
折り込んである「国民健康保険特集号」「そうか市議会だより」は、抜いて読んでください。

空き家の管理
できていないと…

　適正な管理が行われず放置され、周
辺の生活環境に悪影響を与えている
空き家が増加していることから、平成
27年に「空家等対策の推進に関する
特別措置法｣が施行されました。

道路へのはみ出した立木
車や歩行者の通行を妨害

割れた窓や扉
不審者の侵入

不安だなぁ～
こわいなぁ～

破損した土台や柱
建物倒壊の危険

壊れた屋根や壁
建築部材の落下・飛散

のびすぎた雑草
害虫の発生

散乱したごみや
可燃物

悪臭の発生
不法投棄の誘発
放火の危険

　適正な管理が行われていない空き家は、｢特定空家等｣として認定し、指導・
勧告を行います。指導後に改善が見られず、勧告を受けるとその空き家の敷地
は、固定資産税・都市計画税の住宅用地特例が受けられなくなります。

平成31年
３月策定 草加市版

空き家バンク
平成31年4月運用開始
登録物件募集中

草加市空家等対策計画

空き家等の発生予防　安全で安心な生活環境を
実現するため、3つの方針
に基づいた効果的な空家等
対策を推進します。
　市は、空き家等の所有者
等や地域住民、関係機関・
団体等との連携の中心的役
割を担っていきます。

方針１

空き家等の適正管理
方針２

空き家等の利活用
方針３

計画の詳細は
市ホームページへ。

制度の概要や登録方法の詳細は
市ホームページへ。

空き家の活用で困ったときは
空き家バンクへ登録を!!

問くらし安全課 ☎922-3642 5922-1030
問都市計画課 ☎922-1896 5922-3145
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　平成30年12月～同31年2月に市内で交通死亡事故が4件発生した
ことから、3月20日～6月19日の3か月間、県の交通事故防止特別対
策地域指定を受け、より集中的な交通安全対策に取り組んでいます。
事故を他人事とは思わず、自分の命・他人の命を守るため、交通ル
ールとマナーを守りましょう。
〇四輪・二輪車運転者：夕暮れ時、早めにライトを点灯しましょう。
〇自転車利用者：自転車用ヘルメットの着用に心がけましょう。
〇歩行者：夜間外出するときは、反射材等を身につけましょう。

　10月1日から実施される「幼児教育・保育の無償化」では、3～5
歳児全員と0～2歳児のうち非課税世帯の子ども（いずれも保育の
必要性のある子ども）が無償化の対象となります。
　この制度は、認可外保育施設等も対象となり、制度の利用には事
業者から市に申請が必要です。詳細は、下記説明会で確認を。
■説明会日時　5月31日㈮午後4時～5時
■説明会場所　市役所西棟第1・2会議室

■職種・採用人数
【看護師】既卒・新卒　各10～15人程度
【薬剤師・医療事務・電気または建築技師】若干名
ω6月11日㈫（消印有効）までに市立病院（同病院ホームページか
らも入手可）、市職員課、各サービスセンターで配布する申込書に
記入し、〒340-8560同病院経営管理課へ（土・日曜日、祝日除く）。

　市では、野良猫や地域猫の不妊去勢手術費用を一部補助します。
希望者は手術前にくらし安全課へ相談してください。期間内でも予
算に達し次第締め切ります。飼い猫の不妊去勢手術は補助対象外。
■対象（すべてを満たすこと）
　①申請者が市内在住者、②市内に生息するが飼い主がいない、ま
たは地域住民が適切に管理している猫、③耳カット処理、④指定協
力病院（市ホームページで確認可）で不妊去勢手術を行う
■補助額　去勢（オス）…7000円　不妊（メス）…9000円
　　　　　※年度内申請者1世帯につき5匹を限度
■手続き方法　手術前に事前協議書を提出し、手術した後、手術前
と手術後（耳カット処理が分かるもの）の猫の写真、手術費の領収
書の写しを添付した交付申請書を提出してください。
■捕獲用罠の貸し出し（要予約）
　補助事業利用者へ捕獲用罠を14日間（最長）貸し出します。
■注意点
・事前協議書受理日の翌日から90日経過、または令和2年2月28日
㈮までに交付申請書の提出がない場合は無効となります。
・病院の都合により手術を受けられない場合があります。
・不妊去勢手術を行った猫は、できるだけ適切に飼育できる飼い主
を見つけてください。市では生きている猫の引き取りは行いません。

　平成31年度から、市県民税（普通徴収）と固定資産税・都市計
画税の全期（1期～4期）を一括納付できる全期前納を開始します。
　なお、税額は期別納付と一括納付いずれも変わりません。
■一括納付の納期限　それぞれの税の第1期納期限。納期限につい
ては、納税通知書で確認してください。

■納付書払いの場合
　平成31年度から納税
通知書に「期別納付書
（第1期～4期）」と「全
期納付書」を同封してい
ます。一括納付する場合
は、「全期納付書」を使
用してください。詳細は、
納税通知書に同封の「お
知らせ」で確認を。

■口座振替の場合　
　口座振替で一括納付
する場合は、事前に口
座の新規登録または振
替方法変更の手続きが
必要となります。詳細
は、納税通知書に同封
の「ご案内」で確認を。

　一定以上の障がいのある人のために使用する軽自動車の軽自動車
税を減免します。
■対象　①障がい者本人または障がい者と生計を一にする人が軽自

動車を所有し運転する場合
　　　　②障がい者のみで生活する人が所有する軽自動車を常時介

護する人が運転する場合
　軽自動車税以外の自動車税の減免については、越谷県税事務所
（☎962-2191）へ問い合わせてください。減免は、普通自動車な
どを含め、障がい者1人につき1台に限ります。
ω5月上旬に郵送する納税通知書と運転免許証、自動車検査証、身
体障害者手帳（療育手帳・精神障害者保健福祉手帳）、納税義務者
のマイナンバーが分かるものを持参し、5月31日㈮までに市民税課
へ。なお、車の所有者または運転者が障がい者と別住所の場合は、
健康保険証や源泉徴収票など生計を一にすることが分かる書類など、
運転者が常時介護する人の場合は、常時介護の誓約書などが必要で
す。減免の対象となる障害等級や必要書類の詳細については、同課
へ問い合わせてください。

