4/24㊌13時
30分～14時30分。会場は八幡コミセン。
運動プログラムで楽しく体を動かす介
護予防運動と体操。65歳以上で軽い運
動のできる人対象。定員30人。ლ4/8
㊊から川柳・新田東部（包）へ。☎932-
70075931-0993

　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
■草加キングス・ガーデン　4/13㊏14
時～16時。テーマ「くすりの話『高齢
者編』」。参加費100円
■デイサービスセンター草加　4/13㊏
14時～16時。脳トレ体験。参加費100
円
■埼友草加病院　4/20㊏14時～16時。
テーマ「皮膚のあれやこれや パート
2」。定員100人。参加費200円
■ボンセジュール草加　4/27㊏13時30

分～15時30分。エンディングノートに
ついての講話。定員40人。参加費100
円。室内靴・ビニール袋持参

　手話の技術だけでなく、聴覚障がい
者の生活や特性、福祉制度などについ
ても学べます。
■手話奉仕員養成講座「基礎」　5/17
～12/13の㊎19時15分～21時15分。全
30回。会場は草加市文化会館ほか。入
門講座修了または同等レベルの人対象。
過去に1度受講した人も可。定員30人。
受講料3240円。ლ4/18㊍（必着）まで
に往復はがきに住所・氏名・年齢・電
話番号・講座名・受講動機、保育希望
の有無を明記し、〒340-0013松江1-1-3
2草加市社会福祉協議会へ。☎932-677
05932-6781

　各コミセンでの地域健康相談で実施。
指先を機械に当てるだけで簡単に測定
できます。
■瀬崎コミセン　4月の㊌・㊎（4/17
を除く）9時～12時
■氷川コミセン　4月の㊋・㊎（4/30を
除く）9時～12時
問保健センター☎922-02005922-1516

草加パリポリレクリエーションの集い

みんなでまちづくり会議

血管年齢測定 あなたの血管は何歳？
ごみ処理工場見学に行こう！

オレンジカフェ（認知症カフェ）

地域包括支援センター (包)
介護予防教室・介護者のつどい 

手話講習会

4月の「なくそう暴力」標語　「やめようよ」　そんな言葉で　救われる

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4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。

子ども・親子向け

　4/29㊗9時～12時。会場はそうか公
園。地図とデジタルカメラやカメラ機
能付き携帯電話を使い、クイズを解い
て一定時間内にゴールを目指します。
年少～小学生と保護者対象。定員50組。
当日直接会場へ。問記念体育館☎922-
11515922-1513

　5/11㊏9時～12時。会場は八潮消防
署。乳幼児の心肺蘇生法・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。ლ4/28㊐までに
八潮消防署へ。☎998-01195997-8519

普通救命講習会Ⅲ

高年者向け

65歳以上のヘルシー料理教室
～青魚で脂質異常症を予防～

産後ママと赤ちゃんの
エクササイズヨガ

伝統文化親子教室

　日本の伝統文化や生活文化等に触れ
る教室に参加する小・中学生を募集し
ます。親子での参加可。問生涯学習課
☎922-28195922-3498
■和装礼法親子教室　4/14～12月の月
1回㊐11時～15時。会場は高砂コミセ
ン。定員20人。ლ中山へ。☎922-1356
■日本舞踊クラブ　5/11～12月の月2
回㊏14時～15時。会場は谷塚文化セン
ターほか。定員20組。扇子代2000円。
ლ中村へ。☎090-9965-3278
■草加松原地区いけばな親子教室　
5/25～平成32年1月の月1回㊏14時～16
時30分。会場は草加市文化会館。幼児
（保護者同伴）・高校生も可。定員20
人。参加費1回900円（花材費込み）。
ლ黒崎へ。☎090-1460-2705
■新田西地区いけばな親子教室　5/25
～平成32年1月の月1回㊏14時～16時。
会場は新田西文化センター。幼児（保
護者同伴）・高校生も可。定員20人。
参加費1回700～1000円（花材費込み）。
ლ北岡へ。☎090-1880-3271

