
折り込んである「そうか教育だより」と「第四次草加市総合振興計画
第二期基本計画（素案）」は、抜いて読んでください。

▶市では地震対策を支援しています。
　制度の詳細や補助の方法については３面へ。

災害に
備えるできることからはじめよう

市役所本庁舎を活用した救助訓練が行われました市役所本庁舎を活用した救助訓練が行われました
　草加八潮消防局では、いつ起きてもおかしくない大規模災害に備え、迅速な災害対応が行えるよう
常日頃から訓練を行っています。4月21日には、解体工事直前の市役所本庁舎を活用して実践的な

総合訓練を実施。今後も市民の命と財産を守るため全力を尽くしていきます。

　体験談は被災された皆さんに「災害の一日前に戻れるとしたら、あなたは何をしますか」と
問いかけた「災害被害を軽減する国民運動～災害のエピソード集（一日前プロジェクト）～」
（内閣府）より抜粋し要約したものです。

水も止まりそうだったのでポリタンクを
慌てて買いに行ったが売り切れ。空の
ペットボトルを必死に探して代用しまし
た。復旧まで持つか心配でした。

多めに買い置きを
し、消費した分を
補充するローリン
グストック法がお
勧めです。

　最低３日分、買い置きなど日頃の
備えで１週間分の水と食料の確保を

問草加八潮消防局
　☎924-0119
　5928-8338

問危機管理課☎922-06145922-6591

首都直下地震発生確率は３０年以内に７０％被災者の声に学び、
自分や家族を守ろう！

大事な命を守るためにも、今一度、自宅と自宅周りの地震
対策を見つめ直し、できることからはじめてみましょう。

食料や物資は普段から
備蓄していないと

1週間分の備えを

全部売り切れていました

新潟県中越沖地震
（平成19年7月）柏崎市：30代女性

日頃の訓練で、誰が何をできるかを何と
なく把握していたので道具や材料調達、
配達などうまく役割分担ができ、炊き出
しをすることができました。

　32の小・中学校等では、地域主体の
避難所運営委員会が組織されている
ほか、市内では138の自主防災組織が
活動しています。

被災者ながら必死に炊き出し
事前の訓練が役に立った

地域の防災訓練へ参加を

知識だけではできなかった

東日本大震災
（平成23年3月）新地町：60代女性

台所の家具が全部倒れ、やっとの思い
でドアを開けると、隣室もテレビは倒れ、
ガラスは割れるで、足の踏み場もない
状況でした。

　阪神淡路大震災で
の死因の約8割が建
物倒壊や家具転倒。
大阪府北部地震（平
成30年6月）でも、ブ
ロック塀の倒壊や家
具の転倒により尊い
命が失われています。

転倒防止した家具だけは
倒れず、やっぱり全部やって

おけばよかったな

自宅での地震対策を

ドアが開かない

宮城県北部を震源とする地震
（平成15年7月）東松島市：60代女性

買

食 蓄

訓練に参加し、日頃
から自身の防災力
を高めましょう
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■4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0.10／最小値0.10（市役所前）

　認知症は、誰にでも起こりうる脳の病気の一つです。認知症を早
い段階で発見し適切な治療を開始すれば、進行を遅らせたり、症状
を改善することができる場合もあります。
　今年度中に60歳になる人、65歳以上の人は誰でも受診できます。
この機会に脳の健康度チェックを行い、認知症の早期発見に役立て
てください。
■受診期間　6月1日㈯～12月20日㈮※期間内に1回のみ
■対 象 者　令和2年4月1日までに①60歳になる人（昭和34年4月2

日～昭和35年4月1日生まれ）②65歳以上の人（昭和
30年4月1日以前生まれ）

■受診方法　健康保険証・お薬手帳を持参し、実施医療機関へ
■費　　用　無料（※他に受ける診察・検査等を除く）
■実施医療機関　下表参照。ホームページでも確認できます

　集団検診（バリウム）に加え、個別検診（内視鏡）を開始します。
対象年齢・自己負担額は以下のとおり。50歳以上の人は申込時に
集団検診（バリウム）か個別検診（内視鏡）のいずれかを選択して
ください。対象者は令和2年4月1日までに対象年齢になる人を含み
ます。
■対 象 者　50歳以上
■実施内容　問診・胃内視鏡検査
■費　　用　3500円※下記①～③は2000円、④⑤は無料
　①75歳以上　
　②65～74歳の後期高齢者医療保険制度被保険者
　③非課税世帯
　④生活保護受給世帯
　⑤中国残留邦人等支援給付制度適用者
■会　　場　指定医療機関
■定　　員　1800人
■申込方法　はがきに検診名・住所・氏名・生年月日・電話番号を
明記し、〒340-0016中央1-5-22保健センターへ郵送または窓口へ。
6月中旬から受診券を郵送します。同封されている指定医療機関一
覧から選択し、医療機関に予約後、受診してください。
≪注意≫
・胃内視鏡検診は2年に1度のみ受診可。
・胃の病気で治療中の人は受診できません。

　「平和大使」として広島を訪問し、平和の尊さと草加市平和都市
宣言の趣旨を考え、広く普及させ未来に伝える中学生を募集します。
■派 遣 日　7月30日㈫～31日㈬※自然災害など派遣が困難な事態

が生じた場合は8月20日㈫～21日㈬
■対　　象　市内在住の中学生
■募集人数　4人（男女各2人）
　　　　　　※応募多数の場合は公開抽選（応募者氏名公表）
■費　　用　交通費・宿泊費（1泊2食付き）は市が負担
■平和大使の役割
　①原爆ドーム、平和記念公園、平和記念資料館などを見学する。
　②見学で感じたことを作文にまとめ、9月14日㈯の平和の日講演

