
折り込んである「まちづくりニュース」は、抜いて読んでください。

草加市あんしん
　 メールの登録を！
草加市あんしん
　 メールの登録を！
防災行政無線の放送内容が

　　　　　メールですぐに届きます
防災行政無線の放送内容が

　　　　　メールですぐに届きます

？

●災害・気象
●防犯 (犯罪・不審者 ) 
※項目ごとに選択できます

　豪雨災害などの際、防災行政無線が聞こえなかったこ
とが、避難の遅れた原因の一つとして挙げられています。
　いざという時に備え、草加市あんしんメールの登録を
お願いします。

自然災害等から自分や家族を守るため
すばやく正確な情報収集をしましょう
自然災害等から自分や家族を守るため
すばやく正確な情報収集をしましょう

こちらは
防災草加です
こちらは
防災草加です

雨・風の音雨・風の音

車の走行音車の走行音
建物による

反響
建物による

反響

防音性能の向上防音性能の向上

　防災行政無線のデジタル化などの改良を行っていますが、様々な要因
により、聞き取れない場合があります。
　草加市あんしんメールのほか、防災テレフォンサービス☎922-9911
にかければ、直近の放送内容を確認することができます。

非常時

平常時

音量
最大

音量
２/3

⑴避難情報（避難勧告等）、災害警報など
⑵Jアラート放送（緊急地震速報や武力攻撃情報など）

⑴チャイム放送　①見守り放送　②夕焼けチャイム
⑵行  政  放  送　①迷い人　　　②振り込め詐欺防止
　　　　　　　　③熱中症予防　④光化学スモッグ警報
　　　　　　　　⑤選挙投票啓発　など

草加市からの情報を即座に入手

草加市あんしんメールコールセンター   
　☎0570-055-783（平日午前９時～午後５時）

防災行政無線
　危機管理課☎922-0614 5922-6591

問
い
合
わ
せ

※運営会社のコールセンターにつながります

防災行政無線がよく
聞こえないけど･･･

災害などの非常時には、
様々なメディアで情報発信

■ケーブルテレビ(J:COM)※防災情報サービス加入者
■SNS(Twitter）

登録方法は
t-soka
@sg-m.jpへ
空メールを送信

送られてきたメールの
URLへアクセス

登録ボタンで完了
詳細設定は「変更」で

今後
追加予定
今後
追加予定

草加人のための情報紙　広報「そうか」 毎月5日・20日発行
編集・発行　草加市市長室広報課

で無料配信中

〒340-8550
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草加 検索ホームページSOKA ☎048-933-9500

☎048-928-9211

配布に関する問い合わせは（土・日曜日、祝日を除く）
松原1～4丁目
松原団地見守りネットワーク・・・

シルバー人材センター・・・・・・・・・
その他の地域
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■6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0.08／最小値0.08（市役所前）

　市内で製造された独自性のあ
る優れた工業製品や技術を「草
加モノづくりブランド」として
認定します。認定された製品・
技術は、市や草加商工会議所の
ホームページで紹介するほか、
草加モノづくりブランドのロゴ
マークの使用や展示会でのPR
など、認知度向上や販路拡大の様々な支援が受けられます。
■対　　象　市内事業所で製造または企画開発された工業製品・技

術で、すでに一般に販売されているもの
■応募資格　市内に1年以上継続して事業を営み、下記①～③のい

ずれかに該当する企業
①市内に本社を有する中小製造業者
②本社が市外であっても、市内に開発部門や製造部
門の事業所があり、該当事業所で対象製品・技術
を開発または製造・使用している中小製造業者

③中小企業が主たる構成者となって活動している協
同組合等の団体、任意グループ

ω11月20日㈬までに産業振興課・草加商工会議所
で配布する応募用紙（「あっ、そうか.net」ホーム
ページからも入手可）に必要書類を添えて同会議所
へ。

　多様化する災害や事故、複雑化する都市構造等に的
確に対応し、管内約34万人の安全、安心をともに守る
意欲ある人材を募集します。
　詳細は消防組合各施設で配布する募集要項及び試験
申込書（消防組合ホームページからも入手可）で確認
してください。

■採用予定日　令和2年4月1日
■第1次試験
　日　時　9月22日㈰午前9時30分～
　会　場　獨協大学
■応 募 方 法　8月4日㈰～6日㈫午前9時～午後5時に草加消防署へ。
■受験資格等

■投票所　市内49か所
　投票日は指定の投票所以
外では投票できません。ま
た、右表の投票所は、建物
内の投票会場が変更となり
ます。投票所入場整理券で
確認してください。
■期日前投票　7月20日㈯まで
　◆午前8時30分～午後8時　市役所本庁舎西棟1階
　◆午前9時30分～午後7時　勤労福祉会館・谷塚文化センター・

草加市文化会館
■投票できる人
　平成13年7月22日までに生まれ、市に3か月以上住所を有し、7月
3日現在引き続き住民基本台帳に記録され、投票日まで選挙人名簿
に登録されている人（下表参照）

■投票方法　
　投票所入場整理券を提出し、①埼玉県選出議員選挙…候補者名
（表1）を記載、②比例代表選出議員選挙…候補者名または政党等
の名称（表2）を記載の順に投票。

■代理・点字投票　
　病気やけが等で字が書けない場合は係員が補助します。また、目
の不自由な人は点字で投票できます。いずれも係員に申し出てくだ
さい。投票の秘密は守られます。
■開票（即日）　7月21日㈰午後9時10分～。会場は記念体育館
■投票・開票速報　市ホームページで公開

