
折り込んである「そうかリノベーションまちづくり特集号」は、抜いて読んでください。

1 野菜とお酒のバル

改修前 ： 空き店舗 住吉1-3-26

スバル
まちを照らす提灯のような場所
地産地消を推進するバル

2 キッチンスタジオ

改修前 ： 空きアパート 高砂2-20-7

アオイエ
人と人、人とまちが繋がる料理教室

3

改修前 ： 空き家 住吉1-11-66

洋食屋 アターブル
美しい料理やワインを通じて
本格洋食を家族で楽しめるお店

4 シェアアトリエ

改修前 ： 空きアパート 八幡町935-4

つなぐば
女性が輝いて生活できるまちを目指して

子連れで働けるシェアアトリエ

6

改修前 ： 公共用地 高砂2-20-35

公共空間を活用して2つのカフェを併設
市民が集うコミュニティパーク

7

改修前 ： 車庫2階 高砂1-10-3-1

何かに挑戦したい、誰かと繋がりたい
あなたのためのコワーキングスペース

5
エコマ　　　　　　　コーヒー

改修前 ： 空き店舗

旧日光街道沿いを行き交う人たちに聞きました

人が集まる場が増えてきた

最近のまち・くらしの変化は？

住吉1-13-2

ecoma coffee
コーヒーで人々の心を豊かに

新旧住民がコミュニケーションを図るカフェ

ソソ　　　　　パーク

soso park
コワーキング　　　　　 スペース　　　　  トリノス

Coworking space Torino’s

今日はどこ寄る？

変わり
はじめた
草加のまち

問産業振興課
☎922-0839 5922-3406

民間と市が連携して空き物件などの遊休
不動産を活用し、地域課題の解決と、新し
いコミュニティの形成を目指すリノベーシ
ョンまちづくり。
　リノベーションスクール※から、事業化さ
れた７事例を紹介します。詳しくは市ホーム
ページ（QRコード）へ。
※市内外から、草加市でのまちづくりに関心のある
人々が集い、遊休不動産を題材に自らが行う事業
計画を3日間で作成するワークショップ

新しいお店や人が増え、
賑やかになってきてい
ると感じます。定期的に
イベントを開催するお
店もあり、人が集まる場
が増えると、まちが活気
づいていいですね。 

金曜日はご褒美デー

お店ができたことで、金
曜日の保育園のお迎え
帰りに子どもとアイスを
食べに行く、ご褒美デー
ができました。また、知
り合いも増え、育児の息
抜きになっています。

通らない道を通るように
リノベー

ションまち
づくり

をもっと知
りたい人

へ

まちの学
校

～空間が
変われば

まちは変
わる～

～ボウケ
ンできる

 まち が
 いい～

リノベー
ションス

クール＠
そうか

参加
募集

以前は空き家で心配な
建物もあり、閑散とした
ところもありましたが、
新しいお店が増え、通り
が明るくなりました。ま
た、以前には通らなかっ
た道を通るようにもなり
ましたよ。 詳しくは、折り込み

の特集号で！

9/19㈭

11/29㈮
～12/1

㈰
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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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　あおば学園への入園を希望する児童のための相談会を開催します。
■日時　11月11日㈪～14日㈭・18日㈪～20日㈬
　　　　各日午後3時15分～4時、午後4時15分～5時のいずれか

※参加希望日時を記入してください。先着順で決定し、郵
送で通知します。

■会場　あおば学園
■対象　令和2年4月1日時点で3歳以上の歩行可能な知的障がいの

ある未就学児
■申込書等の配布
　あおば学園、子育て支援セン
ター、市ホームページ、そうか
子育て応援・情報サイトぼっく
るん等で入手できます。
ω10月31日㈭（必着）までに
郵送で申込書・心身状況表・診
断書をあおば学園へ。

　8月25日、埼玉県知事選挙の投票が行われました。草加市の当日
有権者数は20万3407人で、投票率は29.47%でした。投票率は平成
27年8月の埼玉県知事選挙と比較し、5.15ポイント上回りました。
投票結果は、次のとおりです（敬称略・得票数順）。

　同じ月、同じ医療機関での一部負担金の金額を自己負担限度額ま
でに抑えることができる「限度額適用認定証」及び「限度額適用・
標準負担額減額認定証」の交付を受けるには、窓口での申請が必要
です。所得区分に応じた認定証の種類と手続き方法は右表のとおり。
　自分の所得区分が分からない人は、後期高齢者・重心医療室へ問
い合わせてください。

平成31年度住民税非課税者（基準日：平成31年1月1日）
　9月中旬以降から順次送付。8月10日以降に申請した人は10月以
降に順次送付。※最終申請締切日：11月30日㈯（消印有効）
平成28年4月2日～令和元年9月30日までに生まれた子の世帯主
　申請不要。9月中旬以降から順次送付。

■草加市プレミアム付商品券販売期間・会場
　○特設販売　期間：9月28日㈯・29日㈰
　　　　　　　会場：勤労福祉会館、中央図書館、草加商工会議所、

谷塚文化センター
　○通常販売　期間：9月30日㈪～令和2年2月28日㈮
　　　　　　　会場：市内郵便局全16局

平成31年度住民税非課税者（基準日：平成31年1月1日）

平成28年4月2日～令和元年9月30日までに生まれた子の世帯主

■草加市プレミアム付商品券販売期間・会場

　市議会9月定例会が、8月29日㈭に開会されました。市長提出議
案は31議案。主な議案は次のとおり。
○草加市こども医療費支給に関する条例の一部を改正する条例の制
定について…安心して子育てができる環境づくりを推進するため、
入院に係るこども医療費の支給対象の拡大（満18歳の3月末まで）
等を行うものです。（令和2年4月から）
○草加市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について…住民票に
旧氏（旧姓）の記載をした人が旧氏（旧姓）による印鑑登録及び印
鑑証明を受けることを可能とするものです。
○草加市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について…
水道法の一部改正に伴い、指定給水装置工事事業者の新規指定手数
料の改定、指定更新手数料の新設、指定工事業者証再交付手数料の
新設等を行うものです。
○草加市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制
定について…緩和ケア医療の医療体制の確保を図るため、市立病院
の診療科目に「緩和ケア科」を追加するものです。
○第四次草加市総合振興計画第二期基本計画を定めることについて
…平成27年策定の第四次草加市総合振興計画第一期基本計画が令
和元年度をもって目標年度を迎えるため、引き続き第四次草加市総
合振興計画基本構想の実現に向けた総合的な指針とするため、草加
市第四次総合振興計画第二期基本計画を定めるものです。
○令和元年度草加市一般会計補正予算（第4号）

