
合格ライン！
「＋おかず」でバッチリ！
●納豆ご飯・おにぎり・野菜サン
ドなどは栄養バランスが整う優れ
もの。
●具沢山みそ汁や煮物・簡単な野
菜料理を作り置きしておくのも◎

おにぎりやパン等を1品食べている

脳が喜ぶわ♥

問保健センター ☎922-0200 5922-1516

6月は食育月間

してみよう
チェック ♥食べなきゃ損！ 「朝ごはん」は健幸貯金♥

けん こう

朝ごはん、あなたはどうしてる？

まずは1品食べることから 素晴らしい！毎日続けていきましょう

何も食べていない

時間が無い・食欲が無い
からと抜いてしまいがち。
体力を消耗する季節なの
で食べる日を増やしてく
ださいね。
●前日に用意しておこう。
●菓子パンよりも、野菜
サンド・おにぎり・果
物・乳製品を選ぼう。

ごはんやパンに肉・魚・卵等のおかずと野菜のおかず
を揃えるとパーフェクト！

ごはんやパンとおかずを食べている

定食スタイル
が理想じゃよ

何を食べたらいいか迷った時は…
レシピ集を活用しよう
保健センターが作成した
1週間のバランスレシピ
をぜひ活用してください。

もったい
ないぞ～
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■5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0.08（市役所前）

　保育園と幼稚園の違い、保育料、保育時間等の詳細を説明します。
幼稚園でも働く保護者のための預り保育等があります。なお、「幼
児教育・保育の無償化説明会」では10月実施予定の幼児教育・保
育の無償化の概要を説明します。お子さんと一緒に入場できますの
で気軽に参加してください。
■「すくすく子育て説明会」
　7月27日㈯午前10時～午後0時30分、午後2時～4時30分
　8月31日㈯午後1時30分～4時
■「幼児教育・保育の無償化説明会」
　8月31日㈯午前10時～11時30分
■会場　草加市文化会館
※すくすく子育て説明会のみ保育あり（1歳～未就学児。前日まで
に要予約）

※全体説明の終了後に、個別相談も受け付けます。私立保育所や幼
稚園がブースを開設するほか、市職員による入園手続きの相談や
子育て支援コーディネーターによる子育て相談もあります。

　子ども・子育て施策について意見を述べ、検討する委員を募集し
ます。対象は市内在住の20歳以上（8月19日現在）で、市の他の審
議会等の委員になっていない人。募集は男女各1人。任期は、委嘱
の日から2年間。報酬は1会議7000円。公開抽選は8月6日㈫午後2時
から市役所第2庁舎第1委員会室で。
ω7月22日㈪までに、市役所情報コーナー・サービスセンター等で
配布する応募用紙（市販のA4用紙でも可）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・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「す
べての子どもたちが健やかに成長できる社会を実現するための草加
市と家庭と地域の役割について」（600～800字）を記載し〒340-85
50子育て支援課へ。ファクス、メールでも可。

　国の決定により後期高齢者医療保険料の軽減特例措置の内容が、
平成31年度保険料より、一部見直されることになりました。これ
まで軽減特例措置として9割、または8.5割が軽減されてきた人は、
平成31年度から、段階的に縮小・廃止され本来の軽減割合の7割に
なります。

　なお、平成31年度の保険料額については、7月中旬に納付通知書
を発送します。通知書に記載された納付期限までに市指定金融機関
等で納めてください。また、年金から引落しされている特別徴収の
人には、保険料額決定通知書を発送します。

　記念写真撮影やアトラクションをご覧いただきながら、ご夫婦で
楽しいひと時をお過ごしいただく金婚式を開催します。
■開催日　10月16日㈬　■会場　アコスホール
■対象者　昭和44年に結婚した夫婦

　ひとり親家庭や父（母）に一定の障がいがある家庭等に保険適用
医療費の自己負担分を、申請に基づき支給します。概要は以下のと
おり。なお、課税世帯には一部自己負担金があります。
■対象となる子どもの年齢　
・18歳到達後、最初の3月31日まで
・一定の障がいがある場合は20歳になる誕生日の前日まで
■所得制限　

　6月までの申請は平成29年中の、7月以降の申請は平成30年中の
対象者の所得額と扶養人数等で判定します。
●所得額とは、給与所得控除後の金額に、前夫（妻）から受け取っ
た養育費の8割を加算し、一律控除（8万円）を差し引いた額（他
にも諸控除が受けられる場合あり）

●扶養義務者とは、請求者の直系血族（両親・祖父母・子ども・孫
等）や兄弟姉妹のうち請求者と生計を同じくする人等

※請求者の配偶者（一定の障がいがある場合）にも、扶養義務者と
同じ所得制限があります。　

　なお、こども・ひとり親家庭等医療費受給者証、児童扶養手当証
書は有効期限が平成表記のままでも使用できます。

本来の
軽減割合

平成
30年度

平成
31年度

令和
2年度

令和
3年度

7割

7割9割 8割

33万円以下 8.5割 8.5割 7.75割 7割

均等割額の軽減割合

扶養人数

0人
1人
2人
3人
4人

所得制限額
父・母・養育者
192万円未満
230万円未満
268万円未満
306万円未満
344万円未満

扶養義務者等
236万円未満
274万円未満
312万円未満
350万円未満
388万円未満

　10月6日㈰に草加駅東口周辺や旧日光街道を中心に開催する草加
宿場まつりのパレードに参加する人を募集します。
子どもパレード
■対　象　子どもの鼓笛隊やダンスサークルなどの団体
■定　員　15団体
大名行列（一関藩を模して）
■対　象　小学4年生以上
■定　員　60人
■参加費　高校生以上1万円　岩手県出身か在住の人は無料（出身

・在住が確認できるものを提示してください）
ωいずれも7月26日㈮までにみんなでまちづくり課で配布する応募
用紙（市ホームページからも入手可）で草加宿場まつり実行委員会
事務局（同課内）へ。応募多数の場合は抽選。

〈対象者の所得要
件〉同一世帯内の
被保険者及び世
帯主の総所得金
額等の合計額

うち、同一世帯内
の被保険者全員が
年金収入80万円
以下（ほかの各種
所得なし）

ひとり親家庭等に医療費の一部を支給
問子育て支援課☎922-14765922-3274

問保育課☎922-14915922-3274

すくすく子育て説明会
乳幼児の保護者対象

問子育て支援課☎922-34925922-3274
　 sienka@city.soka.saitama.jp　 

子ども・子育て会議委員

問草加宿場まつり実行委員会事務局（みんなでまちづくり課内）
　☎922-07965922-3406

草加宿場まつりパレード参加者募集

ω8月13日㈫までに電話で草加市社会福祉
　協議会へ。☎932-67705932-6779

結婚50年　
金婚おめでとうございます

～金婚式参加者募集～

子どもたちにふるさとを！

（市内の幼稚園・保育園がわかる説明会）

委員募集

問後期高齢者・重心医療室☎922-13675922-3178
段階的に縮小・廃止へ
後期高齢者医療保険料の軽減特例措置を見直し

② 草加人のための情報紙　広報「そうか」市政情報2019年6月２０日号



○PM2.5（単位：マイクログラム／㎥）最大値33.8／最小値2.1（花栗中学校内）　○給食の放射性物質の検出なし

　不動産を通じたまちづくりを提唱する「大家の学校」の青木純さ
ん、不動産賃貸業、不動産管理業の木本孝弘さん、池田峰さんを講
師に、今ある不動産を生かした未来のまちづくりについて考えます。
■日時　7月23日㈫午後6時～8時30分
■会場　市役所西棟第1～3会議室
■定員　60人