問消防局総務課☎924-21125928-8338問草加モノづくりブランド実行委員会事務局（草加商工会議所内）
　☎928-81115928-8125

問選挙管理委員会☎922-24905927-7693
7月21日㈰午前7時～午後8時

令和2年4月採用

草加モノづくりブランド
製品・技術を募集

参議院議員通常選挙

投票所名
氷川小
草加小
八幡北小
新栄中
両新田小
小山小

変更後の投票会場
図書館サービスコーナー

学習室
生活科ルーム
技術科室
平成塾

マルチルーム
ししど　ちえ

伊藤　岳

矢倉　かつお

沢田　良

さめじま　良司

くまがい　裕人

古川　俊治

小島　一郎

佐藤　恵理子

国民民主党

日本共産党

公明党

日本維新の会

安楽死制度を考える会

立憲民主党

自由民主党

幸福実現党

NHKから国民を守る党

※転出先市町村の名簿に登録されていない人は草加市で投票

平成31年3月2日以前に転出
平成31年3月3日～4月3日に転出
平成31年4月4日以降に転出
平成31年4月3日以前に草加市に転入
平成31年4月4日以降に草加市に転入
令和元年6月14日以前に市内で異動
令和元年6月15日以降に市内で異動

転出先の市町村
原則転出先の市町村※
草加市
草加市
前住所地に確認
新住所地
前住所地

異動日 投票場所

転出
した人

転入
した人

異動
した人

貴重な1票
の投票を

表1　埼玉県選出議員選挙 表2　比例代表選出議員選挙
政党等の名称候補者名 党派

日本共産党
自由民主党
オリーブの木
社会民主党
公明党
国民民主党
日本維新の会
幸福実現党
立憲民主党
労働の解放をめざす労働者党
NHKから国民を守る党
安楽死制度を考える会
れいわ新選組

消防士

教養試験
論文

教養試験
論文

教養試験
作文

大学卒

短大卒

高校卒

職種 試験区分 受験資格等 1次試験内容 採用予定人数

若干名

平成6年4月2日以降生まれ。
大学以上を卒業または令和2
年3月卒業見込み

平成8年4月2日以降生まれ。
短期大学を卒業または令和2
年3月卒業見込み

平成10年4月2日以降生まれ。
高等学校を卒業または令和2
年3月卒業見込みランプシェード

HAORI（ハオリ）

煎餅・浴衣・皮革「草加地場産コラボシリーズ」

今年度から技術の募集も開始
草加八潮消防組合
新規採用職員を募集

② 草加人のための情報紙　広報「そうか」市政情報2019年7月20日号



○PM2.5（単位：マイクログラム／㎥）最大値21.8／最小値2.1（花栗中学校内）　○給食の放射性物質の検出なし

　次の要件に該当し、手当を受けていない人は申請してください。
既に児童扶養手当・特別児童扶養手当を受給している人は7月下旬
に送付する現況届のお知らせを確認し、期限内に手続きしてくださ
い。手続きしないと11月分以降の手当が受給できなくなります。
　また、10月からの消費税率引き上げの臨時・特別措置として、
児童扶養手当受給対象者のうち、未婚のひとり親に給付金を支給し
ます。

◆児童扶養手当
■対象者　平成30年中の所得が所得制限額未満（表1）で、次の6

つの要件のいずれかに該当する子ども（18歳になった
年の年度末までの子どもと、20歳未満で一定の障がい
のある子ども）を養育している保護者。

＜要件＞
①父母の離婚や死亡（生死不明を含む）などにより父または母あ
るいは父母と生計を同じくしていない。
②父または母に一定の障がいがある。
③父または母から1年以上遺棄されている。
④父または母が法令により1年以上拘禁されている。
⑤母が未婚で出生した。
⑥父または母が配偶者からの暴力（DV）で裁判所から保護命令
を受けている。

表１　児童扶養手当所得制限額

■児童扶養手当が受けられない人
①申請者や子どもの住所が国内にない。
②子どもが里親に委託されている。
③子どもが児童福祉施設等に入所している。
④子どもが少年院・少年鑑別所に収容されている。
⑤婚姻の届け出はしていないが、異性からの頻繁な訪問や、経済
的援助（生活費の補助など）を受けるなど、事実上の婚姻関係
がある。

■支給額　表2のとおり

表2　児童扶養手当支給額（一部支給の額は所得によって変わります）

■現況届の受付　8月1日㈭～2日㈮、5日㈪～7日㈬、14日㈬午前9
時～午後5時（水曜日のみ午後8時まで）に子育
て支援課へ。原則、受給者本人が来庁。詳しくは
現況届のお知らせで確認を。

◆未婚の児童扶養手当受給者に対する
　臨時・特別給付金の支給
■対象者　次のすべての要件を満たす人
①令和元年11月分の児童扶養手当の支給を受ける父または母
②令和元年10月31日までに一度も婚姻（法律婚）をしていない人
③令和元年10月31日時点で、事実婚をしていない人または事実婚
の相手方の生死が明らかでない人
■支給額・支給日　申請者1人につき1万7500円。令和2年1月の児童

扶養手当支払日と同日に支給。
■申請書の受付　令和2年1月6日まで　※児童扶養手当の現況届

手続きと同時に給付金の申請を受け付けます。

◆特別児童扶養手当 
■対象者　精神または身体に一定の障がいのある20歳未満の子ど
もを養育している保護者で平成30年中の所得が所得制限額未満
（表3）の人
表3　特別児童扶養手当所得制限額

■支給額（月額）　障がいの状態1級の子ども1人当たり5万2200円、
2級の子ども1人当たり3万4770円 

■現況届の受付　8月2日㈮、5日㈪～9日㈮午前8時30分～午後5時
に子育て支援課へ。郵送可。

　子どもの発達や学校生活の様子について、気になることがあれば
相談してください。いずれも予約制。秘密厳守。安心して相談を。
■在学児の発達相談・教育相談
　小・中学生の学校生活等の心配事、発育・発達の様子等の相談
■就学予定児の就学相談
令和2年4月小学校入学予定児の相談。特別支援学級や特別支援
学校への就学を考えている人は、早めに相談を。