令和元年の市内交通事故状況（前年比）8月20日現在　人身事故402件（－151）　死者5人（＋2）

大野  もとひろ

青島  けんた

浜田  聡

武田  信弘

櫻井  志津江

92万3482票（2万1225票）

86万6021票（3万3899票）

6万4182票（     2262票）

4万  631票（       988票）

3万4768票（       874票）

（　）内は草加市

投票数候補者名

当

課税所得額 ※
380万円以上
690万円未満 限度額適用

認定証

限度額適用・
標準負担額減額
認定証

課税所得額 ※
145万円以上
380万円未満

手続き方法認定証の種類所得区分

現
役
並
み
所
得
者

※　総所得から所得控除合計を差し引いた金額。

後期高齢者医療被保険者
証を持参し、後期高齢者
・重心医療室で申請して
ください。

代理人申請の場合
・本人の被保険者証
・代理人の本人確認書類
　を持参してください。

同じ世帯の全員が住
民税非課税である世
帯の人

同じ世帯の全員が住
民税非課税で、所得
が0円の世帯の人

低
所
得
者

Ⅱ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

児童発達支援センター
「あおば学園」入園相談会
問あおば学園☎5936-4972

大野 もとひろ氏が当選
埼玉県知事選挙結果

問選挙管理委員会☎922-24905927-7693

市議会9月定例会草加市の
投票率
29.47％

草加市プレミアム付商品券
購入引換券を送付します
問商品券事業室☎922-01815922-1108

• 限度額適用認定証
•限度額適用・標準負担額減額認定証
　交付は窓口で申請手続きを
問後期高齢者・重心医療室☎922-13675922-3178

8月29日㈭に開会

疑問・質問は草加市商品券コールセンターへ
☎0570-200-779

待ってて
ニャ！

購入引換券はなくしたら再発行
できないから商品券販売日まで

大切に保管するニャ！

後期高齢者医療制度

商品券購入対象者の皆さんへ
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　経済的理由で高校・短大・大学・専門学校等への進学が困難な人
の保護者を対象に、入学準備金を貸し付けます。貸し付けは審査の
上、決定します。
■条件　以下の条件を全て満たす人
　①市内に1年以上居住し市税を完納している。
　②1都6県（東京都・神奈川県・埼玉県・群馬県・栃木県・茨城

県・千葉県）居住で市町村区税を完納し、債務を保証できる
連帯保証人（20歳以上で申請者と別世帯居住）が1人いる。

　③申請者及び連帯保証人が、市の他の奨学金制度の保証人でない。
■貸付限度額（いずれも無利子）
　○高校・高専・専修学校…国・公立10万円、私立30万円
　○短期大学・大学…国・公立20万円、私立50万円
■返済　貸し付けを受けた月の翌月より6か月経過後から、国・公

立の学校等は24か月、私立の高校・高専・専修学校は36
か月、私立の短期大学・大学は48か月で均等月払い

■個別相談　開庁時間に随時受け付け。開庁時間に来られない人は
以下の時間（要電話予約）に総務企画課で受け付けます。

　①9月8日㈰午前9時～正午（予約は6日㈮まで）
　②9月18日㈬午後5時30分～8時（予約は17日㈫まで）
※在学者を対象とした奨学資金貸付制度の追加募集も同時期に行い
ます。詳細は同課へ。

　平成28年12月に発生した
新潟県糸魚川市の大規模火災
を踏まえ消防法が改正。10月
1日㈫より火を使用する全て
の飲食店で消火器の設置が義
務付けられます。
　なお、防火上有効な措置を
講じている場合は免除になる
こともあります。詳細は草加
八潮消防局予防課へ。

　電話をかけ
ると音声ガイダ
ンスが流れます。

　住まいの郵便番号を入力す
ると、上表の窓口に案内されま
す（いずれも年末年始を除く）。

　本籍入りの住民票等を第三者に交付した事実を、住民票等に記載
されている本人に通知する「本人通知制度」を実施しています。
　登録希望者は、本人確認書類（運転免許証・保険証等）を持参し
市民課または各サービスセンターに申し込んでください。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。
■対象　市の住民基本台帳、市が編製した戸籍、戸籍の附票に記載

されている人
■郵送での登録申請もできます
　詳細は市ホームページで確認を。
　①市ホームページから「草加市本人通知制度事前登録申込書」を

入手し、必要事項を記入（連絡先は昼間連絡ができる電話番号
に）。

　②登録者の本人確認ができる書類（運転免許証・保険証等）コピ
ーを用意。

　③封筒に①と②を同封し〒340-8550市民課へ。

　市内観光情報の提供や地場産品のPRなどを行っている物産・観
光情報センターでは、販売・展示できる「多目的スペース」の利用
者を募集しています。
■対象　
　市内の企業、個人事業主
■費用（1日）　
　展示2500円、販売3750円
■申し込み　
　利用希望日の2か月前の1～21日
（11月分の申し込みは9月21日㈯まで受付中）。
　詳細は物産・観光情報センターへ。