　パスポートの申請窓口は、夏休みの旅行等の影響により、7～8月
にかけて大変混み合います。夏休みに海外旅行を計画している人は、
パスポートの所在、有効期間等の確認をしてください。申請から交
付までは1週間程度かかるので、早めに申請してください。
※パスポートの有効期間が1年未満になると、新しいパスポートに
切り替えができます。

　現在使用中の国民健康保険被保険者証の有効期限は、7月31日㈬
です。8月から使用する被保険者証は、7月中旬に特定記録郵便で郵
送します。受け取った被保険者証の記載内容（氏名・世帯主氏名・
住所等）に修正が必要な場合、市民課またはサービスセンターで住
民登録情報の修正手続きを行ってください。その後、保険年金課や
サービスセンターで、修正された被保険者証に差し替えます。
　なお、70～74歳の国民健康保険の加入者には、所得などに応じ
て自己負担割合を記載した「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者
証」を郵送します。

　募集住宅の詳細は、7月1日㈪から資産活用課、総合案内、サービ
スセンターで配布する申込案内で確認してください。
■対象者　次の世帯条件、入居者条件を全て満たす人。
１）世帯全員の収入総額が月額15万8000円以下であること。
２）母子・父子世帯、高年者世帯、障がい者世帯、離職退去者世帯

のいずれかであること。
３）入居者条件①～⑥を全て満たす人。
　①（2DK希望者のみ）現に同居または同居しようとする親族がいる。
　②現に住宅に困窮していることが明らか。
　③市内に1年以上住所を有している。
　④市税等を滞納していない。
　⑤（外国籍の人のみ）住民基本台帳に記録され、在留資格が永住者

となっている。
　⑥暴力団員でない。
※申し込みの際は、申請者及び入居しようとする親族のマイナンバ
ーが必要です。

ω7月1日㈪～22日㈪に、申込書を資産活用課へ。郵送も可（消印
有効）。持参の場合は土・日曜日、祝日を除きますが、7月14日㈰
の午前9時～午後0時30分のみ同課で受け付けます。

　暑さをしのぎ涼むことができる場所として、市の公共施設のほか、
市薬剤師会加盟薬局が一時休憩所として利用できます。
■おかしいと思ったら涼しい場所に避難し水分補給を。
■体が高温に慣れていないこの時期にも無理せず体調管理を。
■室内でも水分を補給しエアコン等の活用を。

　地域との融和・住工共生を進める事業所を「うるおい工房」に認
定しています。認定にはプレゼンテーション等の審査があり、認定
社には認定銘板を授与します。募集要項と申請書は産業振興課で配
布するほか、市産業振興支援情報サイト「あっ、そうか.net」から
も入手できます。
■対象　市内に主たる事業所を有し、市内で1年以上の事業実績が
ある企業で次のいずれかに該当し、認定後も継続できる事業所。
①周囲の環境に配慮し、工場外観の美化や植栽などに努めている。
②工場等施設の一部を市民に開放し、地域の交流の場を提供するな
ど、社会貢献に努めている。

③工場見学や作業体験など積極的に受け入れ、モノづくりへの親し
みや理解、興味の喚起などを行っている。

④技術や生産品が本市を代表するもので、本市のイメージアップに
貢献している。

　第三者からの請求で本籍入りの住民票等を交付した場合に、住民
票等に記載されている本人に交付事実を通知する「本人通知制度」
を実施しています。草加市の住民基本台帳、草加市が編製した戸籍、
戸籍の附票に記載されている人が対象。登録を希望する人は市民課
または各サービスセンターに本人確認できる書類（運転免許証・保
険証等）を持参し申し込んでください（郵送でも可）。なお、本人
以外による申し込みは同世帯の家族でも委任状が必要です。詳細は
市ホームページで確認してください。

創業塾
　創業計画の立て方など、創業に必要な知識を集中的に学びます。
創業塾履修者は、法人設立時の登録免許税の軽減や信用保証枠の拡
充などの特典が受けられます。また、修了後に交流会を開催します。
■日　　時　7月6日・13日・20日・27日、8月10日の土曜日
　　　　　　午前9時30分～午後4時30分　全5回
■会　　場　草加商工会議所ほか
■定　　員　20人　
■受 講 費　6000円（教材費・交流会費込み）
■申込方法　7月4日㈭までに草加商工会議所へ。
創業塾だけではもったいない
創業フォローアップセミナー
　創業前後につまづきやすい事柄や販促物やWEBページ等のデザ
インのポイントについて学びます。
■日　　時　9月21日㈯午後1時30分～4時30分
■会　　場　草加商工会議所
　内容、申込方法等の詳細は問い合わせてください。

創業塾＆創業フォローアップセミナー
問草加商工会議所☎928-81115928-8125

市内で創業を目指す人を応援します！

夏休みに向けてパスポートの申請はお早めに

問保険年金課☎922-15925922-3178

問資産活用課☎922-17985924-3739

市営住宅（借上型）の
　　　　　入居者を募集

問市民課☎922-15265920-1501

住民票等の本人通知登録を

問保健センター☎922-02005922-1516

本格的な夏が来る前に健康対策を
熱中症に気を付けて

ω7月19日㈮までに産業振興課へ。☎922-34775922-3406

「草加市うるおい工房」
  事業所を募集

８月から使用する
国民健康保険被保険者証を
７月中旬に郵送

不正取得による
権利侵害防ぐ

まちの学校vol.12

ω7月12日㈮までに産業振興課へ。
　☎922-08395922-3406sangyosinko@city.soka.saitama.jp

ωパスポートコーナーへ。☎922-29445922-3298

～まちの価値を変える大家業と
　不動産業という仕事～

～クールオアシスそうかの利用を～

企業アピール・イメージアップに

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③市政情報 2019年6月20日号



④ 2019年6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。

　「平成」から「令和」へ。一人のか
けがえのない人間としてだれもが輝け
る社会へ。そんな新しい時代への「旅
立ち」に思いを託した文芸作品①短文
（100字程度）②俳句③川柳④短歌⑤
絵手紙を募集します。用紙自由。作者
名を必ず明記してください。なお、作
品は7/26㊎～9/11㊌に草加市文化会館
で展示します。è7/1㊊～24㊌に〒340-
0013松江1-1-5男女共同参画さわやか
サロンへ。ファクスも可。☎931-9325
○内 505936-4690

