
障がい者スポーツを楽しもう！

変幻自在なパスを出せるプレーヤーを目指して練習中！

やってみたいと思ったら！

車いすバスケの定期練習会に参加している

パラリンピック水泳競技

▲左からコロンビア共和国パラリンピック委員会のバルボー
サスポーツ部長、アヴィラ会長、浅井草加市長

森若 知輝さん（17歳）

　2020年の東京大会まで約1年4ヵ月。草加市体育協会ではパ
ラリンピック競技にもなっている車いすバスケットボール（以
下車いすバスケ）・ボッチャ・水泳の体験会やその他の障がい者
スポーツが楽しめる催しを行っています。大会開催を機に障が
い者スポーツに親しんでみませんか。今回は、車いすバスケの
活動を紹介します。
■車いすバスケ定期練習会（月1回）
　5月25日㈯午前9時～正午。会場は記念体育館。
　参加費200円。参加者多数の場合は障がいがある人が優先。
　　前日までに草加市体育協会（☎928-6361）へ。ω

▲定期練習会が始まった平成24年から参加している森若さん。小学生から社会人まで幅広い世代の仲間と
一緒に楽しく練習をしています。今は、本格的に車いすバスケに取り組もうと、高校に通いながら、パラリ
ンピック日本代表選手が多く所属し埼玉県をホームにしているチーム「埼玉ライオンズ」に所属し週2回練
習に参加。チームに貢献できる選手になれるよう練習や勉強を頑張っています！

　障がい者スポーツを楽
しめるイベントや体験会
の詳細は、草加市体育協
会へ問い合わせまたは同
協会ホームページ（QRコ
ード）をご覧ください。

　リオ・パラリンピックで7個のメダ
ルを獲得したコロンビア共和国代表選
手団が、今年7月と2020年8月の選手
村への入村前2週間、市民温水プール
で事前キャンプを行うことが決まりま
した。キャンプ時には、選手の学校訪
問や練習見学等の交流事業も予定して
います。みんなで応援しましょう！

　父に連れられて行った体験会が楽しかったことがきっかけで、8歳頃から車いすバスケを
はじめました。障がいのない人からすると車いすを操作しながらボールを操ることや、ゴール
が遠くひざのバネを使えないのでシュートが難しく感じると思いますが、その分うまくでき
るととても気持ちがいいです！車いすバスケだけでなく、障がい者スポーツは障がいのない
人でも楽しめるスポーツです。市内でもイベントや体験会などを行っていますのでぜひ参加
して楽しさや魅力を体験してみてください！

問草加市体育協会
　☎928-63615922-1513

問スポーツ振興課
　☎922-28615922-3172

コロンビア共和国代表選手団の事前キャンプ地に決定
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■3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0.10（市役所前）

　地域経済の活性化を図るため、以下の事業補助を行っています。
詳細は同実行委員会事務局で配布する各事業の実施要項（同実行委
員会ホームページからも入手可）で確認してください。
市内リフォーム補助事業
　リフォームの発注者に対して請負額の割引を行った場合に補助を
行います。応募多数の場合は抽選。
■限度額　請負額の20％（上限10万円）
■条　件　・実行委員会に申請し「認定事業者」の承認を得ること。
　　　　　・交付決定後に施工し、令和2年1月31日㈮までに工事が

完了すること。
市内事業所等設備投資支援事業
　設備等の新設や更新を行う市内事業者に補助を行います。
■限度額　設備等の取得価格の20％（上限100万円）
■条　件　新たな商品やサービスの開発、環境に配慮した設備投資

を行い、12月末までに設置が完了していること。

　4月7日、埼玉県議会議員一般選挙の投票が行われました。即日
開票の結果、南第1区（草加市　定数3）では、木下博信氏（無所属）、
がもう徳明氏（公明党）、とうまあゆこ氏（立憲民主党）の3氏が
選出されました。
　市内の当日有権者数は20万3143人で、投票率は34.58％。前回平
成27年県議選の37.94％よりも3.36ポイント下回りました。期日前
投票者数は1万5229人で、投票率は7.50％。投票日当日の投票率の
最も高い投票所は北谷町会
峯分会館で34.40％でした。
なお、県全体の投票率は、
35.52％。
　南第1区の開票結果は右
のとおり（敬称略・得票数
順）。

【理事級】総合政策部長（総合政策部副部長）多田智雄、総務部長
（総務部特命理事（兼）副部長）浅井公三郎、自治文化部長（健康
福祉部長）高橋知之、健康福祉部長（健康福祉部副部長）斉藤和見、
都市整備部長（都市整備部副部長）鈴木博幸、建設部長（建設部副
部長（兼）道路課長）石川直浩、市立病院副院長（兼）医療情報部長
（市立病院副院長（兼）医療情報室長）西岡良薫、市立病院事務部
長（子ども未来部副部長（兼）子育て支援課長）岡田浩春、議会事
務局長（監査委員事務局長）髙松光夫、監査委員事務局長（総務部
長）増渕俊一、教育総務部長（教育総務部副部長）青木裕
【退職者（理事級）】吉田孝弘（市長室長（兼）秘書課長）▽小谷
明（総合政策部長）▽曽合吉雄（自治文化部長）▽前田明（都市整
備部長）▽田中稔（建設部長）▽栗原勉（市立病院事務部長）▽小
林勝治（議会事務局長）▽今井規雄（教育総務部長）▽山田敏之
（子ども未来部理事（兼）副部長）

　「やさしさがあふれるまち　草加」の実現に向
け、市民の声を聴き、市民と共に考え、草加の未
来につながる仕事を積極的に行う意欲ある人材を
募集します（右表参照。新卒者等の事務・保育士
等の募集は9月を予定）。詳細は、市役所総合案
内、職員課、各サービスセンター等で配布する募
集要項で確認を（市ホームページでも入手可）。
■採用予定日　令和2年4月1日
■第1次試験日　6月23日㈰　■会場　獨協大学
■応 募 方 法　4月23日㈫～5月15日㈬（消印有

効）に簡易書留で郵送（窓口受
付は行いません）

　ふるさと納税制度は、応援したい自治体に寄付の形で税を納めら
れる制度です。市でも平成27年6月より全国から寄せられたふるさ
と納税に返礼品を贈呈し、市や市内製品のPRをしています。
　返礼品の提供を希望する事業者を募集します。事業者登録の要件
など詳細は問い合わせてください。

　選挙啓発標語の募集に130点の応募があり、審査の結果、次のと
おり入賞者が決まりました。入賞作品は、啓発事業に活用していき
ます。たくさんのご応募ありがとうございました。
■特選
「若者も　参加しないと　変わらない」　西町　小川千佳さん
■入選
「ともに生きる　明るい未来へ　この一票」　
　　　　　　　　　　　　　　　　　手代2丁目　大野節さん
「今度こそ　みんなで選ぼう　たしかな人を」　
　　　　　　　　　　　　　　　　　北谷2丁目　熊谷徹也さん
「この一票　次世代担う　子供のために」　
　　　　　　　　　　　　　　　　　北谷2丁目　熊谷ミツ子さん
「我が町を　思う心と　その一票」　高砂2丁目　宮坂優子さん