月～金曜日

土曜日

日曜日、祝日

午前9時30分～午後4時

午前9時～午後4時

午前10時～午後4時

草加市消費生活センター

県消費生活支援センター

国民生活センター

相談窓口 曜日 受付時間

問くらし安全課☎941-61115941-6157

この商品、このサービス、
危ないかも？と思ったら…

1人で悩まず、
消費者ホットライン
「☎１８８」に相談してください。

あなたの身の回りで
困ったこと、おかしいと
思ったことはありませんか？

消費者ホットライン へ！

入学準備金貸付制度の活用を

あなたの個人情報を守りましょう！全飲食店で消火器設置が義務化
問草加八潮消防局予防課☎996-06605997-1300

問市民課☎922-15265920-1501

不正取得による権利侵害を防ぐ
住民票等の本人通知登録を

物産・観光情報センターでPR

問物産・観光情報センター☎921-18005921-1811

利用申し込みは
2か月前の21日まで

□申10月1日㈫までに総務企画課へ。☎922-26195928-1178□申

消費者庁消費者ホットライン１８８
イメージキャラクター「イヤヤン」

お店に火を
使用する設備・
器具がある

設置義務
あり

設置義務
なし

いいえ

「☎188」
い や や

い や や

はい

●断っても強引な勧誘が続く。
●身に覚えのない請求が来てしまう。
●無料と聞いたのに、高額な請求をされた。
●アダルトサイトなど、見ず知らずのサイトに登録され
　パソコンや携帯電話に料金請求画面が表示された。
●契約、購入したが、実物が広告内容と違うので、返品、
　契約解除したいが、相手が応じてくれない。
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　音楽団体の交流の場で日頃の活
動を発表しませんか。合唱の部は
令和2年3/15㊐、器楽の部は同2年
3/22㊐。会場は草加市文化会館。
市内に活動拠点を置く5人以上の団
体、市内の小中学校、高校、大学
のクラブ対象。è9/25㊌までに部
門・内容（器楽のみ）・団体名・代
表名・申込責任者名・住所・電話
番号と、あればファクス番号・メ
ールアドレスを記入し、文化観光
課へ。ファクス、メール（QRコー
ド）も可。☎922-29685922-3406

市民音楽祭
参加団体募集

　国・私立など市外の小学校に在籍す
る市内在住の6年生（令和2年4月中学
校入学予定）で、草加市立中学校の学
校選択を希望する児童は、10/4㊎まで
に申請してください。ε学務課☎922-
26745928-1178

　9/15㊐及び毎月第3㊏に続く㊐はシ
ステム休止のため、マイナンバーカー
ド（個人番号カード）及び電子証明書
の手続きが終日利用できません。ε市
民課☎922-15365920-1501

　9/12㊍10時～16時30分。会場は谷塚
駅東口。草加中央ボランティアクラブ
の協力。ε福祉政策課☎922-1234592
2-1066

　9/7㊏、10/6㊐、11/2㊏14時～15時。
会場は歴史民俗資料館。懐かしのSPレ
コードの音色をお聞かせします。ε同
館☎922-04025922-1117

　9/18㊌・25㊌10時～11時30分。全2
回。会場は長栄小。定員10人。è生涯
学習課へ。☎922-28195922-3498

　9/21㊏9時～。会場は市民体育館。
男女別ダブルス（1チーム3ダブルス）。
リーグ戦後、順位別決勝戦。中学生対
象。è9/10㊋までに電話で草加市体育
協会へ。☎928-63615922-1513

　9/28㊏14時～16時。会場は春日部市
教育センター。里親制度の説明と現役
里親の体験談、質疑応答。里親制度や
子どもの福祉に関心のある人対象。定
員45人。ε越谷児童相談所☎975-4152
5977-3200

　9/14㊏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、新鮮な旬の野菜などを販売し
ます。ε文化観光課☎922-24035922-
3406

　9/15、10/13の㊐9時15分～受付。出
発時間は①9時30分、②10時30分。荒
天時は中止。会場はまつばら綾瀬川公
園第2ラグーン。定員各回18人。乗船
希望者は直接会場へ。ε文化観光課☎
922-24035922-3406

　9/30、10/21・28、11/18・25、
12/16の㊊10時～12時。会場は子育て
支援センター。講師は獨協大学地域と
子どもリーガルサービスセンターの内
山明子氏。未就学児の保護者対象。定
員8人（抽選）。3歳～未就学児の保育
あり（8人）。è9/19㊍までに住所・
氏名・電話番号・保育の有無（子ども
の名前・年齢）を記入し子育て支援セ
ンターへ。メール（QRコード）も可。
☎941-67915941-6828

　9/11㊌14時～16時30分。会場は草加
市文化会館。消費税軽減税率制度、イ
ンボイス制度の導入、軽減税率対策補
助金、モバイルPOSレジの活用の説明
をします。その他の開催日程は国税庁
HPで確認を。川口税務署主催。ε川
口税務署法人課税第一部門☎048-252-
5141（代表）

　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
に担当事務局へ連絡を。
■市立小中学校通学区域審議会〈学務
課☎922-26745928-1178〉　9/25㊌10
時～　ぶぎん草加ビル4階教育委員会
会議室で

　認知症の不安や心配を抱えている人
やその家族などが気軽に交流し、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☎922-28625922-3279
■草加キングス・ガーデン　9/14㊏14
時～16時。ミニ講座「忘れていません
か？防犯」。参加費100円。☎929-0010
■デイサービスセンター草加　9/14㊏
14時～16時。ミニ講座「音楽を楽しも
う」。参加費100円。☎946-7271
■埼友草加病院　9/21㊏14時～16時。
ミニ講座「歯を残す…大人のむし歯の
こわさ」。参加費200円。☎944-6111
■ボンセジュール草加　9/28㊏13時30
分～15時30分。認定看護師によるミニ
講話「脳卒中について」と脳トレ。定

員40人。参加費100円。室内靴・ビニ
ール袋持参。☎0120-02-3715

　9/21㊏・22㊐は、電気設備点検・館
内消毒のため臨時休館します。休館中
は電話予約等も休止します。εふれあ
いの里☎920-62225920-6251

　谷塚児童センター・青少年交流セン
ター・市民活動センターは施設の高圧
受電設備工事のため、9/14㊏・21㊏は
臨時休館します。ε市民活動センター
☎920-35805925-1872

　10/11㊎13時30分～15時30分。会場
は中央公民館。定員80人。講師は草加
保健所長の長棟美幸医師。年齢を重ね
介護や医療が必要になった時にどうす
るのか、また人生の最期をどのように
迎えるのか。誰にとっても大切な問題
を救急医療や終末期医療の現場で活躍
した講師が幅広い視点で伝えます。
è9/6㊎から電話またはファクスで長
寿支援課へ。☎922-28625922-3279

　9/28㊏～12/28㊏。会場は歴史民俗
資料館。草加宿場まつりにあわせ、参
勤交代の制度化や大名行列の様子、日
光道中と草加宿の役割を紹介します。
■企画展講座「草加宿を通った東北大
名～一関藩の参勤交代～」　10/5㊏14
時～16時。一関藩田村氏と江戸幕府と
の関係、参勤交代と日光街道について
講演。会場は同館。定員60人。è9/6
㊎から電話で同館へ。☎922-0402592
2-1117