納期限6月末　4万5000円

交通事故防止特別対策地域に指定
問交通対策課☎922-16415922-1030

平成31年度から市税の全期前納を開始

全期（1期～4期）の一括納付が可能に
問納税課☎922-10985920-1502

障がい者の軽自動車税を減免
問市民税課☎922-10495920-1502

問保育課☎922-14915922-3274

認可外保育施設等の無償化には
事前の確認申請が必須です

認可外保育施設等の事業者の皆さんへ

自転車と高年者の交通事故が増加中！！交通ルールの遵守を

問市立病院経営管理課☎946-2200○内3003
市立病院新規採用職員を募集
令和元年9月・同2年4月採用

野良猫の不妊去勢手術費の
一部を補助します
ω5月10日㈮～令和2年2月14日㈮にくらし安全課へ。
　☎922-36425922-1030kurashianzen@city.soka.saitama.jp

いずれかを使用
【注意】両方で納付すると
二重払いになります。

期別納付書

各期限に納付

全期
（第1期～4期）

第1期の
期限に納付

全期納付書

口座振替日程表
《市県民税（普通徴収）の場合》
第1期（納期限  6月末）1万5000円
第2期（納期限  8月末）1万円
第3期（納期限10月末）1万円
第4期（納期限  1月末）1万円
全期

（第1期～4期）

第2期
第3期
第4期

第1期

採用予定日

9月1日
または
令和2年
4月1日

6月15日㈯
論文・面接

6月15日㈯
第1次試験

一般教養・論文・面接
※面接の詳細は市立病院
ホームページで確認を。

6月15日㈯
第1次試験

一般教養・論文
7月6日㈯

第2次試験　面接
（第1次試験合格者のみ）

9月1日
または
令和2年
4月1日

9月1日

試験日及び内容受験資格等職種

看護師

薬剤師

医療事務

電気
または
建築技師

既卒：昭和49年4月2日以降生
まれ。看護師の免許を有する人。
新卒：昭和59年4月2日以降生
まれ。令和2年3月31日までに
免許を取得見込みの人。

平成4年4月2日以降生まれ。
薬剤師の免許を有する人。また
は、令和2年3月31日までに免
許を取得見込みの人。

昭和44年4月2日以降生まれ。
200床以上の病院で10年以上
医療事務を経験している人。
昭和59年4月2日以降生まれ。
3年以上受験職種の職務経験を
している人。

（例）

② 草加人のための情報紙　広報「そうか」市政情報2019年5月5日号



①そうか市民大学推進委員
　そうか市民大学の企画・運営等を行う委員。
■対象　市内在住の20歳以上（6月1日現在）で、市の他の審議

会等の委員でない人
■募集人数・任期　1人・6月1日～令和3年5月31日
■報酬　会議1回につき3000円

②都市計画審議会委員
　都市計画について意見を述べ、検討する市民委員。
■対象　市内在住の20歳以上（7月1日現在）で、市の他の審

議会等の委員でない人
■募集人数・任期　男女各1人・7月１日～令和3年6月30日
■報酬　会議１回につき7000円

ω①5月17日㈮まで、②6月5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（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）・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①「これが、わたしの生涯学習～き
っかけから現在まで～」、②「超高齢社会に対応したまちづくりに
ついて」（いずれも600～800字）を記入し①〒340-8550生涯学習
課、②〒340-8550都市計画課へ。ファクス・メールも可。公開抽
選は①5月22日㈬午前9時30分からぶぎん草加ビル教育委員会会議
室で、②6月14日㈮午前10時からFTビルC会議室で。

　風しんの定期接種を受ける機会がなかった昭和37年4月2日から
同54年4月1日生まれの男性を対象に、風しんの抗体検査を実施し
ます。抗体検査を受けた結果、風しんの抗体価が低いことが判明し
た場合、予防接種を受けることができます。
■対 象 者　受診日に草加市に住民票がある昭和47年4月2日～同54

年4月1日生まれの男性
　※昭和37年4月2日～同47年4月1日生まれの男性で、抗体検査及

び予防接種を希望する人は、保健センターへ問い合わせを。
■実施期間　4月1日～令和2年3月31日
■費　　用　クーポン券利用で無料
　※4月1日以降でクーポン券が届く前に抗体検査または抗体検査で

抗体価が低く予防接種をした場合には、償還払い（上限あり）
を行いますので、領収書の保管をお願いします。

■実施医療機関　委託医療機関
　※詳細は市ホームページで確認を。

　5月26日㈰に、まちの美化やごみ問題に対する意識の啓発のため、
美化運動を市内全域で行います。実施時間及び場所は町会・自治会
ごとに確認してください。
　集めたごみは、可燃ごみ、不燃ごみ、資源物の3種類に分別し、
町会・自治会などが配布する「美化運動専用ごみ袋」に入れ、「美
化運動専用の集積所」に出してください（家庭内や事業所内から出
されたごみ、テレビや自転車、石、コンクリートなどは収集しませ
ん）。

　なお、U字溝等の清掃
を行う町会・自治会は、
事前に同協議会にヘドロ
収集を依頼してください。
また、収集作業中のごみ
収集車は危険ですので近
づかないでください。多
くの皆さんの参加と協力
をお願いします。

　生活習慣病は、毎日の生活習慣や食事などの不摂生によって命に
かかわる症状を引き起こす恐ろしい病気です。
　日々の生活の中で体の不調を感じていない人や、普段運動をして
いて健康に自信のある人でも、ある日突然、心筋梗塞や脳卒中など
の生活習慣病を発症する恐れがあります。自覚症状が表れにくい病
気ですが、健診を通じて予防ができます。
　下表の対象者には、5月末に受診券を郵送します。届いたら早め
に受診してください。