教養試験・専門試験・論文
教養試験・論文

教養試験・専門試験・論文

専門試験・論文

教養試験・専門試験・論文

専門試験・論文

専門試験・論文

教養試験・論文

昭和59年4月2日～
平成6年4月1日生まれ

平成6年4月2日以降
生まれ

昭和59年4月2日～
平成6年4月1日生まれ

昭和59年4月2日～
平成6年4月1日生まれ

昭和39年4月2日～
平成元年4月1日生まれ

昭和49年4月2日～
平成13年4月1日生まれ

平成6年4月2日以降
生まれ

事務（社会人
経験者等対象）

土木技師
（新卒者等対象）

土木技師（社会人
経験者等対象)

建築技師
（新卒者等対象）

建築技師（社会人
経験者等対象)

保育士（保育業務
等経験者対象）

事務
（障がい者対象）

1次試験科目受験資格等職　種 試験
区分
A
B

Ｃ

Ｄ

E

Ｆ

G

H

若干名

5人程度

若干名

若干名

5人程度

採用予定
人数

木下博信　　　1万9719票
がもう徳明　　1万7856票
とうまあゆこ　1万1543票
福田誠一　　　1万  972票
平野あつ子　　     9391票

当選

当選

当選

高等学校以上を卒業した人

大学以上を卒業または令和2年3月まで
に卒業見込みの人

高等学校以上を卒業した人

大学以上を卒業または令和2年3月まで
に卒業見込みの人

高等学校以上を卒業した人

試験申込時において保育士資格を有し、
かつ資格取得後、保育士または幼稚園
教諭（講師）としての職務経験を平成
31年4月1日現在で5年以上有する人

高等学校以上を卒業し、試験申込時に
おいて障害者手帳の交付を受け、次の
要件をすべて満たす人
⑴職務の遂行が可能である。
⑵活字印刷文による出題に対応できる。

平成31年4月1日付人事

リフォーム・設備投資を支援します

　（　）内は旧役職　退職者は3月31日付

問草加地域活性化事業実行委員会事務局（草加商工会議所内）
　☎928-81115928-8125

ふるさと納税返礼品
協力事業者募集
問産業振興課☎922-34775922-3406

選挙啓発標語優秀作品が決まりました
問選挙管理委員会☎922-24905927-7693

草加市新規採用職員を募集
令和2年4月採用

問職員課☎922-09835922-3098

問選挙管理委員会☎922-24905927-7693

埼玉県議会議員一般選挙
木下氏、がもう氏、とうま氏の３氏が当選
投票率　草加市は34.58％　
　　　　県平均は35.52％

木下博信 氏 がもう徳明 氏 とうまあゆこ 氏

② 草加人のための情報紙　広報「そうか」市政情報2019年4月20日号



○PM2.5（単位：マイクログラム／㎥）最大値26.7／最小値2.5（花栗中学校内）　○給食の放射性物質の検出なし

■中小企業の新製品・新技術開発費用
　製品の軽量化、耐久性の強化、新技術（業界内や異業種との共同
開発を含む）の開発に必要な経費の一部を補助。上限150万円。募
集は3件。審査会でのプレゼンテーション等審査の上、決定
■展示会出展費用
　建築・建材展、国際宝飾展、中国国際環境保護博覧会など国内・
国外を問わず、新・既製品の販路拡大のため各種展示会などへ出展
するときに必要な経費の一部を補助。上限50万円。募集は9件
■ISO・エコアクション21認証取得費用
　ISO9001や14001、エコアクション21の認証取得に必要な審査・
登録機関に支払う経費の一部を補助。ISOは上限30万円。エコアク
ション21は上限10万円（外部コンサルタント料を除く）。募集は
各1件
■産業財産権申請費用
　産業財産権（特許・実用新案・意匠・商標）の申請に必要な経費
の一部（弁理士費用、海外申請の際の現地代理人費用を含む）を補
助します。上限30万円。募集は4件

　市では、新庁舎建設に向けて市役所の本庁舎及び北別館の解体工
事を行います。
■解体工事期間　5月13日㈪～令和2年1月末
　　　　　　　（原則、土・日曜日、祝日は休工）
　工事期間中は、本庁舎の第1駐車場（障がい者等優先駐車場は除
く）と駐輪場の利用ができません。周辺の駐車場、仮設駐輪場を利
用してください。解体工事では仮囲いを設置し安全対策に努めます。
ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
■本庁舎の第2駐車場、仮設駐輪場案内図

■本庁舎周辺の駐車場（第2～5駐車場をご利用ください）

　市民の声を市政運営に反映するために
2年ごとに市民アンケートを行っていま
す。昨年9月に18歳以上の市民3500人
（無作為抽出）を対象に調査を行った結
果、有効回収数は1825件、回収率52.1％

でした。ご協力ありがとうございました。
　調査結果は、市役所情報コーナー、中央図書館、公民館・文化セ
ンターなどに配置する冊子、または市ホームページで閲覧できます。
＜主な回答結果＞
①暮らしやすさ・定住意向・愛着や誇り
　暮らしやすい、どちらかといえば暮らしやすい…61.4％
　ずっと住んでいたい、当分住んでいたい…75.9％
　草加に愛着や誇りを感じている……64.7％
②防災の取り組み
　家庭での家具や電化製品の固定について
　すべてしている、一部している…60.1％
　災害時用の食料備蓄について
　3日以上暮らせると思う…64.4％
③運動・スポーツ
　週1回以上運動・スポーツに取り組んでいる…40.0％
④医療
　一次医療機関の「かかりつけ医」がいる…64.4％
　市立病院が二次医療機関であることを知っている…61.6％
※二次医療機関…一次医療機関（かかりつけ医）から紹介を受け
た検査が必要な人、急を要する人、症状が重い人の診療や手術
等を行う医療機関

⑤市が目指すべき将来像
　1位　医療体制が整った安心して暮らせるまち
　2位　事故・犯罪対策の充実した安全なまち
　3位　防災意識の高い、災害に強いまち
⑥市政やまちづくりについての意見・要望（自由記入）
　道路の整備（幅員拡張・段差の解消）、公園の整備・増設、清掃、
企業・商店ショッピングモール等の誘致、バス路線の整備など…
1158件（674人）
　このまちをさらに良くしたいという思いにあふれた回答を多数い
ただきました。貴重なご意見をありがとうございました。

　現在の児童扶養手当・特別児童扶養手当の手当額は、毎年の消費
者物価指数の変動に応じて改定する物価スライド措置が取られてお
り、平成31年度はいずれも対前年比1.0%引き上げられます。手当
額は下表のとおり。8月の支給から新手当額になります。
■平成31年度の児童扶養手当額・特別児童扶養手当額（月額）

◆児童扶養手当証書、こども・ひとり親家庭等医療費受給者証
　改元後（5月1日以降）も、現在使用中の証書及び受給者証を使用
できます。
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市役所本庁舎の解体工事中の
駐車場・駐輪場案内
問駐車場・駐輪場・窓口…資産活用課☎922-17985924-3739
　　　　　　　解体工事…庁舎建設室☎922-10605922-1062