会で朗読する。
■申込方法　6月17日㈪（必着）までに、市公共施設・ホームペー
ジにある募集要項を入手し、保護者の承諾を得た上で、応募申込書
を、人権共生課へ簡易書留郵送または持参。

　道路に穴ぼこが開いている・カーブミラーやガードレールが壊れ
ている・街路灯の電球が切れているなどの道路等の不具合をインタ
ーネットで通報できるシステムの試験運用を開始しました。
　草加市電子申請・届出サービス（下記QRコードまたはアドレ
ス）にアクセスし、「道路の補修依頼」のページで不具合の項目を
選択するだけで簡単に通報できます。
　また、詳しい住所がわからなくても、スマートフォンの位置情報
を有効にして撮影した写真の添付があれば、市で場所を特定し対応
します。
【草加市電子申請・届出サービス】
https://s-kantan.jp/city-soka-saitama-u/offer/offerList_
initDisplay.action

　家庭の樹木や生け垣が道路や水路上にまで張り出すと、通行の支
障となり、見通しが悪くなることで交通事故等の原因にもなりかね
ません。所有する樹木が次の項目に該当する場合は、樹木のせん定
にご協力をお願いします。
【適正管理のためのチェック項目】
□車道や歩道、水路に宅内か
ら樹木が張り出している。

□宅内からの枯れ木や枯れ枝
等による通行障害がある。

□道路標識やカーブミラー、
街路灯等を樹木が覆ってい
る。

□カーブミラーに枝葉が映り
込み、見づらい状況になっ
ている。

【適正管理のためのチェック項目】

認知症検診を受けましょう
問長寿支援課☎922-28625922-3279

樹木の適正管理を
問維持補修課☎922-34615922-3049問保健センター☎922-02005922-1516

内視鏡（胃カメラ）による
胃がん検診が始まります

早めの受診が大切です

庭木の枝が道路に張り出していませんか？

問人権共生課☎922-08255927-4955
平和大使を募集

道路等の不具合を
見つけたら教えてください！
問維持補修課☎922-24125922-3049

50歳以上
対象

中学生対象

スマホやパソコンで手軽にいつでも通報できます

せん定を
お願いします。

草加西部クリニック

みなみ草加クリニック

柳島クリニック

内藤クリニック

内山内科小児科医院

草加永大クリニック

神谷医院

中田医院

山崎クリニック

草加内科呼吸ケアクリニック

かがわ医院

たなか内科・循環器内科クリニック

さかの医院

大里内科医院

石井外科医院

山崎胃腸科内科クリニック

児玉医院

メディクス草加クリニック

草加すぎうら内科クリニック

あい小児科（㈪午前のみ・要予約）

鳳永病院

肥田医院

埼友草加病院

臼田診療所

大城クリニック

草加脳神経外科クリニック

高木クリニック

松野クリニック

かたい内科クリニック

草加松原整形外科医院

草加きたやクリニック

瀧澤医院

いしどりクリニック

かとうファミリークリニック

正務医院

虎溪医院

メディカルハブクリニック

平田クリニック

二宮病院

しんえいクリニック

レン・ファミリークリニック

松原・
草加東部

谷塚・
瀬崎谷塚西部

草加中央
・稲荷

草加西部

安行

川柳・
新田東部

新田

私有地 道路・水路
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○PM2.5（単位：マイクログラム／㎥）最大値18.8／最小値1.2（花栗中学校内）　○給食の放射性物質の検出なし

創業スタートアップセミナー
■対　　象　起業や自営業の立ち上げを考えている人
■内　　容　創業に必要な心構えやポイントの伝授、実践的な内容

を学べる「創業塾」の紹介
■日　　時　6月15日㈯午後1時30分～4時30分
■会　　場　草加商工会議所
■定　　員　30人
■申込方法　6月13日㈭までに草加商工会議所へ。
創業ワンストップ相談窓口
■対　　象　創業や会社設立が具体化している人、創業2年以内の人
■内　　容　　相談内容や創業の準備段階に応じて、市・草加商工

会議所・各支援機関が連携しながら疑問や課題の解決
策の相談に応じます。創業後も継続的にサポート。
　なお、相談指導を受け、一定条件を満たした人は、
会社設立時の登録免許税軽減や創業関連保証枠拡充な
どの支援が受けられます。

■日　　時　月～金曜日午前9時～午後5時（事前予約可）
■場　　所　草加商工会議所

　草加のまちを魅力的にしたいと考えている人を対象に、リノベー
ションまちづくりや公共空間の利活用について講演します。
■日時　6月20日㈭午後7時～8時30分
■定員　60人　■会場　市役所西棟第2・3会議室
■講師　西村浩氏（㈱ワークヴィジョンズ）
　都市再生戦略の立案、建築・リノベーション
・土木分野の企画・設計に加え、まちづくりの
ディレクションやコワーキングスペースの運営
などを意欲的に実践している。

◆家具転倒防止対策をサポート！
　大型の家具などが倒れると命に関わる重大な被害になる
ことも。金具やベルトなどで固定し転倒防止対策を。
電動ドライバーと
間柱センサーを貸し出し
　住宅や事業所で家具転倒
防止器具を取り付ける18歳
以上の人に無料で貸し出し。
間柱センサーは壁の下地を
センサーで感知し、ビスが
打てる位置かどうかを確認
できる器具です。

器具（L字金具）等の
取り付けを支援
　65歳以上の人や障がい者
のみの世帯は、作業員が伺
い取り付けます。家具3点
まで。詳細は問い合わせて
ください。

　4月1日付で竹村圭司氏が法務大臣より人権擁護
委員に委嘱されました。任期は令和4年3月31日
まで。
　埼玉司法書士会越谷支部草加部会所属。埼玉県
法律相談、司法書士会草加部会無料法律相談の相
談員などを務める。今回1期目。