　歌や軽運動を取り入れた認知症予防
教室。
■草加市文化会館　5/7～7/30の㊋（6 
/18を除く）

■川柳文化センター　5/10～7/26の㊎
　いずれも9時15分～10時45分。全12
回。物忘れ等認知症が心配な65歳以上
対象。定員30人。ლ4/8㊊～19㊎に電
話で長寿支援課へ。☎92 2-28625922-
3279

親子フォトラリー

草加市スポーツ少年団「体力祭」

60歳からのスポーツサロン

空手道ジュニア交流大会

ドレミ♪でスッキリ教室

　5/10～6/14の㊎（5/31を除く）13時
15分～14時15分。全5回。会場は保健
センター。赤ちゃんとのふれあいを大
切にしながら、骨盤調整や産後ケアに
効果的なエクササイズ。首がすわって
いる生後3～12か月児と保護者対象。
定員20組。ლ4/8㊊から草加市体育協
会へ。☎928-63615922-1513

春の子どもフェスタ「大志をつかもう！
～私の一歩・私の背中～」

　健康づくりに役立つ実技中心の講座
です。いずれも9時～11時。60歳以上
対象。各期初回に保険料が必要です。
■民踊　前期5/10～6/21の㊎…新田西
文化センター、中期6/28～8/2の㊎…
中央公民館、後期9/6～10/25の㊎（9/
27を除く）…勤労福祉会館
■レクリエーションダンス（流行のメ
ロディーにあわせて楽しくダンス）　
前期5/8～6/19の㊌…勤労福祉会館、
中期6/26～8/7（7/17を除く）の㊌…
谷塚文化センター、後期9/4～10/23
（10/2を除く）の㊌…中央公民館
■卓球　5/9～11/28の㊍（6/6・13、
8/8・15・22、10/3・10・24、11/14・
21を除く）…市民体育館。定員80人
（応募多数の場合抽選）
ლ卓球のみ4/17㊌（必着）までに往復
はがきに住所・氏名・年齢・電話番号
を記入し、〒340-8550スポーツ振興課
へ。その他は開講日に直接会場へ。☎  
922-28615922-3172

　5/12㊐9時30分開会。会場は記念体

　5/11㊏10時～13時。会場は勤労福祉
会館。青魚のかば焼き丼・ひじきのサ
ラダほか。定員24人。材料費500円。
エプロン、三角巾、布巾2枚持参。ლ

4/8㊊から保健センターへ。☎922-02 
005922-1516

　4/27㊏（荒天時は4/28㊐）9時～16
時。会場はまつばら綾瀬川公園。子ど
も実行委員会が中心になって企画した
料理体験・サッカー体験・撮影体験・
ダンス甲子園・模擬店ほか。レジャー
シートを持ってまつばら綾瀬川公園に
集まれ！問子ども育成課☎928-64215
928-9632

　5/19㊐9時45分開会。会場は記念体
育館。個人組手の部・個人形の部（幼
児～中学生）、団体組手の部（小・中
学生）。参加費1種目2000円、2種目
3000円、団体組手1チーム1500円。ლ

4/15㊊までに電話で市民体育館へ。☎  
5936-6239

弁護士による無料法律相談会

　5/8㊌13時30分～15時。会場は中央
公民館。「憲法記念日」の行事として、
埼玉弁護士会越谷支部の弁護士が、離
婚、相続、借金の問題などあらゆる法
律問題にお応えします。予約不要。問
埼玉弁護士会越谷支部☎962-1188596
2-1422（㊊～㊎10時～16時30分）

　5/12㊐①障がい者コース…12時10分
～13時10分、②小学生コース…13時20
分～14時30分。会場は市民温水プール。
①は障がいのある小学生以上、②は小
学4～6年生対象。室内プールでカヌー
の基本動作を学びます。定員①16人、
②18人。参加費500円。水着、タオル
持参。ლ4/6㊏～15㊊に電話で市民温
水プールへ。応募多数の場合は抽選。
☎936-68245935-8981

カヌー体験

育館。5分間走、立ち幅跳び、上体起
こし、時間往復走、腕立て伏せの5種
類の体力テスト。小学生対象。室内靴
持参。ლ4/15㊊までに電話で草加市体
育協会へ。☎928-63615922-1513