①
② ③ ④ ⑤

○内

　県では多子世帯を対象に住宅取得の
諸経費に対して補助を行っています。
■対象世帯　18歳未満の子が3人以上
の世帯（子が2人の場合は条件あり）

男女共同参画文芸作品募集
テーマ『旅立ち』

　6/22㊏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などの皮革の小作
品を作ります。1回500円。εぱりっせ
☎5931-1970

　草加地区保護司会と草加地区更生保
護女性会では、犯罪や非行の防止など
の活動をしています。「犯罪や非行を
防止し、立ち直りを支える地域のチカ
ラ」をテーマに、運動強調月間のオー
プニングセレモニーとして、7/6㊏13
時から、アコスホールで講演と新栄中
吹奏楽部の演奏を行います。ε福祉政
策課☎922-1234 5922-1066

地場産業レザークラフト体験

　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、これからする人対象。
■介護者のつどい　7/5㊎13時15分～
14時45分。会場は中央公民館。ε草加
中央・稲荷（包）☎959-91335922-38 
01
■介護者のつどい　7/10㊌13時～14時
30分。会場はであいの森。ε川柳・新
田東部（包）☎932-70075931-0993

地域包括支援センター（包）

看護助手体験

スポーツ広場でボッチャ体験会

●成人歯科健診　対象年齢40・45・50
・55・60・65・70歳の人に受診通知
票を送付しました。令和2年1/31㊎ま
でに健診を受け、歯科疾患の早期発見
・治療をしましょう。個別健診のため、
通知文に記載してある指定医療機関で
受診をしてください。転入等で通知票
が届かない人は、連絡してください。
●妊婦歯科健診　概ね32週までの妊婦
を対象に、歯科医師による診察やブラ
ッシング指導が受けられる妊婦歯科健
診を行っています。妊娠中の口腔ケア
は、生まれてくる赤ちゃんの健康にも
つながります。ぜひ、体調のよいとき
に受診してください。è指定歯科医療
機関へ電話予約し、母子健康手帳、診
査票、保険証、健診料500円を持参し
てください。指定医療機関は市HPで
確認を。
ε保健センター☎922-02005922-1516

市立病院子ども健康教室 
「子どもの事故防止と心肺蘇生法」

男女共同参画パネル展「考えよう！
わたしたちの働き方・暮らし方」

7月は社会を明るくする
運動強調月間

県内市町村職員採用合同説明会

　7/4㊍13時～18時(入場は17時まで）。
会場はさいたまスーパーアリーナ。草
加市をはじめ県内市町村の特色や仕事
の内容、職員の募集内容や勤務条件な
どを人事担当者から直接聞くことが出
来ます。ε彩の国さいたま人づくり広
域連合☎048-664-6681

　市の審議会等を傍聴できます。定員
5人で当日先着順。なお、市内在住の
聴覚障がい者で手話通訳者の派遣を希
望する場合は、会議開催1週間前まで
に各担当事務局へ連絡を。
■地域経営委員会〈総合政策課☎922- 
07495927-4955〉…7/4㊍10時～　市
役所西棟第3会議室で
■振興計画審議会〈総合政策課☎922- 
07495927-4955〉…7/10㊌19時～　
市役所西棟第1・2会議室で

　児童サポーターは、市内全小学校で
開催している放課後子ども教室の運営
や子ども達の活動の見守りなどを行う
地域の有償ボランティア。子どもを支
援する地域活動に関心のある77歳以下
対象。瀬崎小・松原小・川柳小は㊊、
西町小・新里小は㊌、両新田小は㊎。
いずれも14時～17時30分頃。è子ども
育成課へ。☎922-10645922-3274

健康はお口から
歯科健診を受けましょう

放課後子ども教室
児童サポーター募集

観光映像大賞トップ10に選出
草加市アニメ『きみばしょ』
ご覧になりましたか？

多子世帯向け住宅取得補助金
の申請を受け付け

　7/20㊏8時30分～12時30分。会場は
市立病院。業務の紹介、シーツ交換、
車椅子体験、院内見学など。18～50歳
の女性対象。定員10人。è6/21㊎から
市立病院看護部へ（㊏・㊐を除く8時
30分～17時）。☎946-2200○内 3101○内

　7/20、8/3・17、9/7の㊏13時～15時。
会場は市民体育館。小学生以上の知的
障がい者と楽しむスポーツ広場でパラ
リンピック種目のボッチャを体験しま
す。9/7はミニ大会あり。ボッチャに
興味がある人、障がいのある小学生以
上と支援者対象。定員各15人。参加費
200円。室内靴持参。èいずれも前日
までに電話で同館へ。☎5936-6239

手話体験講座

　簡単な手話とコミュニケ
ーションを学べる講座。7/18㊍草加市
文化会館、7/25㊍中央公民館。いずれ
も10時～12時。中学生以上対象。定員
各20人。è希望日、氏名（ふりがな）、
電話番号を草加市社会福祉協議会へ。
メール（QRコード）からも可。☎932-
67705932-6781

企画展「鉄道がやってきた！」

生涯学習体験講座

　7/9㊋～9/1㊐。会場は歴史民俗資料
館。千住馬車鉄道から東武鉄道の登場
や鉄道がもたらした草加地域の変化を
紹介。
■展示解説　7/14㊐、8/25㊐14時～15
時。当日直接会場へ
■講座「明治時代の鉄道敷設」　7/21
㊐14時～16時。定員60人。è6/21㊎
から同館へ。☎922-04025922-1117

è生涯学習課へ。☎922-28195922-3 
498
■手縫いで小物袋作り　7/12・19の㊎
9時30分～12時30分。全2回。会場は
勤労福祉会館。定員10人。材料費800
円。縫い針、マチ針、ものさし、鉛筆、
糸切りはさみ持参
■ホワイト淡水パールと天然石のロン
グネックレス作り　8/1㊍10時～11時
30分。会場は川柳文化センター。定員
15人。材料費1100円。ハンドタオル持
参
■夏休み子どもプログラミング講座　
8/5㊊13時～15時。会場は中央公民館。
小学生と保護者対象。定員15組

　6/21㊎～27㊍9時～21時（27㊍は15
時まで）。会場は草加市文化会館。
6/23～29の男女共同参画週間に併せ、
男女が共に仕事と家庭等を両立できる
これからの働き方・暮らし方について
考えます。ε人権共生課☎922-08255 
927-4955