　行政相談委員は、民間の有識者の中から総務大臣が委嘱しており、
公平・中立な第三者の立場で国の仕事に対する苦情等の解決を図り、
皆さんの声を行政運営に役立てています。
　定例相談会は第2金曜日午後1時30分～4時に市役所本庁舎西棟１
階市民相談室で行っています。
　また、市内の行政相談委員宅でも相談に応じます。
醍醐洋子さん（氷川町　☎925-1930）
中村久夫さん（中根三丁目　☎936-0054）
山川邦子さん（栄町二丁目　☎931-8689）
竹村博之さん（遊馬町　☎925-4151）
山口久男さん（遊馬町　☎925-0795）

　今回は1～3月分までの市長交際費、議長交際費などすべての交際
費9種類。公開内容は、支出年月日・支出目的・相手方（病気見舞
いは除く）・金額の4項目。公開は3か月ごとに行い、市のホームペ
ージと市役所情報コーナーで閲覧できます。
■交際費支出件数・金額
　市長…94件・43万5700円　議長…26件・11万3500円　教育委員
会…9件・3万8000円　農業委員会…1件・6000円　
　なお、上下水道部、市立病院事業管理者、選挙管理委員会、監査
委員、公平委員会の支出はありませんでした。

ここに

つけられるね！

診断

結果は…
うちは大丈夫
かしら？

問草加商工会議所☎928-81115928-8125

まちの学校 vol．11 公共空間の活用方法

問人権共生課☎922-08255927-4955

人権擁護委員に竹村圭司氏を委嘱

問広聴相談課☎922-05665922-3173

国の仕事に関する相談は行政相談委員へ

問庶務課☎922-09695922-3091

問危機管理課☎922-06145922-6591 問建築指導課☎922-19585922-3148

交際費の執行状況を公開

何からはじめる？！地震対策
〜市のサポートを利用して早めの行動を〜

創業スタートアップセミナー＆
ワンストップ相談窓口

夢をカタチに　やりたかったことは今やれることに変えよう

□申6月14日㈮までに産業振興課へ。☎922-08395922-3406
　sangyosinko@city.soka.saitama.jp
□申
　 1～3月

何から

やったらいいの

かしら…

市の

サポートで

賢く対策だ！

◆まずは簡易耐震診断で現状を知ろう！
　ハードルが高い耐震診断や耐震改修。木造の戸建住宅であ
ればどなたでも無料で簡易耐震診断を利用できます。現状を
知る第一歩として利用してみては。

木造戸建住宅
無料簡易耐震診断
・平面図や間取り図を用意し、
電話で建築指導課へ申し込み。
・現地確認は行いません。
住宅の耐震診断・
耐震改修費用を一部補助
　事前に申請が必要です。交
付決定（申請から2週間程度）

前の契約・着手不可。余裕を持って申請を。
▼対象建築物：昭和56年5月31日以前に建築確認・着工をし
た戸建住宅、分譲マンション。▼対象者：市内に建物を所有
し、自ら1年以上居住している個人または管理組合。
　詳細は問い合わせてください。

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③市政情報 2019年5月20日号



④ 2019年5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。

　6月から令和2年3月までの期間、す
べての事業所を対象に各種統計調査の
母集団情報を整備することを目的とし
た経済センサス基礎調査を実施します。
提出された調査票は統計目的以外には
使用しません。6月上旬から調査員が
すべての事業所の活動状況を実地に確
認し、一部の事業所には調査票を配布
しますので、皆さんの協力をお願いし
ます。ε庶務課☎954-47975954-71
23

5

　6/10㊊。記念体育館、市民体育館、
吉町テニスコートは施設整備のため休
館します。ε草加市体育協会☎928-63
615922-15135

　市民体育館では個人利用をしている
人を対象にラージボール・卓球・バウ
ンドテニスのワンポイントアドバイス
を実施しています。第1・3㊊はラージ
ボール・卓球。第2・4㊊はバウンドテ
ニス。いずれも11時～13時。また、以
下の4種目に限り次の日程で個人に開
放しています。バウンドテニス…㊊9
時～11時。バドミントン…㊊11時～13
時。卓球…㊊・㊍13時～15時。バスケ
ットボール…㊍11時～13時。利用料金
は2時間で大人200円、子ども100円。
用具持参。ε市民体育館☎5936-62395

経済センサス基礎調査に協力を

埼玉県美術展覧会

生涯学習体験講座

トランポリンフェスティバル

求人企業合同面接会

スポーツ施設の休館

　6/2㊐10時～16時。会場は氷川コミ
セン。利用者団体による舞台発表・作
品展示・各種模擬店ほか。ε同コミセ
ン☎5927-56925

■パペットを作って腹話術を楽しもう
　6/17㊊9時30分～12時。会場は草加
市文化会館。定員15人。材料費500円。
工作用はさみ・小さい手鏡持参
■爽やかに香るソーププルメリアのリ
ース　7/3㊌10時～12時。会場は新里
文化センター。定員6人。材料費500円。
はさみ・持ち帰り用の袋・あればピン
セット持参
■やさしい相続勉強会　7/5㊎10時～
12時。会場は新田西文化センター。定
員30人
■初めての美味しい紅茶の淹れ方講座
　7/10㊌10時30分～13時30分。会場は
谷塚文化センター。定員6人。材料費
2000円。布巾持参
è生涯学習課へ。☎922-28195922-34
98
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氷川コミセンまつり

　5/25㊏10時～16時。会場は伝統産業
展示室「ぱりっせ」。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☎5931-19705

　市の審議会等を傍聴できます。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。
■草加市立病院運営審議会〈市立病院
経営管理課☎946-2200○内 30055946-22
11〉…5/30㊍10時30分～　市立病院本
館3階講堂で　定員5人（当日先着順）

○内

　5/28㊋～6/19㊌10時～17時30分（㊊
休館）。会場は県立近代美術館。日本
画や洋画など県内から出品された優秀
な作品が展示されます。ε県立近代美
術館☎048-833-0185