■ことば（きこえ）の相談
令和2年4月小学校入学予定児の発音の誤りや言葉のつまり等に
関する相談

■不登校等の教育相談　小・中学生に関する相談
■いじめ等の悩み相談（指導課につながります）
　フリーダイヤル☎0120-384783

　政治倫理の確立のための草加市長の資産等の公開に関する条例に
基づき、平成30年12月31日現在の市長の資産等並びに平成31年4月
1日現在で報酬を得て職についている会社等を、次のとおり公開し
ます。
▼建　物

▼自動車（100万円を超えるもの）　普通自家用車2台
▼会社等　埼玉県都市競艇組合（議員）、東埼玉資源環境組合（理

事）、草加八潮消防組合（管理者）

市長の資産等を公開
問庶務課☎922-09545922-3091

問子育て支援課　児童扶養手当、臨時・特別給付金☎922-14765922-3274　特別児童扶養手当☎922-14835922-3274

児童扶養手当、臨時・特別給付金、特別児童扶養手当を支給

子どもの様子が
気になったら教育支援室へ
ω教育支援室へ。☎933-75915933-7590

草加市稲荷四丁目35番地15
稲荷六丁目816番地2
稲荷六丁目907番地1
稲荷六丁目907番地2

127.51㎡
77.76㎡
96.05㎡
48.02㎡

575万2646円
58万7479円
156万3943円
70万2648円

所在地 面 積 固定資産税
課税標準額

1人

2人

3人以上

平成31年4月分から

全部支給

4万2910円

1万140円を加算

6080円を加算

一部支給

4万2900円～1万120円

1人につき1万130円～5070円を加算

1人につき6070円～3040円を加算

扶養人数

0人

1人

2人

3人

請求者（本人）

459万6000円

497万6000円

535万6000円

573万6000円

配偶者・扶養義務者

628万7000円

653万6000円

674万9000円

696万2000円

0人

1人

2人

3人

4人

全部支給

所得額

49万円

87万円

125万円

163万円

201万円

一部支給

所得額

192万円

230万円

268万円

306万円

344万円

所得額

236万円

274万円

312万円

350万円

388万円

扶養親族
等の数

父、母または養育者 扶養義務者・配偶者・
孤児等の養育者

児童人数

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③市政情報 2019年7月20日号



④ 2019年7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。

　8/31㊏10時～11時30分。会場は草加
市文化会館。子ども同伴可。3～5歳児
と住民税非課税世帯の0～2歳児対象の
無償化制度の説明をします。ε保育課
☎922-14915922-32745

　10/25㊎～11/2㊏にアコスホールで
展示する作品を募集します。15歳（中
学生を除く）以上の市内在住・在勤・
在学者と市内公共施設で活動している
人対象。募集は日本画、洋画、彫刻、
工芸、書、写真の6部門。搬入は10/12
㊏・13㊐。いずれも10時30分～17時。
出品審査料は1点1000円。応募要項は
文化観光課、公民館ほかで配布。è作
品に申込書と審査料を添えて搬入日に
アコス会議室へ。ε文化観光課☎922- 
29685922-34065

　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。
■男女共同参画審議会〈人権共生課☎   
922-08255927-4955〉　8/2㊎14時～
　市役所西棟契約課会議室で
■地域福祉連絡協議会〈福祉政策課☎ 
922-12345922-1066〉　8/7㊌15時～
　市役所第2庁舎第1委員会室で
■国民健康保険運営協議会〈保険年金
課☎922-15925922-3178〉　8/9㊎13
時30分～　保健センター予防健診室で

5

5

5

　18歳以下で、保護者が交通事故で死
亡または重い障がいを負った交通遺児
等を対象に援護金を給付しています。
給付額は子ども1人につき年額10万円。
支給は11月または令和2年5月。要件等
の詳細は問い合わせてください。è交
通対策課や学校で配布する申請書を8/
30㊎（11月給付分）または令和2年
2/28㊎（令和2年5月給付分）までにみ

全国家計構造調査にご協力を

　総務省統計局が5年毎に実施する調
査で、家計における消費や所得等の実
態を把握し、世帯の所得分布や消費の
水準等を全国的、地域別に明らかにす
るものです。8月から調査員が対象地
区の世帯にリーフレットを配布。携帯
している顔写真入りの調査員証を確認
の上、協力をお願いします。ε庶務課
☎954-47975954-71235

　7/27㊏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、ネームプレートづくり。1回
500円。εぱりっせ☎5931-19705

　8/4㊐6時～。会場は草加松原遊歩道
（雨天時は市民体育館で開催。室内靴
持参）。指導者は元NHKテレビ・ラジ
オ体操指導者の長野信一さん。当日直
接会場へ。タオル持参。εスポーツ振
興課☎922-28615922-31725

　9/13㊎18時30分開演。会場は中央公
民館。自作の落語は300本を超えその
数と質は自他ともに日本一と認める三
遊亭圓丈、明るく粋な芸風で古典落語
の名手入船亭扇遊、彩の国落語大賞に
選ばれた林家たけ平など豪華な顔ぶれ
の高座が楽しめます。チケットは草加
市文化会館ほかで。料金は前売り2800
円、当日3300円。ε草加市文化会館☎
931-93255936-46905

　8/30㊎13時～15時40分。会場は草加
市文化会館。高年者の運動指導に携わ
っている人・興味のある人対象。定員
100人。健康でいるための心得につい
て、実技を交えて学びます。講師は筑
波大学の田中喜代次教授ほか。è7/22
㊊から電話で草加市体育協会へ。☎92 
8-63615922-1513