■キッズクラブ

■キッズクラブ年少体験

記念体育館
☎922-1151

市民体育館
☎936-6239

各日36人

各日27人

1回 
500円

スポーツ教室・キッズクラブ
申□4/15㊊（消印有効）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（コース名）・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。☎928-63615922-1513。はがきの場合は別途
手数料300円。応募多数の場合は抽選。キッズクラブ年少体験は4/8㊊から電
話で各会場へ。

　幼児と小学生コースに分かれて様々な運動を体
験し、体力の向上を目指します。会場は記念体育
館ほか。年中～小学生対象。参加費は年額1万
8000円～2万6000円。各コースの詳細は草加市体
育協会ホームページで確認を。

■スポーツ教室

市民
温水
プール

会場

記念
体育館

教室名（コース名）

幼児トランポリン

ヨガ

初心者フラダンス

健康エクササイズ

はじめてのバレエ

ママ＆ベビー体操

親子体操

ベーシックスイム

スイム体験

機能改善アクア

親と子どもの水泳

げんきがでるアクア

実施日 曜日 時間 回数 対象 定員 参加費

㊌

㊌

㊍

㊊

㊍

㊎

㊍

㊎

㊌

㊍

㊏

㊎

3000円

4000円

2500円

3000円

2000円

4000円

4000円

5000円

24人

10人

20人

40人

20人

20組

30組

30人

10人

15人

22組

10人

6

8

6

4

8

10

年中・年長

18歳以上

18歳以上の女性

40歳以上

年長～小学3年生

3歳までの子と親

18歳以上

18歳以上

平成25年4/2～
同28年4/1
生まれの子と親

平成27年4/2～
同29年4/1
生まれの子と親

16時～17時

5/9～7/18

11時～12時

14時～15時

17時～18時

11時30分～
12時30分

11時15分～
12時15分

11時～
12時30分

19時30分～
21時

10時～
10時50分

9時～
10時30分

20時～
20時50分

5/8～6/19

5/8～7/17

5/17～6/21

5/30～7/18

5/10～5/31

5/8～6/26 会場 教室名（コース名）

キッズクラブ（火曜）

キッズクラブ（金曜）

キッズクラブ（水曜）

キッズクラブ（木曜）

実施日 曜日 時間 回数 対象 定員 参加費

㊋

㊎

㊌

㊍

2

1

年少15時～16時

5/7

5/10・17

5/8・15

5/9・16

5/13～7/29

5/16～7/11

5/9～7/4

5/11～7/6

5/17～7/19

そうか
公園

草加中 健康づくり
スポーツ吹き矢

青空ストレッチ＆
ウオーキング

会場 教室名（コース名）

ジュニアソフトテニス

実施日 曜日 時間 回数 対象 定員 参加費

㊏

㊋

㊏

4000円

1000円

1000円

30人

20人

20人

10

6

4

小学4～6年生

40歳以上

18歳以上

14時～16時

10時～
11時30分

15時～17時

5/4～7/6

5/21～6/25

5/25～6/22
（除外日あり）

（除外日あり）

（除外日あり）

（除外日あり）

（除外日あり）

（除外日あり）

（除外日あり）

（除外日あり）

（除外日あり）

歩行可能な
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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

　5/9・16・23の㊍9時30分～11時30分。
全3回。会場はふれあいの里。60歳以
上対象。定員12人。材料費1000円。ლ

4/8㊊10時から電話でふれあいの里へ。 
☎920-62225920-6251

　ゆったりと体を伸ばすストレッチ体
操を中心に楽しみながら筋力アップ。
■柳島コミセン　5/13～7/22の㊊（7/
15を除く）
■稲荷コミセン　5/22～8/7の㊌（6/
19、7/17を除く）
　いずれも9時～11時。定員各40人。
65歳以上対象。参加は年度内1回。室
内靴持参。ლ4/8㊊から保健センター
へ。☎922-02005922-1516

■天体観望会「月と春の星座の観望」
　4/13㊏19時～20時（雨・曇天時中
止）　会場は児童館ワンダーランド　
未就学児参加不可　問同館☎981-6811

■季節展示「端午の節句」　4/20㊏～
5/6㊡9時～15時45分　会場は資料館及
び併設の古民家　問同資料館☎997-66
66

■春の花いっぱい運動　4/27㊏10時～
12時（なくなり次第終了）　会場は早
稲田公園　問みどり公園課☎930-7745

■第16回不動橋こいのぼりフェスティ
バル　4/29㊗（雨天時は5/3㊗）9時40
分～14時　会場は不動橋・相模町スポ
ット広場（元荒川不動橋付近）　問大
相模地区コミュニティ推進協議会☎