　6/1㊏・2㊐10時30分～16時。会場は
物産・観光情報センター。本染めゆか
たや手拭いなど色鮮やかな製品を販売
します。ε産業振興課☎922-34775 
922-3406

5 

■介護者のつどい　6/7㊎13時15分～
14時45分。会場は中央公民館。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草
加中央・稲荷（包）☎959-91335922- 
3801
■笑いと音楽のハーモニー　6/7㊎13
時30分～15時。会場は勤労福祉会館。
65歳以上対象。定員70人。è5/21㊋か
ら新田（包）へ。☎946-05205946-0523
■介護者のつどい　6/12㊌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

5

5

5

　6/1㊏10時～。会場は高砂コミセン。
ふるさとまちづくり応援基金助成事業
の公開審査会を開催します。ε市民活
動センター☎920-35805925-18725

■鉛筆デッサン教室　第2・4㊋13時30
分～16時。会場は氷川コミセンほか。
月額1600円。スケッチブック・鉛筆持
参
■絵手紙教室　第2･4㊊13時～15時。
会場は氷川コミセンほか。月額1200円。
スケッチブック、水彩道具持参

そうか革職人会　レザークラフト体験

　5/31㊎18時～6/1㊏6時30分はメンテ
ナンス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利
用できません。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- 
10495920-1502◇納税証明書…納税
課☎922-10985920-1502

5

5
5

子育て講演会
「乳幼児期の聞こえの
発達とことばを
はぐくむために大切なこと」

コンビニ交付サービス
一時休止5/31㊎～6/1㊏

地域包括支援センター(包)
介護者のつどい・介護予防教室

草加の地場産業「ゆかた染め」
製品の展示・販売会

ふるさとまちづくり
応援基金助成事業審査会

　6/22㊏16時～19時。会場は記念体育
館。スポーツ活動中の突発的に発生す
る外傷に対する手当の正しい知識と技
術の習得を学びます。指導は県柔道整
復師会草加八潮支部。18歳以上対象。
定員50人。室内靴持参。è5/21㊋から
電話で草加市体育協会へ。☎928-6361

　6/30㊐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。0～5歳児の保護者及び
これから親になる人対象。講師は埼玉
大学名誉教授の志村洋子氏。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）。è6/14㊎までに子ども教育連携
推進室へ。こくちーず（QRコード）
からも可。☎922-34945928-11785

　6/12㊌13時～16時。会場は大宮ソニ
ックシティ。令和2年3月大学・短大等
卒業予定者、3年以内の既卒者対象。
予約不要。履歴書複数枚持参。ε埼玉
県雇用対策協議会☎048-647-4185

　6/23㊐9時30分～12時、13時～15時
30分。会場は市民体育館。トランポリ
ンの跳び方やトランポリンを使ったゲ
ーム。定員各40人。参加費800円。室
内靴・靴下持参。è5/21㊋～6/3㊊に
申込書を記入し同館へ。☎5936-62395

　6/25㊋・26㊌・27㊍・29㊏の講義と
7/3㊌・4㊍・10㊌・11㊍の実習のうち
各1日。会場は草加かがやき特別支援
学校。修了後は同校ボランティアに登
録可。è6/7㊎までに申込用紙を同校
へ。☎946-21315946-56705

　6/29㊏9時～12時。会場は市民体育
館。小学生以上対象。定員50人。参加
費中学生以上200円。あればラケット
・室内靴持参。è5/21㊋から電話で草
加市体育協会へ。☎928-63615922-15 
13
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　7/3・10・24、8/7の㊌14時～15時30
分。全4回。講師はNHKスペシャル
「人体」等の元統括プロデューサー林
勝彦氏。会場は中央図書館。定員30人。
参加費4000円。è生涯学習課へ。マ
イ・ステージ
（QRコード）
でも可。☎922-
28195922-34
98

5

覚えておきたい
スポーツ現場での応急処置

世代間交流
楽しく卓球レッスン＆ゲーム

そうか市民大学前期講座
「人間探求！遺伝子・
DNA～映像で語る～」

草加かがやき特別支援学校
ボランティア養成講座

シルバーカルチャー教室
受講生募集

市民体育館の個人利用者向け
ワンポイントアドバイス・個人開放

èシルバー人材センターへ。☎928-92
115928-92095

5922-15135

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

6/1㊏～７㊎は水道週間。「いつものむ　いつもの水に　日々感謝」

▶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
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　6/4㊋10時～11時30分。会場は市民
活動センター。講師は柏市豊四季台地
域高齢社会総合研究会に携わる東京大
学特任講師の後藤純氏。同研究会の活
動内容や今後課題となる都市部の長寿
社会のあり方を専門的な観点で学びま
す。定員30人。è5/21㊋から同センタ
ーへ。☎920-35805925-18725

協働のひろば講座
「住みなれた家でくらしつづけ
自分らしく老いるために」

中央公民館 ☎922-5344

新田西文化センター ☎942-0778

新里文化センター ☎927-3362

柿木公民館 ☎931-3117

川柳文化センター ☎936-4088

定員のあるものは5/21㊋
8時30分から各館へ申し込みを

5925-0152

　6/15㊏10時～13時。会場は新里文化
センター。マルゲリータピザ、ツナサ
ラダ、かぼちゃスープ、デザート。小
学生と保護者対象。定員12組。参加費
大人500円、子ども400円。エプロン・
三角巾・布巾2枚を親子分持参。
è5/21㊋から電話で保健センターへ。
☎922-02005922-15165

えだまめとりへ　レッツゴー

親子料理教室　ピザづくりに挑戦

　6/29㊏10時草加北ミニコミセン集合
12時解散。会場は野口農園（草加1丁
目）。1歳～未就学児と保護者対象。
定員30組。参加費1家族400円（10
本）。è6/6㊍9時から電話で保育ステ
ーションへ。☎920-11205920-11015