è

5

　7/27㊏10時30分～16時（売り切れ次
第終了）。会場は物産・観光情報セン
ター。姉妹都市福島県昭和村の美味し
いお米、新鮮な野菜を販売します。ε

文化観光課☎922-24035922-34065

■介護者のつどい　8/2㊎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・し
ていた・する予定の人対象。ε草加中
央・稲荷（包）☎959-91335922-3801
■介護者のつどい　8/14㊌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・してい
た・する予定の人対象。ε川柳・新田
東部（包）☎932-70075931-0993
■認知症サポーター養成講座　8/17㊏
10時～11時30分。会場は勤労福祉会館。
認知症を正しく理解し、地域で支え合

5

5

保護者対象　10月から始まる
幼児教育・保育の無償化説明会

地域包括支援センター（包）
介護者のつどい等

松並木ラジオ体操の集い
「二千人大集合」草加の地場産業

「レザークラフト体験」

交通遺児等に援護金を支給

草加市美術展作品募集

奥会津昭和村「田舎の野菜便」

草加落語会

健康フォーラム

ずほ信託銀行浦和支店へ。ε県防犯・
交通安全課☎048-830-2958

いましょう。定員40人。è7/22㊊から
新田（包）へ。☎946-05205946-05235

è7/31㊌（必着）までに草加市
体育協会HP、またははがきに教
室名・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。

スポーツ教室
参加者募集

ε草加市体育協会
☎928-63615922-1513

記念
体育館

市民
体育館

市民温水
プール

瀬崎小
草加中

教室（コース名）

10時～11時

17時～18時
16時～17時
11時15分～12時15分
11時30分～12時30分
15時～16時
16時～17時
9時～10時
19時30分～21時
13時15分～14時15分
13時45分～14時45分
19時～20時45分
11時～13時
9時～10時30分

14時～15時

15時～16時
16時～17時
10時～10時50分
20時～20時50分
19時30分～21時
18時～20時
15時～17時

実施日 曜日 時間 回数 対象 定員 参加費 会場

30組

20人
24人
20人
10人

各30人

40人

各20人

30人
20人
30人

22組

各35人

15人

各10人

各20人

2000円

2500円
3000円

4000円

3000円

4000円

2000円
2500円
3500円

4000円

3000円

3500円
5000円
4000円

2000円

4

8
6

各8

各6

各8

4
5
7

8

各6

7
10

各8

4

㊍

㊌
㊍
㊌

㊎

㊌
㊍
㊌
㊍
㊋
㊎
㊎

㊏

㊍
㊎
㊌
㊎
㊐

年長～小学3年生
年中・年長

18歳以上の女性
18歳以上

年中・年長

18歳以上

小学生以上

18歳以上

小学1・2年生

小学3・4年生

18歳以上

年中以上
幼児以上

H25.4.2～同28.4.1
生まれの子と親

H27.4.2～同29.4.1
生まれの子と親9/5～26

9/12～10/31
9/4～10/16（除外日あり）
9/12～11/7（除外日あり）
9/11～11/27（除外日あり）

9/6～10/18（除外日あり）

9/11～12/18（除外日あり）
9/12～12/19（除外日あり）
9/11～12/25（除外日あり）
9/12～12/26（除外日あり）
9/3～24
9/6～10/11（除外日あり）
9/6～10/25

9/7～10/26

9/7～10/12

9/5～10/24
9/6～11/29（除外日あり）
9/11～11/6
9/6～10/25
9/8～9/29

親子トランポリン

はじめてのバレエ
幼児トランポリン
初心者フラダンス
ヨガ教室
幼児体操（鉄棒編A）
幼児体操（鉄棒編B）
おはようストレッチ
バランス＆コアトレーニング
体幹・美ボディトレーニング
リフレッシュ体操
卓球
トランポリン
ステップアップ水泳

親と子どもの水泳

ジュニア初心者水泳（1・2年A）
ジュニア初心者水泳（1・2年B）
ジュニア初心者水泳（3・4年）
機能改善アクア
げんきがでるアクア
スイム体験
初心者少林寺拳法
基礎柔道

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

熱中症に注意！クールオアシスの活用を！！

7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

▶固定資産税・都市計画税　第2期
▶国民健康保険税（普通徴収）　第2期
▶後期高齢者医療保険料（普通徴収）　第1期
▶介護保険料（普通徴収）　第2期
7/31㊌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
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　8/27～9/24（10を除く）の㊋10時～
12時。全4回。会場は中央公民館。音
楽に合わせて楽しく体操しませんか。
定員40人。èスポーツ振興課へ。☎
922-28615922-31725

　子どもたちの健やかな成長を願う
「つるし雛飾り」、五月人形用「ミニ鎧
兜」を布ちりめんで制作し、歴史民俗
資料館で展示します。つるし雛飾り…
10/9㊌・23㊌　ミニ鎧兜…11/6㊌・20
㊌。いずれも13時～16時。全2回。会
場は歴史民俗資料館。定員各25人。材
料費2000円。はさみ・カッター・布用
ボンド・目打ち持参。è8/4㊐までに
電話で同館へ。☎922-04025922-1117

è

5

　県都市競艇組合は草加市を含む15市
で構成され、収益金は、市内の道路整
備に充てられます。競艇開催期間は
7/20㊏～23㊋、8/3㊏～6㊋、8/21㊌～
26㊊、9/21㊏～24㊋。会場はボートレ
ース戸田。ε財政課☎922-07615922-
1547

5

▼ロビー　書道展　7/31㊌～8/12㊡　
サークル朱葉会による作品展
▼おもちゃ病院　8/16㊎10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで

