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【災害発生情報】

【避難勧告・避難指示（緊急）】

【避難準備・高齢者避難開始】

災害が発生しています

全員避難

高齢者等は避難

命を守る最善の行動を

速やかに安全な場所へ避難を

避難に時間を要する人は避難を

※発令しない場合もあります

避難行動の確認
洪水注意報・大雨注意報　等

心構えを高める
早期注意情報

避難の方法は

レ

参考
気象庁が発表する
　　警戒レベル相当情報

ベル別になったのはどうして

垂直避難
（屋内の安全な場所へ）
浸水している中での移動
は非常に危険です。
浸水から身を守れる家屋
の２階など、高い場所に
避難することも選択肢の
ひとつです。
水平避難
（安全な場所へ）
開設された指定避難所へ。
浸水の可能性が低い地域
の親戚や知人宅への避難
も、選択肢のひとつです。

●こまめな情報収集
●家族間での避難先・連絡方法の確認
●備蓄品の確認
●非常持ち出し品の準備

問危機管理課
　☎922-0614
　5922-6591

　災害の危険度ととるべき避難行動
を直感的に理解できるよう、より具
体的な5段階のレベルに分けてお知
らせすることになりました。

　警戒レベルや対象地区、避難行動な
どをお知らせします。

　気象や河川の水位情報などを
様々な方法で発信しています。自
分に合った方法で情報収集を。

こちらは防災草加です。
ただ今、○○地区に警戒レ
ベル4の避難勧告を発令し
ました。○○川の水位が避
難判断水位を超えており
危険です。○○地区にお住
まいの人は、全員避難を開
始してください。また、外が
危険な場合は、屋内の高い
ところに避難してください。

自主的避難行動を行う目安に

警戒レベル5相当

氾濫発生情報
大雨特別警報 等

氾濫危険情報 氾濫警戒情報
洪水情報 等

警戒レベル4相当

※市が発令する警戒レベルとは異なります。

警戒レベル3相当

？どのようなお知らせがくるの ？情報はどうやって知るの

【防災行政無線 放送例】

警戒レベル・
避難勧告の発令

災害の
切迫状況

注意すべき点

対象地区と
とるべき行動

草加市あんしんメール
エリアメール
Yahoo!防災速報

テレビ
※データ放送
「d」ボタン

市ホームページ

ラジオ

防災行政無線
テレフォンサービス
（☎922-9911）

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

No.1233
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5048-922-3091
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■7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）

　「民生費」や「土木費」など、市民の皆
さんの暮らしに身近な業務を行うための会
計で、その執行状況は表1のとおりです。

■表1　一般会計予算の執行状況

■予算現額　749.4億円
■収入済額　750.3億円
■収 入 率　100．1％

■予算現額　749.4億円
■執行済額　703.3億円
■執 行 率　93．8％

100%

0%

0 800億円

（
　
）内
は
収
入
率

400億円 600億円200億円 700億円300億円 500億円100億円

市
税

国
庫
支
出
金

市
債

地
方
消
費
税
交
付
金

県
支
出
金

収入済額
370億円
（105.6%）

収入済額
119億円
（101.1%）

収入済額
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執行済額
331億円
（94.9%）

執行済額
54億円
（91.4%）

執行済額
90億円
（85.8%）

執行済額
54億円
（99.2%）

執行済額
86億円
（93.4%）
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一般会計

　特定の事業を行うため一般会計と切り離
された会計で8会計あります。その執行状
況は表2のとおりです。

特別会計
　事業に必要な資金を収入で賄う独立採算
制の会計で、各会計の収支は表3のとおり
です。

■水道事業　安全で安定した
水道水を長期的に供給するた
め、施設の維持管理や更新工
事等を行い、効率的な事業運
営に努めました。平成30年
度の給水人口は24万8813人
（前年度比0.2％増）、給水
戸数は12万3396戸（同0.4％
減）でした。

■病院事業　市立病院は、地域の
中核病院として救急医療や高度医
療を担い、市民生活に必要な医療
の確保と水準の向上に大きな役割
を果たしています。平成30年度
の利用者は延べ人数で入院患者が
10万4715人（前年度比8.8％減）、
外来患者が21万2626人（同9.3％
減）でした。

企業会計

　平成30年度末の残高は一般会計、特別会計、企業会
計、土地開発公社の合計で約1026億円（表4）となり、
市民1人当たりに換算すると、約41万円の借り入れが

あることになります。将来に過大な負担を残さないように借り入れ
の抑制に努めており、この10年間で約266億円減少しています。

市 債

H20 H21 H22 H23 H25 H26 H27 H28 H29 H30H24
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1000