■スポーツウエルネス吹矢体験　4/6
・27の㊏9時～11時　柿木公民館で　
初心者歓迎　用具は不要です　参加費
無料　問山下☎931-7681
■スポーツウエルネス吹矢体験　4/6
～27の㊏13時～15時　八幡コミセンで
　全4回　参加費400円　ლ山田☎944- 
8837
■スポーツウエルネス吹矢体験会　4/
7㊐・21㊐・30㊡9時～11時　4/25㊍11
時～13時　4/10㊌・15㊊13時～15時　
中央公民館で　初回無料　2回目以降
300円　問田岡☎090-4335-7987
■ふれあいダンスパーティー　4/7㊐
13時30分～16時30分　中央公民館で　
参加費500円　問佐藤☎090-8036-8059
■歴史学講座「創世」安曇の穂高神社
と「ミスズカル科野」「長野県」－ア
ヅミ族は古代に日本海交易を支配した
－　4/8㊊13時30分～16時30分　草加
市文化会館で　問小嶋☎090-1261-7366
■哲学入門読書会　4/9㊋9時～12時　
谷塚文化センターで　定員10人　参加
費100円　テキスト「純粋理性批判」
（カント著）　ლ澤野☎927-6893
■スポーツウエルネス吹矢体験　4/9
～30の㊋15時～17時　新田西文化セン
ターで　初心者歓迎　マウスピース代
200円　問植木☎090-2253-8475
■ミシン洋裁基礎講座　4/10・17の㊌
①9時30分～13時　②13時30分～17時

いつまでも元気に動きたい人へ
高年者ストレッチ体操教室

越谷市

三郷市

八潮市

吉川市

松伏町

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）

はじめての油絵教室
988-7370

■東京ヴィヴァルディ合奏団エローラ
の「四季」Vol.16　5/19㊐14時開演　
会場は田園ホール・エローラ　「四
季」全曲ほか　料金4000円、高校生以
下2000円（全席指定、未就学児入場不
可）問同ホール☎992-1001

　勤労福祉会館で　洋裁の基礎を1か
ら学び袋を作りましょう　材料費1000
円　ლ竹花☎090-6657-4005
■スポーツウエルネス吹矢体験会　4/
13㊏・18㊍9時30分～11時　瀬崎コミ
セン集会室で　初心者歓迎　無料　2
回目以降300円　問下田☎080-5477-37 
19
■ちぎり絵サークル和の会第7回作品
展　4/15㊊～18㊍10時～17時（初日は
13時～）　草加市文化会館フリースペ
ースギャラリーで　問宮間☎936-7155
■講習会「自彊術（健康体操）」　4/
15㊊10時～11時30分　原町コミセンで
　定員5人　無料　ლ柳田☎090-2233-
7953
■卓球体験　4/16㊋15時～　4/19㊎13
時～　市民体育館で　問松が根クラブ
須藤☎922-4789
■子育てセミナー「出産」これからパ
パ・ママになる方へ　4/18㊍10時～11
時30分　草加市文化会館第2会議室で
　参加費200円　託児無料（要連絡）
　問家庭倫理の会石野☎090-9203-4244
■介護者サロン「らくだ」　4/19㊎わ
～くわっく草加で　「こもれび」　
4/25㊍市民活動センターで　各13時～
15時　参加費100円　問介護者支援の
会草加酒井☎090-9245-2067
■車いすを希望する社会福祉団体募集
　草加市スポーツ少年団がプルタブを
集めて購入した車いすを寄贈します　
ლ4/19㊎までに草加市スポーツ少年団
事務局☎927-6774
■遺言書の書き方と終活を学ぼう　4/
20㊏10時～12時　草加市文化会館で　
一般対象　定員15人　参加費無料　ლ

遺言相続後見ネット☎946-5152
■介護者の集い「オアシス」　4/20㊏
10時～12時　中央公民館で　5/7㊋13
時30分～15時30分　氷川平成塾で　個
別相談お受けします　問山田☎928-53 
32