川柳文化センター ☎936-4088

定員のあるものは7/22㊊
8時30分から各館へ申し込みを

5925-0152

外国籍の児童・生徒のため
のサマースクール2019

小・中学校で働く
特別支援教育支援員

ボートレース事業の収益金で道路整備

■着物リメイク教室　第2・4㊎13時～
15時。定員10人。参加費1200円。着
物・羽織、裁縫道具持参

シルバーカルチャー教室

　8/3㊏・4㊐10時～17時。会場は谷塚
文化センター。草加の地場産業の一つ
である皮革製品・素材の展示、レザー
クラフト体験など「皮革」の魅力を思
う存分体験できます。ε草加商工会議
所☎928-81115928-81255

小学生のためのパン作り教室

　9/8㊐9時～。会場は市民体育館。男
女別シングルス戦、小学生シングルス
戦。リーグ戦を行い、決勝トーナメン
トに進みます。参加費中学生以上500
円。è7/22㊊～8/9㊎に電話で草加市
体育協会へ。☎928-63615922-1513

è

5

■夏休み小学生親子工作～おしゃれな
扇子づくり～　8/20㊋10時～11時30分。
会場は谷塚文化センター。小学生と保
護者対象。定員10組。材料費800円。
平筆・はさみ持参。è8/16㊎までに生
涯学習課へ。☎922-28195922-3498

è

5

　勤務は㊊～㊎8時30分～17時。時給
は955円。通勤手当（片道2km以上）。有
給休暇・社会保険・労災保険制度あり。
è教育支援室へ。☎933-75915933-7 
590
è 5

　8/6㊋10時～13時。会場は柳島コミ
セン。小学4～6年生対象。定員10人。

　日本語をもっと勉強したい人、宿題
に困っている人のために、あなたの国
の言葉を話せる人や、日本語を教えて
くれる人が待っています。7/25、8/1
～22の㊍13時～16時。会場は中央図書
館。好きな日にち、好きな時間に来て
ください。è㊊・㊌・㊎に国際相談コ
ーナーへ。☎922-2970

è

市民体育祭　卓球大会

草加レザーフェスタ

生涯学習体験講座

節句飾り制作講習会

一本棒・バッテン棒体操教室

材料費100円。エプロン・三角巾持参。
è7/22㊊9時から同コミセンへ。☎5 
928-2321
è 5

子ども・親子向け

■脳トレそろばん教室　第2・4㊋また
は㊌9時～11時。定員10人。参加費
1200円。そろばん持参
　会場はいずれも草加文化会館。èシ
ルバー人材センターへ。☎928-9211 
5928-9209

è

5

に  ほん  ご

こま
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くに
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もく

11/3㊗草加ふささら祭り
よさこい講習・模擬店
～参加者募集～

è7/22㊊～8/5㊊にみんなでまちづく
り課で配布する応募用紙（市HPから
も入手可）を同課へ。ε草加ふささら
祭り実行委員会（みんなでまちづくり
課内）☎922-07965922-3406
草加よさこい市民講習「踊るん♪隊」
■講座日程　9/26㊍、10/10㊍・15㊋
・17㊍・23㊌19時～20時30分、10/29
㊋19時15分～20時30分。全6回。
■会場　草加市文化会館（10/29㊋は
中央公民館）
■定員　70人
■参加費　4000円
模擬店（草加松原遊歩道ほか）
■出店時間　9時30分～16時30分
■対象　市内の非営利団体
■出店料　1万円
※備品貸し出しあり（有料）。電源・
ガス等は各団体で用意。火器を取り扱
う場合は必ず消火器も用意。応募多数
の場合は抽選。
　上記イベント運営に協力できるボラ
ンティアも募集。いずれも詳細は市
HPで確認を。

è

5

わくわくタウン松原☎941-2905

住吉児童館 ☎928-5736

谷塚児童センター ☎925-1856
●オセロで遊ぼう　8/3㊏14時～　小学生対象
●ふれあい収穫体験　8/10㊏（小雨決行）10時チャヴ
ィペルト集合　幼児（保護者同伴）～高年者対象　定
員20組　参加費1組648円　駐車場なし
●ともだち文庫の「おはなしポケット」　8/19㊊11時
～　読み聞かせとわらべ唄　乳幼児と保護者対象
●パン作り体験　8/20㊋10時谷塚文化センター集合
12時30分解散　小学生対象　定員15人　参加費300
円　エプロン・三角巾・パン持ち帰り用袋持参

●流しそうめん会　7/26㊎12時30分～（小学生は13
時～）　幼児（保護者同伴）～高年者対象　申込制　
お椀・箸持参
●ふれあい囲碁・将棋教室　7/27㊏、8/10㊏14時～
15時　幼児（保護者同伴）～高年者対象
●オセロ大会　8/1㊍14時～　小学生対象
●水鉄砲で遊ぼう　8/2㊎（雨天8/6㊋に順延）11時
～11時45分、14時～15時　幼児（保護者同伴）～中
学生対象　水鉄砲・着替え・タオル持参
●ふれあい切り絵教室　8/3㊏10時30分～12時　はさ

新栄児童センター ☎942-9876

30分　会場は中央図書館　幼児（保護者同伴）～小・
中学生対象　わくわくリビング　7/23～8/27の㊋・
㊌・㊍（8/6㊋・13㊋～15㊍を除く）と8/16㊎・23
㊎10時～17時30分（8/23は13時まで）　会場はコン
フォール松原12号棟　幼児（保護者同伴）～高年者対
象　昼食持参可
　いずれも宿題・遊び・おしゃべり・まったり自由
●読み聞かせ「たんぽぽ」　8/1・8・29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
●わくわくタウン夏祭り　8/24㊏11時30分～15時30
分　コンフォール松原12号棟　ゲーム・模擬店・工作
・ビンゴほか　幼児（保護者同伴）～高年者対象　
●初めてのお誕生会　8/29㊍10時～　会場はコンフォ
ール松原19号棟　平成30年8月生まれ対象　定員12人
　è8/1㊍13時から電話で同館へ