（単位：億円）
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1276

1165
1133

1114

1078
1055

1026

■表2　特別会計予算の執行状況
特別会計名

公共下水道事業

交通災害共済事業

新田西部（※1）

駐車場事業

新田駅西口（※2）

国民健康保険

介護保険

後期高齢者医療

　　　合計

74億8321万

2514万

1億7311万

4794万

3億8502万

242億7538万

144億8525万

26億3724万

495億1229万

70億1495万

912万

1億7131万

4760万

3億  430万

228億6297万

141億4095万

25億2822万

470億7942万

93.7

36.3

99.0

99.3

79.0

94.2

97.6

95.9

95.1

73億3297万

7609万

1億8325万

5859万

3億6382万

236億2132万

143億1147万

25億4941万

484億9692万

98.0

302.6

105.9

122.2

94.5

97.3

98.8

96.7

97.9

予算現額
（円）

執行済額
（円）

収入済額
（円）

執行率
（％）

収入率
（％）

※１ 新田西部土地区画整理事業　※２ 新田駅西口土地区画整理事業

　市有財産の状況は表5のとおりで、
公園の拡張や借地していた学校敷地
の購入等により、土地面積、建物面

積ともに増加して
います。
　また、特定の目
的のために積み立
てている市の基金
は約131億円で、
前年度比2％減と
なっています。

市の財産・基金

●行政財産…庁舎や公園等の行政目的達成のために使用するもの
●普通財産…それ以外のもの

■表5　市有財産の状況 （単位：㎡）
区　分

行政財産

普通財産

合計

前年度比

125万4193

5万2924

130万7117

2069

40万9825

3822

41万3647

68

土　地 建　物

■表3　企業会計の収支状況

区分
水道事業

収益的収支 資本的収支 収益的収支 資本的収支

病院事業

収入

支出

収支

46億  545万

40億4178万

5億6367万

2億3911万

27億5249万

‒25億1338万

121億4597万

129億6757万

‒8億2160万

5億7753万

9億9420万

‒4億1667万

●収益的収支…事業活動における収支　　●資本的収支…設備投資のための収支

（単位：円）

市財政の現状をお知らせします
　市民の皆さんに納めていただいた税金等がどのように使われてい
るかをお知らせするために、平成30年度の財政状況を公表します。
数値は決算見込み額で、実際の決算額とは異なる場合があります。

なお、各図表中の数字は四捨五入した概数のため、合計額など
と一致しないことがあります。
　　　　　　　　　　　　  問財政課☎922-07615922-1547

平成30年度

執行済額
88億円
（97.9%）

■表4　市債残高の推移

② 草加人のための情報紙　広報「そうか」市政情報2019年8月20日号



○PM2.5（単位：マイクログラム／㎥）最大値19.8／最小値0.1（花栗中学校内）　○給食の放射性物質の検出なし

■対象物件　建築基準法等の法令に適合する（増改築等により建築
時と建築確認が異なる場合は不適合の可能性あり）市内の住宅
■対 象 者　次の全てを満たす人
①市内に居住または居住予定②20歳以上65歳以下③同一勤務先に2
年以上勤務している。自営の場合は同一事業で3年以上の収入があ
る④市税等の滞納がない⑤申込者名義で所有権登記できる。
　その他、中央労働金庫が定める融資基準あり。
■融資条件

　市のまちづくりを進める上で基本となる計画「第四次草加市総合
振興計画第二期基本計画」の素案についてパブリックコメントを行
ったところ、23人から50件の意見提出がありました。
■主な意見
　施策を実現するための具体策（指標）を記載した方がよい。
■市の考え方
　基本計画は、総合振興計画基本構想で定めた施策の方針を体系的
に示しているため、抽象的な表現が多くなっています。具体的な事
業の内容や事業費、指標については、毎年度策定する実施計画で示
してまいります。
　なお、提出された全ての意見と市の考え方は、総合政策課、市役
所情報コーナー及び公共施設で公表しています。また、市ホームペ
ージでも閲覧できます。

　市では、将来のまちづくりの指針となる「草加市総合振興計画　
第一期基本計画」に掲げた39の施策（分野別の基本的な計画）の
認知度・満足度・重要度を伺うアンケート調査を実施します。
　無作為に抽出した18歳以上の3000人を対象に、8月下旬にアンケ
ート用紙を送付しますので、ご協力をお願いします。回答は郵送の
ほか、インターネットでもできます。
　結果は、効率的・効果的な市政運営のために活用していきます。

　交際費の執行状況を公開しています。今回は4～6月分までの市
長交際費、議長交際費など全ての交際費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…36件・16万1800円　議長…17件・6万9300円　教育委員会
…10件・3万9000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、農業委員会の支出はありませんでした。

　両新田小通学路の安全確保のため、スクールゾーン規制を8
月28日㈬から開始します。
　スクールゾーンは指定時間内の車両の通行が禁止されます。
違反すると道路交通法の罰則対象となります。指定区間内の居
住者等であっても指定時間に通行する場合は許可証が必要です。
許可証の取得方法は、草加警察署交通課交通規制係（☎943-01
10）へ。ご理解ご協力をお願いします。
■指定時間　午前7時30分～8時30分（土・日曜日、祝日を除く）
■指定区間　両新田小南側道路（毛長橋通り～県道吉場安行東

京線）

■投 票 所　市内49か所　
　投票日には指定の投票所以外では投票できません。必ず投票所入場整理券を確認してください。
■投票方法　投票所入場整理券を受付に提出し、埼玉県知事選挙の投票用紙に候補者名を記載し
投票箱に投函してください。
■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）　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
■期日前投票　8月24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

　草加のまちで何か始めたいと考えている人を対象に、魅力的な事
業の生み出し方やまちの活性化について講演します。講師は札幌駅
前通まちづくり株式会社の内川亜紀氏。
■日時　9月19日㈭午後7時～8時30分
■会場　市役所第2駐車場
■定員　60人

　指定区間の進入口には、「歩行者
及び自転車専用」標識の設置や
「スクールゾーン」の路面標示が
設置されます。

候補者名

大野　もとひろ

武田　信弘

浜田　聡

櫻井　志津江

青島　けんた

党派

無所属

無所属

NHKから国民を守る党

無所属

無所属

問選挙管理委員会☎922-24905927-7693
埼玉県知事選挙

問交通対策課☎922-16855922-1030

両新田小にスクールゾーン

新築・増改築、土地や住宅の購入資金を融資

まちの学校vol.13

南側道路の規制　8月28日㈬から

第四次総合振興計画第二期基本計画（素案）に
寄せられた意見への市の考え方をお知らせします
問総合政策課☎922-07495927-4955

施策評価市民アンケートにご協力を
対象は18歳から。インターネット回答もできます。
問総合政策課☎922-07495927-4955

※融資限度額は、有担保の場合2000万円、無担保の場合500万円

（令和元年5月1日現在）
融資金額

有担保

30年以内

15年以内

10年以内

15年以内

変動金利
2.115％
（上限5％）

変動金利
2.965％

元利均等
月賦償還
（ボーナス
併用可）

抵当権第1位
（公的機関の抵当権

      がある場合は協議）

不要

300万円を超え
2000万円以内
200万円を超え
300万円以内

200万円以内

500万円以内無担保
（リフォーム等）

融資期間 融資利率 返済方法 担保

8月25日㈰午前7時～午後8時

□申9月13日㈮までに産業振興課へ。
　☎922-08395922-3406
　sangyosinko@city.soka.saitama.jp

□申



空間が変わればまちは変わる

交際費の執行状況を公開
問庶務課☎922-09545922-3091

□申都市計画課、市役所情報コーナー、各サービスセンター等で
　配布する申込書（市ホームページからも入手可）に記入し、
　都市計画課へ。☎922-18965922-3145