　腹囲が男性85cm、女性90cm以上で高血糖、脂質異常、高血
圧のいずれかが一定の基準に達し、メタボリックシンドローム
と判定された40～74歳の人を対象に…

　保健センターの保健師や管理栄養士が生活習慣を改善するた
めに食事や運動について支援計画を立てる手伝いや、健診結果
の見方、生活習慣改善のポイントなどの情報提供をします。
　また、定期的に面談を行い、長期的な指導をします。

特定健診（国民健康保険加入者）の結果

特定保健指導をお勧めします

委員
募集

問保健センター☎922-02005922-1516

5月26日㈰は春の美化運動
問草加市クリーンふるさと推進協議会（廃棄物資源課内）
　☎931-39725931-9993

問生涯学習課☎922-28195922-3498
　shogaigaku@city.soka.saitama.jp

～まちをきれいに～

①そうか市民大学推進委員

問都市計画課☎922-18025922-3145
　toshikeikaku＠city.soka.saitama.jp

②都市計画審議会委員

問特定健診　保険年金課☎922-15935922-3178
　後期高齢者健診　後期高齢者・重心医療室☎922-13675922-3178
　特定保健指導　保健センター☎922-02005922-1516

生活習慣病予防に
特定健診・後期高齢者健診 無料
指定医療機関で12月20日㈮までに受診を

※市で実施する健診では、国の定めにはない血中たんぱくの測定や尿酸検査、尿
検査のほか、医師が必要と認めた場合には眼底検査、貧血検査、心電図検査を
行っています。

※各医療保険未加入者（生活保護受給者等）は上記表に示された健診には該当し
ません。別途健診を実施しています。

主な検査項目受診券対象者項目

特
定
健
診

後
期
高
齢
者
健
診

国民健康保険加入者（令和
元年9月30日までの転入
等による途中加入者も含
む）で40～74歳（昭和19
年10月1日～同55年3月
31日に生まれた人）

後期高齢者医療制度加入者
で75歳以上（昭和19年9月
30日以前に生まれた人）
※65歳以上で一定の障が
いのある、後期高齢者医療
制度加入者を含む

5月末に郵送（5月
以降に75歳にな
る人は誕生月の
翌月末頃に郵送）

問診、身体測定、
検尿、血圧測定、
血液検査（脂質・
血糖・腎機能・肝
機能）

5月末に郵送（5月
から9月に途中加
入の手続きをし
た人は、その翌
月末頃に郵送）

問診、身体測定
（腹囲測定含む）、
検尿、血圧測定、
血液検査（脂質・
血糖・腎機能・肝
機能）

社会保険等に加入している人は、加入保険先に確認してください

40～57歳男性の
風しん抗体検査・定期予防接種
6月下旬～7月上旬に対象者へ無料クーポン券を送付

平成31年度
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まるごと淡路島物産展
問草加市文化会館　☎931-93255936-4690
　5/19㊐11時～16時。会場は草加市文化会館。「人形浄
瑠璃東西競演～淡路人形浄瑠璃と八王子車人形～」公演
にあわせ、本場南あわじ市の新鮮な「淡路島たまねぎ」をはじめ、人気の
淡路島ソースやドレッシング、たまねぎスープなどを販売します。

人形浄瑠璃
東西競演

　5/19㊐13時30分開演。一般
3000円、小中学生500円（未就
学児入場不可）è草加市文化
会館ほかプレイガイドへ。

～淡路人形と八王子車人形～

残席
僅少

　6/16㊐10時～11時45分。会場は中央
公民館。子どもの成長に合わせた関わ
り方についての講演や参加者同士のグ
ループトーク。小学3年生～中学生の
保護者対象。講師は子育て科学アクシ
スの藤原一夫さん。定員80人。保育
（定員20人、満1歳以上の未就学児）
・手話通訳あり（いずれも要予約）。
è5/7㊋～6/7㊎に子ども教育連携推進
室へ。こくちーず（QRコード）から
も可。☎922-34945928-1178

　18歳以上の人を対象に、健康運動指
導士などによる体組成計測や、運動ア
ドバイスを行っています。身体の状態
を知り、効果的なトレーニングで健康
になりましょう。月2回㊎9時～13時。
会場は市民体育館。体組成計測1回100
円。ε市民体育館☎5936-6239

　ワークショップ等で来場者へ活動の
PRができます（禁止条件あり）。7/12
㊎、8/9㊎、9/13㊎。9時～12時。会場
は子育て支援センター。市内の子ども
・子育て支援団体・個人対象。子育て
応援隊登録が条件。募集は各回1組
（コラボでの参加可。応募多数の場合
は抽選）。è5/21㊋までに同センター、
情報スポットプチみっけ、サイト「ぼ
っくるん」にある応募用紙を同センタ
ーへ。☎941-67915941-6828

■テーマ・規定　「未来に向けて考え
ること（希望・提案・将来の夢）」
「日常生活や学校生活の中でチャレン
ジしていることや感じていること」
「大人に訴えたいこと」など
■規定　400字詰め原稿用紙で小学生
・中学生の部：3枚以上4枚以内、高校
生等の部：6枚以内
■開催日・会場　6/8㊏・中央公民館
■対象　小学4年生～高校生及び同年
代の人
　応募は1人1点。作品の返却はしませ
ん。è5/13㊊（必着）までに、市内在
学者は学校を通じて（直接申込も可）、
市外在学者・同年代の人は草加市青少
年健全育成市民会議事務局（勤労青少
年ホーム内）へ。☎928-64215928-96
32

　そうか子育て応援・情報サイト「ぼ
っくるん」の取材や記事作成などのサ
イト運営を一緒にしませんか。子連れ
参加大歓迎です。募集は2人。任期は
令和2年3月まで。子育て中の人の参加
を待っています。èサイト「ぼっくる
ん」・子育て支援センター・児童セン
ター等にある応募用紙を子育て支援セ
ンターへ。☎941-67915941-6828

　地震や武力攻撃
などの緊急情報を
国が人工衛星など
を通じて瞬時に伝
える全国瞬時警報システム（Jアラー
ト）の試験放送を防災行政無線を使っ
て行います。
　また、今回の訓練では「草加市あん
しんメール」にも試験配信を行います。
【放送内容】チャイム音→「これは
Jアラートのテストです」×3→「こち
らは防災草加です」→チャイム音。
ε危機管理課☎922-06145922-6591

