
折り込んである「スポーツ草加」「そうか市議会だより」は、抜いて読んでください。

問長寿支援課 ☎922-1281 5922-3279

介護者のつどい で 介護者の皆さん に聞いてみました実際どうなの？
不安が募る… 家族の介護のはなし
なかなか人には話しづらい介護の悩み。ひとりで抱え込まずに、相談できる場所を利用してみませんか。市内各
地域で介護者同士やこれから介護をする人達が悩みや経験を共有できる「介護者のつどい」が開かれています。
なかなか人には話しづらい介護の悩み。ひとりで抱え込まずに、相談できる場所を利用してみませんか。市内各
地域で介護者同士やこれから介護をする人達が悩みや経験を共有できる「介護者のつどい」が開かれています。

　介護している人・していた人・する予定の人の交流の場。
　誰でも気軽に安心して、不安や悩みを話せるよう「出入自由・
秘密厳守・非難しない・相手の話をしっかり聞く」という約束の中
で開催されています。夜間や土曜日に開催する会場もあります。

開催案内は広報紙6面に掲載

Q：介護がはじまった時の状況を教えてください

何をしたらいいか分からなかった
介護がはじまった時は、どうしたらいいの
か分からない状況で。導いてくれるようなサ
ポートがあると助かると思いました。
　介護に直面するまでは、イメージがわかな
いと思うので、病気になった時にはこの病院
に相談しようという感覚で、何かあった時に
相談できる窓口や施設の場所、連絡先を知っ
ておくとよいと思います。

Q：介護者のつどいに参加されている理由を教えてください

みんなで話すとまた頑張れるから
共通点がある皆さんと話し、悩みを共有しあえることは嬉
しく、気持ちが安らぐ時間となっています。私の場合は、話
しがしたいとか、アドバイスが欲しいというよりも、他の人
の介護の様子を聞きたいという気持ちで参加しています。
　皆さんが頑張っている話を聞くと安心
し、次回の介護者のつどいの開催日ま
で、自分も頑張ろうと思うことができ、
この場所が励みになっています。

Q：苦労したことや不安だったことを教えてください

思ったようにはいかないこと
家族に介護が必要になったら、
やるしかないし、家庭ごとに
状況が異なるので「こうした
準備をすれば大丈夫」とは言
えないと思います。準備して
いても失敗してしまったり、
家族だと冷静に対応できない
こともあったり、マニュアル
どおりにはいかないですね。

■一日の行動をパターン化したり、食
事などの記録を撮影しSNSで公開した
りなど…色々な工夫ややり方を試し、
モチベーションにしている方もいらっ
しゃいました

※経験談は一例として、要約し紹介しています。

地域包括支援センターへ地域包括支援センターへ 月～土曜日
午前9時～午後5時
月～土曜日
午前9時～午後5時

介護の情報収集やつどい開催場所の確認は介護の情報収集やつどい開催場所の確認は

谷塚・瀬崎｜☎929-3613
谷塚町、谷塚、瀬崎

草加中央・稲荷｜☎959-9133
神明、住吉、中央、高砂、手代、吉町、稲荷

松原・草加東部｜☎932-6775
松原、栄町、松江

川柳・新田東部｜☎932-7007
柿木町、青柳、青柳町、八幡町、中根、弁天

谷塚西部｜☎929-0014
谷塚上町、谷塚仲町、両新田東町、
両新田西町、新里町、柳島町、遊馬町

草加西部｜☎946-7030
草加、西町、氷川町

安行｜☎921-2121
原町、北谷、北谷町、小山、花栗、苗塚町

新田｜☎946-0520
新栄、長栄、清門、旭町、金明町、新善町

介護者のつどいってどんなところ？介護者のつどいってどんなところ？

会場は、介護者のつどいマップPDF（QRコード）で。
詳細は、各地域包括支援センターまたは長寿支援課へ。

※写真は旧かっぱ天国会場。プライバシー保護のためぼかして掲載しています。

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
草加市高砂1-1-1

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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■商 品 券 販 売 期 間　9月28日㈯～令和2年2月28日㈮
　　　　　　　　　　　※商品券の購入は任意です。
■商品券使用可能店舗　市ホームページで確認を。

　市では、生活習慣病を予防するため、特定健診を実施しています。
自身のため、大切な家族のためにも毎年受診し、いつまでも健康で
いましょう。
■対象者　国民健康保険に加入している40～75歳未満の人
■電話による勧奨　
　フリーダイヤル（☎0120-402-065）で発信　
　※㈱wellcle（ウェルクル）に委託
　第1期　8月1日㈭~16日㈮
　第2期　9月9日㈪~27日㈮
　第3期　10月15日㈫~11月15日㈮
■特定健診実施期間　12月20日㈮まで　※受診券は対象者に郵送済
み（途中加入者は加入手続きの翌月末に郵送）

　9月12日㈭（消印有効）までに市立病院、市職員課、各サービス
センターで配布する試験申込書（同病院ホームページからも入手
可）を記入し、〒340-8560同病院経営管理課へ（土・日曜日、祝日
除く）。持参も可。

　7月21日、参議院議員通常選挙
（埼玉県選出議員・比例代表選
出議員）の投票が行われました。
　当日有権者数は20万5907人で、
投票率は43.91%でした。投票率
は平成28年7月の参議院議員通常
選挙と比較し、6.06ポイント下
回りました。草加市の埼玉県選
出議員選挙の投票結果（敬称略・
県得票順）は、表1のとおりです。
　また、比例代表選出議員選挙
の投票結果（候補者名の投票を
含む）は、表2のとおりです。

■投票所入場整理券　8月8日㈭頃をめどに世帯全員分を同封し郵送
■投票日　8月25日㈰午前7時～午後8時
■投票所　市内49か所　※指定の投票所以外では投票できません。
■期日前投票　投票日に予定がある場合、下記の場所で投票できま
す。投票の際は、投票所入場整理券裏面の宣誓書兼請求書（各期日
前投票所、市ホームページでも入手可）に必要事項を記入し、係員
へ提出してください。　
　◆市役所本庁舎西棟1階
　　8月9日㈮～24日㈯午前8時30分～午後8時
　◆勤労福祉会館・谷塚文化センター・草加市文化会館
　　8月18日㈰～24日㈯午前9時30分～午後7時
■投票できる人
　平成13年8月26日までに生まれ、市に3か月以上住所を有し、8月
7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。なお、県外から5月8日以降に草加市に転入し
た人は投票できません。

※指定投票所の投票管理者に確認の申請をするか、市町村発行の「引き続き県内に住所を
有する旨の証明書」または「住民票の写し」を提示してください。
※指定投票所の投票管理者に確認の申請をするか、市町村発行の「引き続き県内に住所を
有する旨の証明書」または「住民票の写し」を提示してください。

■投票方法　投票所入場整理券を受付に提出し、投票用紙に候補者
名1人を記載し投票箱に投函してください。
■郵便投票　身体障害者手帳等所持者、または要介護5で、郵便等
投票証明書の交付を受けている人（ない場合は交付申請を）が対象。
投票用紙の請求は8月21日㈬午後5時までに選挙管理委員会へ。
■代理・点字投票　病気やけが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。
■不在者投票　選挙期間中、仕事先、旅行先などの滞在地や指定病
院、指定老人ホームなどの施設で不在者投票ができます。事前に手
続きが必要です。早めに選挙管理委員会へ。
■開票（即日）　8月25日㈰午後9時～。会場は記念体育館
■投票・開票速報　市ホームページで公開
■選挙公報　8月10日頃から戸別配布。市ホームページにも掲載