草加市のイメージ
1位は「文化・歴史がある」
問広聴相談課☎922-05665922-3173

ω5月20日㈪までに産業振興課へ。☎922-34775922-3406

意欲ある中小企業を支援します

市民アンケート調査結果

市内事業者対象の補助金制度

（参考）平成30年度  
4万2500円

4万2490円～1万30円
1万40円

1万30円～5020円
6020円

6010円～3010円
5万1700円
3万4430円

平成31年4月以降    
4万2910円

4万2900～1万120円
1万140円

1万130円～5070円
6080円

6070円～3040円
5万2200円
3万4770円

全部支給
一部支給
全部支給
一部支給
全部支給
一部支給
1級
2級

1人目

2人目

3人目以降
（1人につき）

児童
扶養手当

※変更後、最初の定期支払月は8月です。

特別児童
扶養手当

問子育て支援課　児童扶養手当☎922-14765922-3274
　　　　　　　　特別児童扶養手当☎922-14835922-3274

・児童扶養手当
・特別児童扶養手当 手当額が変わります

西棟入口

スーパー

自転車

自動車西
棟

本庁舎本庁舎

北別館北別館

仮設駐輪場仮設駐輪場

信
用
金
庫

第１
駐車場
第１
駐車場

障がい者等
優先駐車場
障がい者等
優先駐車場

駐輪場駐輪場

使用できません

工事範囲（仮囲い）
進入できません

第2
駐車場
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④ 2019年4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。

　同和問題を口実に企業・個人などに
高額な図書の購入強要や寄付金の強要
などの不法・不当な行為や要求をする
「えせ同和行為」は、新しい環境に不
慣れな人を狙い年度当初に多く発生し
ています。相手が激しい口調で不当な
要求をしてきても、断固として拒否し
てください。相談はさいたま地方法務
局人権擁護課（☎048-859-3507）で受
け付けています。ε人権共生課☎922- 
08255927-4955

　コミセンで実施している地域健康相
談で、血管年齢測定をしてみませんか。
指先を機械に当てるだけで簡単に測定
できます。直接会場へ。
■稲荷コミセン　5月の㊊・㊍（5/2・
6を除く）9時～12時

えせ同和行為は断固拒否しましょう

草加の地場産業　レザークラフト体験

■手作りパン講習会　5/10・17の㊎10
時～13時。全2回。定員12人。材料費
200円。エプロン・三角巾持参
■はつらつ元気体操教室　5/28～7/9
の㊋9時30分～10時30分。全7回。お
おむね65歳以上対象。定員30人。自宅
でできるストレッチ・筋力運動ほか。
室内靴持参
èいずれも4/22㊊9時から電話で同コ
ミセンへ。☎5928-2321

　5/11㊏8時50分柿木公民
館集合12時解散。小学生（保護者同伴
可）以上対象。定員30人。双眼鏡持参。
è環境課へ。メール（QRコード）も可。
☎922-15195922-1030

柳島コミセンの催し

田んぼに野鳥を見に行こう

甲種防火管理者資格取得講習会

原町コミセンまつり

　4/29㊗～5/6㊡のゴールデンウイー
ク期間に緊急で手話通訳者が必要とな
った場合、住所・氏名・ファクス番号
・依頼内容・時間・行き先・通訳との
待ち合わせ時間と場所を記入し、599
7-4119（夜間、㊏・㊐、㊗の緊急時の
依頼方法と同様）へファクスしてくだ
さい。消防局が受け付けを代行し、手
話通訳者を派遣します。なお、救急車
や消防車が必要な場合は、5119（消
防局）へ。è事前にわかっている場合
は4/26㊎までに草加市社会福祉協議会
へ。☎932-67705932-6781

消費者の日記念講演会
「どうなる　私たちの暮らし」

そうか市民大学前期講座
「まちの匠～作る・
皮革講座～」初級コース

　4/27㊏10時～16時。会場は伝統産業
展示室「ぱりっせ」。革の動物アクセ
サリーやネームプレートづくりなどの
レザークラフト体験を行います。1回
500円。εぱりっせ☎5931-1970

地域包括支援センター（包）

生涯学習体験講座

■介護者のつどい　5/8㊌13時～14時
30分。会場はであいの森。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。ε川柳・
新田東部（包）☎932-70075931-0993

è生涯学習課へ。☎922-28195922-3 
498
■母の日にソープアレンジバスケット
　5/10㊎10時～12時。会場は新里文化
センター。定員8人。材料費500円。あ
ればピンセット持参
■終活体験セミナー　5/22㊌・29㊌10
時～12時。全2回。会場は中央公民館。
定員30人。資料代300円
■自分で考える子に育つ親業のコトバ
かけ　5/23㊍10時～12時。会場は草加
市文化会館。定員20人
■低音金管楽器「チューバ」で楽しむ
ポピュラー音楽　5/27㊊14時～15時30
分。会場は中央公民館。定員30人。資
料代1000円。è5/7㊋まで
■子どもへのはじめてのおこづかいを
考える講座　5/30㊍13時～14時30分。
会場は谷塚文化センター。定員30人
■イングリッシュハンドベル体験　
6/3～24（17を除く）の㊊13時～15時
30分。全3回。会場は中央公民館。定
員15人
■家でも椅子に座って出来る軽体操　
6/4㊋・11㊋10時～12時。全2回。会場
は草加市文化会館。定員15人

稲荷コミセンまつり

血管年齢測定 あなたの血管は何歳？

　4/29㊗9時30分～15時。会場は稲荷
コミセン。内容は利用者団体等による
演芸披露・手芸等手作り作品の展示・
各種模擬店等。ε同コミセン☎5931-
5333

ゴールデンウイーク中の
緊急時の手話通訳者依頼方法

アナリストの森永卓
郎氏。定員240人。
è4/22㊊からくらし
安全課へ。氏名、住
所、電話番号を明記
しファクスでも可。
☎941-61115941-61
57

　6/15㊏14時～15
時30分、29㊏・
7/6㊏13時15分～
16時30分。全3回。
会場は草加市文化
会館。　5/18㊏10時～11時30分。会場は勤労

福祉会館。講師は獨協大学教授で経済 　1回目：草加の皮革産業の歴史や多
種多様な革素材の解説。2・3回目：ひ
もの長さを調節できる本革のポシェッ
ト作り。同講座未受講者対象。定員15
人。受講料8500円（材料費込み）。è生
涯学習課へ。ファクス・メール（QR
コード）も可。☎922-28195922-3498

　収容人員が30人以上の店舗等と収容
人員が50人以上の共同住宅・工場等で
は、この資格取得者を置くことが消防
法で定められています。6/13㊍・14㊎
9時20分～16時50分。会場は草加市文
化会館。全2回。定員100人。受講料75 
00円。è消防局予防課で配布する申込
書に顔写真（縦3cm×横2.4cm）1枚と
「振替払込請求書兼受領書」を添付し、
5/8㊌にファクス（503-3591-7130）
で日本防火・防災協会へ。申込書は同
協会ホームページからも入手可。ε消
防局予防課☎996-06605997-1300

　5/12㊐10時～16時。会場は原町コミ
セン。内容は利用者団体等による舞台
発表・作品展示・各種模擬店・子ども
遊びほか。ε同コミセン☎5941-5353

■柳島コミセン　5月の㊌・㊎（5/1・
3・15を除く）9時～12時
ε保健センター☎922-02005922-1516

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

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

4/23㊋は「子ども読書の日」　毎日の読書習慣“スタート”してみませんか

野点　
■日時　5/5㊗10時～
　　　（無くなり次第終了）
■会場　同館中庭（雨天時は館内）
　美味しい抹茶とお菓子を味わいな
がら端午の節句を楽しみませんか。