　赤十字会員とは年額2000円以上を出
資し、日本赤十字社の活動を支援する
人。町会・自治会の協力により会員増
強運動を実施します。活動資金は、災
害救護活動、国際救援活動、各種講習
会、医療事業など様々な活動のために
使われます。ご理解ご協力をお願いし
ます。ε日本赤十字社埼玉県支部草加
市地区（福祉政策課内）☎922-123459
22-1066

　2019年工業統計調査が6/1を基準日
として実施されます。この調査は製造
業を営む事業所を対象にした調査で、
調査結果は、中小企業施策や地域振興
などの基礎資料として広く利活用され
ます。提出された調査票は統計の目的
以外には使用しません。5月中旬から
調査員が各事業所を訪問しますので、
ご協力をお願いします。ε庶務課☎95
4-47975954-7123

　5/11㊏は本庁舎西棟強電設備切替工
事に係る庁舎停電のため、マイナンバ
ーカード（個人番号カード）による全
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。ε◇住民票、印鑑登録
証明書、戸籍証明書等…市民課☎922-
15265920-1501◇課税・非課税証明
書、所得証明書…市民税課☎922-1049
5920-1502◇納税証明書…納税課☎
922-10985920-1502

　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。ε長寿支援課☎922-28625922-32
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■草加キングス・ガーデン　5/11㊏14
時～16時。テーマ「介護体験談」。参
加費100円
■デイサービスセンター草加　5/11㊏
14時～16時。認知症予防体操。参加費
100円
■埼友草加病院　5/18㊏14時～16時。
テーマ「年金の仕組みと老後のお金」。
定員100人。参加費200円
■ボンセジュール草加　5/25㊏13時30
分～15時30分。テーマ「糖尿病・病気
を知って予防する」。定員40人。参加
費100円。室内靴持参

　河川愛護月間にちなみ、市内の川・
橋・水辺を題材にした写真を募集しま
す。入賞作品は、7/17㊌～8/2㊎にで
あいの森で、8/6㊋～16㊎に中央公民
館で展示します。また、審査員特別賞
・特選作品のみ7/17㊌～8/16㊎に稲荷
橋で展示します。市内在住・在勤・在
学のアマチュア写真家対象。市内で撮
影した未発表作品で、四つ切りまたは
六つ切り相当のカラー写真、1人5点ま
で。è6/21㊎までに河川課で配布する

応募用紙を作品に添付し同課へ。☎
922-21725922-2124

　自動車税・軽自動車税は、5/31㊎ま
でに指定の金融機関・郵便局・コンビ
ニエンスストアで納めてください。自
動車税のみインターネット「Yahoo!公
金支払い」クレジットカードでも納付
できます。ε自動車税コールセンター
☎050-3786-1222、軽自動車税につい

ては市民税課☎922-10495920-1502

　「奥の細道文学賞」「ドナルド・キ
ーン賞」の選考委員を務めるなど、市
の文化振興に多大な協力をいただき、
深い交流のあったドナルド・キーン先
生を偲び、市のまちおこしを回顧する
講演会を実施します。講師は元草加市
長で名誉市民の今井宏氏。図書館・文
化を見守る会と草加市奥の細道市民推
進委員会との共催。
■日時　6/1㊏13時30分～15時
■会場　中央図書館
■定員　50人
è5/6㊡9時から中央図書館事務室で整
理券配布。☎946-30005944-3800

赤十字会員増強運動に協力を

2019年工業統計調査に協力を ドナルド・キーン先生と草加の
まちおこしを回顧する講演会

青少年の主張大会作文募集

ぼっくるん隊メンバー募集

5月は自動車税の納期です

コンビニ交付サービス一時休止

Jアラート試験放送
5/15㊌11時に実施

７月は河川愛護月間
川などを題材にした写真募集

子ども・子育て活動をPRする
団体募集　子育て支援センター

健康づくりのための
運動アドバイス

子育て講演会
「決してあきらめない
子育て～思春期の
子どもたちとの向き合い方～」

オレンジカフェ（認知症カフェ）

平成31年の市内交通事故状況（前年比）4月20日現在　人身事故213件（－55）　死者4人（＋2）

④ 2019年5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

5/19㊐「奥の細道文学賞」・「ドナルド・キーン賞」授賞式　観覧è5/7㊋締切

▶固定資産税・都市計画税　第1期
▶軽自動車税　全期

5月の
納税
・
納付 5/31㊎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

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



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

5/31㊎

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

5/29㊌

6/3㊊

【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

超音波による骨密度測定
（簡易検査）　費用100円

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
〈わくわくタウン松原〉

①9時30分～10時
②10時30分～11時
③13時～13時30分
④14時～14時30分

5/30㊍、6/5㊌骨密度

6/4㊋

6/18㊋

平成29年11/1～16生まれ

平成29年11/17～30生まれ

対象者に5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）

9/1㊐・29㊐、
10/8㊋・10/22㊋

8/8㊍・26㊊、
9/2㊊・5㊍・20㊎

6/1㊏～12/20㊎
（休診日を除く）
5/15㊌～令和2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

18歳以上 定員80人
(測定は年度に1回のみ）

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　（集団）各日90人
　　　（個別）1000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。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。
※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、集団検診のご案内と
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）

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

マタニティサロン 6/19㊌ 妊婦と夫　定員30人 【要申込】電話・市HPで
母子健康手帳持参

歯科講話・妊娠期おすすめメニューの
試食・仲間づくり
骨密度測定（希望者のみ：１００円）

13時～15時30分

13時15分～15時15分 5～6か月児　定員30組
7～8か月児　定員25組
9～11か月児　定員20組10時～11時30分

10時～12時

身体測定、内科・歯科健診ほか

3歳3か月児健康診査 

こんにちは赤ちゃん訪問 5月下旬～6月中旬 平成31年4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4月末に診査票を送付済み。届かない人は連絡を
5/14㊋

5/28㊋

平成28年2/1～16生まれ

平成28年2/17～29生まれ

マタニティクラス
両親学級 6/2㊐・5㊌ 8～10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、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