とうかん

問保険年金課☎922-15935922-3178

対象 手続き

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

古川　俊治
くまがい　裕人
矢倉　かつお
伊藤　岳
ししど　ちえ
沢田　良
佐藤　恵理子
さめじま　良司
小島　一郎

自由民主党
立憲民主党
公明党
日本共産党
国民民主党
日本維新の会
NHKから国民を守る党
安楽死制度を考える会
幸福実現党

78万6479票（2万3466票）
53万6338票（1万6555票）
53万2302票（1万9228票）
35万9297票（1万1691票）
24万4399票（　  6996票）
20万4075票（　  6323票）
8万0741票（　  2903票）
2万1153票（　　 686票）
1万9515票（　　 541票）

（　）内は草加市

2万6160.440票
1万7511.785票
1万4985.171票
9751.756票
6891.986票
4468.690票
3678.013票
2634.000票
1038.000票
740.000票
311.000票
258.257票

70.888票

転出先の市町村

草加市（※）

草加市

前住所地に確認

新住所地

旧住所地

令和元年5月7日以前に県内転出

令和元年5月8日から8月25日までに県内転出

令和元年5月7日以前に草加市に転入

県内から令和元年5月8日以降草加市に転入

令和元年7月22日以前に異動

令和元年7月23日以降に異動

転出した人

転入した人

特定健診の受診勧奨を行っています

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

問選挙管理委員会☎922-24905927-7693

参議院議員
通常選挙結果投票日時　8月25日㈰

　　　　　午前7時～午後8時

埼玉県知事選挙

問選挙管理委員会☎922-24905927-7693

大切な責任
ある1票を！

異動日

職種

看護師

臨床
工学技士

診療
放射線
技師

電気
または
建築技師

受験資格等 試験日
及び内容

採用
予定日

既卒：令和
2年1月1日
新卒：令和
2年4月1日

9月21日㈯
論文・面接

第1試験
9月21日㈯

一般教養・論文

第2試験
10月5日㈯
面接 令和2年

1月1日
または
4月1日

令和2年
4月1日

採用予定
人数

15人
程度

若干名

市内で
異動した人

投票場所

問商品券事業室☎922-01815922-1108

お問い合わせは草加市商品券コールセンターへ
（☎0570-200-779）

草加市プレミアム付商品券
購入引換券交付申請を

令和2年採用

住民税非課税世帯の皆さんは

43.91％
草加市の投票率

■表1　埼玉県選出議員選挙の投票結果

■表2　比例代表選出議員選挙の
　　　　投票結果（草加市）

既卒：昭和49年4月2日以降生まれ
で、看護師免許を有する人

新卒：昭和59年4月2日以降生まれ
で、令和2年3月31日までに
免許を取得見込みの人

⑴平成元年4月2日以降生まれ
⑵臨床工学技士の免許を取得して
いるまたは令和2年3月31日ま
でに免許を取得見込みの人
⑴昭和59年4月2日以降生まれ
⑵放射線技師の免許を取得してい
るまたは令和2年3月31日まで
に免許を取得見込みの人
⑴昭和59年4月2日生まれで高等
学校以上を卒業した人
⑵同職種で3年以上職務経験があ
る人

投票数政党等の名称候補者名
当
当
当
当

政党等の名称 投票数

送付される申請書に記入し、1次締切：8月9日㈮、
最終：11月30日㈯（いずれも消印有効）までに同
封の返信用封筒で返信。審査終了後、9月中旬以降
に順次購入対象者に引換券を送付

8/9㈮まで

※学齢3歳未満の子育て世帯は申請不要です。9月中旬以降に順次引換券を送付

平成31年度住民税非課税者
（基準日：平成31年1月1日）

② 草加人のための情報紙　広報「そうか」市政情報2019年8月5日号



　対象者には8月中旬頃に通知を送付します。同封の敬老祝金口座
振込依頼書に必要事項を記入し、返信用封筒で返送するか、長寿支
援課へ。
■支給対象者
　令和元年5月1日現在、市内に住民登録があり、8月1日現在、引
き続き市内に居住している次の年齢の人。
・77歳･･･昭和16年8月2日～同17年8月1日生まれ
・88歳･･･昭和5年8月2日～同6年8月1日生まれ
・99歳･･･大正8年8月2日～同9年8月1日生まれ
■支給額　※指定の口座に振り込みます。
　喜寿（77歳）…2万円　米寿（88歳）…3万円　白寿（99歳）…5万円

　特別障害者手当・障害児福祉手当の受給資格の認定を受けている
人に現況届を送付します。必要事項を記入し、各担当課へ提出して
ください。なお、各手当は、障がい者本人またはその配偶者もしく
は扶養義務者に一定額以上の所得（下表）がある場合は、その年の
8月から翌年の7月まで支給を停止します。
特別障害者手当
■対 象 者　20歳以上で常時寝たきりや意思疎通が困難な人など、

障がいにより日常生活において、常時特別の介護を必
要とする人

■手当月額　2万7200円
■支給要件　①施設に入所して
いない。②継続して3か月を超え
て病院等に入院していない。③
所得制限限度額を超えていない。
障害児福祉手当
■対 象 者　20歳未満で障がい
により日常生活において、常時
の介護を必要とする人
■手当月額　1万4790円
■支給要件　①施設に入所して
いない。②障がいを支給事由と
する年金を受給していない。③
所得制限限度額を超えていない。

特別障害者手当

　75歳以上の人を対象に次のとおり敬老会を開催します。町会・
自治会で開催する場合や、お祝いの品物を配布する地区もあります。
対象者には、町会・自治会の回覧や、掲示板でお知らせします（予
定が変更になる場合もあり）。

　デザイナー、イラス
トレーター、コピーラ
イターなどのクリエイ
ターのスキルアップを
行いながら、実際の企
業の新しい商品開発や

サービスの企画などを行い、企業のブランド力やデザイン力の向上
につなげる実践講座「SOKA CREATIVE LAB 2019」の受講者を募
集します。また、開講に先立ち、シンポジウムを開催します。
シンポジウム
■日　　時　9月1日㈰午後1時～5時
■会　　場　Coworking space Torino's
■テ ー マ　「明日を切り拓く地域クリエイティブ論」
■対　　象　クリエイティブ活用による企業や地域の魅力アップに

興味があるクリエイター、市内企業ほか
■定　　員　50人
■講　　師

SOKA CREATIVE LAB 2019（連続講座）
■日　　時　9月15日、10月13日、11月24日、令和2年2月2日、3月

15日の日曜日　午前10時～午後5時　全5回
■会　　場　Coworking space Torino'sほか
■内　　容　商品やサービスのプロデュース、マネジメント、営業

・販路開拓などの講義、ワークショップ
■対　　象　クリエイティブ活用による企業や地域の魅力アップに

興味があるクリエイター及び市内企業
■受 講 費　2万円
■定　　員　クリエイターは30人程度、企業は5社程度（応募多数

の場合選考）
■講　　師　田中淳一氏（㈱POPS）、坂口剛氏（㈱野村総合研究

所）、池田泰幸氏（㈱サン・アド）、佐藤哲也氏（ヘ
ルベチカデザイン㈱）

ωシンポジウムは8月28日㈬、連続講座は9月5日㈭ま
でに産業振興課へ（専用申込フォーム（QRコー
ド）からも申し込み可）。

■園　　名　（仮称）にっさとの風保育園（新里町1498-3）
■入園年齢　生後6か月以上
■定　　員　90人
■保育時間　月～土曜日午前7時～午後7時
※施設に関する問い合わせはにっさとの森保育園（☎921-2310）へ。
≪申し込み≫
　期間　8月6日㈫～9月10日㈫（11月入園以降の申請については各