□申

４～６月

コ
ン
ビ
ニ

毛
長
橋
通
り

県
道
吉
場
安
行
東
京
線

両新田小

ドラッグ
ストア 保

育
園

コンビニ

スクールゾーン

銀行
市役所
本庁舎

第2駐車場

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③市政情報 2019年8月20日号



④ 2019年8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25年4/2～同26年4/1生まれ対象。
会場は入学予定の小学校。日程は表の
とおり。対象者には10月上旬に通知を
郵送します。10/11㊎までに通知が届
かない場合は連絡を。外国籍の対象者
は子どもの在留カードまたは特別永住
者証明書を健診日の前日までに学務課
へ持参してください。子どもの発達に
心配がある保護者は教育支援室（☎
933-7591）へ。ε学務課☎922-26855 
928-1178

　9/10㊋10時～12時。会場は草加商工
会議所。草加商工会議所女性会の協力。
ε福祉政策課☎922-12345922-1066

　地震や武力攻
撃などの緊急情
報を国が人工衛
星などを通じて
瞬時に伝える全
国瞬時警報システム（Jアラート）の
試験放送を防災行政無線で行います。
放送内容は「草加市あんしんメール」、
市HP及び防災テレフォンサービス
（☎922-9911）で確認できます。
【放送内容】チャイム音→「これはJ
アラートのテストです」×3→「こち
らは防災草加です」→チャイム音。
ε危機管理課☎922-06145922-6591

大規模災害訓練に伴い
市立病院の外来診療を休止

草加市遺族会への入会を

愛の献血

　12/15㊐開催。会場は中央公民館。
ジャンルは、バンド、ダンス、演劇、
お笑い等のステージパフォーマンス。
草加・越谷・八潮・三郷・吉川・松伏
の5市1町に在住・在学・在勤する15～
35歳で構成された団体（個人、中学生
は不可）対象。スタッフは個人も可。
定員10組。応募多数の場合抽選。楽器
は、各自持ち込み。ドラムセットのみ
貸し出し可。è9/9㊊（必着）までに、
団体名（ふりがな）、代表者氏名（ふ
りがな）、人数、電話番号、メールア

ドレス、出演内容、学校名（学生の
み）、居住市町名、スタッフ希望者は
その旨を明記しメール（QRコード）
またはファクスで勤労青少年ホームへ。
☎928-64215928-9632

Jアラート試験放送
8/28㊌11時に実施

青少年ライブイベント
出演団体・スタッフ募集

「戦没者遺児による慰霊友好
親善事業」の参加者募集

令和2年4月小学校入学予定児の
健康診断

松並橋が10月から
歩行者も通行禁止になります

　日本遺族会では、先の大戦で父等を
亡くした戦没者の遺児を対象に、旧戦
域を訪れ、慰霊追悼を行うとともに、
同地域の住民と友好親善を行う事業の
参加者を募集します。参加費10万円。
日程等の詳細は日本遺族会事務局（☎
03-3261-5521）で確認を。è県遺族連
合会へ。☎048-829-2025

　綾瀬川に架かる松並橋は、橋梁老朽
化のため国により撤去されます。歩行
者も含め通行禁止となりますのでご注
意ください。ε建設管理課☎922-2069 
5922-3152

　草加市遺族会は新規の会員を募集し
ています。戦没者の慰霊行事への参加
や供え物配布等の活動を行います。年
会費は遺族年金受給者等4000円、特別
弔慰金受給者等2000円。戦没者を末永
く慰霊し、戦争体験を後世に伝え平和
を維持するという役割・使命を永く継
続するため、戦没者の妻や子のほか孫

　9/7㊏の外来診療は、大規模災害訓
練実施のため、診療予約をしている人
のみの診療となります。なお、救急診
療は行います。ご理解をお願いします。
ε市立病院施設管理課☎946-220059
46-2211

新栄・高砂・氷川
八幡・両新田・谷塚
川柳・草加

新田・青柳・西町・瀬崎・
栄・清門・稲荷

新里・花栗南
小山
松原・長栄
八幡北

10/23㊌
10/24㊍
10/25㊎

10/29㊋

10/30㊌
10/31㊍
11/1㊎
11/12㊋

小学校名日程

ⓅSOKACITY

・曾孫等の若い世代の応募もお待ちし
ています。ε草加市遺族会事務局（福
祉政策課内）☎922-12345922-1066

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

夕焼けチャイム　9～10月は16時58分に放送します

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

東京外環自動車道

至越谷市

至足立区

東武バス
セントラル㈱
草加営業
事務所

工
場

草
加
松
原
遊
歩
道

県
道
49
号
　
足
立
越
谷
線 老朽化のため

国により撤去

旭町二丁目

松並橋

　ペットボトルが収集場所からあふれて散乱し、交通の妨げや事故につな
がる恐れがあります。収集専用袋にきちんと収めるためにも、ペットボト
ルの正しい廃棄方法（キャップをとりラベルをはがす→中を水洗いする→
必ずつぶす）で出しましょう。ご協力をお願いします。