　市制60周年記念アニメ『きみの待つ
未来（ばしょ）へ』が第8回観光映像
大賞ファイナリスト10作品に選出され
ました。全国各地の観光PR映像の中
から、「時代の変化と住む人の思いに、
地域が愛おしくなる作品」と、高く評
価されたものです。本アニメはインタ
ーネットで配信のほか、総合政策課で
DVDを貸し出しています。また、82
円切手が10枚つづられた記念切手シー
ト（1シート1300円（税込））も市役
所情報コーナーで好評発売中。ε総合
政策課☎922-07495927-4955 　7/6㊏14時30分～16時。会場は市立

病院心臓・脳血管センター5階大講堂。
講師は長谷川毅市立病院診療部長兼小
児科部長。保育（5歳未満児対象。定
員10人）希望者は6/28㊎までの15時～
17時（㊏・㊐を除く）に小児科外来へ。
ε市立病院小児科外来☎946-2200○内 22 
10

○内

■対象住宅　①新築住宅…戸建住宅：
敷地面積110㎡以上かつ床面積100㎡以
上、マンション：床面積80㎡以上また
は5室以上ほか　②中古住宅…戸建住
宅：床面積100㎡以上、マンション：
床面積80㎡以上または5室以上ほか
è①は9/9㊊まで（抽選）、②は令和2
年3/16㊊までに県住宅課へ。定員に達
し次第終了。☎048-830-5563

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

「それは詐欺だ！」身に覚えのない架空請求封書・はがきに注意！！

6月の
納税
・
納付

日曜・夜間納税窓口
市役所第2庁舎納税課で

日曜
夜間

9時～12時30分
㊌（㊗・㊡を除く）21時まで

▶市県民税（普通徴収）　第1期
▶国民健康保険税（普通徴収）　第1期
▶介護保険料（普通徴収）　第1期
7/1㊊までに最寄りの市指定金融機関・コンビニで納めてください 納税は便利な口座振替で
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定員のあるものは6/21㊎
8時30分から各館へ申し込みを

　7/28㊐9時～。会場は記念体育館。
参加費一般1500円、高校生800円、中
学生以下500円。ε草加市体育協会☎
928-63615922-1513

　7/27㊏10時～13時。会場は谷塚文化
センター。ハッシュドビーフ（コーン
ライス添え）・茹で野菜のサラダ・ブ
ルーベリーシェイク。小学生と保護者
対象。定員15組。参加費大人500円、
子ども400円。エプロン・三角巾・布
巾2枚・室内靴を親子分持参。è6/21
㊎から電話で保健センターへ。☎922- 
02005922-1516

　7/30㊋。会場は中央公民
館。
■シャボン玉の魔術師ミケーレ・カフ
ァッジ　シャボン玉コンサート　11時
開演。定員400人。料金は大人500円
（大人・子どもともに要入場券）。全
席自由。è6/24㊊10時から草加市社会
福祉協議会（こくちーず（QRコー
ド）からも可）・子ども広場草加おや
こ劇場（☎936-1771）へ。
■あそび体験広場　12時30分～15時
ε同協議会☎932-67705932-6779

■小学生のための読み聞かせ　6/23㊐
13時30分～14時
■工作会「七夕飾り」　7/6㊏13時30
分～14時30分　幼児～小学生と保護者
対象　定員50人（当日先着順）
■人形劇　7/13㊏13時30分～14時30分
　「うさぎのダンス」ほか　幼児～小
学生と保護者対象　定員100人　è6/ 
27㊍から児童室で整理券配布
■ビデオ上映会　7/14㊐14時～15時50
分　「サンセット大通り」　成人対象
　定員90人（当日先着順）
■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）

　勤務は㊊～㊎8時30分～16時45分。
時給955円（有資格者は1000円）。賞
与支給（条件あり）。65歳未満対象。募
集は若干名。通勤手当（上限8000円）、
社会保険等あり。è7/12㊎までに履歴
書（有資格者は免許証の写しも）を総
務企画課へ。面接は書類選考後、随時
実施予定。☎922-24975928-1178

　7/28㊐10時～11時45分。会場は草加
市文化会館。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。5歳児～小学2年生
の保護者対象。講師は子育て科学アク
シスの伊藤陽子氏（小児科医）。定員
80人。保育あり（満1歳以上の未就学
児　定員20人）。手話通訳あり。いず
れも要予約。è7/12㊎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。☎922-34945928-11
78

ハートフルコンサート出演者募集
クラシック音楽オーディション

草加ふささらダンスフェスティ
バルHIPHOP参加者募集

8/1採用　
草加市文化協会正規職員（事務）

アルゼンチンタンゴ2019
～進化を続ける情熱たち～

吹奏楽コンサート
「東京藝大と草加の仲間たち」

市民体育祭　バドミントン大会

親子料理教室

夏休み親子のつどい

▼すくすくクラブ　7/11㊍10時～11時
30分　手遊び・育児交流ほか　乳幼児
と保護者対象
▼のびのび広場　7/26㊎10時～11時　

▼おはなしの時間　6/26㊌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
▼おもちゃの病院　7/8㊊10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼パン作り　7/8㊊・22㊊、
9/2㊊10時～12時　全3回　

コーンパン
・ピザ　参加費1500円
定員12人　è生涯学
習情報サイト「マイス
テージ」（QRコード）
からも可

▼親子で元気ルーム　7/11㊍10時～11
時30分　水遊び・読み聞かせほか　乳
幼児と保護者対象

▼すくすくクラブ　6/25㊋10時～12時
　簡単工作・読み聞かせほか　乳幼児
と保護者対象
▼よもう会による朗読寄席　7/8㊊13
時30分開演　「おきみやげ」ほか　定
員80人
▼歌声喫茶銀河～七夕の集い～　7/14
㊐13時30分開演　ピアノ・ハーモニカ
・オカリナ等に合わせて歌いましょう
　「夏の思い出」ほか　抽選会あり　
参加費500円（飲み物付）
▼谷塚元気ひろば　7/22㊊13時～15時
　人権啓発ビデオ「企業と人権　職場
からつくる人権尊重社会」鑑賞・茶話
会　65歳以上対象　定員30人　参加費
100円

▼ママといっしょにおはなし会　6/24
㊊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
▼バレエ体験教室　6/24㊊、7/1㊊17
時～18時　年少～小学4年生（保護者
同伴）対象　定員30人
▼おもちゃの病院　7/1㊊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」　
7/1㊊10時～12時　手遊び・七夕工作
ほか　乳幼児と保護者対象
▼放課後クラブ　7/4㊍17時～18時…
卓球、7/16㊋17時～18時…スポーツウ
エルネス吹矢、7/1～22㊊（15㊗を除
く）16時～17時…楽しく英語　小・中
学生（英語は小学4～6年生）対象　保
護者同伴
▼適応障害って何？適応障害を治した
漫画家が語る！　7/20㊏10時～11時30
分　適応障害闘病体験と適応障害患者
の対処法ほか　講師は漫画家乃樹愛さ
ん　成人対象　定員30人
▼今日は浴衣ででかけよう　着付け教
室　7/27㊏、8/3㊏13時～15時　全2回
　小学生（保護者同伴）以上の女性対
象　定員20人