月の申込締切日）
　場所　保育課（移園申請は在園している保育所等でも受付可）
≪提出書類≫
○新規…草加市保育所等入園申込書一式
　　　　（『平成31年度入園案内』P7-10参照）
○移園…保育所等移園申請書一式
　　　　（『平成31年度入園案内』P19参照）
○入園保留（待機）…希望保育所等変更届

倉成英俊 氏 田中淳一 氏

問草加市社会福祉協議会☎932-67705932-6779

喜寿・米寿・白寿
をお祝い

開催日時

0人

1人

2人

3人

4人

本人所得

360万4000円

398万4000円

436万4000円

474万4000円

512万4000円

支給停止になる所得額扶養親族
等の人数 扶養義務者所得

628万7000円

653万6000円

674万9000円

696万2000円

717万5000円

地区社協名
川柳
草加中央

新田東部

川柳
稲荷
谷塚
瀬崎
松原

新田

安行

谷塚西部

草加西部
草加東部

該当地域予定会場
柿木公民館
中央公民館

八幡コミセン

川柳文化センター
稲荷コミセン
谷塚小

瀬崎コミセン
栄中

清門小

町会会館等

9月 8日㈰午前10時
9月11日㈬午前10時
9月13日㈮午前10時
9月13日㈮午後1時30分
9月14日㈯午前10時
9月16日㈷午前9時30分
9月16日㈷午前10時
9月16日㈷午前10時30分
10月 5日㈯午前10時
10月14日㈷午前10時
10月14日㈷午後2時

ブロック単位で実施

柿木町
高砂・住吉・神明・中央・吉町・手代
弁天・中根
八幡町
青柳 ・青柳町
稲荷・松江（松江第二町会区域）
谷塚・谷塚町・瀬崎の一部
瀬崎・谷塚の一部
松原
旭町・金明町
清門・新善町・長栄・新栄
花栗・苗塚町・小山・北谷・北谷町・原町

谷塚仲町・谷塚上町・両新田東町・
両新田西町・遊馬町・新里町・柳島町

氷川町・西町・草加
栄町・松江（松江第二町会区域を除く）

問保育課☎922-14915922-3274
入園申請  受付開始
10月開園予定「（仮称）にっさとの風保育園」

問特別障害者手当　障がい福祉課☎922-14365922-1153
　障害児福祉手当　子育て支援課☎922-14835922-3274

特別障害者手当
障害児福祉手当

問産業振興課☎922-34775922-3406

敬老祝金

8/6
㈫

受講募集
シンポジウム
開催

現況届の提出
8月9日㈮～
9月11日㈬

問長寿支援課☎922-13425922-3279

■所得制限限度額の一例（令和元年度）

※1 所得とは諸控除後の額
※2 扶養義務者とは、障がい者本人と生計を
同じくする障がい者本人の直系血族、
兄弟姉妹

※3 特別障害者手当の本人にかかる所得は、
非課税の年金等も所得に含む。

※1 所得とは諸控除後の額
※2 扶養義務者とは、障がい者本人と生計を
同じくする障がい者本人の直系血族、
兄弟姉妹

※3 特別障害者手当の本人にかかる所得は、
非課税の年金等も所得に含む。

敬老会を開催ご長寿のお祝い

町会・自治会
単位で実施

クリエイティブのチカラで企業と地域の魅力アップ

電通Bチームリーダ
ー。APECなどの国
際会議や地場産品
のプロデュースを
多数手がける。国
内外受賞歴多数。

㈱POPS代表。大企
業のみならず、自
治体や地場産品な
どのブランディン
グを多数手がける。
国内外受賞歴多数。

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③市政情報 2019年8月5日号



　市民が主役のオリジナル舞台作品に
参加する人を募集。ジャンルはダンス
や朗読・演劇など。制作は劇団スーパ
ー・エキセントリック・シアター。公
演は12/8㊐、会場は草加市文化会館。
9～12月の㊏㊐㊗に行う全12回のワー
クショップとリハーサルに参加できる
人対象。定員80人。参加費2万4000円
（高校生以下は1万2000円）。è8/25
㊐までに同館、同館HPほかで配布す
る申込用紙を同館へ。☎931-932559
36-4690

　「ぜひとも、埼玉県を走りたい」と
いう人の応募を待っています。定員65
人。対象は平成20年4/1以前生まれ
（国籍・性別不問）で、現在・過去に
埼玉県にゆかりのある人（在住・在勤
・在学・活動実績・家族等の居住）等。
è8/31㊏までに県HP（QRコード）の
応募フォームで。ε県聖火ランナー募
集コールセンター☎048-825-1130（平
日9時～18時）

　市に寄せられた善意です（敬称略）。
■物品(平成30年7月～同31年3月）
≪稲荷小へ≫▼トロンボーンほか　㈱
武蔵野銀行草加支店　≪みどり公園課
へ≫▼桜（ソメイヨシノ）、健康器具
（ぶらさがり運動用）　（公社）草加
青年会議所　≪中央図書館へ≫▼一般
図書ほか　中央大学草加白門会　≪文
化観光課へ≫▼松尾芭蕉・河合曾良像
（石膏）　麦倉忠彦　≪環境課へ≫▼
翻訳機iliほか ㈱ノジマ　≪新里小へ≫
▼学校図書館用品一式　新里児童クラ
ブダイヤ組父母会　≪新里小へ≫▼学
校図書館用品一式　新里児童クラブパ
ール組父母会　≪草加小へ≫▼相撲場
（四本柱及び屋根部分）　草加市青少年
相撲振興会　≪新里小・八幡北小へ≫
▼土俵マット　草加市青少年相撲振興
会　≪文化観光課へ≫▼松尾芭蕉・河
合曾良像（木像）　(公社)草加青年会
議所　≪教育委員会へ≫▼草加松原
（版画）　尾畑孝司　≪文化観光課へ≫
▼池田智子の描く《時の風景》創作人
形作品集　池田智子　≪各児童クラブ
へ≫▼児童図書（朝日新聞出版「サバ
イバルシリーズ」）　草加地区更生保護
女性会　≪生活支援課へ≫▼ランドセ
ルほか　草加ライオンズクラブ　≪児
童発達支援センター（あおば学園）へ≫
▼布団（敷布団、掛布団）ほか　イト
ーヨーカ堂労働組合新田支部　≪文化
観光課へ≫▼桜（ジンダイアケボノ）
　草加松原ロータリークラブ　≪文化
観光課へ≫▼工芸品　宮地陶博　≪各
小学校へ≫▼光るトラック型防犯ブザ
ー　(一社)埼玉県トラック協会　≪障
がい福祉課へ≫▼車いす　（一社）埼玉
県トラック協会草加支部
■金銭(平成30年10月～令和元年6月）
≪災害対策に関する事業へ≫▼1万
6583円　谷塚コリーナ住宅棟自治会　
▼12万2388円　草加市シルバー人材セ
ンター　▼8万9387円　新田西文化セ
ンターまつり実行委員会　▼25万円　
草加シティロータリークラブ　▼50万
円　草加・八潮遊技業組合　▼3万円
　草加測量・設計・調査技術研究会　
▼3万円　草加市民謡団体連合会　
≪教育に関する事業へ≫▼10万円　田
出誠一　≪谷塚文化センターへ≫▼7
万2352円　男の料理教室ハーモニー