 ペットボトルはつぶして出しましょう
ε廃棄物資源課☎931-39725931-9993

⇨

つぶす前 つぶした後このぐらい
つぶせば

食中毒予防の3原則食中毒 3

準備
●爪は
　短く切る
●時計や指輪
　をはずす

水洗い
●流水で軽く
　手を洗う

石けん洗い
●よく泡立て、
　指の間・
　手首まで
　念入りに

すすぎ
●流水で
　よくすすぐ

乾燥
●使い捨て
　ペーパー
　タオルや
　清潔な
　タオルを
　使用

+消毒
●消毒用
　アルコール
　は手をよく
　乾かしてから
　使いましょう

時間の目安は、
洗い10秒➡すすぎ15秒

2回繰り返す

　8月は食品衛生月間です。食中毒は家庭でも発生します。
　気温の高くなる時期は、より注意しましょう。

●手洗いは食中毒予防の最重要ポイントです。
※調理の前、生肉・生魚・卵を取り扱う前後、トイレ
の後、動物に触れた後などはよく手を洗いましょう。つけない

●作った料理はすぐに食べまし
ょう。時間が経つほど食中毒
の原因菌が増殖します。

●食中毒の原因菌は10～50℃
で増殖するため、食品を保存
する際は、常温で保存せず、
小分けにして、速やかに冷蔵
庫へ。 

ふやさない

「加熱」・「流す」・「消毒」が
キーワード！！

●ほとんどの細菌やウイルス
は加熱によって死滅します。
加熱は中心部の温度が75℃
で1分以上が目安。全体を均
一に、がポイントです。

●調理器具はしっかりと洗浄
し、消毒を。

やっつける

手洗いは2回洗いが効果的です。

食中毒予防の3原則
つけ
ない

ふや
さない

やっつ
ける

ε保健センター☎922-02005922-1516
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地場産業　レザークラフト体験

地域包括支援センター（包）
介護者のつどい・介護予防教室

つばさの森まつり
～すまいるフォーユー～

れきみん講座「草加市の神社探訪　
弁天町厳島神社」

「子どもの人権110番」相談時間
を延長します　全国一斉強化週間

定員のあるものは8/21㊌
8時30分から各館へ申し込みを

　子どもたちからの相談を専用電話で
受け付けます。秘密は守ります。1人
で悩まず相談してください。8/29㊍、
9/2㊊～4㊌8時30分～19時と8/31㊏、
9/1㊐10時～17時。相談専用☎0120-00
7-110（無料・IP電話からは接続でき
ません）。εさいたま地方法務局人権
擁護課☎048-859-3507

㊊

　9/14㊏10時～15時。会場は子育て支
援センター。0歳～小学2年生と保護者
が楽しめる様々なイベントや、市内の
遊び場などの子育て情報が盛りだくさ
んです。また、おにぎり、パン、菓子
などを販売する休憩コーナーもありま
す。車での来場はできません。ε同セ
ンター☎941-67915941-6828

　9/8㊐10時～15時。会場はつばさの
森。ステージ発表（つばさの森ダンス
クラブ等）・手作り工作体験・模擬店
・マドレーヌなどの自主製品販売・福
引き・スタンプラリーほか。εつばさ
の森☎935-56785935-5679

■ソフトテニス大会　9/29㊐8時45分
～。会場はそうか公園。種目は男女別
ダブルス。審判ができる高校生以上対
象。参加費1組4000円。è9/3㊋までに
そうか公園へ。☎931-98335935-8510

■木曜シアター　8/22㊍14時～15時30
分　プラネットアース2-3　第5集高山
・天空の闘い、第6集都市・新天地へ
の挑戦　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　8/25㊐
13時30分～14時
■こども映画会　8/25㊐14時～15時30
分　「トムとジェリーの大冒険」　幼
児（保護者同伴）～小学生対象　定員
80人（当日先着順）
■ビデオ上映会　9/8㊐14時～15時40
分　「グランド・ブダペスト・ホテ
ル」　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）

　9/20㊎14時～16時。会場は歴史民俗
資料館。定員60人。è8/21㊌から電話
で同館へ。☎922-04025922-1117

12/1採用　
草加市文化協会正規職員（事務）

子育てフェスタ

市民体育祭

生涯学習指導者バンク登録者募集

　生涯学習指導者バンクとは、生涯学
習に関する知識や経験、技能について
教えたい人と学びたい人を結びつける
制度です。登録者には生涯学習体験講
座の講師などを依頼します。登録は2
年間有効。è生涯学習課へ。☎922-28 
195922-3498

■地域開放型図書室

▼ホッとひと息「子育てサロン」　
9/2㊊10時～12時　手遊び・簡単工作
ほか　乳幼児と保護者対象
▼おもちゃの病院　9/2㊊10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼外国籍市民のための日本語教室　9/
3～17の㊋10時～12時
▼放課後クラブ　9/5㊍17時～18時…
卓球　9/17㊋17時～18時…スポーツウ
ェルネス吹矢　9/2㊊・9㊊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
▼皮から作る餃子教室　9/8㊐10時～
13時　成人対象　定員12人　参加費50 
0円　エプロン・三角布・布巾2枚持参
▼体で遊ぼう　楽しくリトミック　9/
13㊎10時～12時　リトミック・パラバ
ルーンほか　おおむね1～3歳と保護者
対象　定員16組
▼SKT24地域はつらつ元気体操教室
　9/20～11/8（10/4を除く）の㊎9時
15分～10時15分　全7回　体力測定・
ストレッチほか　65歳以上対象　定員
20人（抽選）　è8/27㊋まで

▼おはなしの時間　8/28㊌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　9/9㊊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　9/12㊍10時～11
時30分　親子遊び・季節のおもちゃ作
りほか　乳幼児と保護者対象