野点

「端午の節句展」
企画展

　出演は二人の師匠譲
りの艶っぽさと滑稽さ
をあわせもつ柳家小満
ん、江戸前の技を継承
する春風亭一朝、橘家
圓太郎ほか。
■日時　5/27㊊18時30分開演
■会場　中央公民館
■料金　前売り2800円、当日3300円

草加落語会
è草加市文化会館ほか
　プレイガイドへ。
　☎931-93255936-4690

ε歴史民俗資料館
　☎922-04025922-1117
　収蔵品の五月人形や、市民が制作
した「ミニ鎧兜」等を展示するほか、
屋上からは「鯉のぼり」をつるしま
す。
■日時　4/23㊋～5/19㊐
■会場　歴史民俗資料館
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なぞときクイズラリーウオーク
in SOKA

定員のあるものは4/22㊊
10時から各館へ申し込みを

定員のあるものは4/22㊊
8時30分から各館へ申し込みを

　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
5/13㊊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　5/20㊊16時～17時…
将棋、5/21㊋17時～18時…スポーツウ
ェルネス吹矢、5/13㊊・27㊊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

▼すくすくクラブ　5/9㊍10時～11時
30分　子育て相談ほか　乳幼児と保護
者対象
▼フラダンスサロンステージ　5/15㊌
11時30分～　出演はメカマハロ
▼のびのび広場　5/17㊎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
▼おもちゃの病院　5/24㊎10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼親子でエクササイズ　5/27～7/8
（6/3を除く）の㊊10時30分～11時30
分　全6回　2歳～未就園児と保護者対
象　定員15組　室内靴持参
▼春の親子運動会　6/4㊋9時40分～10
時50分　未就園児と保護者対象　定員
10組　参加費300円
▼外国人のための日本語教室指導法講
座　6/5～26の㊌19時～21時　全4回　

　市内で音楽活動を行う団体に演奏の
場を提供します。開催は6～8月・令和
2年1～3月（他の日程希望は応相談）。
会場は草加市文化会館ほか。è草加市
文化会館で配布する申込用紙に記入し
同館へ。☎931-93255936-4690

驚きの町づくりから再発見！江戸東京
の名所見所講演会　5/26㊐13時30分開
演　定員70人　è4/21㊐9時から2階事
務室で整理券配布

　5/16～8/8の㊍9時30分～10時30分
（隔週開催）。全7回。会場は瀬崎コミ
セン。おおむね65歳以上対象。定員30
人。筋力運動・ストレッチ・体組成計測
ほか。室内靴持参。è4/21㊐9時から
電話で同コミセンへ。☎5924-5300

音楽の森ミニコンサート
出演団体募集

▼おはなしの時間　4/24㊌10時30分～
11時　読みきかせ・手遊びほか　乳幼
児と保護者対象
▼親子で元気ルーム　5/9㊍10時～11
時30分　季節のおもちゃ作り・読み聞
かせほか　乳幼児と保護者対象
▼おもちゃの病院　5/13㊊10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼SKT24親子体操　5/14～7/23の第2
・4㊋9時40分～10時40分　全6回　リ
ズム体操ほか　未就学児と保護者対象
　定員20組　参加費1000円　平ゴム
1.5m・室内靴持参

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（4/21～5/20）

4/24㊌、5/8㊌

4/25㊍、5/9㊍
4/26㊎、5/10㊎
5/15㊌
5/16㊍
5/17㊎

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

保護者対象　定員15組
▼パパサロン「手形カード」　5/12㊐
11時～12時　0～2歳児と保護者対象　
定員15組
▼ママのためのリラックスヨガ　5/16
㊍15時～15時40分　0～2歳児と保護者
対象　定員15組
▼ワークわくランチ　5/19㊐10時30分
～13時　パスタとゼリー作り　小学生
以上対象　定員10人

▼おもちゃ病院　4/25㊍10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
▼マンカラ大会　4/25㊍16時～　小学
生対象
▼ふれあい囲碁・将棋教室　4/27㊏、
5/11㊏14時～　幼児（保護者同伴）～
高年者対象
▼みんなで手形を残そう　5/5㊗10時
30分～　幼児（保護者同伴）～高年者
対象
▼母の日プレゼント作り　5/9㊍・10
㊎15時～　革とプラバンのキーホルダ
ー　小学生対象
▼オセロ大会　5/16㊍16時～　小学生
対象

▼読み聞かせ「バンビ」　4/22～5/20
（5/6を除く）の㊊11時～　乳幼児と
保護者対象
▼ABCで遊ぼう　4/22㊊15時30分～
16時30分　小学生対象
▼こぶたのしっぽ　5/8㊌11時～　パ
ネルシアター　乳幼児と保護者対象
▼オセロ大会　5/10㊎　マンカラ大会
　5/17㊎　いずれも16時～　小学生対
象　参加賞・優勝賞品あり
▼ふれあいグラウンド・ゴルフ　5/11
㊏10時30分中央防災広場集合（雨天中

▼こころを結ぶ光のひろば　5/7㊋10
時～12時　点字体験ほか
▼利用者懇談会　5/11㊏10時～　主催
事業・利用方法等の説明ほか　利用団
体対象
▼大好きな人にプレゼント　5/11㊏12
時30分～　フラワーアレンジメント　
小学生対象　定員15人　参加費1000円
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
5/15㊌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
▼SKT24地域はつらつ元気健康体操
教室　5/16～7/11（5/23、6/27を除
く）の㊍13時15分～14時15分　全7回
　ストレッチ・筋力トレーニングほか
　65歳以上対象　定員30人
▼にじいろタイム　5/17㊎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」
　5/17㊎13時30分～　胎教と友だちづ
くり　初妊婦対象
▼華道講座　5/17・31、6/7の㊎18時
～20時　全3回　定員7人　参加費6000
円（花代含む）
▼ねずみの森混声合唱団　ブリリアン
ト・コンサート　6/2㊐14時開演　会
場は草加市文化会館　「アヴェヴェル
ムコルプス」「大地讃頌」ほか　定員
1200人（当日先着順）

止）　小学生～高年者対象
▼おもちゃ病院　5/18㊏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

▼読み聞かせ「たんぽぽ」　5/9㊍・
16㊍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
▼飛ばせ飛ばせweek　5/13㊊～24㊎
（㊋を除く）15時～　㊊・㊎は中央図
書館　㊌・㊍はコンフォール松原19号
棟　ブーメラン作成　小学生対象
▼おもちゃ病院　5/17㊎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
▼初めてのお誕生会　5/28㊋13時～　
会場はコンフォール松原19号棟　平成
30年5月生まれ対象　定員12人　è5/7
㊋13時から電話で同館へ

▼おもちゃ病院　4/25㊍13時30分～15
時　おもちゃの無料修理　部品代実費
　1人2点まで
▼マンカラで遊ぼう　5/4㊗14時～　
小学生対象　定員10人
▼将棋大会　5/6㊡13時20分～16時　
小学生対象　定員12人
▼親子で作ろう　5/10㊎・24㊎14時45
分～　切り絵でコースター作り　幼児
と保護者対象　定員各10組
▼母の日制作　5/11㊏14時～　折り紙
で花作り　小学生対象　定員6人
▼ママのためのリフレッシュヨガ　5/
18㊏10時15分～　定員20人
▼パパも一緒のティータイム　5/18㊏
10時30分～　情報交換と手形カード作
り　3か月～1歳の乳幼児と保護者対象
　定員6組　参加費100円　è参加費
を添えて同館へ
▼ともだち文庫の「おはなしポケッ
ト」　5/20㊊11時～　読み聞かせとわ
らべ唄　乳幼児と保護者対象