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 5/22㊌ 【要申込】
バスタオル・タオル持参

【要予約】
健康手帳、拭き取り用のタオルまたはティッシュペーパー持参　
5/7㊋より電話受付開始

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

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 6/21㊎ 9時30分～12時

　6/29、7/13・20、8/3
の㊏14時～15時40分。
会場は草加市文化会館。
若手声楽家4人によるバ
リトン、ソプラノ、テノ
ール、メゾソプラノのリレー講座。楽
曲の解説や自身の体験談を交えながら
のコンサート形式です。定員80人。参
加費4回4000円（1回1200円）。è生
涯学習課へ。マイ・ステージ（QRコ
ード）でも可。☎922-28195922-3498

　10/20㊐に草加市文化会館で開催す
る草加ダンスフェスティバルでパフォ
ーマンスを披露する団体を募集。市内
活動団体対象。参加費1団体1万円、出
演者1人につき1000円（別途ステージ
料等負担あり）。参加希望団体は5/28
㊋20時に草加市文化会館で行う説明会
に参加してください。è5/24㊎までに
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

■リメイク教室（着物）　5/17㊎・31
㊎10時～12時。全2回。会場は草加市
文化会館。定員10人。参加費1500円。
着物または羽織、裁縫道具持参
■シルバーのための脳トレそろばん　
5/21㊋・29㊌9時30分～11時30分。全
2回。会場は草加市文化会館。定員15
人。参加費1200円。そろばん持参
èシルバー人材センターへ。☎928-92
115928-9209

　草加市社会福祉協議会では、視覚障
がい者向けに広報そうか等を音訳し、
CD作成をしています。ワープロ入力
ができボランティア活動に意欲のある
人を対象に、パソコンでCD作成・編
集などの基礎を学ぶ講座を開催します。
6/8・15、7/6・13の㊏10時～12時。全
4回。会場は草加市社会福祉協議会。

ノートパソコン持参。定員10人。ε同
協議会☎932-67725932-6779

　5/11㊏14時～15時。会場は歴史民俗
資料館。87年前につくられた蓄音機で
懐かしのSPレコードと楽器の生演奏が
楽しめます。ε同館☎922-04025922-
1117

　5/25㊏13時～16時30分。会場は記念
体育館。日本代表コーチによるルール
紹介、簡易ゲームなど。18歳以上でボ
ッチャに興味がある人、支援者、スポ
ーツ指導者対象。定員30人。室内靴持
参。è5/12㊐までに電話で草加市体育
協会へ。☎928-63615922-1513

　5/17㊎14時～16時。会場は歴史民俗
資料館。柿渋絞人・林業小売・貸家業
・質屋・髪結・紙漉（かみすき）など
村人の生業（なりわい）と暮らしにつ
いて講演。定員60人。è5/16㊍までに
電話で同館へ。☎922-04025922-1117

　6/16㊐～。会場は工業団地公園野球
場・総合運動場。市野球連盟登録チー
ム対象。参加費1万4000円。参加希望
チームの代表者は6/6㊍19時に草加市
文化会館で開催する代表者会議に出席
してください。ε草加市体育協会☎92
8-63615922-1513

　5/30、6/6の㊍11時～12時
30分。全2回。会場は高砂コ
ミセン。定員20人。パウスカ
ートの用意あります。è5/16㊍10時か
ら同コミセンへ。☎5920-3066

　6/9～30の㊐14時～16時。全4回。会
場は歴史民俗資料館。「おくのほそ
道」のうち、深川出立から白河の関ま
でを読み解きます。定員60人。è5/8
㊌から歴史民俗資料館へ。☎922-0402 
5922-1117

　6/1㊏9時～18時。会場は草加消防署
西分署。心肺蘇生法・AEDの使用法・
異物除去法ほか。市内または八潮市在
住・在勤の人対象。定員20人。応募多
数の場合は抽選。è5/28㊋までに西分
署へ。☎925-32515925-3269

蓄音機コンサート＋生演奏

シルバーカルチャー教室体験会

ボッチャ講習会

れきみん講座「続・幕末江戸近郊
農村の農間余業について」

音訳ボランティアやってみませんか
音訳CD作成操作講座 市民体育祭

市長旗争奪市民軟式野球大会

パウスカートで踊ってみませんか
フラダンス体験教室

草加ダンスフェスティバル
参加団体募集

そうか市民大学前期講座
からだが響く!心に響く!
ようこそ「歌」の世界へ!

連続講座「そうか芭蕉塾」

上級救命講習

5月の「なくそう暴力」標語　なぐるより　誰かを救え　君の手で

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5月5日号



　65歳未満対象。有給休暇ほか特別休暇、被服貸与あり。⑥以外
は社会保険・厚生年金・雇用保険加入。⑤⑦は資格のない人も可。

保育園の臨時職員募集

（延長保育のない園　5園） 
㊊～㊎7時20分～8時50分及び16時30分～18時30分、
㊏7時20分～8時50分及び12時～15時30分 
（延長保育のある園　14園） 
㊊～㊎7時～9時及び16時30分～19時、㊏7時～19時のうち6時間 
1420円（有資格者）、1320円（無資格者） 
1万2000円まで（有資格者）、8000円まで（無資格者） 

①保育士
②看護師（准看護師）
③栄養士
④調理師

⑤時間外保育従事者

⑥短時間保育士

⑦給食補助

勤務時間　㊊～㊎8時30分～17時（シフト制・㊏勤務あり）
時　　給　①②③1060円（准看護師960円）④1000円
賞　　与　年2回支給
通勤手当　1万2000円まで
勤務時間

時　　給　
通勤手当　
勤務時間　㊊～㊎10時30分～15時30分のうち3.5時間
時　　給　1060円　通勤手当　1万2000円まで
勤務時間　㊊～㊏8時30分～13時
時　　給　1220円　通勤手当　8000円まで