　10/26㊏8時30分市役所公用車管理棟
前集合(市のバスで移動）または9時45
分現地集合、15時現地解散。会場は上
野学園大学短期大学部。2つの講義
「赤い鳥から100年～童謡の世界～」、
「クラシックギターの歴史」と、1つ
の実技レッスン（ピアノ、ハープ、フ
ルート、声楽から選択）を受講可。講
座終了後、希望者は定期演奏会鑑賞も
できます（17時30分終演予定）。定員
30人。参加費1000円。è9/6㊎から生
涯学習課へ。☎922-28195922-3498

私立小学校等に在籍する児童の
市立中学校選択申請を受け付け

マイナンバーカード及び
電子証明書に関する手続きの休止

在宅療養虎の巻講座
「おだやかな人生の終わりかた」

87年前の音色
蓄音機コンサート

子育て支援講座
～ペアレントトレーニング～

長栄平成塾
折り紙でくす玉づくり

オレンジカフェ（認知症カフェ）

愛の献血

草加市ジュニア卓球大会

里親入門講座

昭和村田舎の野菜便

草加松原を和舟で遊覧

消費税軽減税率制度説明会

審議会

ふれあいの里

市民交流活動センター

企画展「日光道中草加宿と参勤交代」
～一関藩（田村家）を中心として～

上野学園大学短期大学部公開講座
童謡、クラシックギターの歴史ほか

④ 2019年9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

9/15㊐日本の響…草加の陣2019　問草加市文化会館☎931-9325

9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

▶国民健康保険税（普通徴収）　第4期
▶後期高齢者医療保険料（普通徴収）　第3期
▶介護保険料（普通徴収）　第4期
9/30㊊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、みんなの健康、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

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

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8月生まれ（妊産婦・新生児訪問をした家庭を除く）　ö9月下旬～10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

マタニティクラス両親学級　è電話・市HPで
ô12月～令和2年2月出産予定の初妊婦と夫　ë30組　ö10/6㊐・9㊌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

ô肢体不自由の身体障害者手帳所持者　ö9/25㊌13時～14時　
ë10人　草加はり灸マッサージ師会が実施
ö㊗・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

ô40歳以上（昨年度未受診者）　ö令和2年1/17㊎・
20㊊13時～（é14時まで）　ß1300円　ë各日90人　
Ò約2時間30分

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　Ò約2～3時間

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2
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 

マタニティサロン　è電話・市HPで
ô妊婦と夫　ë30人　ö10/23㊌13時～15時30分　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　ö10/18㊎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　ö9/30㊊13時15分～15時15分
中期　ô7～8か月児　ë25組　ö9/30㊊10時～12時
後期　ô9～11か月児　ë20組　ö9/25㊌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
採血によるB型・C型肝炎検査

看護師による
地域健康相談
栄養相談è

マッサージè

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

胃がん・大腸がん検診
バリウムX線・便潜血反応検査

ô平成30年

ô平成28年

3/1～15生まれ
3/16～31生まれ
6/1～16生まれ
6/17～30生まれ

ö10/1㊋
ö10/15㊋
ö9/10㊋
ö9/24㊋

13時～
é13時～
13時45分

ê9月末

ê8月末

個別検診（à指定医療機関）受診券不要
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）

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

ô30歳以上　ö～12/20㊎　ß500円

子宮がん検診
頸がんの細胞検査
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

ô18歳以上（年1回）　ö9/26㊍、10/2㊌①9時30分②10時30
分③13時④14時　ß100円　ë80人

骨密度測定
è9/6㊎～

≪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

　10/3～24の㊍10時～12時。全4回。
会場は柳島コミセン。財布・携帯電話
等が入る巾着作り。定員20人。材料費
1000円。ハサミ・針・糸・定規持参。è9/6
㊎から同コミセンへ。☎5928-2321

　10月～令和2年3月の月2回㊍または
㊎いずれも9時20分～10時40分。会場
は市民活動センター。定員各5人。月
額1500円。ノートパソコン持参。
è9/6㊎から電話で同センターへ。☎
920-35805925-1872

　10/5㊏9時～12時。会場は八潮消防
署。成人の心肺蘇生法・AED・異物除
去法ほか。市内または八潮市在住・在
勤の中学生以上対象。定員30人。応募
多数の場合は抽選。è9/28㊏までに八
潮消防署へ。☎998-01195997-8519

　10/29㊋10時～15時30分。会場は中
央公民館。講座終了後、高年者等の話
し相手となる「傾聴（おしゃべり）ボ
ランティア」として活動できる人対象。
定員40人。è10/15㊋までに電話で草
加市社会福祉協議会へ。☎932-67705
932-6779

　今からでも始められる健康づくりの
ための体操教室。いずれも初日は30分
間の健康講話あり。会場は保健センタ
ー。重複申し込み不可。
■インナーマッスルを鍛えよう‒背筋
すっきり講座‒　10/2㊌13時30分～15
時30分・9㊌13時30分～15時。全2回。
40～69歳対象。定員30人
■身体が硬くても大丈夫！やさしいヨ
ガ　10/3㊍10時～11時30分・10㊍10

時～11時15分。全2回。18歳以上対象。
定員25人
è9/6㊎から電話で保健センターへ。
☎922-02005922-1516

　11/3㊗9時30分（男性）・10時（女
性）三郷中央におどりプラザ集合、19
時新越谷駅解散。雨天決行。草加・越
谷・八潮・三郷・吉川・松伏の5市1町
在住在勤で24～42歳の独身男女対象。
定員男女各20人。応募多数の場合は抽
選、結果は10/11㊎までに連絡。立食
パーティ、バスケットボール試合観戦

ほか。参加費5000円（10/24㊍からは
キャンセル料発生）。è9/30㊊までに
ツアー委託業者㈱エクシオジャパン☎
050-5531-9451へ。QRコードからも可。
ε県東南部都市連絡調整会議事務局☎
963-9112