　羽田空港の新飛行経路を検討してい
る国土交通省主催の見学会。10～11月
に15回実施します。応募は郵送のみで、
9/3㊋締め切り。詳細は国交省HP（QR
コード）で確認してください。ε国交
省環境・地域振興課☎03-5757-3021

　防衛省では、①一般曹候補生②航空
学生③自衛官候補生を募集します。応
募資格は①③は18～33歳未満、②は高
卒（見込み含む）以上、海要員は23歳
未満、空要員は21歳未満。受付期間は
①②は9/6㊎、③は9/13㊎まで。ε自
衛隊朝霞地域事務所☎048-466-4435

　8/6広島原爆の日、8/9長崎原爆の日
並びに8/15終戦記念日には、全国各地
で死没者、戦没者を悼む式典が行われ
ます。家庭や職場などでも黙とうを捧
げましょう。ε人権共生課☎922-0825
5927-4955

　長期優良住宅認定制度では、認定を
受ける際に作成された維持保全計画に
従って点検・修繕等を行い、その状況
に関する記録を作成・保存することが
法律で義務付けられています。そこで、
認定を受け平成25年度に工事完了した
長期優良住宅から無作為に抽出した住
宅を対象に、維持保全状況等の調査を
実施します。調査対象住宅の所有者あ
てに8月中に調査書を郵送します。詳
細は市HPにも掲載。ε建築指導課☎
922-19495922-3148

　11/18㊊～23㊗に草加市文化会館で
男女共同参画の推進に関する活動内容
を展示する団体を募集します。なお
11/23㊗は男女共同参画フォーラム
2019を同館で開催します。è8/20㊋ま
でに人権共生課へ。☎922-08255927-
4955

　県では、障がいがあっても努力して
顕著な活動をしている人や障がい者に
貢献をしている人を対象とした「第13

回塙保己一賞」を8/31㊏まで募集して
います。詳細は県HPで確認してくだ
さい。ε県障害者福祉推進課☎048-83
0-33095048-830-4789

　日本脳炎の予防接種は、平成17～21
年度にかけての勧奨差し控えにより接
種機会を逃した人を対象に接種機会が
設けられており、1期3回・2期1回の計
4回の接種が必要です。平成11年4/2～
同19年4/1生まれの人は、20歳になる
前日までに1･2期を、平成19年4/2～同
21年10/1生まれの人は、9～13歳の誕
生日前日までに1期の不足分と2期を無
料で接種できます（期間外での接種は
自費となります）。母子健康手帳を確
認し、接種が不十分な人は早めに接種
しましょう。ε保健センター☎922-02
005922-1516

　10/11、11/8、12/13の㊎9時～12時。
会場は子育て支援センター。ワークシ
ョップや講座形式などで来場者へ活動
のお知らせをすることができます（条
件あり）。市内で子ども・子育て活動
を行っていて、子育て応援隊に登録し
ている団体・個人対象。定員各回1組
（複数組のコラボレーション可）。応
募多数の場合は抽選。詳細は情報サイ
トぼっくるんで確認してください。
è8/19㊊までに子育て支援センター、
プチみっけ、ぼっくるんで配布する応
募用紙を同センターへ。☎941-67915
941-6828

■期間　9月～令和2年8月
■場所　①中根三丁目第二農園（中根
3-14）、②兎田農園（谷塚町1713）
■募集　①28区画（1区画約5坪）、②
15区画（1区画約5坪）
■利用料（年額）　①1万円、②8000円
è8/6㊋～23㊎に①産業振興課へ、②
農園管理者（渡邊☎925-3782）へ。
ε産業振興課☎922-08425922-3406

　10/12㊏･13㊐にアコスホールで展示
する作品を募集します。作品は90×90
㎝以内で展示できるもの。生けこみは
10/11㊎15時～21時にアコスホールで。
出展料は2000円（高校生以下は無料）。
花材費は自己負担。定員20人（応募多
数の場合は抽選）。è9/2㊊までには
がきに住所・氏名・電話番号・所属団
体を記載し、〒340-8550文化観光課へ。
ファクス・メール（QRコード）でも
可。☎922-29685922-3406

　9/15㊐及び毎月第3㊏に続く㊐は公
的個人認証システム休止のため、マイ
ナンバーカード（個人番号カード）の
交付及び電子証明書等の手続きが終日
利用できません。ε市民課☎922-1536
5920-1501

恒久平和を願って
慰霊と平和祈念の黙とう

認定長期優良住宅の維持保全
状況等に関する調査に協力を

市民農園で
野菜を作って
みませんか

子育て支援センターで子ども・
子育て活動をPRしませんか

男女共同参画フォーラム
活動内容展示団体を募集

日本脳炎の予防接種を
受けましょう

自衛官を募集

羽田空港見学会

塙保己一賞候補者募集

市民参加型舞台公演
参加者募集

東京2020オリンピック
聖火リレー
埼玉県　聖火ランナー募集

マイナンバーカードの交付及び
電子証明書に関する手続きの休止

華道展作品募集

④ 2019年8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

市制60th記念アニメ「きみの待つ未来へ」DVD貸出中。問総合政策課

8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

納税は便利な口座振替で

▶市県民税（普通徴収）　第2期
▶国民健康保険税（普通徴収）　第3期
▶後期高齢者医療保険料（普通徴収）　第2期
▶介護保険料（普通徴収）　第3期
9/2㊊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

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。



こんにちは赤ちゃん訪問

乳幼児健康診査

マタニティクラス両親学級　è電話・市HPで

個別検診（à指定医療機関）
è9/30㊊（消印有効）までに窓口またははがきで保健センターへ

個別検診（à指定医療機関）
è指定医療機関へ（一覧は同センター、公共施設に配置。市HPでも閲覧可）
Ñ健康保険証または住所が確認できるもの（無料対象者は必要な証明等）

集団検診（à保健センター）
è9/30㊊（消印有効）までに窓口またははがきで保健センターへ

■転入者は母子健康手帳を準備の上、保健センターへ連絡を

ô令和元年7月生まれ（妊産婦・新生児訪問をした家庭を除く）　ö8月下旬～9月中旬
　ù訪問員が家庭を訪問（事前連絡無）し、予診票・診査票等を配布

ô11月～令和2年1月出産予定の初妊婦と夫　ë30組　ö9/8㊐・11㊌9時15分～12
時15分　ù沐浴実習、妊産婦の栄養、分娩の経過

ô40歳以上（同検診未受診者）　ö～12/20㊎
ß1000円

ô20歳以上　ö～11/30㊏　ß頸部検診1700円、頸部・体部検
診2500円（医師が必要を認め本人同意の場合のみ）

ô40歳以上（結核のみ65歳以上）　ö～9/30㊊　ßX線800円、
かく痰900円（医師が必要を認め本人同意の場合のみ）

ô肢体不自由の身体障害者手帳所持者　ö8/21㊌13時～14時　
ë10人　草加はり灸マッサージ師会が実施
ö祝・休館日を除く9時～12時　㊊㊎…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
ö㊊～㊎（申込時調整）　à保健センター、コミセン

ô30歳以上　ö～12/20㊎　ß500円

ô30歳以上　ö12/11㊌・19㊍8時15分～（é10時ま
で）　大腸がんのみ9時30分～（é10時30分まで）　ß
胃がん900円、大腸がん500円　ë各日140人　Ò約2～
3時間
ô40歳以上　ö12/12㊍・13㊎13時～（é14時まで）　
ß1300円　ë各日90人　Ò約2時間30分