職 種 勤 務 時 間 等
ε保育課☎922-14915922-3274

⑥ 2019年5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」

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。

　6/16㊐9時～13時。会場は市民体育
館。元全日本代表の櫻井由香氏、稲葉
香菜子氏を講師に招き、基礎や応用技
術の講習を行います。小学生以上対象。
定員100人。参加費500円。室内靴持参。
è5/7㊋～31㊎に電話で草加市体育協
会へ。☎928-63615922-1513

㊋

　6/18㊋9時30分～12時。会場は金明
専用グラウンド・ゴルフ場。18歳以上
対象。定員56人。参加費200円。運動
靴持参。è5/7㊋から電話で草加市体
育協会へ。☎928-63615922-1513

　6/9㊐11時～。会場は草加市文化会
館。フルートの音色にのせたマイムや
ジャグリングが楽しめる乳幼児向けの
公演。出演はクラウンYAMA、みやま
まさと。2歳以下の子と保護者対象。
料金は親子ペア2000円（1人追加につ
き500円）。è5/11㊏～6/1㊏に草加市
文化会館ほかで配布する申込用紙に記
入し、草加市文化会館へ。☎931-9325 
5936-4690

　勤務は㊊～㊎のうち週4日以上、8時
30分～17時のうち5時間以上。第1また
は第3㊏8時30分～12時30分の勤務あ
り。主に生理検査（超音波除く）、採
血、病理検査補助等。時給1550円。社
保・雇用保険加入。è履歴書と資格証
の写しを市立病院経営管理課へ。☎94 
6-2200○内 3004○内

　市の審議会等を傍聴できます。定員
5人で当日先着順（ふるさとまちづく
り応援基金助成事業公開審査会を除
く）。
　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し
てください。
■小中学校通学区域審議会〈学務課☎
922-26745928-1178〉…5/23㊍10時～
　ぶぎん草加ビル教育委員会会議室で
■人権推進審議会〈人権共生課☎92 
2-08255927-4955〉…5/23㊍10時30分
～　市役所西棟第3会議室で

子ども・親子向け

高年者向け

バレーボール技術講習会

親睦グラウンド・ゴルフ大会

　小・中学生対象。親子参加可。ε生
涯学習課☎922-28195922-3498
■氷川親子茶道教室（裏千家）　6/9

㊐～令和2年1月の月1回㊐10時～12時。
会場は氷川コミセン。参加費1回300円
（菓子・抹茶代）。定員20人。幼児
（保護者同伴）・高校生も可。è平島
へ。☎090-1128-5916

伝統文化親子教室

臨床検査技師（臨時職員）

親子トランポリン教室

地域包括支援センター（包）
介護者の集い・介護予防教室など

ベイビークラウンシアター
「はじめての赤鼻」

60歳になったら♪
オールドカレッジ（通年講座）

体・けいらくビク
ス・音楽会・文楽
鑑賞ほか多種多様
な内容で健康づく
り、仲間づくりを
応援します。
■日時　5/28㊋開講　以降月3回程度
（5～9月は㊋、10月～令和2年3月は
㊍）　9時～11時（内容により変更あり）
■会場　市民体育館、中央公民館ほか
■対象　60歳以上対象。室内靴持参
è5/28㊋10時30分に草加市文化会館で
行われる開講式へ。保険への加入（65
歳以上1200円、65歳未満1850円）が
必要です。保険加入用紙は開講式で配
布。保険料の支払いは2回目（6/11㊋）
に行います。
εスポーツ振興課☎922-28615922-31
72

　6/19～7/10の㊌11時15分～12時15分。
全4回。会場は市民体育館。平成27年
4/2～同29年4/1生まれの子と親対象。
定員30組。参加費2000円。è5/15㊌
（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・
子と親の氏名（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。はがきの場合は手数
料300円。応募多数の場合は抽選。☎
928-63615922-1513

親子で楽しもう！
そうか公園自然観察会

　5/25㊏10時～13時（雨天時は5/26に
延期）。会場はそうか公園。小学生と
保護者対象。定員15組。参加費1組100
円（材料費）。そうか公園の初夏の樹
木や昆虫などを観察し、バウムクーヘ
ンを手作りしてみよう。è5/13㊊から
みどり公園課へ。☎922-19735922-31
45

　年間を通じて、高年者が気軽に健康
づくりに取り組める講座です。筋力操

　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　5/11㊏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）☎929-00145929-52
22
■介護者のつどい　5/14㊋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
2-6779
■介護者のつどい　5/15㊌13時15分～
14時30分。会場は勤労福祉会館。ε新
田（包）☎946-05205946-0523
■認知症介護者のつどい　5/15㊌18時
30分～20時。会場は旧かっぱ天国（谷
塚町647-8）。ε安行（包）☎921-2121
5928-8989
■誰でもできる気功　5/17㊎9時15分
～10時40分。会場は高砂コミセン。65
歳以上対象。定員30人。室内靴持参。
è5/7㊋から草加中央・稲荷（包）へ。
☎959-91335922-3801
■いきいき体操教室　5/20㊊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。
è5/7㊋から谷塚西部（包）へ。☎929- 
00145929-5222
■コツコツ貯筋体操～いつまでも若々
しく～　5/22㊌14時～15時30分。会場
は花栗会館。トレーナーによる運動機
能向上プログラム。65歳以上対象。定
員25人。è5/7㊋から安行（包）へ。
☎921-21215928-8989
■はつらつチャレンジ教室　5/24㊎13

時15分～14時45分。会場は川柳文化セ
ンター。簡単なストレッチや筋力トレ
ーニング。65歳以上対象。定員30人。
室内靴持参。è5/8㊌から川柳・新田
東部（包）へ。☎932-70075931-0993

母の日ハンカチ染め体験教室

⬅⬆昨年の体験教室
の様子。すてきなハ
ンカチができました。

　5/11㊏10時～12時。会場は伝統産業展示
室「ぱりっせ」。定員50人（当日先着順）。
お母さんに日頃の「ありがとう」の気持ち
を込めて草加に伝わるゆかたの染め技法
「注染」を使って自分で染めたハンカチを
プレゼントしてみ
ませんか。汚れて
もいい服装または
エプロン持参。ε

産業振興課☎922-
34775922-3406
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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