　10/1㊋13時30分～15時。会場は越谷
市中央市民会館。埼玉弁護士会越谷支
部の弁護士が、離婚、相続、借金、交

通事故の問題などあらゆる法律問題に
応えます。当日直接会場へ。ε埼玉弁
護士会越谷支部☎962-11885962-1422
（㊊～㊎10時～16時30分）

　9/21㊏13時30分～。会場は草加市文
化会館（駐車場の利用不可）。優良運
転者表彰・交通安全表彰・交通安全宣
言・アトラクション・景品抽選会（12
時30分から抽選券を配布）。ε交通対
策課☎922-16415922-1030

　9/30㊊8時30分中草加郵便局前集合。
定員15人（抽選）。弁当代500円（希
望者のみ）。è9/16㊗（必着）までに
往復はがきに、住所、氏名、電話番号、
弁当希望の有無を記入し〒340-8550環
境課へ。ファクス・メール（QRコー
ド）も可。☎922-15195922-1030

パッチワーク教室 パソコン教室（ワード・エクセル）

普通救命講習会Ⅰ

傾聴ボランティア養成講座初級

健康長寿サポーター養成講座

荒川大麻生公園・熊谷市ムサシトミヨ
保護センター見学　参加者募集

草加市・八潮市交通安全大会

「法の日」無料法律相談会

婚活まんまる
バスツアー

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9月5日号

母子保健　

成人保健



⑥ 2019年9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」

ミニ情報、みんなの健康、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。

　11/16㊏・17㊐10時～17時。会場は
記念体育館。競技・コンテストの部
（個人・団体）の参加者を募集。幼児
～高校生の女子、小学生の男子（コン
テストの部のみ）対象。参加費1人400
円。è9/6㊎～14㊏に草加市体育協会
HPから申込書を入手し同協会へ。☎9 
28-63615922-1513

　6/9～30の㊐14時～16時。全4回。会
場は歴史民俗資料館。「おくのほそ
道」のうち、深川出立から白河の関ま
でを読み解きます。定員60人。è5/8
㊌から歴史民俗資料館へ。☎922-0402 
5922-1117ε　（包）②①③④⑤⑥⑦
⑧⑨⑩

　⑦⑧以外の勤務地は子育て支援セン
ター。㊗を除く㊊～㊎。募集は各1人。
社会保険等あり。
• ①②58歳以下対象。交通費あり。
• ③～⑦63歳以下対象。日額1万1700
円～1万6900円。
• ⑧60歳以下対象。
＜臨時職員＞
①児童デイサービスセンター保育職　
8時30分～19時内の7時間30分。時給
保育士1060円、幼稚園教諭・児童指導
員・児童福祉事業の経験者等960円。
②児童発達支援センター支所障がい児
相談支援員　8時30分～17時。時給障
がい児相談支援専門員有資格者1150円、
保育士等有資格者1060円。児童福祉事
業・相談業務経験者等960円。
＜非常勤嘱託員＞
③児童デイサービスセンター臨床心理
士　週4日8時30分～19時内の7時間30

■ななサポまつり　9/8㊐10時～15時
　会場は市民活動センターほか　εな
なサポこしがや☎969-2750

■三郷市消費生活展　9/28㊏10時～15
時　会場は三郷市役所南側市民駐車場
　ε広聴室☎930-7724

■やしおコラボフェスタ　9/29㊐9時
～16時　会場はやしお生涯楽習館　ε

やしおコラボフェスタ実行委員会事務
局☎994-1000

■インターナショナルフレンドシップ
パーティー　10/6㊐11時～14時30分　
会場は市民交流センターおあしす　ε

市民参加推進課☎982-9685

■松伏町制50周年事業　まつぶし町民
まつり2019　10/20㊐10時～15時30分
　会場は松伏記念公園ほか　ε同まつ
り実行委員会事務局☎991-1854

高年者向け

伸二さん。鎖国が始まる前の戦国時代
からペリー来航・開港に至るまでの時
代を4期にわけて解説。定員30人。受
講料4000円
è生涯学習課へ。まいぷれ（QRコー
ド）からも可（皮革講座のみ9/6㊎か
ら電話またはファクスで）。☎922-28 
195922-3498

伸二さん。鎖国が始まる前の戦国時代
からペリー来航・開港に至るまでの時
代を4期にわけて解説。定員30人。受
講料4000円
生涯学習課へ。まいぷれ（QRコー

ド）からも可（皮革講座のみ9/6㊎か
ら電話またはファクスで）。☎922-28 
19 922-3498

　10/19㊏・26㊏13時まつばら綾瀬川
公園集合、15時解散。走るために必要
なトレーニングや短距離・長距離の走
り方をアドバイスします。走ることに
興味がある知的・身体障がいを持つ小
学生以上と支援者対象。定員各日15人。
参加費1回200円。è前日までに電話で
市民体育館へ。☎5936-6239

　いずれも会場は記念体育館。
■柔道大会　10/6㊐9時～。幼児以上
対象。参加費800円
■少林寺拳法大会　10/20㊐12時～17
時。演武の部、運用法の部。小学生以
上対象。参加費1000円
è柔道は9/10㊋、少林寺は9/20㊎まで
に電話で草加市体育協会へ。☎928-63 
615922-1513

市民体育祭

スポーツ広場「走り方レッスン」

親睦グラウンド・ゴルフ大会

ジュニア新体操競技大会

　介護者のつどいは介護の情報交換と
交流。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　9/10㊋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
■誰でもできる気功　9/13㊎9時15分
～10時40分。会場は高砂コミセン。65
歳以上対象。定員30人。室内靴持参。
è9/6㊎から草加中央・稲荷（包）へ。
☎959-91335922-3801
■介護者のつどい　9/14㊏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。
ε谷塚西部（包）☎929-00145929-5222
■コツコツ貯筋体操～いつまでも若々
しく～　9/18㊌14時～15時30分。会場
は花栗会館。65歳以上対象。定員25人。
トレーナーによる運動機能向上プログ
ラム。è9/6㊎から安行（包）へ。☎92 
1-21215928-8989
■認知症介護者の集い　9/18㊌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　9/18㊌18時30分～
20時。会場は旧かっぱ天国。ε安行
（包）☎921-21215928-8989
■認知症サポーター養成講座　9/20㊎
10時～11時30分。会場は高砂コミセン。
認知症の理解深め、認知症の症状と対
応の仕方。定員30人。è9/6㊎から草
加中央・稲荷（包）へ。☎959-913359 
22-3801
■はつらつバルーン体操　9/25㊌13時
30分～14時30分。会場は八幡コミセン。
ボール等を使った介護予防運動や体操。
65歳以上で軽い運動ができる人対象。
定員30人。室内靴持参。è9/6㊎から
川柳・新田東部（包）へ。☎932-70075
931-0993