▼林家とんでん平の「手話落語」　障
がいのある人もない人も笑ってほしい
と林家とんでん平さ
んにより発案された
手話落語
●日時　9/1㊐
　　　　13時30分
●定員　90人
▼昭和キネマ上映会　9/6㊎17時30分
～　「君の名は」　成人対象　定員50人
▼サロンギターコンサート　9/10㊋13
時30分～　「酒は涙か溜息か」「青い
山脈」ほか
▼すくすくクラブ　9/12㊍10時～11時
30分　手遊び・子育て相談ほか　乳幼
児と保護者対象
▼からだいきいき！健康ストレッチ　
9/13～10/4（20を除く）の㊎13時15分
～14時15分　バレエの動きを取り入れ
た健康体操　成人対象　定員20人
▼のびのび広場　9/20㊎10時～11時　
季節の工作・読み聞かせほか　乳幼児
と保護者対象
▼新里文化センター5周年記念「昭和
大博覧会」　9/21㊏10時～15時　昭和
の車展示・昭和の音楽鑑賞・昭和の食

▼SKT24地域はつらつ元気体操教室
　9/11～10/30の㊌（10/9を除く）13
時15分～14時15分（10/30㊌は14時45
分まで）　全7回　家庭で出来る健康
維持増進に必要な運動　おおむね65歳
以上対象　定員35人　室内靴持参
▼谷塚元気ひろば　パリポリくんバス
に乗ろう　9/30㊊12時55分谷塚駅西口
バス停または13時谷塚南町会館バス停
集合（雨天時同館で13時～15時　茶話
会　バス乗車は11/25㊊に順延）　島
忠ホームズ散策　65歳以上対象　定員
20人　参加費100円（交通費実費負担）
　保険証・あれば交通系ICカード持参
　

▼こころを結ぶ光のひろば　9/3㊋10
時～12時　点字体験ほか
▼青少年コンサート　9/8㊐16時開演
　出演は草加ジュニアオーケストラ　
「キラキラ星」「カノン」ほか　定員400
人　è8/21㊌から同館で整理券配布
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
9/18㊌10時～　親子友だち作り・簡単
工作ほか　乳幼児と保護者対象
▼SKT24地域はつらつ元気体操教室
　9/19、10/10・24・31、11/7・28、
12/5の㊍13時15分～14時15分　全7回
　ストレッチ・リズム体操ほか　65歳
以上対象　定員30人　室内靴持参
▼にじいろタイム　9/20㊎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」
　9/20㊎13時30分～　胎教と友だちづ
くり　初妊婦対象
▼お昼のコンサート　9/26㊍12時～12
時50分　出演はハープアンサンブル・
リラ　「コーヒールンバ」「白鳥（サ
ン・サーンス）」ほか

事試食会ほか　駐車場利用不可
▼おもちゃの病院　9/27㊎10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼SKT24地域はつらつ元気体操教室
　9/30～12/2（10/14・21、11/4を除
く）の㊊9時30分～10時30分　全7回
　ストレッチ・リズム体操ほか　おお
むね65歳以上対象　定員35人　室内靴
持参

▼おはなしの広場　9/13㊎11時15分～
45分　手遊び・紙芝居ほか　乳幼児と
保護者対象
▼ロビー　青柳平成塾による作品展　
9/14㊏～19㊍
▼おもちゃ病院　9/20㊎10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
▼卓球教室　9/28㊏12時30分～14時30
分　小・中学生対象　定員18人　室内
靴・あればラケット持参

5☎946-3000 5944-3800

5925-0152

谷塚文化センター ☎928-6271

中央公民館 ☎922-5344

■介護予防ケアプランナー　ケアプラ
ン作成。介護支援専門員資格者対象。
ε谷塚西部地域包括支援センター☎92 
9-00145929-5222

　勤務は㊏㊐㊗を含む週5日8時45分～
17時30分。基本給18万700円（各種手
当あり）。大学以上を卒業、日商簿記
3級以上または1年以上の経理業務経験
者対象。募集は1人。適性試験、小論
文、面接あり。è9/10㊋（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）を同館へ。
☎931-93255936-4690

　8/24㊏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☎5931-1970

平和パネル展～原爆と人間～

シルバーカルチャー教室

　8/30㊎～9/5㊍。会場は中央公民館、
川柳文化センター。中央公民館では折
り鶴オブジェ「平和の羽ばたき」も展
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

■おもちゃの修理　9/12㊍13時～15時。
会場は谷塚文化センター。定員10人。
直したいおもちゃ、プラスドライバー
（太さ0番または1番）持参。è8/21㊌
からシルバー人材センターへ。☎928- 
92115928-9209

■サービスコーナー（8/21～9/20）

9/4㊌・18㊌

9/5㊍・19㊍

9/6㊎・20㊎

9/11㊌

9/12㊍

9/13㊎

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

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

西町・川柳・  
高砂小 

㊐10時～16時
（年末年始・蔵書点検日を除く）

■サステナブル体操　9/5㊍13時30分
～15時。会場は勤労福祉会館。さびな
い身体をつくるための講義と体操。65
歳以上対象。定員50人。è8/21㊌から
新田（包）へ。☎946-05205946-0523
■介護者のつどい　9/6㊎13時15分～
14時45分。会場は中央公民館。介護の
情報交換・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
■介護者のつどい　9/11㊌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

地域包括支援センター（包）

èいずれも開講日の3日前までに生涯
学習課へ。☎922-28195922-3498
■もしもの時の年金講座～離婚と年金
分割・遺族年金～　9/25㊌10時～12時。
会場は中央公民館。定員30人。資料代
300円
■額縁の中の香るソープオブジェ「コ
スモス」　10/2㊌10時～12時。会場は
新里文化センター。定員10人。材料費
500円。ハサミ、ビニール袋持参

　収容人員が30人以上の店舗等と、収
容人員が50人以上の共同住宅・工場等
では、この資格取得者を置くことが消
防法で定められています。10/8㊋・9
㊌9時20分～16時50分。会場は草加市
文化会館。全2回。定員100人。受講料
7500円。è消防局予防課で配布する
申込書に顔写真（縦3cm×横2.4cm）1
枚と郵便振替払込請求書兼受領書を添
付し、8/28㊌にファクスで日本防火・
防災協会へ。申込書は同協会HPから
も入手可。ε消防局予防課☎996-0660
5997-1300