▼GWスペシャル　スポーツ　4/27㊏
13時30分～、15時～　ユニホック（室
内ホッケー）　小学生以上対象　室内
履き持参　手芸　4/28㊐13時30分～16
時　布で母の日花作り　幼児（保護者
同伴）以上対象　FMひかわ　4/29㊗
・30㊡13時30分～15時30分　GWをテ
ーマにラジオ制作・放送　小学生以上
対象　おにぎりタイム　5/1㊗11時30
分～　おにぎり作り　幼児（保護者同
伴）以上対象　定員20人　栽培　5/2
㊡14時～　プチトマトの植え付け　幼
児（保護者同伴）以上対象
▼子ども歳時記　5/3㊗～5㊗13時30分
～16時　板で鯉のぼり作り　幼児（保
護者同伴）以上対象
▼なんでもフードラボ　5/6㊡14時～
15時　駄菓子でスープ作り　小学生以
上対象　定員12人
▼なかよしランチ　5/8㊌11時30分～
13時　ふりかけおにぎり作り　幼児と

▼文学講座「平家物語」　6/28、7/5
・19、8/9・30、9/6・13の㊎14時～16
時　全7回　講師は作家の松本孝氏　
成人対象　定員80人

▼すくすくクラブ　4/23㊋10時～12時
　リズム体操・読み聞かせほか　乳幼
児と保護者対象
▼ロビーギターコンサート　5/14㊋13
時30分～14時30分　昭和歌謡曲
▼少年少女発明教室　5/18～令和2年
3/21の第3㊏9時30分～11時30分　全9
回　小学4年生～中学生対象　定員15
人　材料費1800円　定規・はさみ・持
ち帰り袋持参
▼高年者学級コスモス受講者募集　
6/19～令和2年3/18（除外日あり）の
第3㊌10時～12時　全10回　講義・課
外活動ほか　1年間受講可能な60歳以
上対象　定員70人　è4/30㊡（消印有
効）までに往復はがき（往信面…住所
・氏名・生年月日・電話番号、返信面
…住所・氏名）に記入し、〒340-0025
谷塚仲町440同センターへ　結果は5月
中通知予定

▼ママといっしょにおはなし会　4/22
㊊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　5/6㊡10時～12時

5☎946-3000 5944-3800

5922-3274

5925-0152

■折り紙を楽しもう　5/22㊌10時～12
時。定員20人。材料費100円。のり・
はさみ持参
■苔の緑を楽しもう～ミニチュアガー
デン作り～　5/29㊌13時～15時。定員
15人。材料費500円。エプロン・薄手
のゴム手袋・ピンセット、雑巾持参。
　いずれも60歳以上対象。è4/22㊊10
時から電話でであいの森へ。☎936-27 
915936-2792

　5/12㊐9時まつばら綾瀬川公園集合、
12時解散。ウオーキングしながら健康
づくりを題材としたクイズに答えるラ
リー。小学生と保護者対象。定員50組
（1組4人まで）。è4/22㊊9時から電
話で草加市体育協会へ。☎928-63615
922-1513

㊊

■「4/23㊋～5/12㊐のこどもの読書
週間」子ども読書の日記念　絵本の読
み聞かせと紙芝居の会　4/24㊌15時～
15時30分（3歳以下対象）・15時30分
～16時（3歳以上対象）、4/26㊎11時
～11時30分と4/27㊏・28㊐14時30分
～15時（幼児以上対象）
■木曜シアター　4/25㊍14時～15時　
日本でいちばん美しい町並4　甲信越
　成人対象　定員90人（当日先着順）
■小学生のための読み聞かせ　4/28㊐
13時30分～14時
■文芸講演会「高木卓と豊田三郎の世
界」　5/11㊏14時～16時　講師は文芸
評論家の染谷洌氏　定員50人
■ビデオ上映会　5/12㊐14時～16時10
分　「ユタと不思議な仲間たち」　成
人対象　定員90人（当日先着順）
■おはなし会　5/18㊏11時30分～12時
「むかでのおつかい」「赤ずきん」ほ
か　幼児（保護者同伴）～小学生対象
■～2020東京オリンピック1年前～

であいの森講座

はつらつ元気体操教室

高年者向け

子ども・親子向け

柿木公民館 ☎931-3117

新栄児童センター ☎942-9876

わくわくタウン松原 ☎941-2905

氷川児童センター ☎928-2341

住吉児童館 ☎928-5736

☎925-1856谷塚児童センター

（4/24長栄小休み）

近隣に住む外国人との交流・日本での
暮らし方を指導する方法を学ぶ　成人
対象　定員5人
▼昭和キネマ上映会　6/7㊎17時30分
～　「眠狂四郎殺法帖」　

▼利用懇談会　4/22㊊10時～11時30分、
18時30分～20時　主催事業・利用方法
等の説明ほか　利用団体・個人対象
▼ロビー　日本郵趣協会による切手展
　4/25㊍～5/7㊋　
▼おはなしの広場　5/10㊎・24㊎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
▼プールのヤゴ救出大作戦　5/11㊏9
時30分～11時30分　幼児・小学校低学
年は保護者同伴　定員30人　濡れても
良い服装で　あれば小型水槽持参
▼おもちゃ病院　5/17㊎10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
▼SKT24地域はつらつ元気体操教室
　5/22～7/10（6/19を除く）の㊌13時
30分～14時30分　全7回　ストレッチ
・リズム体操ほか　65歳以上対象　定
員30人　室内靴持参
▼粋生き教室　6月～令和2年2月の月1
回（8月を除く）10時～12時　全8回　
座学・手工芸・料理ほか　おおむね60
歳以上対象　定員30人　年会費3500円
è年会費を添えて同館へ

èスポーツ教室　4/30㊡（必着）、キッズクラブ　5/1㊗～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（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。はがきの場合は別途手数料300円。応募多数の場合は抽選。☎
928-63615922-1513。

スポーツ教室・キッズクラブ

市民
温水
プール

記念
体育館
草加中

教室名（コース名）
ステップアップ水泳

ビギナーズ水泳

初心者弓道

基礎柔道

（1・2年A）

（1・2年B）

（3・4年）

9時～10時30分

14時～15時

15時～16時

16時～17時

9時～10時20分

10時～12時

15時～17時

18歳以上

小学1・2年生

小学1・2年生

小学3・4年生

18歳以上

18歳以上

年少以上

7

各6

6

8

4

3500円

各3000円

3000円

4000円

2000円

30人

各35人

15人

15人

20人

6/7～7/26

6/8～7/13

6/12～7/17
6/1～7/27

6/2～23

実施日 曜日 時間 回数 対象 定員 参加費会場
㊎

㊏

㊌

㊏

㊐

■スポーツ教室

会場

記念体育館

市民体育館
15時～16時

6/11～令和2年3/10
6/7～令和2年3/13
6/12～令和2年3/11
6/20～令和2年3/19

火曜　年少
金曜　年少
水曜　年少
木曜　年少

実施日教室名（コース名） 曜日 時間 対象 定員 参加費

1万6000円

27人
36人
36人
36人

㊋
㊎
㊌
㊍

年少

■キッズクラブ

（6/21）

（6/15）

ジュニア初心者水泳

ジュニア初心者水泳

ジュニア初心者水泳
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　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
5/13㊊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　5/20㊊16時～17時…
将棋、5/21㊋17時～18時…スポーツウ
ェルネス吹矢、5/13㊊・27㊊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