ô50歳以上　ö～令和2年1/31㊎　ß700円

■対象年齢は令和2年3/31現在
■がん検診の無料対象者…①75歳以上②65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制度被保険者③非
課税者(世帯全員）④生活保護受給者⑤中国残留邦人等支援給付制度適用者※胃がん検診
（個別）は①②③は2000円、④⑤は無料
■はがきの記入事項…希望検診名・住所・氏名・生年月日・電話番号・集団検診は検診日を第3
希望日まで記入

■胃・乳・大腸がん検診…個別か集団のどちらか一方のみ
■乳がん（個別・集団）検診…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
用者は対象外
■肝炎ウィルス・口腔がん・乳がん(個別）・胃がん（個別）検診…保健センターの受診券発行後
に指定医療機関へ 

おやこでブラッシング＆子育て相談　è電話で
ô未就学児と保護者　ë36組　ö9/2㊊①10時15分②10時45分③11時15分④11時
45分　à谷塚児童センター　ù歯科衛生士の指導、だ液PHテスト、計測、育児・栄養
相談
乳幼児相談　è電話で
ô乳幼児と保護者　ë30組　ö9/18㊌9時30分～12時　ù保健師・栄養士の育児・栄
養相談、絵本読み聞かせ
離乳食講習　è電話・市HPで

検査・健康相談など

ù離乳食の進め方の講習と試食
初期　ô5～6か月児　ë30組　ö8/28㊌13時15分～15時15分
中期　ô7～8か月児　ë25組　ö8/28㊌10時～12時
後期　ô9～11か月児　ë20組　ö8/30㊎10時～11時30分

1歳7か月児

3歳3か月児

肝炎ウイルス検診
B型・C型肝炎検査

子宮がん検診
頸がんの細胞検査

看護師による
地域健康相談

栄養相談

マッサージ

大腸がん検診
便潜血反応検査

肺がん・結核検査
胸部X線撮影

胃がん・大腸がん検診
バリウムX線・便潜血反応検査

口腔がん検診
問診・視触診

乳がん検診
視触診・マンモグラフィ

ô平成30年  

ô平成28年  

  

2/1～15生まれ
2/16～28生まれ
5/1～17生まれ
5/18～31生まれ

ö9/3㊋
ö9/17㊋
ö8/6㊋
ö8/27㊋

13時～
é13時～
13時45分

ê8月末

ê7月末  

≪凡例≫ô対象　ö日時　é受付時間　ë定員　à会場　ß費用　ù内容　è申し込み　Ò所要時間　Ñ持ち物　ê通知時期（対象者へ通知あり。転入者・通知が届かない場合は連絡を）　

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
※持ち物等は申し込み時に確認を☎922‒0200   Ü922‒1516

　8/10㊏・11㊗は、電気設備点検・館
内消毒のため臨時休館します。εであ
いの森☎936-27915936-2792 　8/9㊎～14㊌10時30分～18時（14㊌

は15時まで）。会場は草加市文化会館。
埼玉県美術展覧会入選作品等市民の作
品を展示します。ε文化観光課☎922-
29685922-3406

　8/12㊡まで谷塚文化センターでパネ
ルを、8/17㊏～22㊍は新里文化センタ
ーでパネルと折り鶴オブジェ「平和へ
の羽ばたき」を展示します。平和ネッ
トワーク草加との共催。ε人権共生課
☎922-08255927-4955■ソフトバレーボール交流大会　9/8

㊐9時40分～。会場は記念体育館。年
齢・性別に応じた種目あり。参加費1
チーム3000円
■剣道大会　9/15㊐9時30分～。会場

は記念体育館。個人・団体とも小学生
から一般まで学年・性別に応じた種目
あり。参加費1人1種目1000円
■グラウンド・ゴルフ大会　10/5㊏8
時30分～。会場はそうか公園。参加費
1人700円
è剣道は8/10㊏までに申込用紙を、ソ
フトバレーボールは8/18㊐まで、グラ
ウンド・ゴルフは8/31㊏までに電話で
草加市体育協会へ。☎928-63615922-
1513

　9/24㊋・30㊊10時～15時30分。会場
は草加市文化会館。定員90人。介護予
防・日常生活支援総合事業では、既存

の介護保険事業所が提供するサービス
のほか、NPO法人や民間企業、住民ボ
ランティアなどによって通所介護・訪
問介護のサービス提供を行うことがで
きます。その担い手となるには介護福
祉士や看護師などの資格を有するか、
この研修の受講が必要です。研修では
制度概要や介護の基礎や実態について
学びます。ボランティアや地域の活動
に興味のある人の参加をお待ちしてい
ます。è9/13㊎までに草加市社会福祉
協議会へ。☎932-67705932-6779

　市の審議会等を傍聴できます。定員
5人で当日先着順（総合教育会議を除
く）。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。
■地域公共交通会議〈交通対策課☎
922-16855922-1030〉　8/19㊊14時～
　市役所西棟第1･2会議室で
■みんなでまちづくり自治基本条例市
民検証委員会〈みんなでまちづくり課
☎922-07965922-3406〉　8/22㊍10時
～　松ロイヤルビル5階会議室で
■健康づくり審議会〈健康づくり課☎
922-02005922-1516〉　8/22㊍15時～
　保健センター予防健診室で
■子ども・子育て会議〈子育て支援課
☎922-34925922-3274〉　8/23㊎10時
～　市役所西棟第1･2会議室で
■総合教育会議＜総合政策課☎922-07
495927-4955＞　8/26㊊13時30分～

　市役所西棟第1・2会議室で　定員10
人。当日13時15分に抽選。
■子ども教育連携推進委員会〈子ども
教育連携推進室☎922-34945928-1178
〉　8/27㊋10時～　高砂小マルチルー
ムで

介護予防・日常生活支援総合事業
担い手研修会

であいの森　臨時休館

県展作品展
平和パネル展「原爆と人間」

市民体育祭

審議会

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8月5日号

母子保健　

成人保健
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　8/20㊋8時50分獨協大学
雄飛ホール集合、12時解散。小学生
（小学3年生以下保護者同伴）以上対
象。定員60人。双眼鏡持参。è環境課
へ。メール（QRコード）も可。☎922-
15195922-1030

　統合失調症と診断を受けている人の
家族が対応に困惑し、悩みを抱えるこ
とが多くなっています。症状の安定に
は、家族の疾病に対する理解と適切な
対応が必要です。精神疾患や本人との
関わり方を理解するための教室を開催
します。9/3～24の㊋14時～16時。全4
回。会場は草加市文化会館。統合失調
症患者の家族対象。定員30人。è8/30
㊎までに地域活動支援センターふらっ
と草加へ。☎929-80815929-80825　8/24㊏10時～15時30分。会場は朝霞

市民会館ゆめぱれす。戦場カメラマン
の渡部陽一さんの講演ほか。ε県人権
推進課☎048-830-22555048-830-4718

ε

5

　音楽や軽運動を取り入れた認知症予
防教室。9/3～12/3の㊋と10/17㊍9時
15分～10時45分（10/8㊋・22㊗を除
く）…谷塚文化センター。9/6～11/22
の㊎9時15分～10時45分…勤労福祉会
館。いずれも全12回。物忘れ等認知症
の症状が心配で軽運動が可能な65歳以
上対象。定員各30人。（年度内初参加
者優先）。室内靴持参。è8/6㊋～16
㊎に電話で長寿支援課へ。☎922-2862 
5922-3279