●夏休み工作「貯金箱」　7/25㊍15時～16時　小学1
～3年生対象　定員10人　「くるくるアニメ」　7/26
㊎11時～12時、15時～16時　小学4～6年生対象　定
員各5人　カラーペン・はさみ・のり持参
●オセロ大会　8/2㊎　マンカラ大会　8/9㊎　いずれ
も16時～　小学生対象　参加賞・優勝賞品あり
●収穫体験　夏野菜を採ろう　8/3㊏（小雨決行）10
時30分チャヴィペルト集合　幼児～小学生と保護者対
象　定員20組　参加費1組648円　駐車場なし
●バルーンスライムを作ろう　8/10㊏13時集合　3歳
（保護者同伴）～小学生対象　定員10人
●夏休み映画　8/15㊍13時～15時　小学生対象　定
員30人

みが使える幼児（保護者同伴）～高年者対象　定員
20人

●バチャバチャ水遊び　7/23㊋（雨天中止）11時～
12時　幼児と保護者対象　水遊び用パンツ持参
●わくわく理科実験「光で遊ぼう」　7/27㊏13時30
分～15時　年長児（保護者同伴）以上対象　定員15人
●水鉄砲でアドベンチャーゲーム　8/6㊋13時30分
～、14時30分～　幼児（保護者同伴）以上対象
●みなクル工房　8/7㊌13時30分～15時30分　ス
ライム　幼児（保護者同伴）以上対象
●お化け屋敷　8/17㊏13時30分～16時30分　幼児
（保護者同伴）以上対象
●ワークわくランチ　8/18㊐10時30分～13時　夏
野菜カレー作り　小学生以上対象　定員10人
●なんでもフードラボ　8/20㊋14時～15時30分　
オリジナルゼリー作り　小学生以上対象　定員10人
●FMひかわ　8/22㊍・23㊎13時30分～15時30分
　テーマ「夏休み」　小学生以上対象　
●野外クッキング　8/25㊐11時～13時　流しそう
めん　幼児～小学生と保護者対象　定員10組　参加
費1人250円　お椀・箸・おかず持参
●なかまほいく　9/5～11/7の㊍10時15分～12時
15分　全10回　親子・子ども同士・自分だけの時間
を楽しみます　6か月～2歳児と保護者対象　定員12
組　参加費1700円（保険代・材料費込み）

●特別わくわく広場　7/22～8/26の㊊・㊎（8/16
㊎・23㊎を除く）10時～12時、13時30分～17時

氷川児童センター ☎928-2341
児童館で
夏休み
定員のあるものは7/22㊊10時から
各館へ申し込みを



⑥ 2019年7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。

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）

中央公民館 ☎922-5344

新田西文化センター ☎942-0778

谷塚文化センター ☎928-6271

新里文化センター ☎927-3362

柿木公民館 ☎931-3117

5☎946-3000 5944-3800

▼おはなしの時間　7/24㊌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
▼SKT24スポーツ健康講座「スポー
ツウェルネス吹矢」　8/1～令和2年
3/5の第1㊍（1月を除く）15時～17時
　成人対象　定員各日20人　室内靴持
参（当日先着順）
▼おもちゃの病院　8/12㊡10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで

▼すくすくクラブ　7/23㊋10時～12時
　手形スタンプ・パネルシアターほか
　乳幼児と保護者対象
▼朗読公演「止まったままの時間」　
8/6㊋13時30分開演　「ぼく生きたか
った」広島編　「この子を残して」長
崎編　定員280人（当日先着順）
▼谷塚元気ひろば　8/26㊊10時～13時
　パンづくり　65歳以上対象　定員30
人　参加費500円　エプロン・三角巾
・布巾持参
▼文学講座「平家物語の名場面を読
む」　9/10～24の㊋13時30分～15時
30分　全3回　成人対象　定員30人
▼囲碁講座　9/11・25、10/2・23・
30、11/6・13、12/4・11の㊌9時30分
～11時30分　全9回　初心者・初級者
の成人対象　定員20人　

▼ハワイアンフェスタ　8/18㊐10時～
15時　会場は中央公民館　市内で活動
中のフラダンス団体の発表　ゲストは
国内大会で優勝した草加高生の赤羽愛
梨さん
▼おもちゃの病院　8/23㊎10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼英語でアクティビティ講座　9/6・
20、10/4・25、11/8・22の㊎10時30
分～11時30分　全6回　外国人講師に
よる幼児英語講座　2歳～未就園児と
保護者対象　定員20組　参加費1000円

▼すこやかクラブ谷塚西部地区芸能発
表会　9/7㊏10時～15時　カラオケ・
踊りほか

▼ママといっしょにおはなし会　7/22
㊊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
▼放課後クラブ　8/1㊍17時～18時…
卓球　8/19㊊16時～17時…将棋　8/20
㊋17時～18時…スポーツウェルネス吹
矢　8/5㊊・26㊊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
▼おもちゃの病院　8/5㊊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」　
8/5㊊10時～12時　手遊び・簡単工作
ほか　乳幼児と保護者対象
▼紙芝居劇場　8/19㊊10時30分～11時
15分「よいしょよいしょ」ほか、13時
～13時45分「かりゆしのうみ」ほか　
3歳～小学1・2年生と保護者対象