生涯学習体験講座

甲種防火管理者資格取得講習会

　市内小中学校5校の生徒が
お薦めしたい本を紹介し、聴
講者・発表者が一番読みたく
なった本を投票しチャンプ本
を決定するビブリオバトルの
聴講参加者を募集します。図
書館・文化を見守る会との共
催。
■日時　9/14㊏

14時30分～16時　
■会場　中央図書館
■対象　小学3年生以上
■定員　40人

■日時

■会場
■対象
■定員

ビブリオバトル
草加の陣

è8/21㊌9時から中央図書館へ。☎946-30005944-3800

聴講参加者
募集

❶発表者が
　お気に入りの
一冊を持って集合

❷順番に1人
　3分間で紹介

❸発表後、質疑応答
　2分間

❹投票で最多票を
　集めた本を
「チャンプ本」に決定



⑥ 2019年8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。

▼わくわくパーティー　8/28㊌14時～
15時　会場はコンフォール松原19号棟
　おやつ作り・夏の思い出話　小学生
対象　定員15人　参加費150円　è8/ 
21㊌10時から電話で同館へ
▼作って遊ぼう　バルーンアート　
8/29㊍14時～　会場はコンフォール松
原19号棟　CDホバークラフト　9/2㊊
～13㊎（㊋を除く）15時～　㊊㊎は中
央図書館　㊌㊍はコンフォール松原19
号棟　いずれも小学生対象
▼読み聞かせ「たんぽぽ」　9/5～19
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　9/20㊎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
▼割り箸鉄砲作り　9/18㊌～27㊎（㊋
を除く）15時～　㊊㊎は中央図書館　
㊌㊍はコンフォール松原19号棟　小学
生対象
▼初めてのお誕生会　9/24㊋13時～　
会場はコンフォール松原19号棟　平成
30年9月生まれ対象　定員12人　è9/2
㊊13時から電話で同館へ

▼マンカラ大会　8/22㊍14時～、9/19
㊍16時～　オセロ大会　9/5㊍16時～
　小学生対象
▼ふれあい囲碁・将棋教室　8/24㊏、
9/14㊏14時～15時　幼児（保護者同
伴）～高年者対象
▼ふれあいグラウンド・ゴルフ　8/27
㊋10時30分～　小学生～高年者対象

▼新栄児童センターまつり　9/7㊏13
時～16時　ゲーム・模擬店ほか
▼敬老の日プレゼント作り　9/12㊍・
13㊎15時30分～　ホワイトボード作り
　小学生対象

▼造形ワークショップ「バーニングコ
ースター」　9/1㊐13時30分～16時　
小学生以上対象
▼おもちゃ病院　9/5㊍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
▼パパサロン「写真デコ」・リズム＆
ストレッチ　9/8㊐11時～12時　0～2
歳児と保護者対象　定員15組
▼子ども歳時記　9/8㊐13時30分～15
時　すこやかクラブとお月見団子作り
　幼児（保護者同伴）以上対象　定員
20人
▼ママ防災「家庭での備蓄」　9/10㊋
13時～14時　乳幼児の保護者対象　定
員20人
▼なかよしランチ　9/11㊌11時30分～
13時　フルーツポンチ作り　幼児と保
護者対象　定員15組
▼とり＋かえっこ屋　9/15㊐・16㊗13
時30分～16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　9/19
㊍15時～15時40分　0～2歳児と保護
者対象　定員15組
▼手芸　9/22㊐13時30分～16時　羊毛
フェルトでティッシュケース作り　幼
児（保護者同伴）以上対象

▼ガガ大会　8/29㊍14時～　小・中学
生対象
▼ふれあいお月見コンサート　9/1㊐
11時～　出演はぽこあぽこ　幼児（保
護者同伴）～高年者対象　定員50組
▼リトミック教室　9/6㊎10時～、11
時～　乳幼児と保護者対象　定員各20
組
▼ママのためのリフレッシュヨガ　9/
7㊏10時15分～　定員20人
▼マンカラで遊ぼう　9/7㊏14時～　
小学生対象
▼ふれあいぶどう狩り　9/8㊐（小雨
決行）10時30分田口農園（谷塚仲町
209）集合　乳幼児（保護者同伴）～
高年者対象　定員20組　1房500円
▼ともだち文庫の「おはなしポケッ
ト」　9/9㊊11時～　読み聞かせ・わ
らべ唄　乳幼児と保護者対象
▼親子で作ろう　敬老の日プレゼント
　9/13㊎14時45分～　プラバン　幼児
と保護者対象　定員10組
▼将棋大会　9/16㊗13時20分～　駒を
動かせる小学生対象　定員10人

▼夏祭りすみよしランド実行委員会　
8/28～9/18の㊌16時～　お手伝い募集

▼ホッとひと息「子育てサロン」　
9/2㊊10時～12時　手遊び・簡単工作
ほか　乳幼児と保護者対象
▼おもちゃの病院　9/2㊊10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼外国籍市民のための日本語教室　9/
3～17の㊋10時～12時
▼放課後クラブ　9/5㊍17時～18時…
卓球　9/17㊋17時～18時…スポーツウ
ェルネス吹矢　9/2㊊・9㊊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
▼皮から作る餃子教室　9/8㊐10時～
13時　成人対象　定員12人　参加費50 
0円　エプロン・三角布・布巾2枚持参
▼体で遊ぼう　楽しくリトミック　9/
13㊎10時～12時　リトミック・パラバ
ルーンほか　おおむね1～3歳と保護者
対象　定員16組
▼SKT24地域はつらつ元気体操教室
　9/20～11/8（10/4を除く）の㊎9時
15分～10時15分　全7回　体力測定・
ストレッチほか　65歳以上対象　定員
20人（抽選）　è8/27㊋まで