季節のイベント・工作ほか　乳幼児と
保護者対象
▼おもちゃの病院　7/26㊎10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼「働く車」大集合＆子育てイベント
　8/8㊍10時～12時（10時～10時30分
　乳幼児（保護者同伴）対象）　駐車
場に警察車両・消防車両・清掃車両が
大集合　パリポリくんバスも参加　館
内では簡単工作・ミニ縁日ほか　駐車
場利用不可

　7/22㊊・23㊋は施設点検のため休館
します
▼お昼のコンサート　7/1㊊　出演は
ハンドベルクワイアぶどうの木　「七
夕によせて」ほか　16㊋　出演はハー
プアンサンブル・アルぺジオ　「ウィ
ーンの森の物語」ほか　19㊎　出演は
近代大正琴琴衛光会　「100万本のバ
ラ」ほか　いずれも12時～12時50分
▼こころを結ぶ光のひろば　7/2㊋10
時～12時　点字体験ほか
▼スポーツウェルネス吹矢体験　7/3
～17の㊌14時～16時　全3回　成人対
象　定員20人　参加費500円
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
7/17㊌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　7/19㊎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」
　7/19㊎13時30分～　胎教と友だちづ
くり　初妊婦対象
▼男の料理教室　7/20㊏10時～13時　
四季の料理作り　定員10人　参加費
1000円　
▼どんぐりころころ音楽会　8/31㊏14
時開演　出演は草加ファミリーブラス
どんぐり音楽隊　「となりのトトロ」
メドレーほか　定員400人　è6/21㊎
から同館で整理券配布

▼ロビー展　6/26㊌～7/8㊊　サーク
ル朴の木による木版画　7/12㊎～24㊌
サークル紙バンドクラフトによる作品
▼3B体操健康づくり講座　7/3㊌・10
㊌11時30分～12時30分　全2回　定員
20人
▼おはなしの広場　7/12㊎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　7/19㊎10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
▼ちびっこワイワイサマー　7/26㊎10
時30分～12時　おもちゃの魚釣り・風
船遊びほか　0～5歳と保護者対象

5☎946-3000 5944-3800

5925-0152

中央公民館 ☎922-5344

　8/4㊐18時～。会場は草加市文化会
館。18歳以上（4/1現在）で音楽大学
在学・卒業または同等以上の能力を持
ち、市内のコンサート等に参加できる
人対象。定員15人。ピアノ、声楽、管
・弦・打楽器の独奏。自由曲（出入り
を含め10分以内）。参加費1万円。
è7/19㊎（消印有効）までに草加市文
化会館ほかで配布する申込用紙を記入
し同館へ。☎931-93255936-4690

　9/29㊐15時開演。会場は草加市文化
会館。第1部…東京藝大現役トップ奏
者によるアンサンブル。J.イベール
「木管五重奏のための3つの小品」ほ
か。第2部…藝大生と一般参加者との
合奏。J.フチーク「フローレンティナ
ー行進曲」ほか。料金は一般1500円、
高校生以下500円（全席指定、未就学
児入場不可）。è6/29㊏10時から同
館へ。☎931-93255936-4690

　10/27㊐14時～。会場は草加市文化
会館。世界で活躍するダンサーによる
華やかでダイナミックなアルゼンチン
タンゴショー。出演はエンリケ＆カロ
リーナ。演奏はLAST　TANGO。料金は
4500円（全席指定・未就学児入場不
可）。è6/22㊏から同館ほかプレイガ
イドで。☎931-93255936-4690

　10/20㊐に草加市文化会館で開催す
る草加ふささらダンスフェスティバル
でHIPHOPを踊る参加者を募集します。

子ども・親子向け

■サービスコーナー（6/21～7/20）

6/21㊎、7/5㊎

6/26㊌、7/10㊌

6/27㊍、7/11㊍

6/28㊎、7/12㊎

7/3㊌

7/4㊍

新里・高砂小

稲荷・八幡北小

両新田小

氷川・西町小

瀬崎・青柳小

新栄小

日程

栄・川柳小

清門・松原小

谷塚小

小山・新田小

長栄・草加小

花栗南・八幡小

14時～16時9時30分～11時30分

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）

7/28㊐の説明会と、8/4㊐からのレッ
スン（全8回）に参加できる小学生～
高校生対象。定員50人。参加費小・中
学生8000円、高校生9000円（衣装用
Ｔシャツ・保険・ゼッケン代などを含
む）。è7/8㊊～18㊍（必着）に草加市
文化会館ほかで配布する申込用紙に記
入し同館へ。☎931-93255936-4690

小学校で働く臨時職員（調理士）

　勤務は令和2年3月までの㊊～㊎の8
時30分～17時。水道工事設計・積算、
施工管理や工事資料作成の補助、伝票
処理など。時給960円。社会保険・雇
用保険あり。è履歴書を上下水道部水
道総務課へ。☎925-31325925-5046

　勤務は㊏・㊐、㊗を含む週5日8時45
分～17時30分。初任給19万1542円以
上（各種手当あり）。大学以上を卒業、
日商簿記3級以上または経理業務の経
験1年以上の人対象。募集は1人。適性
試験、小論文、個別面接あり。è6/30
㊐（必着）までに草加市文化会館で配
布する申込書（同館HPからも入手可）

上下水道部　臨時職員（土木技師）

新里文化センター ☎927-3362

子育て講演会
「ペアレント・トレーニ
ングってなんだろう？～
楽しい小学校生活を送るために～」

に記入し同館へ。☎931-93255936-46
90

　市の水道が昭和34年の給水開始から60周年を迎えたことを記念して企画し
ました。今年の夏休みの自由研究に、皆さんが飲んでいる草加の水道水がど
こからどのように各家庭に届いているのか親子で訪れてみませんか。
■日　時　7/25㊍7時水道庁舎集合18時解散（市バスで移動 ダムまで約2時間）
■行き先　下久保ダム（埼玉県児玉郡神川町）→道の駅「上州おにし」（群

馬県藤岡市）昼食休憩→利根大堰（行田市）→行田浄水場（行田
市）→中根浄水場（市内）

■対　象　小学生と保護者
■定　員　30人（応募者多数の場合抽選）
※昼食は各自で用意してください。
è7/8㊊（必着）までにはがきに住所・氏
名・性別・学校名と学年・電話番号・メ
ールアドレスを記入し、〒340-8555水道
総務課へ。1グループ5人まで。メール
（QRコード）も可。7/10㊌以降に当落を連絡。☎925-31325925-5046