▼すくすくクラブ　5/9㊍10時～11時
30分　子育て相談ほか　乳幼児と保護
者対象
▼フラダンスサロンステージ　5/15㊌
11時30分～　出演はメカマハロ
▼のびのび広場　5/17㊎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
▼おもちゃの病院　5/24㊎10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼親子でエクササイズ　5/27～7/8
（6/3を除く）の㊊10時30分～11時30
分　全6回　2歳～未就園児と保護者対
象　定員15組　室内靴持参
▼春の親子運動会　6/4㊋9時40分～10
時50分　未就園児と保護者対象　定員
10組　参加費300円
▼外国人のための日本語教室指導法講
座　6/5～26の㊌19時～21時　全4回　

▼おはなしの時間　4/24㊌10時30分～
11時　読みきかせ・手遊びほか　乳幼
児と保護者対象
▼親子で元気ルーム　5/9㊍10時～11
時30分　季節のおもちゃ作り・読み聞
かせほか　乳幼児と保護者対象
▼おもちゃの病院　5/13㊊10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼SKT24親子体操　5/14～7/23の第2
・4㊋9時40分～10時40分　全6回　リ
ズム体操ほか　未就学児と保護者対象
　定員20組　参加費1000円　平ゴム
1.5m・室内靴持参

▼こころを結ぶ光のひろば　5/7㊋10
時～12時　点字体験ほか
▼利用者懇談会　5/11㊏10時～　主催
事業・利用方法等の説明ほか　利用団
体対象
▼大好きな人にプレゼント　5/11㊏12
時30分～　フラワーアレンジメント　
小学生対象　定員15人　参加費1000円
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
5/15㊌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
▼SKT24地域はつらつ元気健康体操
教室　5/16～7/11（5/23、6/27を除
く）の㊍13時15分～14時15分　全7回
　ストレッチ・筋力トレーニングほか
　65歳以上対象　定員30人
▼にじいろタイム　5/17㊎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」
　5/17㊎13時30分～　胎教と友だちづ
くり　初妊婦対象
▼華道講座　5/17・31、6/7の㊎18時
～20時　全3回　定員7人　参加費6000
円（花代含む）
▼ねずみの森混声合唱団　ブリリアン
ト・コンサート　6/2㊐14時開演　会
場は草加市文化会館　「アヴェヴェル
ムコルプス」「大地讃頌」ほか　定員
1200人（当日先着順）

▼文学講座「平家物語」　6/28、7/5
・19、8/9・30、9/6・13の㊎14時～16
時　全7回　講師は作家の松本孝氏　
成人対象　定員80人

▼すくすくクラブ　4/23㊋10時～12時
　リズム体操・読み聞かせほか　乳幼
児と保護者対象
▼ロビーギターコンサート　5/14㊋13
時30分～14時30分　昭和歌謡曲
▼少年少女発明教室　5/18～令和2年
3/21の第3㊏9時30分～11時30分　全9
回　小学4年生～中学生対象　定員15
人　材料費1800円　定規・はさみ・持
ち帰り袋持参
▼高年者学級コスモス受講者募集　
6/19～令和2年3/18（除外日あり）の
第3㊌10時～12時　全10回　講義・課
外活動ほか　1年間受講可能な60歳以
上対象　定員70人　è4/30㊡（消印有
効）までに往復はがき（往信面…住所
・氏名・生年月日・電話番号、返信面
…住所・氏名）に記入し、〒340-0025
谷塚仲町440同センターへ　結果は5月
中通知予定

▼ママといっしょにおはなし会　4/22
㊊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　5/6㊡10時～12時

中央公民館 ☎922-5344

谷塚文化センター ☎928-6271

新里文化センター ☎927-3362

川柳文化センター ☎936-4088

新田西文化センター ☎942-0778

近隣に住む外国人との交流・日本での
暮らし方を指導する方法を学ぶ　成人
対象　定員5人
▼昭和キネマ上映会　6/7㊎17時30分
～　「眠狂四郎殺法帖」　

▼利用懇談会　4/22㊊10時～11時30分、
18時30分～20時　主催事業・利用方法
等の説明ほか　利用団体・個人対象
▼ロビー　日本郵趣協会による切手展
　4/25㊍～5/7㊋　
▼おはなしの広場　5/10㊎・24㊎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
▼プールのヤゴ救出大作戦　5/11㊏9
時30分～11時30分　幼児・小学校低学
年は保護者同伴　定員30人　濡れても
良い服装で　あれば小型水槽持参
▼おもちゃ病院　5/17㊎10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
▼SKT24地域はつらつ元気体操教室
　5/22～7/10（6/19を除く）の㊌13時
30分～14時30分　全7回　ストレッチ
・リズム体操ほか　65歳以上対象　定
員30人　室内靴持参
▼粋生き教室　6月～令和2年2月の月1
回（8月を除く）10時～12時　全8回　
座学・手工芸・料理ほか　おおむね60
歳以上対象　定員30人　年会費3500円
è年会費を添えて同館へ