■ボーイスカウトと遊ぼう　4/21㊐9
時45分～　松原団地記念公園で　花栗
南・松原・小山小学区内の年長～小学
5年生男女対象　持ち物水筒　問草加
第4団中山☎944-4523
■第26回チャリティ「歌と踊りの祭
典」　4/21㊐10時開演　草加市文化会
館で　入場無料　募金は草加市社会福
祉協議会に寄付　問草加市カラオケ連
合会高橋☎090-3902-7570
■八幡ダンスサークルフリーダンス　
4/21㊐・5/5㊗13時20分～16時20分　
谷塚文化センターで　参加費500円　
トライアル有　飲み物付き　問千代田
☎090-3574-3430
■こっけい噺「ゆうれい貸屋」　4/27
㊏15時～　28㊐11時～　草加市文化会
館レセプションルームで　チケット
2000円　山本周五郎の世界第19弾展示
もあり　ლ金子☎090-8106-6927
■草加高校吹奏楽部第12回スプリング
コンサート　4/29㊗13時開場　草加市
文化会館で　入場無料　問草加高校☎
935-4521
■家庭婦人バウンドテニス教室　5/10
・17・24・31・6/7の㊎9時30分～11時
　市民体育館で　全5回　初心者歓迎
　保険代1850円　ლ4/23㊋までに坂寄
☎090-6488-2102
■Jr.テニス教室　5/11～9/28の㊏　8
時～10時そうか公園　13時～15時吉町
テニスコートで　小学生対象　参加費
1万1000円　締切4/28　草加市テニス
協会で検索　問酒井☎080-5516-4460
■青空市場「川の駅そうか市」出店者
募集　5/12㊐9時～17時　綾瀬川第2ラ
グーンで　年齢性別不問　定員30組　
出店料1区画2000円　ლNPO法人今様
草加宿☎935-8362
■混合ダブルスバドミントン大会　5/
26㊐9時～　市民体育館で　参加費一
般1500円　ლ5/9㊍までに〒340-0012
神明2-2-45矢島☎5925-4981

いち

4/7㊐

4/14㊐

内科

外科

内科

外科

草加きたやクリニック

いまじょうクリニック

金子医院

土谷メディカルクリニック

北谷1-22-13

旭町6-1-17

稲荷3-13-23

谷塚町629

☎941-7800

☎941-2140

☎936-3636

☎928-0228

　月　日　 診療科 当番医名 住　所 電話番号

休日当番医の駐車場は混雑します。
満車の際は民間駐車場等をご利用ください。

休 日 当 番 医
日曜・祝日等の救急患者や負傷者の診療を行います（一次救急）。
来院前に必ず電話で確認を（保険証持参）。
※市立病院（☎946-2200）では一次救急での診療が困難な場合
や入院治療が必要な患者を受け入れます（二次救急）。

急病への対処・受診の必要性や緊急診療が
できる医療機関を看護師が助言
（365日24時間対応）

   ☎♯7119
　※ダイヤル回線・IP電話は
　☎048-824-4199

埼玉県救急電話相談

☎954-6401
子ども急病夜間クリニック（小児科）

■診療時間
㊊～㊎ 19時30分～22時30分
㊏、㊐、㊗、年末年始　
　　　 18時30分～22時30分
■場所　草加2-21-1　
市立病院心臓・脳血管センター1階

※夜間に急変した0～15歳を応急診療
　します。休日当番医

QRコード
■診療時間　内科・外科…9時～12時・14時～17時（変更の場合あり）

㈱井戸梅
㈲寺島管工設備

住吉2-4-3
柳島町193-5

☎922-3413
☎925-4566

4/ 7㊐
14㊐

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

じ きょうじゅつ



　奥日光自然の家は中禅寺湖畔千手ヶ浜にほど近い国有林に囲
まれた市の保養施設。周辺は野鳥やシカなどの野生動物が生息
し、6月にはクリンソウが見頃となるなど自然の宝庫。西ノ湖
や戦場ヶ原などの名所に近く、ハイキングの拠点としても絶好
の場所です。
■開所期間　5月3日㈷～11月上旬
　　　　　　火曜定休（祝日の場合は翌平日）
■宿泊料金　1人1泊1540円（4歳～中学生770円）
■食事料金　夕食：Ⓐ1512円、Ⓑ2700円、Ⓒ3240円
　　　　　　朝食：810円、昼食：324円（おにぎり2個）
■利用制限　1部屋2人以上（施設の都合上、1部屋1人での利