　9/26～11/21の㊍9時15分～10時45分。
全9回。定員15人。30分以上休まず自
力で散歩できる60歳以上対象。è9/9
㊊10時から電話でふれあいの里へ。☎
920-62225920-6251

　10/11㊎10時～13時。会場は新里文
化センター。炒めるだけ、和えるだけ
で簡単に栄養バランスよく韓国風に仕
上げます。牛肉とじゃがいもの韓国風
炒め・小松菜のナムル・韓国のりのス
ープ。65歳以上対象。定員24人。材料
費500円。エプロン、三角巾、布巾2枚
持参。è9/6㊎から保健センターへ。
☎922-02005922-1516

ふれあいの里講座　やさしい太極拳

であいの森講座

地域包括支援センター（包）
介護予防教室・介護者のつどい

子育て支援センター
臨時職員・非常勤嘱託員

平和DVD上映会「NHKスペシャル
デジタルリマスター版映像の世紀」

そうか市民大学
後期講座

65歳以上のヘルシー料理教室
～簡単 韓国風ヘルシー料理～

　10/24㊍13時～16時。会場は金明専
用グラウンド・ゴルフ場。18歳以上対
象。定員56人。参加費200円。運動靴、
クラブ、ボール持参。è9/27㊎までに
往復はがきに大会名、氏名（ふりが
な）、住所、生年月日、電話番号を記

越谷市

三郷市

八潮市

吉川市

松伏町
■絵手紙教室　10/2・16・30、11/6・
20の㊌10時～12時。全5回。定員20人。
材料費400円。描きたい物持参
■スローストレッチで筋力アップ
　10/3～12/19の第1・3㊍10時～11時
30分。全6回。定員30人。室内靴持参。

入し〒340-0022瀬崎6-31-1草加市体育
協会へ。☎928-63615922-1513

級コース　
　10/19㊏・26㊏
13時15分～16時30
分。全2回。会場
は草加市文化会館。

■まちの匠～作る・皮革講座～中・上

　いずれも60歳以上対象。
è絵手紙は9/6㊎、スローストレッチ
は9/10㊋の10時から電話でであいの森
へ。☎936-27915936-2792

男女兼用のショルダーバッグを作成。
同講座の初級コース経験者対象。定員
15人。受講料9000円（材料費込み）
■天才（達人）映画監督たちの横顔
　10/16～11/13（10
/30を除く）の㊌14
時～15時30分。全4
回。会場は中央図書
館。講師は映画評論
家の渡辺俊雄さん。
天才・達人と呼ばれた監督の成功まで
の足跡と波乱万丈の人生を学びます。
定員30人。受講料4000円
■本当は面白い鎖国時代
　10/5・19・26、11
/30の㊏10時～11時
30分。全4回。会場
は草加市文化会館。
講師は江戸の文化歴
史を楽しむ会の福本

分。臨床心理士または臨床発達心理士
有資格者対象。
④児童デイサービスセンター作業療法
士　週4日8時30分～19時内の7時間30
分。作業療法士有資格者対象。
⑤発達支援センター診療所言語聴覚士
　週4日8時30分～17時。言語聴覚士有
資格者対象。
⑥児童発達支援センター支所臨床心理
士　8時30分～17時。臨床心理士また
は臨床発達心理士有資格者対象。
⑦あおば学園臨床心理士　勤務地は児
童発達支援センターあおば学園。週4
日8時30分～17時。臨床心理士または
臨床発達心理士有資格者対象。
⑧子育て支援コーディネーター　勤務
地は同センターほか。月20日まで、8
時30分～17時内の7時間。子育て応援
情報サイトの運用等。日額7700円。パ
ソコンで資料作成等ができる人対象。
è履歴書と資格証の写しを〒340-0041
松原1-3-1同センターへ。持参も可。
☎941-67915941-6828

è9/15㊐（必着）までに草加市体育協会HPから、またははがきに教室名（コ
ース名）・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。☎928-63615922-1513

スポーツ教室

そうか
公園

市民
温水
プール

会場 教室名（コース名）

小学生のための陸上
（1・2年生）

小学生のための陸上
（3～6年生）

シニアテニス

青空ストレッチ＆
ウオーキング

朝活ロングスイム

開始日（除外日）曜日 時間 回数 対象 定員 参加費

㊏

㊏

㊎

㊋

1000円

1000円

6000円

1000円

2500円

30人

30人

20人

20人

40人

4

4

8

6

10

小学1・2年生

小学3～ 6年生

55歳以上

40歳以上

18歳以上

9時30分～
10時30分

10時45分～
11時45分

10時～
11時30分

7時15分～
8時30分

10時～12時

10/26～11/30
（11/9・16）

10/26～11/30
（11/9・16）

10/12～
令和2年3/14

10/18～12/6

10/29～12/3

㊏



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
三栄工業
㈲東洋開発
㈱今泉水道
竹内セントラル㈱

両新田西町246
苗塚町55-4
両新田西町246
谷塚上町483-3
苗塚町438-16

☎928-5520
☎925-7384
☎928-5520
☎927-1010
☎928-5525

9/7㊏
8㊐
14㊏
15㊐
16㊗

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

☎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）

9/15㊐

9/8㊐

　月　日　診療科 当番医名 住　所 電話番号

9/16㊗
内科

外科

内科

外科

いしどりクリニック

正務医院

新里町107-1

谷塚町629

苗塚町418-1

青柳5-12-13

☎924-0600

☎928-0228

☎969-4990

☎936-7422

　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。

内科

外科

歯科

大城クリニック

豊田クリニック

松原5-1-5

柿木町1127-1

小山2-16-18

☎942-3039

☎930-3636

☎944-8148

みなみ草加
クリニック

土谷メディカル
クリニック 市ノ澤

歯科クリニック

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ⑦情報コーナー「すとりーと」 2019年9月5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