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）。

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）歯科…9時～12時

月  日 診療科 当番医名 住　所 電話番号

☎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

※夜間に急変した0～15歳を応急診療します。 ■場所　草加2-21-1　
市立病院心臓・
脳血管センター1階 ☎♯7119

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
埼玉県救急電話相談

※ダイヤル回線・IP電話は☎048-824-4199

（365日24時間対応）

月  日 診療科 当番医名 住　所 電話番号

5/2
㊡

5/3
㊗

5/4
㊗

5/5
㊗

5/6
㊡

4/21
㊐

4/28
㊐

4/29
㊗

4/30
㊡

5/1
㊗

草加パートナーズ内科・糖尿病クリニック

豊田クリニック

ハーモネスタワークリニック

メディカルトピア草加病院

臼田診療所

高山整形外科

谷塚藤波歯科医院

クマガイこどもクリニック

二宮病院

あきば歯科医院

たかぎ医院

正務医院

愛里歯科

ラウレア歯科クリニック

さかの医院

かがわ医院

あき歯科医院

村山歯科医院

栄町2-11-9

柿木町1127-1

松原1-1-6 3F

谷塚1-11-18

松原2-4-21-101

新善町413-2

谷塚1-5-11

氷川町2105-6

新栄2-22-23

住吉1-11-1 1F

吉町3-2-47

青柳5-12-13

草加4-5-1 1F

中央2-2-17-2

西町195-2

草加3-8-21

松原1-7-22 2F

両新田西町155-6

☎933-0015

☎930-3636

☎942-7111

☎928-3111

☎942-5300

☎943-6200

☎929-0034

☎922-8683

☎941-2223

☎924-4182

☎922-3731

☎936-7422

☎950-8787

☎951-3210

☎921-2011

☎942-6062

☎942-6480

☎922-7020

内科

外科

内科

外科

内科

外科

歯科

内科

外科

歯科

内科

外科

歯科

歯科

内科

外科

歯科

歯科

西倉小児科医院

木原整形外科医院

藤村歯科医院

香取歯科クリニック

あさこ小児科内科

かとうファミリークリニック

ながつか歯科医院

サイトーデンタルクリニック

大里内科医院

埼友草加病院

益子歯科クリニック

タケノコ歯科・矯正歯科クリニック

内藤クリニック

草加松原整形外科医院

なおと歯科クリニック

梅田歯科

旭町4-9-2

住吉1-5-6

中央1-6-20

旭町6-15-26-101

高砂2-2-31

青柳4-26-16

氷川町2149-2 1F

青柳8-52-17

氷川町178-2

松原1-7-22

吉町2-7-40

青柳7-20-10

住吉1-2-28

松江2-3-26

瀬崎7-4-29

金明町753-7

☎941-7250

☎922-5103

☎924-2282

☎942-6247

☎922-2517

☎933-0333

☎922-0950

☎935-8241

☎925-3118

☎944-6111

☎922-2673

☎932-4411

☎922-6011

☎935-4838

☎922-4181

☎943-1200

内科

外科

歯科

歯科

内科

外科

歯科

歯科

内科

外科

歯科

歯科

内科

外科

歯科

歯科



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

休日等
上水道工事店

三栄工業

㈱今泉水道

竹内セントラル㈱

㈲駒崎設備

㈲東洋開発

苗塚町55-4

谷塚上町483-3

苗塚町438-16

氷川町818-3

両新田西町246

☎925-7384

☎927-1010

☎928-5525

☎924-4136

☎928-5520

4/21㊐

28㊐

29㊗

30㊡

5/1㊗

㈲イワセポンプ店

㈲平和電気商会

㈲井戸浅水道工事店

㈲やまと水道

東京管工機材㈱

手代3-11-8

住吉1-12-5

八幡町802

氷川町429-4

住吉1-14-20

☎922-2429

☎924-3071

☎931-3330

☎927-8519

☎927-0041

5/2㊡

3㊗

4㊗

5㊗

6㊡

4/21㊐～5/20㊊（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

働く

その他

女性の生き方

福祉・介護

弁護士による法律相談
（裁判・離婚・相続・多重債務など） ä㊋、㊌、4/26㊎13時20分～16時20分
女性の法律相談（裁判・離婚など） ä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） 5/9 ・第3金9時～12時ä5/9㊍・第3金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） ä第4㊍9時～12時
くらしの法律総合相談（裁判・離婚・
相続・税・労働・年金・住宅など）

ä第3㊍13時30分～15時30分
…高砂コミセン

行政相談（国の仕事に関する意見・要望）第2㊎13時30分～16時

女性の生き方なんでも相談 ○内
ä㊍・5/11㊏11時～16時…草加市文化会館
☎931-9325○内 50（さわやかサロン）

ボランティア相談
（電話・来所） 5

㊊～㊎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

㊊…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）
ä㊊・㊌・㊎10時～16時…勤労福祉会館☎048-78
0-2034（セカンドキャリアセンター）

㊊～㊎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）

ä第2㊌19時～21時…勤労青少年ホーム☎928-5550

5
ä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）

㊊
4/24㊌13時～16時…八幡コミセン☎922-0825（人
権共生課）／㊊9時～16時…さいたま地方法務局
越谷支局☎966-1321

㊎㊊～㊎（第3㊌を除く）8時30分～17時（ä他日時
は希望日1週間前まで）…市民活動センター☎920-
3580

5
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）

㊊～㊏9時～16時30分…保育ステーション☎920-
1120

5㊎10時～15時…草加市社会福祉協議会☎932-67895932-
6779

5第3㊌10時～12時…市民相談室☎922-14365922-1153
（障がい福祉課）

5
5

5 5
5 5

5
5

㊊～㊏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☎932-67755932-6779▽安行☎921-21215
928-8989▽川柳・新田東部☎932-70075931-0993▽新
田☎946-05205946-0523

ふれあい福祉相談　
一般相談（電話・来所）
身体障がい者援護相談
（電話・来庁）

地域包括支援センター
（高年者のこと全般）

子育て
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

総合相談センター
（電話・来所）

子育て支援コーディネーターが担当　10時～12時　
4/22 、5/13 …住吉児童館 928-5736
5/16 …新栄児童センター 942-9876
4/25 、5/9 …谷塚児童センター 925-1856
5/15 …氷川児童センター 928-2341

子育て支援コーディネーターが担当　10時～12時　
4/22㊊、5/13㊊…住吉児童館☎928-5736
5/16㊍…新栄児童センター☎942-9876
4/25㊍、5/9㊍…谷塚児童センター☎925-1856
5/15㊌…氷川児童センター☎928-2341

すこやか相談会
（子育て相談・情報提供）

育児電話相談（0歳～就学前
の子どもの育児全般）

保育ステーション育児相談
（電話・来所）

内職相談

消費生活相談（電話）

青少年のカウンセリング
（仕事・恋愛・人間関係等）

人権相談

市民活動相談（団体の会則
作成補助・助成金の活用等）

市民税務・経営相談
（前日12時までにä・来所）

配偶者等からの暴力相談

就職相談

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☎922-05665922-3173 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

ä

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。
■レイナーフラ（フラダンス）　月3
回㊋11時～12時　勤労青少年ホームで
　月額3500円　ε綿引☎919-8265
■新田西健康体操の会　㊊13時～15時
　新田西文化センターで　軽い運動と
リズムに合わせた動き　入会金1000円
　月額2000円　ε吉原☎941-8724
■ユニカール氷川　第1㊏9時～11時　
氷川コミセンで　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・体験大歓迎　入会金1000円
　1回100円　ε小平☎090-8947-4645
■ジャスト・フィット（ストレッチ体
操）　㊏15時30分～16時30分　川柳
文化センターで　体験可　女性対象　
入会金1000円　月額1700円　ε三輪☎
090-4967-9998

■草加健康体操の会　月4回㊍9時30分
～11時　瀬崎コミセンで　体にあった
体力作りをしませんか　見学可　月額
2000円　ε篠原☎922-9719
■白ゆり会（着付け）　月2回㊐10時
30分～12時　谷塚文化センターで　家
に眠っている着物を利用して習ってみ
ませんか　月額3000円　ε長谷川☎09
0-3475-8567
■エンジョイパソコンクラブ　第1・3
㊍13時～15時　中央公民館で　ワード
・エクセル体験学習　初心者対象　ノ
ートパソコン持参　月額2000円　ε澤
田☎090-3233-8315
■正宗太極拳サークル　月3回㊎9時～
11時　新田ミニコミセンで　気功の後
太極拳の練習を皆で楽しくやっていま
す　無料体験あり　入会金1000円　月
額2500円　ε千葉☎924-1063
■草加スクエアダンスクラブ　㊌19時
～21時　中央公民館で　カントリーウ

エスタンの音楽にのって踊りながら歩
くダンス　頭と体の健康に　入会金10
00円　月額1500円　ε渋谷☎924-6494
■新田平成塾たんぽぽ（合唱）　第1
・3㊌10時～12時　新田小で　合唱を
皆で楽しみましょう　入会金1000円　
月額500円　ε坂本☎080-3128-7173
■健康卓球の会　㊐13時～15時　記念
体育館で　初心者歓迎　50～85歳対象
　年額6000円　ε須賀☎080-2332-44
59
■なのはな谷塚（女声合唱団）　㊎10
時～12時　谷塚文化センターで　講師
指導のもと市民音楽祭、ボランティア
の活動など　入会金1000円　月額3000
円　ε石井☎080-3000-7298
■ユニカール稲荷　第2・4㊎13時～15
時　稲荷コミセンで　カーリングを参
考にした室内スポーツ　高年者にも人
気　見学大歓迎　入会金1000円　1回
100円　ε永瀬☎080-1201-3096