　ゆったりとからだを伸ばすストレッ
チを中心とした体操。楽しみながら筋
力アップ。いずれも全10回、定員40人、
65歳以上対象。参加は年度内に1回。
初参加者優先。動きやすい服装で。室
内靴持参。
■勤労福祉会館コース　9/3～11/12
（9/24を除く）の㊋13時～15時。
■柿木公民館コース　9/3～11/12
（11/5を除く）の㊋9時～11時。
■高砂コミセンコース　9/2～12/2
（9/16・23、10/14、11/4を除く）の
㊊9時～11時。
è8/6㊋～13㊋に保健センターへ。☎9 
22-02005922-15165
子ども・親子向け

高年者向け

　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 
79
■草加キングス・ガーデン　8/10㊏14
時～16時。テーマ「認知症の方のため
の福祉用具」。参加費100円。☎929- 
0010
■デイサービスセンター草加　8/10㊏
14時～16時。認知症予防のためのおや
つ作り体験。参加費100円。☎946-72 
71
■埼友草加病院　8/17㊏14時～16時。
テーマ「お口と喉の健康。あなたの飲
み込み大丈夫？」。参加費200円。☎
944-6111
■ボンセジュール草加　8/24㊏13時30
分～15時30分。薬剤師による講話「認
知症のお薬について～減薬という視点
～」。定員40人。参加費100円。室内
靴・ビニール袋持参。☎0120-02-3715

ε 5

　8/24㊏10時30分～16時。会場は物産
・観光情報センター。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。売り切れ次第終了。ε文化
観光課☎922-24035922-3406

ε

5

　9/7㊏14時～16時。会場はであいの
森。観葉植物の寄せ植え。中学生以上
対象。定員15人。参加費2000円。移植
ゴテ、持ち帰り用袋持参。è8/6㊋か
らみどり公園課へ。☎922-19735922- 
3145

　9/14㊏14時～16時。
会場は勤労福祉会館。
定員70人（応募多数
の場合は抽選）。講
師は丸木美術館学芸
員の岡村幸宣さん。

　9/19～11/14（10/10・31を除く）の
㊍と10月中の指定日から1日選択。い
ずれも13時30分～15時15分（11/14㊍
は午前）。全8回。会場は保健センタ
ー。栄養バランスの講話、調理実習、
運動実習、食中毒予防講義、野菜の収
穫体験ほか。定員15人。参加費1700円。
è8/6㊋から保健センターへ。☎922-0 
2005922-15165

田舎の野菜便

であいの森講座

　10/6㊐10時～15時。会場は漸草庵。
席種は松の間・立札席などの四席。料
金一般3000円（点心付き）、学生1000円
（点心なし）。è8/6㊋から草加市文
化会館へ。☎931-93255936-4690

家族のための心の病を知る講習会

みどりの教室

■超簡単英会話　月3回㊊11時～12時
30分。費用2000円
■ゆっくり始める英会話　月3回㊊15
時30分～17時。費用1600円
■ゆっくり話そう英会話　月3回㊎15
時～17時。費用1600円
　いずれも会場は勤労青少年ホームほ
か。定員各10人。テキスト代は別途。
è8/6㊋からシルバー人材センターへ。
☎928-92115928-9209

獨協大学オープンカレッジ秋期講座

漸草庵茶会

シルバーカルチャー教室

　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　8/10㊏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。

卓球技術講習会

ドレミ♪でスッキリ教室

キャンプに行こう

☆1面参照
地域包括支援センター（包）
介護者のつどい・介護予防教室

人権啓発フェスティバル
「ヒューマンフェスタ2019in朝霞」

ヘルスメイト養成講座
おとなのための食育講座

いつまでも元気に動きたい人の
ための高年者ストレッチ体操教室

平和の日講演会
「丸木美術館
から見た平和」

①楽しく歌おう　9/9・30、10/7･28、
11/11・25、12/9の㊊10時～12時と
12/7㊏（発表会）。全8回。定員40人
②であいの森かけはしサロン　9/11㊌
13時～15時。講話「埼玉の川を知ろ
う」・体操・茶話会など。定員20人
③水彩画を楽しく描こう　9/12～11/
28の第2・4㊍13時～15時30分。全6回。
定員10人。筆拭き持参。初回のみ材料
費1000円。

　10/26㊏9時～16時。会場は市民体育
館。参加費500円。講師は坂巻雄一氏
（㈱VICTAS）、大家加帆氏。ラケッ
ト、室内靴持参。è8/6㊋～9/9㊊に電
話で草加市体育協会へ。☎928-6361 
5922-15135

④折り紙を楽しもう　9/25㊌10時～12
時。定員20人。材料費100円。のり・
はさみ、定規持参
è①③は8/7㊌、②④は8/8㊍のいずれ
も10時から電話でであいの森へ。☎93
6-27915936-27925

　8/17㊏11時～16時。会場は物産・観
光情報センター。動物アクセサリーや
石付き三つ編みブレスレットなどを作
ります。1回500円。ε物産・観光情報
センター☎921-18005921-1811

そうか革職人会　レザークラフト体験

生きもの調査会

オレンジカフェ（認知症カフェ）

講演のほか、平和大使として広島に派
遣された中学生が感想文を朗読します。
平和ネットワーク草加との共催（会員
募集中。人権共生課へ）。è8/22㊍
（必着）までにはがきに氏名・電話番
号・手話通訳希望の有無を記入し〒
340-8550人権共生課へ。電話・ファク
ス・メール（QRコード）でも可。☎
922-08255927-49555

　9/21㊏～22㊐。場所はあづま森林公
園キャンプ場（群馬県）。ハイキング
・自然観察・飯ごう炊飯ほか。9/1㊐
午後の説明会に参加できる小・中学生
対象。定員42人（抽選）。参加費1万
円（施設利用費・保険料込み）。草加
市青少年相談員協議会主催。è8/18㊐
（必着）までにはがきに、氏名・住所
・電話番号・学年・性別を記入し〒
340-0006八幡町1051-3草加市青少年相
談員協議会井坂へ。ε勤労青少年ホー
ム☎928-64215928-9632

ε

5

ε谷塚西部（包）☎929-00145929-5222
■介護者のつどい　8/13㊋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）☎932-67755932- 
6779
■認知症介護者のつどい　8/21㊌13時
15分～14時30分。会場は勤労福祉会館。
ε新田（包）☎946-05205946-0523
■介護者のつどい　8/21㊌18時30分～
20時。会場は旧かっぱ天国。ε安行
（包）☎921-21215928-8989
■はつらつ脳トレ教室「ピカッとブレ
イン」　8/23㊎13時30分～14時30分。
会場は川柳文化センター。脳トレ中心
の介護予防教室。65歳以上対象。定員
30人。室内靴持参。è8/6㊋から川柳
・新田東部（包）へ。☎932-70075931-
0993
■介護予防教室　8/30㊎13時15分～14
時30分。会場は勤労福祉会館。体操・
脳トレ・音楽を通じた介護予防。65歳
以上対象。定員40人。è8/6㊋から新
田（包）へ。☎946-05205946-0523
■ピカッとブレイン　9/4㊌14時～15
時。会場は新里文化センター。脳トレ
中心の介護予防教室。65歳以上対象。
定員40人。è8/6㊋から谷塚西部（包）
へ。☎929-00145929-5222

ε 5

ε

5

ε 5

ε

5

5

5

5

　下表の講座など65講座を10月から開
講します。パンフレットは生涯学習課
・公民館・中央図書館・歴史民俗資料
館等で配布、または獨協大学へ請求を。
会場は獨協大学。ε同大学エクステン
ションセンター☎946-1678