■まつぶし緑の丘公園春の花まつり　
5/18㊏9時～15時（雨天時は19㊐）　
会場はまつぶし緑の丘公園　花鑑賞・
模擬店など　ε同公園管理センター☎
991-1211

■さつき展　5/25㊏13時～20時・26㊐
9時～16時　会場は市民交流センター
おあしす　市の花「さつき」の展示・
販売会　ε商工課☎982-9697

■さつき展　5/25㊏13時～17時・26㊐
9時～16時　会場は瑞沼市民センター
体育館　市の花「さつき」の展示・即
売会　ε農業振興課☎930-7722

■やしお枝豆ヌーヴォー祭（枝豆解
禁）　5/25㊏15時～18時　会場はフレ
スポ八潮イベント広場　枝豆解禁試食
会・市内農産物販売　εやしお枝豆ま
つり実行委員会☎996-1926

■越谷国際フェスティバル2019　6/2
㊐　会場は葛西用水ウッドデッキ　外
国の雑貨・料理屋台・ステージなど　
ε同国際交流協会事務局☎960-3350

■社会教育委員会議〈生涯学習課☎92 
2-28195922-3498〉…5/23㊍18時～　
市役所西棟第3会議室で
■廃棄物減量等推進審議会〈廃棄物資
源課☎931-39725931-9993〉…6/3㊊
14時～　リサイクルセンタープラザ棟
会議室で
■ふるさとまちづくり応援基金助成事
業公開審査会〈市民活動センター☎92 
0-35805925-1872〉…6/1㊏10時～　
高砂コミセン集会室で　定員20人（当
日先着順）

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）

越谷市

三郷市

八潮市

吉川市

松伏町

■野鳥観察会　5/6㊡8時30分獨協大学
前駅（要予約）または9時柿木公民館
集合　シギ・チドリの観察ほか　参加
費100円（学生無料）　ε加納☎935-3 
091
■スポーツウエルネス吹矢体験会　5/ 
6㊡・14㊋・16㊍・21㊋・28㊋9時～
11時、9時30分～11時　中央公民館　
初回無料　2回目以降300円　ε田岡☎
090-4335-7987
■子育てセミナー「ママ友・子ども同
士のトラブル・モヤモヤ解消法」　
5/9㊍10時～11時30分　草加市文化会
館　参加費200円　無料託児要連絡　
ε家庭倫理の会石野☎090-9203-4244
■食べて応援！東北復興支援　5/9㊍
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☎090-1408 
-6431
■司法書士による法律相談会　5/10㊎
17時～19時　物産・観光情報センター
　ε竹村☎920-5415
■スポーツウエルネス吹矢体験　5/11
~25の㊏13時～15時　八幡コミセン　
全3回　参加費300円　è山田☎944-8
837
■空手体験　5/11㊏15時～16時　谷塚
ミニコミセン　4歳児から　無料　ε

護身術義和流拳法門馬☎080-3002-27
09
■スポーツウエルネス吹矢体験　5/12
～26の㊐13時～15時　川柳文化センタ
ー　初心者・ジュニア（小4以上）歓
迎　参加費無料　ε植木☎090-2253-8 
475
■氷川ダンス倶楽部フリーダンス　
5/12㊐13時15分～16時15分　谷塚文化

センター　軽飲食付き　男女競技選手
・会員多数待機　参加費700円　ε太
田☎090-3520-7309
■家庭婦人バスケットボール教室　5/ 
14・21・28、6/11の㊋11時～13時　
市民体育館　保険代1850円　è草加
市家庭婦人バスケットボールクラブ山
口☎090-8010-1886
■卓球体験　5/14㊋13時～・16㊍11時
～　市民体育館　ラリー中心です　ε

松が根クラブ須藤☎922-4789
■自彊術体験「日本最初の健康体操」
　5/14㊋・21㊋15時～16時30分　新里
文化センター　定員10人　è田丸☎
090-5505-6759
■不登校相談会　5/16㊍15時30分～16
時50分　草加市文化会館第2研修室　
不登校に悩む生徒・保護者対象　εそ
うか不登校支援ネット森泉☎932-5139
■スポーツウエルネス吹矢体験会　5/ 
17㊎・22㊌9時30分～11時　瀬崎コミ
セン集会室　初心者歓迎　無料　2回
目以降300円　ε下田☎090-5477-3719
■介護者サロン「らくだ」　5/17㊎わ
～くわっく草加　「こもれび」5/23㊍
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
■スポーツウエルネス吹矢体験会　5/ 
18・25の㊏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
■介護者の集い「オアシス」　5/18㊏
10時～12時　中央公民館で　6/4㊋13
時30分～15時30分　氷川平成塾で　個
別相談お受けします　ε山田☎928-53 
32
■史跡めぐり「赤坂見附より番町・麹
町・九段界隈」　5/19㊐8時30分草加
駅改札内集合　定員50人　参加費600
円　交通費別途　昼食持参　è草加史
談会浅古☎924-3403

■遺言書の書き方と終活を学ぼう　
5/25㊏10時～12時　草加市文化会館　
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
■歴史学講座「創世」ヨーロッパ東方
のユダヤ人－ローマ［4世紀］の地誌
家のいうセレス－　5/25㊏13時30分～
16時30分　草加市文化会館　ε小嶋☎
090-1261-7366
■ボーイスカウト体験会　5/26㊐9時
～12時　新田駅集合　ボランティア活
動（ごみ拾いなど）　年長～中3対象
　ε草加第3団宮森☎936-1509
■講演会「中国伝統文化紹介（仮）」
　5/26㊐13時30分～16時　中央公民館
　講師文光茹さん（慶応大学講師）　
参加費500円　懇親会あり　èサーク
ル中国大好き武藤☎090-3574-1031
■家庭婦人初心者卓球教室　5/28、6/
11・18・25の㊋13時～15時　市民体
育館　全4回　参加費1000円　è5/21
までに三橋☎941-6618
■終活セミナー（入門編）　6/3㊊9時
30分～10時30分　草加市文化会館　定
員20人　参加費1000円　エンディング
ノート付き　è不動産相続と住まいの
窓口坂斉☎923-0021
■獨協おやこ大学　6/4・18、7/2・16
の㊋10時30分～12時　獨協大学　初め
ての子育てママと赤ちゃん対象　無料
　ランチ可　è獨協大学地域と子ども
LSC☎946-1781
■第4回川の駅そうか市開催　6/9㊐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
■バドミントン講習会　6/11㊋11時～
13時　市民体育館　初・中級者対象　
参加費500円　シューズ・ラケット持
参　è草加レディースバドミントンク
ラブ中本☎942-5397