▼おはなしの時間　8/28㊌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　9/9㊊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　9/12㊍10時～11
時30分　親子遊び・季節のおもちゃ作
りほか　乳幼児と保護者対象

▼林家とんでん平の「手話落語」　障
がいのある人もない人も笑ってほしい
と林家とんでん平さ
んにより発案された
手話落語
●日時　9/1㊐
　　　　13時30分
●定員　90人
▼昭和キネマ上映会　9/6㊎17時30分
～　「君の名は」　成人対象　定員50人
▼サロンギターコンサート　9/10㊋13
時30分～　「酒は涙か溜息か」「青い
山脈」ほか
▼すくすくクラブ　9/12㊍10時～11時
30分　手遊び・子育て相談ほか　乳幼
児と保護者対象
▼からだいきいき！健康ストレッチ　
9/13～10/4（20を除く）の㊎13時15分
～14時15分　バレエの動きを取り入れ
た健康体操　成人対象　定員20人
▼のびのび広場　9/20㊎10時～11時　
季節の工作・読み聞かせほか　乳幼児
と保護者対象
▼新里文化センター5周年記念「昭和
大博覧会」　9/21㊏10時～15時　昭和
の車展示・昭和の音楽鑑賞・昭和の食

▼SKT24地域はつらつ元気体操教室
　9/11～10/30の㊌（10/9を除く）13
時15分～14時15分（10/30㊌は14時45
分まで）　全7回　家庭で出来る健康
維持増進に必要な運動　おおむね65歳
以上対象　定員35人　室内靴持参
▼谷塚元気ひろば　パリポリくんバス
に乗ろう　9/30㊊12時55分谷塚駅西口
バス停または13時谷塚南町会館バス停
集合（雨天時同館で13時～15時　茶話
会　バス乗車は11/25㊊に順延）　島
忠ホームズ散策　65歳以上対象　定員
20人　参加費100円（交通費実費負担）
　保険証・あれば交通系ICカード持参
　

▼こころを結ぶ光のひろば　9/3㊋10
時～12時　点字体験ほか
▼青少年コンサート　9/8㊐16時開演
　出演は草加ジュニアオーケストラ　
「キラキラ星」「カノン」ほか　定員400
人　è8/21㊌から同館で整理券配布
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
9/18㊌10時～　親子友だち作り・簡単
工作ほか　乳幼児と保護者対象
▼SKT24地域はつらつ元気体操教室
　9/19、10/10・24・31、11/7・28、
12/5の㊍13時15分～14時15分　全7回
　ストレッチ・リズム体操ほか　65歳
以上対象　定員30人　室内靴持参
▼にじいろタイム　9/20㊎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」
　9/20㊎13時30分～　胎教と友だちづ
くり　初妊婦対象
▼お昼のコンサート　9/26㊍12時～12
時50分　出演はハープアンサンブル・
リラ　「コーヒールンバ」「白鳥（サ
ン・サーンス）」ほか

事試食会ほか　駐車場利用不可
▼おもちゃの病院　9/27㊎10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼SKT24地域はつらつ元気体操教室
　9/30～12/2（10/14・21、11/4を除
く）の㊊9時30分～10時30分　全7回
　ストレッチ・リズム体操ほか　おお
むね65歳以上対象　定員35人　室内靴
持参

▼おはなしの広場　9/13㊎11時15分～
45分　手遊び・紙芝居ほか　乳幼児と
保護者対象
▼ロビー　青柳平成塾による作品展　
9/14㊏～19㊍
▼おもちゃ病院　9/20㊎10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
▼卓球教室　9/28㊏12時30分～14時30
分　小・中学生対象　定員18人　室内
靴・あればラケット持参

柿木公民館 ☎931-3117

新里文化センター ☎927-3362

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8/22㊍
10時から各館へ申し込みを

5922-3274

　小学3年生～高校生対象　定員20人
▼読み聞かせ「バンビ」　9/2㊊11時
～　乳幼児と保護者対象
▼こぶたのしっぽ　9/4㊌11時～　パ
ネルシアター　乳幼児と保護者対象
▼オセロ大会　9/6㊎　マンカラ大会
　9/13㊎　いずれも16時～　小学生対
象　参加賞・優勝賞品あり
▼夏祭りすみよしランド　9/21㊏10時
～12時（雨天決行）　幼児（保護者同
伴）～高年者対象　工作・模擬店ほか
　有料（50円以下）ブースあり
▼おもちゃ病院　9/21㊏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

■草加シルバーダンスクラブ　㊍13時
～15時…初級、15時～17時…中級　中
央公民館で　入会金1000円　月額1000
円　ε鈴木☎090-8724-8271
■新田平成塾宗照会（茶道裏千家）　
第1・3㊋10時～12時　新田小で　お茶
のお稽古を通じて楽しいひと時を過ご
しましょう　月額2500円　ε岡橋☎94 
3-8654
■けやき（卓球）　週2～3回11時～13
時　市民体育館で　男女年齢不問　元
気一杯楽しく身体を動かしましょう　
見学可　体験無料　年会費3000円　ε

三橋☎080-6531-5357
■草俳連（俳句）　第3㊍13時～17時
　中央公民館で　世界一短い自分詩で
親睦　心豊かにしませんか　お待ちし
ています　年会費1000円　月額500円
　ε杉山☎942-2670
■ロイヤルビーチボールバレー　㊌19
時～21時　川柳小で　学校の体育館で
ビーチボールを使ってのバレーボール
です　年会費4000円（別途スポーツ保
険年齢別加入）　ε増田☎935-7774
■書遊会（筆・ボールペン字）　月2
回㊌13時～15時　アコス6階会議室で
　当番なし　資格とれます　体験可　
月額3000円　ε小林☎922-0035
■アンニョンハセヨ（韓国語）　㊊19
時20分～20時20分…中級　20時20分
～21時20分…入門　谷塚文化センター
で　楽しく韓国語の勉強をしましょう
　月額4000円　ε関口☎090-8612-5956
■スマイルキッズ（リズムダンス）　
㊎17時30分～18時50分　柿木公民館
で　小学生対象　入会金1000円　月額
2500円　ε日高☎070-5410-0426
■ありんこクラブ（トランポリン・体
操）　月4回㊊または㊋15時～16時30
分　市民体育館ほかで　3歳～年長児
対象　体験400円　入会金500円　月額
1500円　ε出戸☎090-6027-8497
■草加健康体操の会　原教室　㊊9時
30分～11時　原コミセンで　体操をし
仲間づくり体力づくりをしましょう　
一同待っています　見学可　入会金
1000円　月額2000円　ε小島942-3451