ε

フランス近代美術史

ハプスブルク史への招待

王義之とその時代

バイクで走って見た世界

ドイツ映画

日本人の死生観

地域の環境を考える

英会話

講座の一例

ギリシア文化の源流を
たどる

すぐに役立つ健康
知識と実践

8月の「なくそう暴力」標語　きえないよ　あなたがつけた　心の傷
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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

ポッポ農園で収穫体験
子ども自然ふれあい教室

■南越谷阿波踊り　8/23㊎19時～21時、
8/24㊏・25㊐17時10分～21時　会場は
新越谷駅周辺　ε南越谷阿波踊り振興
会☎986-2266

■みさとサマーフェスティバル花火大
会　8/23㊎19時～20時30分（雨天時は
8/24㊏）　会場は江戸川運動公園　ε

同市商工会☎952-1231

■ワンダーフェスティバル　8/31㊏10
時～15時　会場は児童館ワンダーラン
ド　ε同館☎981-6811

■企画展「八潮の宝物　指定文化財紹
介展」　9/16㊗まで　会場は同市立資
料館　ε同館☎997-6666

■森麻季＆仲道郁代　華麗なるデュオ
・コンサート　9/29㊐14時開演　会場
は田園ホール・エローラ　料金5000円、
高校生以下3000円（全席指定）　ε同
ホール☎992-1001

ε

ε

ε

ε

ε

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

■スポーツウエルネス吹矢体験　8/6
～27の㊋15時～17時　新田西文化セン
ター　参加費無料　初心者歓迎　ε植
木☎090-2253-8475
■スポーツウエルネス吹矢体験会　8/
7㊌15時～17時　8/16㊎・28㊌9時～
11時　8/22㊍11時～13時　8/11㊗・25
㊐13時～15時　中央公民館　無料　ε

田岡☎090-4335-7987
■食べて応援！東北復興支援　8/8㊍
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
支援　ε池島☎090-1408-6431
■南Ladyクラブ無料体験会　8/8・29
の㊍19時～21時　草加南ミニコミセン
　体力向上健康空手　16歳以上女性　
運動不足ストレス解消　ε栁田☎080-
5419-2027
■スポーツウエルネス吹矢体験会　8/
9㊎11時30分～13時　8/14㊌・19㊊9
時30分～11時　瀬崎コミセン集会室　
無料　ε下田☎080-5477-3719
■スポーツウエルネス吹矢体験会　8/
10㊏・17㊏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
■障害者雇用・就労から差別・偏見を
見つめる～根本を探り未来につなげる
～　8/10㊏14時～16時30分　草加市文
化会館　大人700円障害者付き添い400
円　ε松丸☎090-8313-6984
■合気道無料体験会　8/10㊏15時～16
時小学生（親子可）、16時～17時中学
生以上　草加中体育館柔道場　駐車場
あり　è合気研究所佐久間☎050-7114-
0709
■草加ダンススポーツ連盟フリーダン
ス　8/12㊡13時20分～16時15分　谷塚

ε

ε

ε

ε

ε

ε

ε

文化センター　参加費500円　飲み物
付き　競技選手等男女リボン待機　ト
ライアル等　ε川端☎935-9861
■卓球体験　8/13㊋・16㊎各13時～　
市民体育館　ラリー中心です　ε松が
根クラブ須藤☎922-4789
■介護者の集い「オアシス」　8/17㊏
10時～12時　中央公民館　8/27㊋10時
30分～12時　瀬崎平成塾　9/3㊋13時
30分～15時30分　氷川平成塾　ε山田
☎928-5332
■スポーツウエルネス吹矢体験　8/17
～31の㊏13時～15時　八幡コミセン　
全3回　参加費300円　è山田☎944-88 
37
■歴史学講座「創世」ユダヤ人の資金
増大と産業支配－ロスチャイルド家の
実像［20世紀まで］－　8/17㊏13時
30分～16時30分　草加市文化会館　ε

小嶋☎090-1261-7366
■氷川ダンス倶楽部フリーダンス　
8/18㊐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
■不登校相談会　8/21㊌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☎932-5139
■日本軍「慰安婦」パネル展　8/26㊊
～30㊎9時～21時30分（初日は13時か
ら、最終日は15時まで）　草加市文化
会館フリースペースギャラリー　ε山
内☎080-6517-2396
■展示会「悠々会絵画発表会」　8/30
㊎～9/4㊌10時～18時（初日は13時か
ら、最終日は15時まで）　アコスギャ
ラリー（6階）　無料　ε岸尾☎080- 
5029-8558
■夏バテ予防に本格サムゲタン作り！
　9/1㊐9時30分～12時　新田西文化セ
ンター　老若男女　初心者歓迎　定員

ε

ε

ε

ε

ε

ε

ε

ε

12人　参加費1600円　è国本☎048-75 
4-1009
■第56回草加母親大会　9/1㊐12時～
16時　勤労福祉会館　講演「子ども食
堂から見える事」井島美由紀（狭山社
協)　子馬座演奏6分科会しゃべり場　
無料　ε母親大会連絡会☎924-0460
■アヒルフリーダンスパーティー　9/
1㊐13時15分～16時15分　谷塚文化セ
ンター3階　軽飲食付き・男女競技選
手待機・ミキシング　参加費500円　
ε黒崎☎090-3800-8380
■障害年金・成年後見無料相談会　9/
1㊐13時30分～16時　市民活動センタ
ー　相談者制限無　定員10人　è障害
年金・成年後見サポートチーム新坂☎
080-6528-7364
■第5回エンタメ朗読発表会　9/7㊏
14時～　草加市文化会館レセプション
ルーム　落語他、喜怒哀楽の厳選作品
をお贈りします　対象10歳～　定員60
人　è草加朗読の会倉林☎931-7952
■健康らくらく講座「一番わかりやす
い相続のはなし」　9/13㊎9時45分～
11時45分　草加市文化会館　定員80人
　無料　èみんなのまち草の根ネット
の会青柳☎5929-2502
■第7回川の駅そうか村開催　9/15㊐
9時～16時　まつばら綾瀬川公園第2ラ
グーン　青空市場出店者募集　定員15
組　1区画2000円　è今様草加宿今井
☎935-8362
■市民バドミントン大会　9/23㊗9時
～　記念体育館　男女ダブルス戦　参
加費一般1500円、高校生800円、小中
学生500円　è9/5㊍までに〒340-0012
神明2-2-45矢島☎5925-4981
■草加市コミュニティ協議会正規職員
募集　高卒以上の市民対象　募集は若
干名　勤務はコミセン　試験日8/22㊍
　受験案内配布中　è8/21㊌までに同
協議会☎922-6327

ε

ε

5

5

　10/5㊏～6㊐。宿泊は湯津上温泉キ
ャビン（栃木県）。9/21㊏14時からの
事前説明会に出席できる小学4～6年生
対象。定員20人。応募多数の場合は抽
選。参加費6000円（施設利用費・保険
料込み）。草加市子ども会育成者連絡
協議会との共催。è8/16㊎（必着）ま
でにはがきに、児童名（ふりがな）、
性別、住所、年齢、学校名、学年、電
話番号（緊急連絡先）、保護者名を記
入し、〒340-0014住吉2-2-8勤労青少
年ホームへ。☎928-64215928-96325