そうかの水道
給水開始60周年
「草加の水源を巡る旅」

夏休みの
宿題に
プラス

下久保ダム



⑥ 2019年6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。

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。

▼おもちゃ病院　6/27㊍、7/11㊍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
▼ベビーマッサージ　6/28㊎10時～、
11時～　2か月～1歳児と保護者対象　
定員各10組
▼親子で作ろう　7/5㊎14時45分～15
時30分　七夕飾り作り　幼児と保護者
対象　定員10組
▼マンカラで遊ぼう　7/6㊏14時～　
小学生対象　定員10人
▼リュックサックさんとふれあい七夕
会　7/7㊐11時～　幼児（保護者同
伴）～高年者対象　定員50人
▼ともだち文庫の「おはなしポケッ
ト」　7/8㊊11時～　読み聞かせとわ
らべ唄　乳幼児と保護者対象
▼ママのためのリフレッシュヨガ　
7/20㊏10時15分～　定員20人
▼サマーフェスティバル実行委員会　
7/20㊏14時～　7/27㊏開催のサマーフ
ェスティバルの準備　小学3年生以上
対象　定員10人

▼ふれあい囲碁・将棋教室　6/22㊏、
7/13㊏14時～15時　幼児（保護者同
伴）～高年者対象
▼おもちゃ病院　6/27㊍10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
▼ふれあい影絵公演　6/29㊏11時～、
14時～　「人魚姫」ほか　乳幼児（保
護者同伴）～高年者対象
▼作って飾ろう　7/1㊊～6㊏15時30分
～　七夕飾り　幼児（保護者同伴）～
高校生対象
▼オセロ大会　7/4㊍　マンカラ大
会　7/18㊍16時～　小学生対象
▼ふれあいグラウンド・ゴルフ　7/20
㊏10時30分～11時30分　小学生～高
年者対象

▼手芸「ロゼット」　6/23㊐13時30分
～16時　リボンでワッペン作り　幼児
（保護者同伴）以上対象
▼おもちゃ病院　7/4㊍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
▼子ども歳時記　7/7㊐13時30分～16
時　七夕星飾り　幼児（保護者同伴）
以上対象
▼ママ防災「ママのための非常用バッ
グの作り方」　7/9㊋13時～14時　乳
幼児の保護者対象　定員20人
▼なかよしランチ　7/10㊌11時30分～
13時　フルーツジュースと片栗粉で餅
作り　幼児と保護者対象　定員15組
▼洋服・靴のくるくるリサイクル　
7/11㊍11時～12時　洋服・靴の交換会
　0～2歳児の保護者対象
▼赤ちゃんスキンケア　7/11㊍11時～
13時、14時～16時（各回15分間）　0～
2歳児と保護者対象　定員各回3組　è

当日10時から同センターで整理券配布
▼パパサロン「寝相アート」・リズム
＆ストレッチ　7/14㊐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　7/18
㊍15時～15時40分　0～2歳児と保護
者対象　定員15組
▼赤ちゃんふれあいジュニアスタッフ
研修会　7/19㊎15時～16時　子育て中
の保護者による研修後、夏休みに乳幼
児サロン「おもちゃばこ」で0～3歳児
と交流　小学5年生～18歳対象
▼野外クッキング　7/21㊐13時30分～
15時　バームクーヘン　幼児～小学生
と保護者対象　定員10組　材料費100
円
▼草加市・新座市児童センター交流キ
ャンプ　8/1㊍9時30分草加駅集合8/2
㊎16時解散（7/20㊏10時30分～12時説
明会あり）　新座市児童センターに宿
泊　小学3年生～中学生対象　定員20人
　参加費2500円（交通費・食事込み）
　è6/29㊏10時から同センター窓口へ

▼夏祭りお手伝い隊募集　7/1㊊～　
8/24㊏コンフォール松原12号棟で開催
の夏祭りの準備・当日手伝い　小学生
対象　会場・時間は問い合わせを
▼読み聞かせ「たんぽぽ」　7/4～18
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
▼初めてのお誕生会　7/16㊋10時～　
会場はコンフォール松原19号棟　平成
30年7月生まれ対象　定員12人　è7/1
㊊13時から電話で同館へ
▼親子体操　7/17㊌10時～、11時～　
会場はコンフォール松原19号棟　2歳
児～未就園児と保護者対象　定員各15
組　è6/24㊊13時から電話で同館へ
▼ベビーマッサージ　7/18㊍10時～　
会場はコンフォール松原19号棟　3～8
か月の乳児と保護者対象　定員10組　

▼すくすくクラブ　7/11㊍10時～11時
30分　手遊び・育児交流ほか　乳幼児
と保護者対象
▼のびのび広場　7/26㊎10時～11時　

▼おはなしの時間　6/26㊌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
▼おもちゃの病院　7/8㊊10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼パン作り　7/8㊊・22㊊、
9/2㊊10時～12時　全3回　

コーンパン
・ピザ　参加費1500円
定員12人　è生涯学
習情報サイト「マイス
テージ」（QRコード）
からも可

▼親子で元気ルーム　7/11㊍10時～11
時30分　水遊び・読み聞かせほか　乳
幼児と保護者対象

▼すくすくクラブ　6/25㊋10時～12時
　簡単工作・読み聞かせほか　乳幼児
と保護者対象
▼よもう会による朗読寄席　7/8㊊13
時30分開演　「おきみやげ」ほか　定
員80人
▼歌声喫茶銀河～七夕の集い～　7/14
㊐13時30分開演　ピアノ・ハーモニカ
・オカリナ等に合わせて歌いましょう
　「夏の思い出」ほか　抽選会あり　
参加費500円（飲み物付）
▼谷塚元気ひろば　7/22㊊13時～15時
　人権啓発ビデオ「企業と人権　職場
からつくる人権尊重社会」鑑賞・茶話
会　65歳以上対象　定員30人　参加費
100円

▼ママといっしょにおはなし会　6/24
㊊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
▼バレエ体験教室　6/24㊊、7/1㊊17
時～18時　年少～小学4年生（保護者
同伴）対象　定員30人
▼おもちゃの病院　7/1㊊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」　
7/1㊊10時～12時　手遊び・七夕工作
ほか　乳幼児と保護者対象
▼放課後クラブ　7/4㊍17時～18時…
卓球、7/16㊋17時～18時…スポーツウ
エルネス吹矢、7/1～22㊊（15㊗を除
く）16時～17時…楽しく英語　小・中
学生（英語は小学4～6年生）対象　保
護者同伴
▼適応障害って何？適応障害を治した
漫画家が語る！　7/20㊏10時～11時30
分　適応障害闘病体験と適応障害患者
の対処法ほか　講師は漫画家乃樹愛さ
ん　成人対象　定員30人
▼今日は浴衣ででかけよう　着付け教
室　7/27㊏、8/3㊏13時～15時　全2回
　小学生（保護者同伴）以上の女性対
象　定員20人