ジュニア陸上教室

　6/29㊏10時～11時30分。会場は栄中。
小学生対象。定員50人。参加費500円。
è5/21㊋から電話で草加市体育協会へ。
☎928-63615922-15135

▼中央公民館美術展　6/7㊎～17㊊9時
～20時（7㊎は13時から、17㊊は13時
まで）　同館で活動している団体の成
果発表　写真・絵画・陶芸ほか
▼こころを結ぶ光のひろば　6/4㊋10
時～12時　点字体験ほか
▼子育てカフェ　6/6・20、7/4の㊍10
時～12時　全3回　リトミック・絵本
カフェ・七夕飾り作り　おおむね1～3
歳と保護者対象　定員12組（6/20、
7/4は1歳以上の保育あり）
▼父の日　大好きな人にプレゼント　
6/15㊏10時～12時　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」　
6/19㊌10時～　親子友だちづくり・簡
単工作ほか　乳幼児と保護者対象
▼にじいろタイム　6/21㊎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」

子ども・親子向け

　6/21㊎13時30分～　胎教と友だちづ
くり　初妊婦対象

▼ママといっしょにおはなし会　5/27
㊊10時30分～11時　読み聞かせ・手遊
びほか　乳幼児と保護者対象
▼新田西文化センターふれあいコンサ
ート　6/2㊐12時30分～15時40分　出
演は同館で活動している利用団体・草
加西高吹奏楽部　定員150人（当日先
着順）
▼おもちゃの病院　6/3㊊10時～12時
　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」　
6/3㊊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　6/3～24の㊊（17を
除く）16時～17時…楽しく英語、6/6
㊍17時～18時…卓球、6/17㊊16時～17
時…将棋、6/18㊋17時～18時…スポー
ツウエルネス吹矢　小・中学生（英語
は小学4～6年生）対象　保護者同伴
▼外国籍市民のための日本語教室　
6/4～18の㊋10時～12時
▼癒しのこけ玉づくり教室　6/12㊌13
時30分～16時　成人対象　定員20人　
参加費300円　エプロン・ピンセット
・雑巾・薄手のゴム手袋・持ち帰り袋
持参
▼英語を勉強しながら夫婦関係を学ぶ
　6/14～令和2年3/13の第2㊎13時～14
時30分　全10回　英語の本「Empty　
Nesting」で子どもが巣立つ前後の新
しい夫婦関係について学ぶ　おおむね
40～60歳対象　定員10人　英和辞書持
参
▼謎解きゲーム「大富豪の遺言状」　
6/16㊐10時～11時30分…小学1～3年生
・13時～14時30分…小学4～6年生　
クイズ好きな大富豪の遺言状を解読し
よう　定員各50人（1チーム4人（2～6
人も可））対象
▼いっしょにあそぼう！百人一首体験
教室　6/22㊏10時～11時30分　小学生
～中学1年生対象　定員20人
▼国際交流料理教室（ロシア料理）　
6/25㊋10時～13時　ボルシチ・ブリヌ
イ　成人対象　定員16人　参加費1000
円　エプロン・三角巾・布巾2枚持参

▼うたごえひろば　5/24㊎10時～12時
　成人対象　参加費200円（飲み物・
軽食代含む）
▼ららアン～ほにゃららアンサンブル
～コンサート　6/5㊌10時30分～　バ
イオリン・フルート・トランペット・
サックス　 「天国と地獄」ほか
▼すくすくクラブ　6/13㊍10時～11時
30分　手遊び・育児交流ほか　乳幼児
と保護者対象
▼ジャズサロンコンサート　6/18㊋14
時～14時45分　「ベサメムーチョ」
「愛さずにいられない」ほか

▼のびのび広場　6/21㊎10時～11時　
季節の遊び・工作ほか　乳幼児と保護
者対象
▼おもちゃの病院　6/28㊎10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで

▼川柳音楽会「ファンタジックピアノ
コンサート」　6/3㊊13時30分～　懐
メロ・映画音楽　定員30人
▼おはなしの広場　6/14㊎・28㊎11時
15分～11時45分　手遊び・紙芝居ほか
　乳幼児と保護者対象
▼おもちゃ病院　6/21㊎10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで

▼じゃがいも掘り体験　6/22㊏9時30
分～10時30分　定員10人　参加費200
円　軍手持参

▼おはなしの時間　5/22㊌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
▼元気ルームMINI　6/6㊍10時～12時
45分　ホール開放自由利用　乳幼児と
保護者対象　昼食持参可
▼おもちゃの病院　6/10㊊10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼親子で元気ルーム　6/13㊍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

　姉妹都市奥会津昭和村で採れた新鮮な山菜・野菜を即売します。
■会場　カーソンプラザ
■内容　物産販売コーナー…昭和村の豊かな自然が育んだ山菜や
新鮮野菜、原木しいたけの販売。試食・試飲コーナー…山菜料理
の試食、代官清水（昭和村の天然水）の試飲。

福島県昭和村
～春の味覚フェア＆田舎の野菜便～
ε文化観光課☎922-24035922-3406

ε環境課☎922-15195922-1030
ゴーヤの苗を配布
緑のカーテンでエコに涼しく

ε産業振興課☎922-34775922-3406

6/1土

5/26日11時～17時

6/1土13時～16時

　温暖化防止と街なか緑化のため、緑のカーテンで節電・省エネ
のエコ生活を。ゴーヤの苗を無料配布します。後日、ゴーヤの成
長を記録し環境課へ報告した人に記念品を贈呈します。
■会場　アコス北館（マルイ）前
※苗を入れる袋を持参してください。