■スポーツウエルネス吹矢体験　9/7
㊏・21㊏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
■スポーツウエルネス吹矢体験　9/7
～28の㊏13時～15時　八幡コミセン　
全4回　参加費400円　è山田☎944-88 
37
■そうか公園で「秋の虫の声を聞く
会」　9/7㊏18時30分～20時30分　集
合①17時45分獨協大学前駅東口②18時
15分公園事務所前　参加費100円（中
学生以下無料）　ε加納☎935-3091
■スポーツウエルネス吹矢体験会　
9/9㊊・24㊋9時30分～11時　瀬崎コミ
セン集会室　無料　ε下田☎080-5477 
-3719
■バレエ無料講座　9/9㊊17時～18時
　新田西文化センター　9/11㊌17時～
18時　中央公民館　年少～小学生対象
　定員40人　バレエで体力をつけまし
ょう　è金丸☎080-6890-9377
■食べて応援！東北復興支援　9/12㊍
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
を支援　ε池島☎090-1408-6431
■朗読と抒情歌を楽しむ会　9/12㊍・
26㊍12時30分～16時　草加市文化会
館レセプションルーム　嵐の夜稲森の
別れ他数抒情歌埴生の宿他　参加費無
料　ε古川☎090-2419-2769
■南Ladyクラブ無料体験会　9/12㊍
・26㊍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柳田☎080- 
5419-2027
■司法書士による無料法律相談会　9/

① ②

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）

13㊎17時～19時　物産・観光情報セン
ター　ε竹村☎920-5415　10/13㊐10
時～12時・13時～16時　草加市文化会
館　ε近藤☎924-2651
■小嶌歌謡教室唄と踊りの集い　9/14
㊏10時25分開演　アコスホール　入場
無料　特別ゲストあり　ε髙田☎090- 
2755-2515
■スポーツウエルネス吹矢体験会　9/
14㊏・19㊍・29㊐9時～11時　9/26㊍
11時～13時　9/11㊌13時～15時　中央
公民館　無料　ε田岡☎090-4335-7987
■子育てセミナー「イヤイヤ期の過ご
し方」　9/19㊍10時～11時30分　氷川
コミセン大会議室　参加費200円　託
児無料要連絡　ε家庭倫理の会石野☎
090-9203-4244
■健康ボウリング教室　9/19～10/24
の㊍　午前の部10時～・午後の部13時
～　各6回　参加費2000円　松原スタ
ーボウル　è草加市ボウリング協会☎
090-5780-2778
■卓球体験　9/19㊍11時～・20㊎13時
～　市民体育館　ε松が根クラブ須藤
☎922-4789
■介護者サロン「らくだ」　9/20㊎わ
～くわっく草加　「こもれび」9/26㊍
市民活動センター　各13時～15時　参
加費100円　ε介護者支援の会草加酒
井☎090-9245-2067
■介護者の集い「オアシス」　9/21㊏
10時～12時　中央公民館　9/24㊋10時
30分～12時　瀬崎平成塾　10/1㊋13時
30分～15時30分　氷川平成塾　ε山田
☎928-5332
■ゆうゆうまつり　9/21㊏10時～12時
　優優保育園　バザー・模擬店（焼き
そば・フランクフルト・豆腐ドーナツ
・かき氷）・ゲームコーナーあり　ε

優優父母の会☎920-3020
■図書館ボランティアの説明と募集　

9/21㊏13時30分～15時30分　中央図書
館集会室　活動内容の紹介・館内案内
　ε図書館ボランティア草加小林☎94 
2-9066
■氷川ダンス倶楽部フリーダンス　
9/22㊐13時15分～16時15分　谷塚文化
センター　軽飲食付　男女競技選手及
び会員多数待機　参加費700円　ε太
田☎090-3520-7309
■ふれあいダンスパーティー　9/22㊐
13時30分～16時30分　中央公民館　
参加費500円　ε佐藤☎090-8036-8059
■ロボット★プログラミング！親子で
体験会　9/28㊏10時～11時　新田ミニ
コミセン　幼稚園児～小学生と保護者
対象　参加無料　èプログラミング☆
親子ラボ河本☎080-1334-6894
■遺言書の書き方と終活を学ぼう　9/
28㊏10時～12時　草加市文化会館　一
般対象　定員15人　参加費無料　è遺
言相続後見ネット☎946-5152
■女性の人権学習会「『慰安婦』被害
者と出会って～ハルモニとのかけがえ
のない日々～」　9/28㊏14時～16時　
中央公民館　講師：信川美津子さん　
ε山内☎080-6517-2396
■合気道無料体験会　9/28㊏15時～16
時　小学生（親子可）　16時～17時中
学生以上対象　草加中体育館柔道場　
駐車場あり　è合気研究所佐久間☎05 
0-7114-0709
■史跡巡り「世田谷豪徳寺・代官屋敷
・松蔭神社界隈」　9/29㊐8時30分草
加駅改札内集合　定員50人　参加費60 
0円　交通費別途　昼食持参　è草加
史談会浅古☎924-3403
■映画で中国文化を楽しむ「HERO
（英雄）」鑑賞　9/29㊐13時30分～16時
　中央公民館　参加費300円　張芸謀
監督の名作､上映後茶話会有　èサー
クル中国大好き武藤☎090-3574-1031

■ミシン洋裁基礎講座　10/2・9の㊌
①9時30分～13時②13時30分～17時　
勤労福祉会館　洋裁の基礎を一から学
び作品を作る　材料費1000円　è竹
花☎090-6657-4005
■第3回二人展　10/5㊏～10㊍10時～
17時　アコス6階ギャラリー　写真
「小さな旅」宮間信明　ちぎり絵「30
号～4号作品15点」宮間清子　ε宮間
☎936-7155
■フォーワン河内音頭まつり　10/5㊏
12時～16時　松江公園　みんな楽しく
踊りましょう　東京五輪その他　模擬
店も出ています　εスギ☎936-0577
■ジュニアクラシックバレエ発表会　
10/5㊏16時30分～　中央公民館　無料
　ε酒田☎090-4938-8851
■障害年金・成年後見無料相談会　
10/6㊐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
■講演会「100歳まで歩き続けるウオ
ーキング教室」　10/10㊍14時～16時
　草加市文化会館ホール　中高年対象 
定員1000人 参加費500円　εひまわり
健康ウオーキング教室☎080-4978-0101
■講演会「認知症の予防と治療」　
10/10㊍14時30分～16時　中央図書館4
階　定員70人　参加費無料　εちえぞ
う・やるぞう角田☎090-2446-2083
■米騒動百年記念ドキュメンタリー映
画「百年の蔵」上映会　10/11㊎19時、
12㊏10時・14時　草加市文化会館　入
場料1000円　ε百年の蔵を観る会宮田
☎090-1023-2602
■第8回川の駅そうか村開催　10/13
㊐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