用不可）、連泊は5泊6日まで
■交　　通　施設は自然保護区域にあるため、一般車両の乗り

入れができません。赤沼車庫駐車場から千手ヶ浜
行き低公害バスをご利用ください（約30分）。

■申し込み　4月10日㈬～利用日の4日前に宿泊料・食事料金
を添えて総務企画課へ。

　10日、竹田一平さんをゲストに第
8回草加松原太鼓橋ロードレース大
会が行われました。市制60周年記念
の今年は2696人が参加。記念の缶バ
ッジが贈られました。　草加松原を川面から眺めて、季節ごとに変わ

る草加松原の新たな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。

3月かどまちごとでき

■日時　8月2日㈮
　　　　午後1時、3時30分開演
■会場　草加市文化会館
■料金　3000円（全席指定、ひざ上鑑

賞の2歳以下無料）。
□申 4月13日㈯午前10時から草加市文化
会館へ。☎931-93255936-4690

　舞台などで活躍するクラウンがパン
トマイムやハンドベルなどで、言葉が
なくても伝わる技を披露します。
■日時　6月9日㈰午後3時開演
■会場　草加市文化会館
■出演　YEN TOWN FOOLs、クラ

ウンYAMA、チムチムサー
ビス、ましゅ＆Kei

■料金　全席自由。一般2500円、18歳以下とシニア（65歳以上）
1500円（ひざ上鑑賞2歳以下無料）、親子ペア（子18歳以
下）3000円。当日500円増し（シニア、親子ペア取り扱い
なし）。

□申 4月13日㈯午前10時から草加市文化会館へ。☎931-93255936-4690

■日　時　5月18日㈯～19日㈰
■集　合　18日㈯午前7時30分草加駅集合
　　　　　（バスで移動　片道約4時間半）
■宿　泊　3つの村内宿泊施設から選択（下表）
■内　容　ふれあい水田での田植え体験、新緑散策等
　　　　　（変更することがあります）
■定　員　40人（部屋数、家族構成により前後する場合あり）
■対　象　市内在住・在学者（高校生以下は保護者同伴）
■参加費　下表のとおり。選択した宿の宿泊代、2日目昼食代、各

種体験料を含みます。

□申 4月22日㈪（必着）までに往復はがきに希望宿泊先、参加者全員
の住所・氏名・性別・年齢・電話番号を記入し、〒340-8550文化観
光課へ。1枚につき5人まで。申込多数の場合は、初回者優先、はが
き単位で抽選。結果は4月26日㈮以降に通知します。

年間を通じて
和舟を楽しみましょう

シアタークラウン
フェスティバル

問総務企画課☎922-26435928-1178

大自然の春を　　 感じてみてください！

問文化観光課☎922-24035922-3406

問文化観光課
　☎922-0151（代）
　5922-3406

ま
だ
お
父
さ
ん
の
ほ
う

が
早
い
か
な
？

5月3日㊗開所
大自然の真ん中に泊まろう！

姉妹都市「昭和村春の体験ツアー」
ぜひ

ゲストランナーの
竹田一平さん♥

小学生とは思えない大迫力！

完成度の高い仮装の部。
盛り上げてくれました～♪

のパペットと近距離でふれあえる恐竜
体験型パフォーマンスショー

～Erth's Dinosaur Zoo～

宿泊先

昭和温泉しらかば荘

民宿松屋

ペンション美女峠

1万2000円
9700円

1万1500円
9500円

1万1060円
9980円
4580円

中学生以上
小学生以下
中学生以上
小学生以下
中学生以上
幼児～小学生

乳・幼児（食事なし）

対象 料金

5月12日㈰
6月9日㈰
7月7日㈰
8月18日㈰
9月15日㈰
10月13日㈰

11月3日㈷

①午前9時30分
②午前10時30分

①午前10時
②午前11時
③正午
④午後1時
⑤午後2時

日にち 受付時間

午前9時15分～

午前9時30分～

出発時間

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4月5日号
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