５月
・
６月

春
草加駅前
イベント

10時30分～
 （なくなり次第終了）

　この春に進学や就職などで草加へ引っ越
してきた皆さんに草加の魅力を伝えようと
草加駅東口にある8商店会とマルイ、イト
ーヨーカドー、ヴァリエが合同で開催しま
す。イベント参加店舗の各種カード利用で
参加できる抽選会のほか子ども向けのイベ
ントなど盛りだくさん。
■会場　草加駅東口周辺
　詳細は草加 Welcome Festivalホームページで確認を。

ε産業振興課☎922-34775922-3406
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▼おもちゃ病院　5/23㊍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
▼おひるねアート 5/31㊎10時～、11
時～　テーマは「端午の節句」ほか　
定員各15人
▼ぬりえコンテスト　6/1㊏～21㊎10

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。

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（5/21～6/20）

5/24㊎、6/7㊎

5/29㊌、6/12㊌

5/30㊍、6/13㊍
5/31㊎、6/14㊎

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

氷川児童センター ☎928-2341

新栄児童センター ☎942-9876

住吉児童館 ☎928-5736

わくわくタウン松原 ☎941-2905

谷塚文化センター ☎928-6271

谷塚児童センター ☎925-1856

5☎946-3000 5944-3800

定員のあるものは5/21㊋
10時から各館へ申し込みを

5922-3274

■木曜シアター　5/23㊍14時～15時30
分　プラネットアース2-1　第1集島・
生命の小宇宙、第2集熱帯の森・ひし
めく命　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　5/26㊐
13時30分～14時
■絵本の読み聞かせと紙芝居　㊌15時
～15時30分（3歳以下対象）・15時30
分～16時（3歳以上対象）、㊎11時～
11時30分と㊏・㊐14時30分～15時
（幼児以上対象）

■長栄平成塾健康体操&レクダンス　
第1・3㊍10時～11時30分、第2・4㊍
13時～14時30分　長栄小で　楽しく身
体を動かし今流行りの曲でレクダンス
　月額1000円　ε吉川☎942-3300

▼すくすくクラブ　5/28㊋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
▼草加市連合民謡民舞大会　6/2㊐10
時～　唄・踊り・器楽の発表
▼高年者のひろば　6/11㊋13時30分～
　講義「血圧・基本健診について」、
7/9㊋8時45分集合　市のバスで東秩父
村和紙の里ほかへ　参加費1000円（昼
食代含む）　手すき和紙体験（各自実
費負担）、9/9㊊10時～　調理実習　
材料費500円、10/8㊋13時30分～　講
義「遺言・相続について」　全4回　
高年者対象　定員25人
▼M5＋ロビージャズコンサート　6/
13㊍12時～13時　「テネシーワルツ」
「黄色いリボン」ほか
▼浴衣着付け教室　6/19㊌・26㊌13時
30分～15時30分　成人対象　定員10
人　浴衣・紐3本・肌襦袢・伊達締め
・帯板・裾よけ・半幅帯持参
▼谷塚元気ひろば　6/24㊊13時～15時
　谷塚・瀬崎（包）による認知症につ
いての話　65歳以上対象　定員30人　
参加費100円

時～17時　小学生対象　6/22㊏～25㊋
は投票
▼オセロで遊ぼう　6/1㊏14時～　小
学生対象　参加賞あり
▼ほっこりリトミック　6/7㊎10時～、
11時～　1・2歳児と保護者対象　定員
各回15組
▼ふれあい収穫体験じゃがいも掘り　
6/9㊐10時30分三浦農園集合（雨天時
16㊐）　幼児（保護者同伴）～高年者
対象　定員30組　参加費360円（3株）
　è参加費を添えて同館へ
▼親子で作ろう　6/14㊎14時45分～　
レジンでキーホルダー作り　幼児と保
護者対象　定員10組
▼ママのためのリフレッシュヨガ　6/
15㊏10時15分～　定員15人
▼父の日制作　6/16㊐14時～　レジン
でキーホルダー作り　小学生以上対象
　定員10人
▼ともだち文庫の「おはなしポケッ
ト」　6/17㊊11時～　読み聞かせとわ
らべ唄　乳幼児と保護者対象

▼おもちゃ病院　5/23㊍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　5/23㊍、6/20㊍　オ
セロ大会　6/6㊍　いずれも16時～　
小学生対象
▼ふれあいグラウンド・ゴルフ　5/27
㊊10時30分～11時30分　小学生～高
年者対象
▼ドッジボール大会　5/30㊍16時～　
小学生対象
▼ぬりえコンテスト　6/1㊏～15㊏　
幼児（保護者同伴）～小学生対象　6/
17㊊～22㊏は投票
▼ふれあい囲碁・将棋教室　6/1㊏14
時～15時　幼児（保護者同伴）～高年
者対象
▼竹とんぼ作り　6/8㊏14時30分～　
小学生対象
▼大切な家族へのプレゼント作り　6/
13㊍・14㊎15時30分～　糸で編むス
トラップ　小学生対象

▼手芸　5/26㊐13時30分～16時　プラ
板で父の日のストラップ作り　幼児
（保護者同伴）以上対象
▼石膏たまご　6/2㊐13時30分～16時
　風船に石膏を入れて卵の形に作成　
幼児（保護者同伴）以上対象
▼じゃがいも掘り　6/3㊊10時30分三
浦農園集合（雨天時6/10㊊）　幼児と
保護者対象　定員20組　参加費1組400
円（3株）　スコップ・ビニール袋持参
▼おもちゃ病院　6/6㊍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
▼みなクル工房「スイング・ストロ
ー」　6/8㊏13時30分～16時　ストロ
ーで左右に飾りが動くおもちゃ作り　
幼児（保護者同伴）以上対象