　7月22㊊・23㊋は施設点検のため休
館します 
▼パーカッションコンサート　8/2㊎
12時～12時50分　出演はパーカッショ
ン講座受講生、マリンバ・アンサンブ
ル’99、竹花真弓とマリンバヴァーツ
▼こころを結ぶ光のひろば　8/6㊋10
時～12時　点字体験ほか
▼にじいろタイム　8/16㊎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」
　8/16㊎13時30分～　胎教と友だちづ
くり　初妊婦対象
▼ブラジルサンバダンス講習会　8/ 
17、9/21・28、10/19、11/16の㊏10時～
12時　全5回　4歳以上対象　定員30人
▼子どものおみせやさん会議　8/17・
31、9/7・28の㊏10時～12時　全4回　
10/6㊐開催中央公民館祭りの子どもの
おみせやさんの準備　小学生対象　定
員15チーム（1チーム2～10人）

▼国際交流講座　8/24㊏11時30分～15
時　料理をしながら交流　成人対象　
定員20人　参加費300円
▼楽しい親子コンサート　8/25㊐14時
開演　出演は市民吹奏楽団　「パプリ
カ」ほか　定員400人（当日先着順）
▼お昼のコンサート　8/26㊊12時～12
時50分　出演は草加ハーモニカソサエ
ティー　「東京ブギウギ」ほか

■木曜シアター　7/25㊍14時～15時30
分　プラネットアース2-2　第3集砂漠
・不毛の大地、第4集草原・緑の揺りかご
　成人対象　定員90人（当日先着順）
■おはなし会　7/27㊏11時30分～12時
　「七羽のからす」「いぬとにわと
り」ほか　4歳（保護者同伴）～小学
生対象
■小学生のための読み聞かせ　7/28㊐
13時30分～14時
■ビデオ上映会　8/11㊗14時～15時40
分　「さよなら、アルマ　－赤紙をも
らった犬－」　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）

■サンライズダンスサークル（社交ダ
ンス）　㊋19時30分～21時　谷塚文化
センターで　プロが親切に指導します
　皆で楽しく　初心者大歓迎　月額
4000円　ε松田☎924-8500
■草加太極拳同好会　㊎10時～12時30
分　中央公民館で　ゆったりした動き
と深い呼吸で体調管理と老化防止・経
験不問　入会金2000円　月額3000円
　ε阿部☎999-5726

■男性料理　第2㊋9時30分～12時30
分　草加市文化会館で　料理ほかバス
で工場見学　親睦会あり　入会金1000
円　月額1000円　ε岡田☎936-4189
■草萌秋桜句会　第4㊋13時～17時　
谷塚文化センターで　俳句を始めると
新しい風景が見えてきます　また仲間
も増えます　一緒に始めませんか　月
額1000円　ε堀江☎931-4801
■アモーレ（社交ダンス）　㊋11時～13
時　勤労青少年ホームで　基本を重視
して楽しく仲間作りをしましょう　プ
ロ講師による指導です　入会金1000円
　1回1000円　ε鈴木☎090-4378-2323
■家庭婦人バレーボール草加クラブ　
㊋13時～15時、㊎9時～11時　市民体
育館で　初心者大歓迎　女性対象　6
か月5000円　ε太田☎080-5417-0556
■草加若葉会（ソフトテニス）　㊐8
時～12時　そうか公園ほかで　40年以
上楽しくプレーしています　高校生以
上対象　月額2000円　ε秋本☎080-10 
39-2166
■メープル英会話　㊎10時30分～12時
　であいの森で　カナダ人女性講師を
交えて楽しく練習　60歳以上対象　入
会金1000円　月額1000円　ε村上☎
090- 4651-9490
■ふれあい書道サークル　㊊9時～11
時　シルバー人材センターほかで　和
やかな雰囲気の下自由に書道の勉強を
しています　月額500円　ε相澤☎922-
6241
■草加健康体操の会高砂教室　第1・2
・4㊌9時30分～11時　高砂コミセンで
　体力作りをし仲間と共に体操しませ
んか　見学・体験可　入会金1000円　
月額1500円　ε吉澤☎090-7906-5195
■リトミックサークルPoco　㊌10時
～10時45分　新里文化センターで　お
すわりができる子から未就園児と保護
者対象　体験2回まで無料　月額1500
円　ε佐藤☎090-2033-4671
■木版画サークル朴の木　第2・4㊋13
時30分～15時30分　川柳文化センター
で　日本の文化の素晴らしさを体験し
てみませんか　入会金1000円　月額
1000円　ε後藤☎942-1740

中央公民館 ☎922-5344

谷塚文化センター ☎928-6271

新田西文化センター ☎942-0778

中央図書館

▼ひまわりの形のパン作り　8/3㊏10時～13時　小学
3～6年生対象　定員20人　参加費500円
▼点字体験　8/9㊎10時～12時　名刺作成　小学生対
象　定員12人
▼自然科学教室「磁石のふしぎ」　8/20㊋10時～12
時　小学生対象　定員15人　参加費300円
▼科学絵本で万華鏡作り　8/21㊌14時～16時　小学
生対象　定員20人　参加費200円　

▼今日から君もバルーンパフォーマー　8/13㊋10時～
12時　小学1・2年（保護者同伴）～6年生対象　材料
費200円（親子の場合300円）　定員20人
▼百人一首体験教室　8/24㊏10時～11時30分　小学
生対象　定員20人

▼工作会　8/10㊏13時30分～14時30分　イルカのシ
ーソー作り　幼児～小学生と保護者対象　定員50人
（当日先着順）
▼夏の図書館寄席と読み聞かせ　8/17㊏落語「さよな
ら動物園」（桂三枝作）読み聞かせ「11ぴきのねこ」
ほか・18㊐落語「転失気」読み聞かせ「せんたくかあ
ちゃん」ほか。出演は落語家三遊亭圓雀。いずれも14
時～16時。小学生と保護者対象。定員各日100人。
è7/21㊐9時から2階事務室で整理券配布