季節のイベント・工作ほか　乳幼児と
保護者対象
▼おもちゃの病院　7/26㊎10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼「働く車」大集合＆子育てイベント
　8/8㊍10時～12時（10時～10時30分
　乳幼児（保護者同伴）対象）　駐車
場に警察車両・消防車両・清掃車両が
大集合　パリポリくんバスも参加　館
内では簡単工作・ミニ縁日ほか　駐車
場利用不可

　7/22㊊・23㊋は施設点検のため休館
します
▼お昼のコンサート　7/1㊊　出演は
ハンドベルクワイアぶどうの木　「七
夕によせて」ほか　16㊋　出演はハー
プアンサンブル・アルぺジオ　「ウィ
ーンの森の物語」ほか　19㊎　出演は
近代大正琴琴衛光会　「100万本のバ
ラ」ほか　いずれも12時～12時50分
▼こころを結ぶ光のひろば　7/2㊋10
時～12時　点字体験ほか
▼スポーツウェルネス吹矢体験　7/3
～17の㊌14時～16時　全3回　成人対
象　定員20人　参加費500円
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
7/17㊌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　7/19㊎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」
　7/19㊎13時30分～　胎教と友だちづ
くり　初妊婦対象
▼男の料理教室　7/20㊏10時～13時　
四季の料理作り　定員10人　参加費
1000円　
▼どんぐりころころ音楽会　8/31㊏14
時開演　出演は草加ファミリーブラス
どんぐり音楽隊　「となりのトトロ」
メドレーほか　定員400人　è6/21㊎
から同館で整理券配布

▼ロビー展　6/26㊌～7/8㊊　サーク
ル朴の木による木版画　7/12㊎～24㊌
サークル紙バンドクラフトによる作品
▼3B体操健康づくり講座　7/3㊌・10
㊌11時30分～12時30分　全2回　定員
20人
▼おはなしの広場　7/12㊎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　7/19㊎10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
▼ちびっこワイワイサマー　7/26㊎10
時30分～12時　おもちゃの魚釣り・風
船遊びほか　0～5歳と保護者対象

柿木公民館 ☎931-3117

谷塚文化センター ☎928-6271

川柳文化センター ☎936-4088

新田西文化センター ☎942-0778

氷川児童センター ☎928-2341

新栄児童センター ☎942-9876

定員のあるものは6/21㊎
10時から各館へ申し込みを

5922-3274

è6/21㊎13時から電話で同館へ
▼バルーンスライム　7/18㊍はコンフ
ォール松原19号棟・19㊎は中央図書館
　いずれも14時30分～　小学生対象　
定員各15人（当日先着順）
▼おもちゃ病院　7/19㊎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
▼夏休みの工作　7/23㊋～25㊍10時～
　会場はコンフォール松原12号棟　1 
cm幅テープでバッグ作り　小学1・2年
生（保護者同伴）以上対象　定員各5人
　è7/4㊍12時30分から電話で同館へ
▼生け花体験　7/29㊊13時～…年長児
と保護者対象、14時～…小学生対象　
会場はコンフォール松原12号棟　定員
各5人　花代700円　è7/8㊊15時から
電話で同館へ

▼ABCで遊ぼう　6/24㊊15時30分～
16時30分　小学生対象
▼ふれあい収穫体験枝豆とり　6/29㊏
10時30分野口農園集合（雨天時7/6
㊏）　幼児（保護者同伴）～高年者対
象　定員20組　参加費500円（15本）
▼読み聞かせ「バンビ」　7/1㊊11時
～　乳幼児と保護者対象
▼こぶたのしっぽ　7/3㊌11時～　ブ
ラックシアター　乳幼児と保護者対象
▼七夕飾りを作ろう　7/4㊍～6㊏15時
～　幼児（保護者同伴）～小学生対象
▼オセロ大会　7/5㊎　マンカラ大会
　7/12㊎　いずれも16時～　小学生対
象　参加賞・優勝賞品あり
▼プールで水遊び　7/9㊋～12㊎10時
45分～11時30分　オムツが外れている
幼児（保護者同伴）対象
▼おもちゃ病院　7/20㊏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

住吉児童館 ☎928-5736

わくわくタウン松原 ☎941-2905

谷塚児童センター ☎925-1856

■なかよしリズム（親子あそび）　㊍
11時～13時　原町コミセンほかで　親
子あそびを通して社会性を養い成長を
一緒に楽しむ　未就園児対象　2か月
500円　ε佐藤☎080-6557-2720
■合気研究所（合気道）　㊏15時～16
時…小学生　月額3000円、16時～17
時30分…中学生以上　月額4000円　草
加中で　ε佐久間☎050-7114-0709
■新大正琴愛好会　第1・3㊏13時～15
時　中央公民館で　大正琴の学習　初
心者大歓迎　月額2500円　ε田代☎92 
7-1631
■草加平成塾生け花　第2・4㊋10時～
12時　草加小で　お花のおけいこをし
ましょう　月額1000円　花代1回1080
円　ε栗原☎090-2473-6292
■空手道錬心会　㊎17時～19時　高砂
コミセンで　4歳以上対象　月額3000
円　ε若林☎931-5463　



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

6/30㊐

6/23㊐

内科

外科

内科

外科

佐藤医院

鳳永病院

神谷医院

草加松原整形外科医院

谷塚町831

谷塚2-12-15

吉町3-1-3

松江2-3-26

☎925-4952

☎924-2631

☎922-2616

☎935-4838

　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）

㈱今泉水道
竹内セントラル㈱

谷塚上町４８３-３
苗塚町４３８-１６

☎９２７-１０１０
☎９２８-５５２５

6/23㊐
6/30㊐

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） 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 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）

㊊～㊎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（消費労政係）

ä第2㊌19時～21時…勤労青少年ホーム☎928-5550

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）
6/26㊌13時～16時…新田西文化センター☎922-082
5（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
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

㊎10時～15時…草加市社会福祉協議会☎932-67895932-
6779
第3㊌10時～12時…市民相談室☎922-14365922-1153
（障がい福祉課）
㊊～㊏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
7/1㊊…住吉児童館☎928-5736
7/3㊌・18㊍…新栄児童センター☎942-9876
6/27㊍、7/11㊍…谷塚児童センター☎925-1856
7/17㊌…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

6/21㊎～7/20㊏（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6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



　26日、「第77回春の
美化運動」が市内全域

で町会・自治会が中心となって行われました。この日、中根町会で
も朝から多くの人が地元の憩いの場である谷古田用水北側の桜並木

の清掃活動を行いまし
た。朝から夏を思わせ
る暑さの中、桜並木を
中心にごみの収集、除
草、植え込みのせん定
が行われ、一層美しい
まちになりました。

　からむし引き実演をはじめ、夏の最高級織物と称されるからむし
織の着物ショーなどのイベントが盛りだくさん。
■日　　時　7月20日㈯午前7時草加駅西口集合。

午後7時解散
■場　　所　道の駅からむし織の里しょうわ
■対　　象　市内在住・在勤・在学者
■定　　員　40人（最少催行人数25人）
■参 加 費　1人3000円