いち

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

☎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）

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。

月  日 診療科 当番医名 住　所 電話番号

5/12
㊐

5/19
㊐

草加グリーンクリニック

新島整形外科

しんえいクリニック

石井外科医院

金明町604-1

草加2-4-14

新栄4-2-5

氷川町928

☎954-7677

☎943-2711

☎941-5211

☎925-4255

内科

外科

内科

外科

月  日 診療科 当番医名 住　所 電話番号

5/5
㊗

5/6
㊡

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

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

☎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

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

㈲やまと水道
東京管工機材㈱
萬設備
正木設備㈱

氷川町429-4
住吉1-14-20
長栄1-779-1-105
栄町3-9-30

☎927-8519
☎927-0041
☎942-1200
☎931-3933

5/5㊗
6㊡
12㊐
19㊐

休 日 当 番 医

休日等上水道工事店



　市と国際姉妹都市カーソン市の友好交
流活動の一環として、青少年を中心とし
た相互派遣事業を実施しています。今年
は7人の青少年使節団が草加にやってき
ます。青少年使節団のホストファミリー
となり、お互いの文化理解を深めながら
楽しい夏のひと時を過ごしてみてはいか
がですか。

■期　　間　A）7月28日㈰午後～8月4日㈰午前
B）8月4日㈰午前～10日㈯午前

■受入資格　①市内在住②単身世帯でないこと
■定　　数　14家庭（A・B各7家庭）
※期間中、部屋・食事等の提供、集合・解散場所（主に市役所）へ
の送迎等をお願いします。詳しくは同課へ問い合わせてください。

■期　　間

■受入資格
■定　　数

　6月4日～10日は「歯と口の健康週間」です。大人も子どもも
歯科相談等をきっかけに、健康で丈夫な歯を維持するための生
活習慣について考えてみませんか。
■日時　6月9日㈰午前10時～午後1時30分
■会場　保健センター（車での来場はお控えください）
■内容　①歯科相談・指導（乳幼児～成人対象）　

　受付午後1時まで。当日直接会場へ
②ブラッシング指導・フッ素塗布（乳幼児～中学生対
象）定員150人

③高年者よい歯のコンクール（市内在住の70歳以上で
自分の歯が20本以上残っている人対象。さし歯・イ
ンプラント・入れ歯等は該当しません）　定員60人

ლ②は5月31日㈮まで、③は5月24日㈮までに同センターへ。

■日時
■会場
■内容　

　松尾芭蕉がおくのほそ道に旅
立った日を記念し、松尾芭蕉像
（札場河岸公園）と河合曾良像
（おせん公園）の清掃「お身拭
い」を行います。参加希望者は
当日直接会場へ。終了後、記念
証のお渡しと草加宿芭蕉庵でイ
ベントあり。
■集合場所　河合曾良像前（お

せん公園）
■集合場所　

　21日、和の文
化に親しむ施設
として「漸草庵
百代の過客」の
利用が始まり、
こけら落としに草加市茶道協会に
よる茶会が行われました。当日は
5席の茶席が設けられており、色
とりどりの着物姿の人々が集ま
り、この日のためにと心を込めら
れたおもてなしを堪能しました。

かどまちごとでき 4月

　大学教授や専門家による体験型の講義で、学校では体験できない
ことを楽しく学べます。日程、内容は下表のとおり。申込書は市内
小学校で配布。生涯学習サイト「マイ・ステージ」でも入手可。
■対象　全講義に参加できる小学5・6年生
■定員　30人（応募多数の場合は自由記述欄を参考の上、抽選）
■対象
■定員

　9日、八幡中公園の拡張整備が完
成し、完成記念式典が行われました。
昔懐かしの公園の風景を再現した
「土管の築山」をはじめ、魅力的な

アスレチッ
ク遊具や健
康器具など
が新たに増
設されまし
た。

ぜん そう あん

はく たい か  かく

問文化観光課
　☎922-24035922-3406

午後1時30分～3時午後1時30分～3時
5月16日㊍

カーソン市青少年使節団

おくのほそ道
「旅立ちの日」 芭蕉像・曾良像の

　　お身拭い

歯の健康フェア
　　　  ＆
高年者よい歯の
コンクール

歯の健康フェア
　　　  ＆
高年者よい歯の
コンクール
問保健センター
☎922-02005922-1516

ω5月20日㈪までに草加市国際交流協会
事務局（文化観光課内）へ。☎922-24035922-3406

子ども大学
そうか

日本での生活が楽しみ！

入学生 
募集中！

ω5月31日㈮までに生涯学習課またはマイ・ステージ
　（QRコード）へ。☎922-28195922-3498

※講師・内容等は変更となる場合があります

施設内に呈茶（500円税込）を
楽しめるお休み処もオープン
お気軽にお立ち寄りください

施設内に呈茶（500円税込）を
楽しめるお休み処もオープン
お気軽にお立ち寄りください

  日　　時 講義内容 会　場
7月6日㈯
午前10時30分～午後0時35分 やっぱり韓国語！！ 獨協大学

7月27日㈯  スポーツで
午前１1時15分～午後0時45分 コミュニケーションを学ぼう！ 勤労福祉会館

8月21日㈬  オリンピックってなぁ～に？ パナソニック
午後0時30分～午後5時 inパナソニックセンター センター東京   

10月12日㈯  
午前10時55分～午後0時35分 法と裁判のしくみについて学ぼう 獨協大学

11月16日㈯  オリンピアンから学べる！？
午前10時～正午 みんなでリレー☆ 谷塚文化センター

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5月5日号


	P01
	P02
	P03
	P04
	P05
	P06
	P07
	P08