▼小学生の職場訪問　8/27㊋9時～17時　市のバス
で移動　造幣局さいたま支局・明治なるほどファク
トリー　小学4～6年生対象　定員25人

▼料理教室　8/19㊊・22㊍10時～13時　小学生対
象　定員各12人　参加費600円　エプロン・三角巾
・布巾持参　è7/29㊊（消印有効）までに往復はが
きに希望日・氏名・住所・電話番号・年齢・学校名
を記入し同センターへ
▼マジック教室　8/20㊋10時～12時　小学生対象
　定員20人　はさみ持参　

▼星空観察教室　8/6㊋（雨天決行）18時30分～20
時30分　小学生と保護者対象　定員30組

定員のあるものは7/22㊊8時30分から
各館へ申し込みを

わくわくサマー
公民館・図書館へレッツゴー

☎946-3000



相　談　案　内
ä7/21㊐～8/20㊋（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。

休 日 当 番 医

■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

㈲東洋開発
㈲井戸浅水道工事店
㈲東洋開発
㈲やまと水道
㈲東洋開発
東京管工機材㈱

両新田西町246
八幡町802
両新田西町246
氷川町429-4
両新田西町246
住吉1-14-20

☎928-5520
☎931-3330
☎928-5520
☎927-8519
☎928-5520
☎927-0041

7/20㊏
7/21㊐
7/27㊏
7/28㊐
8/3㊏
8/4㊐

休日等上水道工事店

㊏㊐㊗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

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

☎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・PHSは☎048-824-4199

（365日24時間対応）

7/28㊐

7/21㊐
内科

外科

内科

外科

内藤クリニック

二宮病院

臼田診療所

メディカルトピア
草加病院　　　　

住吉1-2-28

新栄2-22-23

松原2-4-21-101

谷塚1-11-18

☎922-6011

☎941-2223

☎942-5300

☎928-3111

　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。

8/4㊐
内科

外科

クマガイ　　　　
こどもクリニック

いまじょう
クリニック

氷川町2105-6

旭町6-1-17

☎922-8683

☎941-2140

　月　日　診療科 当番医名 住　所 電話番号

働く

その他

女性の生き方

福祉・介護

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）

子育て

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
弁護士による法律相談
（裁判・離婚・相続・多重債務など）

女性の法律相談（裁判・離婚など）
司法書士による法律相談（相続・登記など）
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）

行政相談（国の仕事に関する意見・要望）

ä㊋、㊌、第1・4㊎13時20分～16時20分

ä第2㊍13時20分～16時20分
ä第1㊍・3㊎9時～12時

ä第4㊍9時～12時

第2㊎13時30分～16時

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
㊎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）

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
8/5㊊…住吉児童館☎928-5736
8/7㊌…新栄児童センター☎942-9876
7/25㊍、8/8㊍…谷塚児童センター☎925-1856
8/21㊌…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）

■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

㊊…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）
7/24㊌13時～16時…勤労福祉会館☎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
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

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

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

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7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



　23日に国際交流フェスティバル「国際村一番地」が、30日に草加
朝顔市と草加松原夢祭りが開催され、多くの人が、様々な国の食や
文化、民芸、朝顔などを楽しみました。

　市民活動センター・谷塚児童センター・
青少年交流センターが合同で開催します。
世代を超えて一緒に盛り上がりましょう。
■日時　7月27日㈯午前10時～午後3時
■会場　市民交流活動センター
■内容　すいか割り、ものづくり
体験、幼児あそび、工作、プラネ
タリウム、バザー、模擬店など

約5000発の花火が草加の空を彩ります。
■時間　午後6時：開会
　　　　午後7時：打ち上げ開始
　　　　午後8時45分：フィナーレ
■会場　そうか公園
　　　　※車での来場不可。公共交通機関をご利用ください。
主催：草加市民納涼大花火大会実行委員会

■日　　時　9月22日㈰午前8時30分受付開始
■会　　場　市民温水プール
■対象・定員　小学生以上・500人
■参 加 費　1人500円
　小学生～高校生は一般の部への出場不可。
個人競技は2種目、リレーは1種目まで出場
可。詳細は草加市体育協会ホームページで確
認してください。
ლ 9月6日㈮までに市民温水プール、記念体
育館、市民体育館、スポーツ振興課で配布す
る申込書に参加費を添えて各施設へ。

かどまちごとでき 6月

　バスの乗り方教室や整備見学、“乗ったままでの洗車”で、ここでしかできないバス
の秘密を学ぼう！参加者全員にパリポリくんバスグッズのプレゼントもあります。

■日時　8月17日㈯（市役所公用車駐車場集合後、市のバスで
移動）第1回：午前10時集合、第2回：午後2時集合

■会場　東武バスセントラル㈱草加営業事務所
■対象　小学生（保護者同伴）
■定員　各回30人

夏休みは

問市民温水プール☎936-68245935-8981

ω7月22日㈪から交通対策課へ。☎922-16855922-1030

問みんなでまちづくり課☎922-07965922-3406

草加市民納涼大花火大会
8月3日㈯ 午後7時　そうか公園

市民水泳大会

草加の夏の風物詩草加の夏の風物詩

雨天の朝顔市でしたが
多数の人が来場。夢祭
りでは熱気球乗
船体験も行われ
ました

外国の食や言語を楽
しんだ国際村一番地

問市民活動センター☎920-35805925-1872

世代間交流の輪を広げよう世代間交流の輪を広げよう

市の人口　令和元年7月1日現在　24万9471人（男12万6346人・女12万3125人）/前月比46人増/世帯数11万7598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7月20日号
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