別途任意保険料500円
■旅行会社　アールエイチ企画（福島県知事

登録旅行事業第2-269号）　
■申し込み　7月5日㈮までに文化観光課ほかで配布する申込用紙

（市ホームページからも入手可）に記入し、ファクス
（50242-28-5667）で同旅行会社へ（同旅行会社ホー
ムページ（QRコード）からも申し込み可）。

　国指定名勝「おくのほそ道の風景地　草加松
原」で催す「草加朝顔市」は草加の夏の風物詩。
　市内の園芸農家の手によって丹精込めて育てら
れた大輪アサガオ（暁シリーズ）と曜白アサガオ
（星咲きシリーズ）の2種類が寄せ植えされたあ
んどん型鉢植えで、ピンクや紫、青など2～4色の
花が楽しめます。当日は、浴衣姿の「草加さわや
かさん」が朝顔選びのお手伝いをします。

■日時　6月30日㈰午前7時～：開会式
開会式終了後～：朝顔引換券販売
午前7時30分～：朝顔受け取り

■会場　草加松原遊歩道（百代橋南側）
※駐車場無し

■数量　800鉢
■価格　1500円（税込み）

　地場産業の草加せんべいや皮革製品、枝豆
などの新鮮野菜、姉妹都市の奥会津昭和村の
新鮮野菜の即売会なども行います。

　ライトアップされた幻想的な草加松原を歩いてみませんか。
■日時　6月30日㈰

午後2時～9時30分
■会場　草加松原遊歩道

※駐車場無し
■内容　草加松原のライトア

ップ、飲食・物販コ
ーナー、エコ＆シェ
アコーナーほか。

かどまちごとでき 5月

象　定員15人
▼マジック教室　8/22㊍10時～12時　小学生対象　定員20
人

▼親子フラメンコ教室　7/28㊐10時～11時　幼児～小学生
と保護者対象　定員10組
▼茶道教室　7/31㊌、8/1㊍13時～15時　全2回　小・中
学生対象　定員20人　参加費600円
▼星空観察教室　8/5㊊18時30分～20時30分　小学生（保
護者同伴）対象　定員25組

▼インテリアフレーム作りと花飾り　7/25㊍10時～12時　
小学生対象　定員8人　参加費1000円
▼パン教室　7/29㊊・31㊌10時～13時　小学生対象　定員
各16人　参加費300円
▼相撲教室　8/1㊍・2㊎14時～16時　全2回　小・中学生
対象　定員100人　□申7/19㊎まで
▼茶道教室　8/7㊌・8㊍13時30分～15時30分　全2回　小
学生対象　定員10人　参加費600円
▼星空観察教室　8/11㊗18時30分～20時30分　小学生
（保護者同伴）対象　定員30人　□申8/2㊎まで

▼パーカッション（打楽器）講座「めざせ！スーパーキッ
ズ！」　7/24㊌・26㊎・29㊊・31㊌、8/2㊎10時30分～
12時　全5回　小学3～6年生対象　定員
20人　講座経験者のアシスタントも募集
　講師はパーカッショニストの竹花真弓さん・赤羽一則さん
▼楽しくバレエを踊ろう　7/24㊌11時～12時30分　年少～
小学生対象　定員30人
▼茶道教室　7/31㊌、8/7㊌10時～12時　全2回　小・中
学生対象　定員20人　参加費600円
▼盆踊り教室　7/31㊌13時30分～15時　「草加音頭」、市
歌「想い出はいつも」ほか　小学生対象　定員30人
▼ハーモニカを吹きましょう　8/1㊍10時～12時　小学生対
象　定員10人
▼絵画教室　8/3㊏10時～12時　小学生対象　定員10人
▼合気道　8/4㊐9時30分～11時　小学生対象　定員20人
▼スポーツウェルネス吹矢体験　8/5㊊・12㊡14時～16時
　小・中学生対象　定員各20人
▼インテリアフレーム作りと花飾り　8/6㊋10時～12時　小
学生対象　定員15人　参加費1000円

▼フォークダンス　8/7㊌10時～12時　小学生対象　定員
30人
▼親子工作教室　8/7㊌13時30分～15時30分　小学生と保
護者対象　定員25組　参加費300円
▼夏休みミニアルバム作り　8/20㊋10時～12時　小学生対
象　定員20人　参加費500円

▼世界にひとつの器作り　7/24㊌、8/21㊌10時～12時　
全2回　小学生対象　定員10人　参加費300円　
▼クッキング　7/25㊍10時～13時　豚肉のカレーピカタ・
とりの団子のレタススープ・白玉団子　小学生対象　定員15
人　参加費300円
▼パウンドケーキ作り　7/26㊎9時30分～12時…小学生対
象、13時30分～16時…中・高生対象　定員各20人　参加費
500円
▼茶道教室　7/31㊌、8/1㊍10時～12時…小学生対象、13
時～15時…中・高校生対象　全2回　定員各30人　参加費
600円
▼移動教室　8/1㊍8時30分～17時　市のバスで山梨県リニ
ア見学センターへ　小学2～6年生対象　定員25人　参加費
1000円
▼スポーツウェルネス吹き矢体験　8/4～令和2年3/1の第1
㊐（11月を除く）15時30分～16時30分　小学3～6年生対

　休みは
公民館・文化センターに
行こう。
中央公民館 ☎922-5344
ω6月21日㈮から同館へ。

谷塚文化センター ☎928-6271
ω6月21日㈮から同館へ（窓口優先）。パン教
室は6月28日㈮（消印有効）までに往復はが
きに氏名・住所・電話番号・年齢を記入し同館
へ（応募多数の場合抽選）。

新里文化センター ☎927-3362
ω6月21日㈮から同館へ（窓口優先）。

柿木公民館　☎931-3117
ω6月21日㈮から同館へ。クッキング・パウン
ドケーキ作り・移動教室は6月28日㈮（消印有
効）までに往復はがきに氏名・住所・電話番号
・年齢を記入し同館へ（応募多数の場合抽選）。

～まちをきれいに～ 春の美化運動～まちをきれいに～ 春の美化運動

問文化観光課☎922-24035922-3406

「からむし織の里フェア」
日帰りバスツアー

昭和村昭和村

問草加市観光協会事務局（文化観光課内）☎922-24035922-3406

草加松原夢祭り草加松原夢祭り

草 加 朝 顔 市草 加 朝 顔 市

草加朝顔市
　草加松原夢祭り

市の人口　令和元年6月1日現在　24万9425人（男12万6335人・女12万3090人）/前月比275人増/世帯数11万7471世帯

草加人のための情報紙　広報「そうか」⑧ まちの話題・できごとまちかど2019年6月20日号
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