▼アナログゲーム「スティッキー」　6/
9㊐13時30分～、15時～　サイコロで
出た色のスティックを抜きとるバラン
スゲーム　幼児（保護者同伴）以上対象
▼なかよしランチ　6/12㊌11時30分～
13時　小さなパンケーキ作り　幼児と
保護者対象　定員15組
▼ひ革工房　6/15㊏13時30分～16時　
父の日のキーホルダー作り　幼児（保
護者同伴）以上対象
▼とり＋かえっこ屋　6/17㊊～21㊎15
時30分～17時　使わなくなったおもち
ゃの交換、ゲーム　幼児（保護者同
伴）以上対象
▼ママのためのリラックスヨガ　6/20
㊍15時～15時40分　0～2歳児と保護
者対象　定員15組

▼春の工作　5/27㊊～6/13㊍（㊋を除
く）15時～　㊊・㊎は中央図書館　㊌
・㊍はコンフォール松原19号棟　フェ
ルトを使ったケース　小学生対象　定
員各日5人（当日先着順）
▼読み聞かせ「たんぽぽ」　6/6～20
の㊍11時～11時30分　会場は子育て支
援センター　乳幼児と保護者対象
▼おもちゃ病院　6/21㊎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　6/25㊋13時～　
会場はコンフォール松原19号棟　平成
30年6月生まれ対象　定員12人　è6/3
㊊13時から電話で同館へ

▼ABCで遊ぼう　5/27㊊15時30分～
16時30分　小学生対象
▼こぶたのしっぽ　6/5㊌11時～　パ
ネルシアター　乳幼児と保護者対象
▼オセロ大会　6/7㊎　マンカラ大会
　6/14㊎　いずれも16時～　小学生対
象　参加賞・優勝賞品あり
▼大好きな人へプレゼント　6/11㊋・
13㊍16時～　ペン立て作り　小学生対
象
▼ふれあい収穫体験じゃがいも掘り　
6/15㊏10時30分野口農園集合（雨天時
22㊏）　幼児（保護者同伴）～高年者
対象　定員20人　参加費300円（2株）
　スコップ・ビニール袋・軍手持参
▼おもちゃ病院　6/15㊏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
▼親子コンサート　6/19㊌11時～　出
演はぽこあぽこ　乳幼児と保護者対象

■民謡同好会（三味線・民謡）　月2回
㊍13時～17時　氷川コミセンで　楽し
い仲間づくり　三味線…月額4000円　
民謡…月額3000円　ε杉林☎941-2225
■勤福健康体操の会　㊌13時～15時　
勤労福祉会館で　入会金1000円　月額
2000円　ε小畑☎942-5399
■アロハフラプアマナクラブ（フラダ
ンス）　第1・2・4㊊13時～15時　谷
塚文化センターで　フラダンスを楽し
んでみませんか　体験可　月額4000円
　ε亀島☎925-9485
■義和流拳法（挙法・空手ほか）　㊌
19時～、㊏16時～　いずれも谷塚ミニ
コミセンで　4歳以上対象　入会金
2000円　月額2500円　ε門馬☎080-30 
02-2709
■きんぷくギターサークル　月4回㊍
17時～19時　勤労福祉会館で　ギター
を楽しんでいます　初心者歓迎　見学
可　月額1000円（お菓子付き）　ε中
島☎090-8435-0317
■食生活改善会（料理）　第2㊌9時30
分～12時30分　川柳文化センターで　
料理ほかバスで工場見学、ウオーキン
グなど　年額4000円（材料含む）　ε

岡田☎936-4189
■稲荷いきいき体操の会　㊊9時～11
時　稲荷コミセンで　音楽に合わせて
楽しく体を動かし健康寿命をのばしま
しょう　入会金1000円　月額2000円
　ε青木☎936-1022
■ゆたかペン（ペン習字）　第1・3㊊
10～12時　稲荷コミセンで　脳の活性
化を促すペン習字　健康寿命が男女共
にのびました　見学可　入会金1000円
　月額2000円　ε高橋☎935-4188
■民踊の里　第1・3㊎13時～15時　ふ
れあいの里で　日本各地の盆踊りとサ
ークル活動　五輪音頭もやります　健
康寿命持続のため一緒に踊りましょう
　月額500円　ε石井☎927-5061
■シュークリーム（料理）　第4㊊9時～
13時　谷塚文化センターで　料理を通
して親睦をはかりませんか　入会金10
00円　月額1000円　ε山本☎927-7643
■絵手紙サークル　第2㊌13時～17時
　原町コミセンで　絵も字も苦手と思
っている人にぴったりの教室です　花
や野菜や自分の手もモデルです　月額
2000円　ε遠藤☎941-3704
■草和会（茶道裏千家）　第1・3㊏13
時～17時　漸草庵ほかで　四季折々の
お茶とお菓子で楽しくお稽古しましょ
う　初心者歓迎　見学可　月額3500円
　ε舩戸☎922-2322
■草萌白樹句会（俳句）　第1㊋13時
～16時　勤労福祉会館で　俳句を学ん
で仲間を増やしませんか　初回7月か
ら　初心者対象　定員10人　月額500
円　ε吉田☎943-2832
■稚心会（書道）　第1・3㊋9時～12
時　であいの森で　和やかな雰囲気の
なかで書道を楽しみませんか　入会金
1000円　月額1000円　体験1回200円
　ε野村☎941-5108

（八幡北5/29休み）

5/22㊌、
6/5㊌・19㊌
5/23㊍、
6/6㊍・20㊍



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

6/2㊐

5/26㊐

内科

外科

内科

外科

内山内科小児科医院

横内整形外科クリニック

松本医院

山崎クリニック

高砂2-6-4

松原4-5-8

松原2-2-7

中央2-4-11

☎922-0963

☎941-0211

☎942-5462

☎924-1375

　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

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。

■診療時間　内科・外科…9時～12時・14時～17時（変更の場合あり）

㈲石田水道
㈱井戸梅

吉町１-５-１２
住吉２-４-３

☎９２２-２７３６
☎９２２-３４１３

5/26㊐
6/  2㊐

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

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㊋、㊌、第1・4㊎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） 第1 ・3 9時～12時ä第1㊍・3㊎9時～12時
行政書士による法律相談（相続・外国人
在留帰化・金銭貸借等の書類作成など） 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㊍・第1㊏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