① ②



■日時　10月14日㈷午前10時30分集合、11時30分解散
■会場　コナミスポーツ体操競技部体育館

（まつばら綾瀬川公園に集合後、徒歩で移動）
■対象　市内在住の小学生と保護者
■定員　30組（親子2人で1組）応募多数の場合は抽選
ω9月20日㈮（必着）までに往復はがきに住所・参加者氏名（ふり
がな）、年齢、電話番号を記入し、〒340-8550スポーツ振興課へ。

　17日、「パリポリくんバスで自由
研究」が開催され、57人の親子が参
加。バスの乗り方や仕組みを教わっ
たり、洗車や緊急ブレーキを体験し、
参加した小学生は「勉強になった」
「楽しかった」「自由研究にした
い」と大満足の表情でした。

　第一線で活躍するプロのソリストや演奏者と公募による市民
合唱団の共演で数々のオペラの名曲をお届けします。
■日時　11月4日㉁午後6時30分開演
■会場　アコスホール
■出演　田代誠、大澤一彰（以上テノール）、志村文彦（バリ

トン）、青盛のぼる、中村初惠（以上ソプラノ）、鈴
木美恵子、日向由子（以上メゾソプラノ）、ソウカパ
インオペラ合唱団、谷塚少年少女合唱教室ほか

■チケット　草加市文化会館ほかプレイガイドで
　　　　　　A席3000円、B席2000円（全席自由）

かどまちごとでき 8月

■日時　9月23日㈷午後4時～5時
■会場　市民温水プール　　■定員　50人
■内容　練習見学・質問コーナー・記念撮影ほか　　
ω9月10日㈫～18日㈬にスポーツ振興課へ。☎922-28615922-3172

■実施期間　9月17日㈫～10月1日㈫
■開催店舗　・ecoma coffee ・TEA ROOM JUNE
　　　　　　・soso cafe ・草加高砂珈琲
問産業振興課☎922-34775922-3406

　パラリンピックメダリストの3選手も所属する、コロンビア
共和国パラリンピック水泳選手団（選手5人、コーチ1人）が、
東京2020パラリンピック競技大会に向け、9月17日㈫～10月1日
㈫に市内で事前キャンプを行います。
　期間中は、練習拠点となる市民温水プールでイベントを開催
するほか、両新田小、川柳小、高砂小で選手が講演を行うなど、
選手団と触れ合う交流事業を行います。
■期間中の主な交流
9月22日㈰　市民水泳大会エキシビジョンマッチ　
9月23日㈷　練習見学会（左記参照）
9月29日㈰　障がいのある人たちとの練習交流

　日光街道埼玉六宿（草加宿・越ヶ谷宿・粕壁宿・杉戸宿・幸手宿
・栗橋宿）の六宿全てのスタンプを集めて、六宿にちなんだ景品を
当てよう。草加宿以外の詳細は各市町へ問い合わせを。
■開催期間　11月30日㈯まで
■応募方法　12月27日㈮（必着）までにスタンプを集めた応募用紙
を指定の郵送先へ
■スタンプ押印　①草加宿神明庵、草加宿芭蕉庵、漸草庵、草加宿
場まつり本部テント②草加宿案内人の会主催のガイドツアーに参加

　コロンビアをイメージした装飾のバスが運行。記念
グッズ引換券は、応援号以外のパリポリくんバスでも
もらえます。引換はスポーツ振興課・交通対策課へ。
■実施期間 　9月14日㈯～10月27日㈰の土・日曜日、祝日
問交通対策課☎922-16855922-1030

■日時　11月9日㈯・10日㈰14時～17時30分　　■会場　草加市文
化会館　　■対象　小学4年生以上　　■定員　各日15人　　
■講師　鷺谷清子氏
　初心者でも簡単に音が出せるので、
ハープをより身近に感じられます。
ω9月8日㈰から同館ほかで配布する
申込用紙を同館へ。

コナミスポーツ体操競技部体育館コナミスポーツ体操競技部体育館

親子見学会

問文化観光課☎922-24035922-3406

練習見学会練習見学会

コロンビアコーヒーフェア 2weeksコロンビアコーヒーフェア 2weeks
フェア開催店でコーヒーを飲んで記念グッズをGET！フェア開催店でコーヒーを飲んで記念グッズをGET！

パリポリくんバス コロンビア応援号に乗ろうパリポリくんバス コロンビア応援号に乗ろう
パリポリくんバスに乗って記念グッズ引換券をGET!パリポリくんバスに乗って記念グッズ引換券をGET!

メダリストの泳ぎを間近で体感！記念グッズもGET！メダリストの泳ぎを間近で体感！記念グッズもGET！

トップ
アスリ

ートの

練習風
景を

見てみよ
う！

問スポーツ振興課☎922-28615922-3172

国際ハープフェスティバル

今年も大人気！パリポリくんバスで自由研究
レバーハープ教室
問草加市文化会館☎931-9325 936-4690問草加市文化会館☎931-93255936-4690

問草加市文化会館☎931-93255936-4690

日光街道埼玉六宿連携

スタンプラリー
開催中！

ダニエル・セラーノ ネルソン・クリスピン モイセス・フェンテス

見る

飲む

乗る

ロンドンパラリンピック
銀メダル

リオパラリンピック
銀メダル

リオパラリンピック
金メダル

▲開催店舗詳細
（市ホームページ）

コロンビア共和国パラリンピック

見て見て
飲んで飲んで 乗って乗って

記念グッ
ズを

もらお
う！記念グッ
ズを

もらお
う！

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9月5日号
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