■
　そう　じゅ　

爽樹俳句会・松原句会（俳句）　第
4㊌13時～17時　アコス6階会議室で　
無料体験可　初心者歓迎　初回教材費
1000円　月額1000円　ε伊藤☎090-51
95-1505
■

　う　 た　  や　

雅楽谷（俳句）　第3㊎13時30分～
16時30分　アコス6階会議室で　初心
者歓迎　月額1000円　ε宮本☎090-18
84-7280
■彩の会（囲碁）　㊏または㊐13時～
17時　勤労青少年ホームで　初級者に
は楽しく指導もします　高年者・女性
歓迎　月額300円　ε生田☎943-4475
■若木（生田流琴）　第1～3㊋13時～
15時　勤労青少年ホームで　初心者歓
迎　楽器をお持ちでない人もどうぞ　
月額3000円　ε島根☎922-3641
■山蔭会（新舞踊）　㊏14時～　谷塚
ミニコミセンで　初心者歓迎　皆で楽
しく心豊かに　入会金2000円　月額
3500円　ε広木☎922-2694

■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
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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



　24日、カーソンプラザで草加市制60周年
記念アニメ「きみの待つ未来（ばしょ）
へ」の主題歌「心が帰る場所」を提供した
奥華子さんのミニライブが行われ、主題歌
のほか即興曲など7曲を披露しました。約
300人の観衆が心温まる優しい歌声に魅了
されました。奥さんは「主題歌は、きれい
な松並木やまちの景色を伝えたいと思い作

詞作曲をしました。草加市で歌う
夢が叶って嬉しい。自分の中でも
お気に入りの一曲なので、たくさ
んの人にアニメを見てもらった
り、歌ってもらいたいです」と語
りました。

■出演　伊藤多喜雄（民謡）、鶴賀若狭掾（新
内節浄瑠璃/人間国宝）、OKI DUB AINU BAND
（アイヌ音楽/ダブ・レゲエ）、浅野祥（津軽
三味線）、和太鼓グループ彩 -sai-（和太鼓）、
辻本好美（尺八）、森田彩（民謡）
■チケット　4月30日㉁午前10時から草加市文化会館ほかプレイガイ
ドへ。S席5500円、A席4000円、B席3000円（全席指定、未就学児入場
不可）問草加市文化会館☎931-93255936-4690

　4月27日㈯～5月6日㉁に開庁・開館する施設は上記及び下表のと
おりです。なお、記載のない施設はすべてお休みです。

かどまちごとでき 3月

　30日、草加環境推進協議会主催の環境講
演会が勤労福祉会館で開催され、生物多様
性・生態リスク評価専門家の五箇公一氏
が、外来生物の最新事情と題し、外来生物
が生物多様性に与える影響について講演し
ました。五箇先生の分かりやすくユーモア
あふれる話ぶりに会場は笑いに包まれなが
ら、子どもから大人まで生物多様性の重要
性について聞き入っていました。

　「3年B組金八先生」でおなじみ「TAKiOのソーラン節」の生みの親、
伊藤多喜雄。伝統的な新内節の技法を受け継ぐ鶴賀流十一代目家元の鶴
賀若狭掾。カラフト・アイヌの伝統弦楽器「トンコリ」を現代に復活さ
せ世界中で活躍しているOKI DUB AINU BAND。津軽三味線の全国大会等
で、最年少優勝記録を数々と塗り替えた浅野祥。その他国内外で活動す
る和太鼓グループ彩 -sai- や、尺八奏者の辻本好美、フィナーレでは草加
市出身で日本民謡協会内閣総理大臣杯争奪戦優勝の森田彩が出演。司会
は俳優の紺野美沙子と「邦楽ジャーナル」編集長の田中隆文。

4月27日㊏～5月6日㊡ 大型連休中のお知らせ

一部開庁・開館施設（定休日は休館日です）

【医療機関】子ども急病夜間クリニック
【社会福祉施設】社会福祉活動センター、であいの森、ふれあいの里
【コミュニティ・スポーツ施設等】各コミセン、市民活動センター、物産・観光情報センター、勤労福祉会館、草
加市文化会館、アコスホール、市民体育館、記念体育館、吉町テニスコート、総合運動場、市民温水プール、そう
か公園、工業団地公園野球場
【子育て施設】勤労青少年ホーム、氷川児童センター、青少年交流センター
【教育】各公民館、各文化センター、吉町集会所

全日開館施設（定休日は休館です）

　ごみは夜に出さず、必ず収集日の
朝、明るくなってから午前8時までに出
してください。収集日等の詳細はごみ
収集カレンダーやごみ分別アプリ（右
記QRコード）で確認してください。

可燃ごみ等の収集は
普段と変わりません

9月15日日午後2時開演
会場　草加市文化会館

Android版

iOS版

施設名等
4月 5月

27日㊏
 
×

×

〇
〇
×
〇
〇
〇

通常通り
×
〇
×
〇
〇

28日㊐
 
〇

×

×
×
×
×
×
〇
×
×
×
〇
〇
〇

29日㊗
 
×

×

〇
×
×
×
×
〇
×
×
×
×
〇
〇

1日㊗
 
×

×

〇
×
×
×
×
×
×
〇
×
×
×
×

3日㊗
 
×

×

〇
×
×
×
×
〇
×
×
×
×
〇
〇

4日㊗
 
×

×

〇
×
×
×
×
〇
×
×
×
〇
〇
〇

5日㊗

〇

×

×
×
×
〇
〇
〇
×
×
×
〇
〇
〇

6日㊡
 
×

〇

〇
×
×
×
×
〇
×
×
×
×
〇
〇

市役所
※日曜窓口

（9時～12時30分）

※1 時間は受付時間（予約診療は行いません）。　※2 利用希望者がいる児童クラブのみ開室します。　※3 市内認可保育所等に在園し、事前に承認を受けた乳幼児が対象。

医療

社会福祉

子育て

教育

ごみ・
放置自転車

30日㊡
 
×

〇※1
8時～11時

〇
〇※2
〇
×
×
〇
×
×
×
×
〇
〇

2日㊡
 
×

〇※1
8時～11時

〇
〇※2
〇
×
×
〇
×
〇
×
×
〇
〇

市立病院

きくの里
児童クラブ
きたうら保育園・あずま保育園（一時保育）※3
住吉児童館
新栄児童センター
谷塚児童センター
保育園等・保育ステーション・家庭保育室
粗大ごみ受付センター（予約・持込）
リサイクルセンター（9時～15時）
放置自転車保管所
歴史民俗資料館
中央図書館

市民課、納税課、保険年金課、
後期高齢者・重心医療室、子育て支援課

市の人口　平成31年4月1日現在　24万8813人（男12万6057人・女12万2756人）/前月比315人増/世帯数11万6862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20日号


	P01_hp
	P02_hp
	P03_hp
	P04_hp
	P05_hp
	P06_hp
	P07_hp
	P08_hp