ためいき



相　談　案　内
ä8/21㊌～9/20㊎（㊗㊡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

㈲東洋開発
㈱井戸梅
㈲東洋開発
㈲寺島管工設備

両新田西町246
住吉2-4-3
両新田西町246
柳島町193-5

☎928-5520
☎922-3413
☎928-5520
☎925-4566

8/24㊏
8/25㊐
8/31㊏
9/1㊐

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

㊐㊗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

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

税務相談 ä第3㊎13時30分～16時30分

ä第4㊍9時～12時

くらしの法律総合相談（税・労働・年金・
住宅・不動産・マンション・特許など）

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
9/2㊊…住吉児童館☎928-5736　
9/4㊌・19㊍…新栄児童センター☎942-9876　
8/22㊍、9/12㊍…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☎048-780-20
34（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）
8/28㊌13時～16時…谷塚文化センター☎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

9/1㊐

8/25㊐

内科

外科

内科

外科

あさこ小児科内科医院

木原整形外科医院

大里内科医院

草加松原整形外科医院

高砂2-2-31

住吉1-5-6 3F

氷川町178-2

松江2-3-26

☎922-2517

☎922-5103

☎925-3118

☎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。

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）

ä第3㊍13時30分～15時30分
…高砂コミセン

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8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



　カーソン市は、
アメリカ合衆国カ
リフォルニア州に
あり、草加市とは
昭和54年11月から
国際姉妹都市を提
携。ホームステイ
を交互に実施する
など、幅広く市民
の友好交流事業を
行っています。
　青少年使節団の皆さんの滞在期間は7月28日～8月10日の
14日間。7月31日には、日本文化の理解と交流を深めよう
と市内視察を行い、草加松原を散策したり、漸草庵の呈茶
や浴衣の着付け、せんべいの手焼きを体験しました。
　また、滞在期間中はご協力いただいた10組のホストファ
ミリーの家に宿泊し、共に過ごしました。

　11月16日㈯・17日㈰
に草加市文化会館で開催
する国際ハープフェステ
ィバルのメーンコンサー
トチケットを販売します。
16日㈯は特別ゲストに歌
やオペラの魅力を存分に
楽しませてくれる錦織健
（テノール）、17日㈰は

元N響コンサートマスターで日本を代表する演奏家・音楽家の徳永
二男（バイオリン）が出演しコンサートを美しい音色で彩ります。

　市内和太鼓団体9団体
が出演するほか、特別ゲ
ストとして国内外問わず
活躍している秩父屋台囃
子保存会が出演します。
観覧希望者は当日直接会
場へ。迫力ある和太鼓を
ぜひご堪能ください。
■日時　9月1日㈰
　　　　正午開演
■会場　中央公民館

　3日、そうか公園で草加市民納涼大花
火大会が開催されました。スターマイン
など、約5000発の花火が草加の空を彩
り、約8万人の観客が夏の夜のひと時を
楽しみました。

■日　時　11月16日㈯午後5時開演
■出演者　錦織健（テノール）、イオン・ジ
ョーンズ、三谷真珠子（以上ハープ）、ジュ
エル・ハープ・ジャパン、草加市レバーハー
プ・アンサンブル（指揮　鷺谷清子）、太田
光子、大塚照道、平尾清治（以上リコーダ
ー）、多田聡子（ピアノ）

■日　時　11月17日㈰午後1時30分開演
■出演者　徳永二男（バイオリン）、シャ
ンタル・マチュー、篠﨑史子、篠﨑和子、
井上久美子（以上ハープ）、細川順三（フ
ルート）、日本ハープコンクール優勝者

各日一般1000円、学生500円
（全席指定、未就学児の入場不可）
託児あり（有料・要予約）

かどまちごとでき 8月9/1
（日） 草加市民納涼大花火大会和太鼓祭り
草加

問文化観光課☎922-29685922-3406

ω8月24日㈯午前10時から草加市文化会館へ。
　☎931-93255936-4690

11月16日土・17日日
■特別ゲスト　錦織健

■特別ゲスト　徳永二男

フェスティバルコンサート

ファイナルコンサート

チケット

©Hikaru Hoshi©Hikaru Hoshi

市内視察

夏の夜を彩る夏の夜を彩る

浴衣で記念撮影！浴衣で記念撮影！

抹茶の苦みと
和菓子の甘さ
のバランスが
Good！

抹茶の苦みと
和菓子の甘さ
のバランスが
Good！

焼きたての
せんべいは
醤油の良い香り！

焼きたての
せんべいは
醤油の良い香り！

季節ごとの趣を
和菓子で楽しむこと
が素晴らしいわ

季節ごとの趣を
和菓子で楽しむこと
が素晴らしいわ

浴衣の
着心地が
良い！

浴衣の
着心地が
良い！

柄や色合いが
とてもきれいね
柄や色合いが
とてもきれいね

漸草庵 呈茶 神明庵 浴衣

せんべい手焼き▲メンバーは団長と高校・大学生の計5人
　学生の皆さんは今回が初めての海外経験

国際姉妹都市

国際ハープ
フェスティバル

2019

てくてく

市の人口　令和元年8月1日現在　24万9676人（男12万6405人・女12万3271人）/前月比205人増/世帯数11万7842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20日号
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