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
萬設備
正木設備㈱
㈲東洋開発
㈲石田水道

両新田西町246
長栄1-779-1-105
栄町3-9-30
両新田西町246
吉町1-5-12

☎928-5520
☎942-1200
☎931-3933
☎928-5520
☎922-2736

8/10㊏
11㊗
12㊡
17㊏
18㊐

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）

8/12㊡

8/11㊗

　月　日　診療科 当番医名 住　所 電話番号

8/18㊐
内科

外科

西倉小児科医院 旭町4-9-2

氷川町2144-11 3F

☎941-7250

☎951-0421

内科

外科

歯科

内科

外科

歯科

たかぎ医院

さかの医院

かがわ医院

佐藤歯科クリニック

吉町3-2-47

青柳4-26-16

谷塚1-2-45-108

西町195-2

草加3-8-21

栄町2-11-9 2F

☎922-3731

☎933-0333

☎928-6137

☎921-2011

☎942-6062

☎935-0383

　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。

草加西口大腸肛門
クリニック

かとうファミリー
クリニック
ミックオーラル
クリニック



　20・21日、草加駅西口周辺で。
初年度は観客も少なく出場も5団
体でしたが、10年目の現在は、よ
さこい35・サンバ18団体が出場。
約10万人の観客と共に会場は熱気
と一体感に包まれていました。

　11月16日㈯にアコスホールで開催する「そうか環境とくらしフェ
ア2019」で展示する作品を募集します。
■リフォーム作品展示
　以下の条件で古着・古布等を再利用した作品（バッグ、洋服、小
物入れなど）。複数応募可。市内在住・在勤・在学者で当日午後3
時に展示会場まで作品を引き取りに来られる人対象。
①約70cm×140cm以内（壁に掲示）または約45cm×60cm以内（机
に置いて展示）であること。

②手作りであること。
③展示中不特定多数の来場者が手に取っ
て触っても良い作品であること。
※適正に管理しますが、万が一破損等
した場合は責任を負いかねます。

■草加の自然と生きもの写真展
　市内の自然風景、動植物、昆虫など草加の自然環境を撮影した写
真。A4または四つ切りサイズ。DPEまたは自家プリントのもの。カ
ラー、モノクロ問わず。1人3作品まで応募可。応募多数の場合は、
同一応募者による複数展示ができない場合があります。作品は以下
のとおりに提出してください。
①裏面に上下が分かるように表示。
②十分に乾燥させる。
③1作品ごとに透明な袋に入れる。
④応募用紙を1作品につき1枚同封する。
なお、応募作品は返却しません。

ωいずれも10月31日㈭までに勤労福祉会館、公民館・文化センター、
コミセン等で配布する応募用紙（市ホームページでも入手可）に記
入し、作品と共に〒340-0053旭町6-13-20勤労福祉会館へ持参また
は郵送。
※運送中の事故や破損等に関しては責任を負いかねます。

　姉妹都市福島県昭和村を訪れ、草加では味わうことのできない自
然体験を通して、村民との交流を深めましょう。
■日　程　9月21日㈯・22日㈰の1泊2日（バス移動。片道約4時間半）
■集　合　21日㈯午前7時30分草加駅西口
■宿　泊　3つの村内宿泊施設から選択（下表）
■内　容　稲刈り体験、自然散策、農作物収穫体験、星空観察（希

望者、追加料金500円）ほか
■対　象　市内在住・在学者（高校生以下は保護者同伴）
■参加費　下表のとおり。選択した宿の宿泊代、2日目昼食代、各

種体験料を含みます。

ω 8月26日㈪（必着）までに往復はがきに希望宿泊施設（第1・2希望）、
参加希望者全員の住所、氏名、年齢、電話番号を記入し〒340-8550文
化観光課へ。1枚につき5人まで。重複応募は無効。申込多数の場合
ははがき単位で抽選。結果は8月30日㈮以降に通知します。

　旧草加宿や草加松原などの観光名所を巡りながら、地場産業の草
加せんべいの手焼き体験や漸草庵のお休み処で呈茶を楽しむ参加体
験型のツアーです。参加者には草加せんべいの特典あり。

【共催】
草加市観光協会
草加宿案内人の会
草加宿神明庵運営協議会

■日時　9月23日㈷午前10時～午後4時 　■集合　草加駅東口
■定員　30人 　■参加費　2000円（昼食代、呈茶代込み）
ω9月2日㈪までに電話またはメールで文化観光課へ。代表者の住所
・電話番号、参加者全員の氏名（ふりがな）、年齢を記入。申込多
数の場合は1組単位で抽選。結果は9月6日㈮以降に郵送またはメー
ルで通知します。

■日 に ち　8月18日㈰、9月15日㈰ ※荒天時は中止
■出発時間　①午前9時30分 ②午前10時30分 ※受付は9時15分から

　草加松原を川面から眺めて、新たな草加松原の魅力を発見してみ
てはいかがですか。会場は綾瀬川第2ラグーン。定員は各回18人。
乗船希望者は直接会場へ。

　浴衣姿で国指定名勝「おくのほそ道の風景地　草加松原」の散策
や記念撮影など、草加の夏のひとときを楽しんでみませんか。
　浴衣は女性用12種類、男性用4種類。着付けのほか、かばんやげ
たなどの貸し出しも行っています。
■受付期間　9月中旬まで　※月曜日、8月14日㈬～16日㈮は休館
■受付時間　午前11時～午後2時（最終返却時間は午後3時30分）
　　　　　　※駐車場なし。公共交通機関をご利用ください。
■費　　用　1500円（着付け代等込み）
ω3日前までに草加宿神明庵（☎5948-6882）
もしくは同館ホームページまたは市ホームペー
ジから申込用紙を入手し、同館へ。

参加者募集9/23
（祝）

問文化観光課☎922-24035922-3406

和舟に乗って草加松原の風景を
楽しみませんか

　姉妹都市福島県昭和村の特
産品「じゅうねんドレッシン
グ」や「えごまの葉みそ」等
を同館で販売中です。ぜひお
買い求めください。

春に植えた稲をみんなで収穫

　同館2階ギャラリーで開催中
（9月29日㈰まで）。埼玉県伝
統工芸士・昼間時良氏が浴衣を
染める際に使用した型紙や道
具、染色した浴衣等を展示。

※施設の詳細は市ホームページで確認できます。

問リフォーム作品…くらし安全課☎941-61115941-6157
　草加の自然と生きもの写真…環境課☎922-15195922-1030

自然豊かな
昭和村を満喫
自然豊かな
昭和村を満喫

「秋の昭和村体験ツアー」

日光街道草加宿＆草加松原を巡る日光街道草加宿＆草加松原を巡る

草加の地場産業を肌で体験草加の地場産業を肌で体験

星空と秋の実りを楽しもう
「草加まち歩きツアー」「草加まち歩きツアー」
問文化観光課☎922-24035922-3406
　*bunkakanko@city.soka.saitama.jp

9/21（土）

〜22（日）

作品募集

問文化観光課☎922-24035922-3406

浴衣の着付け・レンタル実施中！ 
問文化観光課☎922-24035922-3406

歴史民俗資料館歴史民俗資料館

草加宿神明庵草加宿神明庵 草加松原草加松原

東福寺東福寺 漸草庵漸草庵

草加宿神明庵

かどまちごとでき 7月

「草
加ふ
ささ
ら」
草加
駅前

よさ
こい
サン
バフ
ェス
ティ
バル
201
9

おいしい昭和村の特産品も販売中 東京本染めの模様と道具－型紙展

宿泊先
昭和温泉しらかば荘
（温泉あり）
民宿松屋

ペンション美女峠

中学生以上
小学生以下
中学生以上
中学生以上

小学生以下（食事付）
小学生以下（食事なし）

対象
1万1500円
9200円

1万1640円
1万560円
9480円
4000円

料金

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8月5日号
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