第1・3・4㊊…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）
5/29㊌9時～12時…瀬崎コミセン、13時～16時…
市役所西棟☎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
6/3 …住吉児童館 928-5736
6/5 ･20 …新栄児童センター 942-9876
5/23 、6/13 …谷塚児童センター 925-1856
6/19 …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
6/3㊊…住吉児童館☎928-5736
6/5㊌･20㊍…新栄児童センター☎942-9876
5/23㊍、6/13㊍…谷塚児童センター☎925-1856
6/19㊌…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

■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

5/21㊋～6/20㊍（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。

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ⑦医療・水道・相談案内 2019年5月20日号

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



　29日、そう
か公園まつり

が開催され、多くの親子連れが大型連休のひ
とときを楽しみました。また、天皇陛下御在
位30年を記念し、市の木であるマツの植樹が
行われました。

　草加都市農業フェア実行委員会
が中心となって行うおいし
い催し。身近な都市農業
の魅力を知り、おいし
い草加の農産物を堪能
してください。

■日時　6月9日㈰
　　　　午前10時～午後3時（荒天時中止）
■会場　草加中央防災広場
■内容　市内農業者やJAさいたまによる旬の野菜や

地場農産物を使用したグルメの販売、枝
豆の試食、食育・草加の都市農業の
PR、子ども向けイベントコーナーほか

■日時

■会場
■内容

　今、新しい働き方として全国的に注目を集めている「わたし
たちの月3万円ビジネス」。家庭などと並行しながら自分の特
技や趣味を生かして、社会貢献したい、好きなことを仕事にし
てみたい皆さん、仲間と一緒に考え創り出す、小さなビジネス
を始めてみませんか。

　アイデアを生み出すワークショッ
プと連続講座の説明を行います。
■日　時　6月21日㈮午前10時～

午後0時30分
■会　場　高砂コミセン
■定　員　40人
ლ6月18日㈫までに電話またはメールで産業振興課へ。

■日　時

■会　場
■定　員

　商品やサービスの企画力、発信力を学び、イベントに出店。
同講座の卒業生の中からはイベントで短期店舗を出店するなど、
小さなビジネスオーナーが続々と生まれています。

■日　程　7月26日、8月9日・30日、
　　　　　9月20日、10月11日の㈮、
　　　　　11月17日㈰（予定）
■対　象　全6回全てに参加できる女性
■定　員　16人（申込多数の場合は抽選）
■受講費　1万5000円（教材費込み）
ლ7月3日㈬（必着）までに産業振興課で配
布している申込書（市ホームページでも入
手可）に記入し同課へ。

■日　程

■対　象
■定　員
■受講費

　県が主催する「彩の国プラチナキッズ」を目指すための体力ＵＰ
プログラムを開催。このプログラムの参加希望者を選抜するため、
体力テストを実施します。合格者は6月中旬から毎週火・金曜日に
記念体育館で基礎体力や運動能力向上のための練習を行います。
■日　　時　6月11日㈫～13日㈭のうち1日を選択
　　　　　　いずれも午後6時～7時30分
■会　　場　記念体育館
■対　　象　小学1～3年生
■選考方法　体力テストの結果により選抜
■選抜人数　約40人

■日　　時

■会　　場
■対　　象
■選考方法
■選抜人数

　小学4～6年生を対象に、特に体力
や運動能力が優れた資質を持つ子ど
もたちを発掘・育成し、将来のトッ
プアスリートを誕生させる埼玉県の
取り組み。平成30年度は4人が合格
しました。

　27日、まつばら綾瀬川公園で
春の子どもフェスタが開催され
ました。中心メンバーが小学生
の子ども実行委員会が企画した
ダンス甲子園やスイーツづくり
体験など、どのブースも盛り上
がり、多くの子どもたちの明る
い笑顔であふれました。

■集合日時　7月6日㈯正午
■集合場所　市役所公用車駐車場
■対　　象　小学生と保護者
■定　　員　15組30人（応募多数の場合は抽選）
■参 加 費　1組6600円（バス代・各施設見学代・応援グッズ・保険

・チケット代込み）
ლ 5月31日㈮（必着）までに往復はがきに住所、参加者全員の氏名
（ふりがな）、生年月日、電話番号を記入し、〒340-0022瀬崎
6-31-1草加市体育協会「浦和レッズプレミアム観戦体験」へ。同ホ
ームページからも申し込み可。

■集合日時
■集合場所
■対　　象
■定　　員
■参 加 費

かどまちごとでき 4月

参加者
募集
参加者
募集

問草加都市農業フェア実行委員会（産業振興課内）
　☎922-08425922-3406問産業振興課☎922-34775922-3406

　*sangyosinko@city.soka.saitama.jp

7月6日㊏
埼玉スタジアムで

午後7時
キックオフ！

プレミアム観戦体験

春の子どもフェスタ

そうか公園まつり

無料体験ワークショップ

連続講座

無料体験ワークショップ
&連続講座

問草加市体育協会☎928-63615922-1513

浦和レッズ

体力UP
プログラム

アッ
プ

目指
せ！

未来
のトッ

プアス
リート

！

目指
せ！

未来
のトッ

プアス
リート

！

ω5月21日㈫から草加市体育協会ホームページで
同協会へ（電話も可）。☎928-63615922-1513

\わたしたちの/ TVでも
話題！

月3万円ビジネス

浦和レッズVSベガルタ仙台
ⒸURAWA REDS ⒸURAWA REDS 

彩の国プラチナキッズ

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5月20日号
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