
折り込んである「認知症特集」「エコ・そうか」は、抜いて読んでください。

おくのほそ道おくのほそ道

雑詠句雑詠句 テーマ句テーマ句
（草加松原・松並木・松の句）（草加松原・松並木・松の句）（自由句）（自由句）

草加市は、俳聖松尾芭蕉が『おくのほそ道』の
　　　旅の冒頭に訪れた歴史ある宿場町です。

草加市長賞（雑詠句４部門各1句）など

詳しくは市ホームページ（検索またはQRコード）をご覧ください。

●日本語俳句
　　一般の部
　　小・中・高校生の部
●外国語俳句
　　英語の部
　　フランス語の部

●日本語俳句
　　黒田　杏子
　　井上　康明
●外国語俳句
　　長谷川　櫂
　　ディヴィッド・バーレイ

日本を
代表する
俳人たち

俳句はわずか17拍(音・字)で作る、世界でもっとも短い
詩です。自然や風景の美しさを学べるばかりでなく、短い
言葉で端的に物事を表現し、今では「HAIKU」と呼ばれ、
世界中で親しまれています。
　俳聖松尾芭蕉の『おくのほそ道』への旅立ちから今年で
330年。これを記念し、日本語と英語・フランス語による
国際俳句大会を開催します。
　等賞の発表は、令和2年2月中旬頃、表彰式は同年5月頃
の開催を予定しています。

日本語俳句
　雑詠句２句・テーマ句１句で１組
　雑詠句２句のみでも可
　一般の部のみ投句料1000円
　※郵送・持参・インターネット投稿
外国語俳句
　雑詠句、テーマ句いずれか1句
　※インターネット投稿のみ
★いずれも何組でも投句可

■投句方法

投句募集期間：10月1日(火)～11月30日(土)投句募集期間：10月1日(火)～11月30日(土)

問文化観光課
〒340-8550

☎922-2968 5922-3406

国際俳句大会国際俳句大会

部門 選者

おくのほそ道草加松原賞（テーマ句）など

おくのほそ道　草加松原国際俳句大会

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.1235

令和 　　年（2019年）

日号20

☎048-922-0151（代）
5048-922-3091

9月
元



■8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）

適用区分

14.7%

12.3%

12.1%

9.7%

8.4%

6.0%

税率

※今回の改正内容（太枠内）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分
から、法人市民税（法人税割）の税率が、右表のとおり変更と
なります。申告を行う際にご注意ください。
　なお、同年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告
については、法人税割額を「前事業年度の法人税割額×3.7÷前
事業年度の月数」とする経過措置が講じられます。

資本金等の額が1億円以
上の法人

平成26年9月
30日以前に開
始する事業年度

平成26年10月1日か
ら令和元年9月30日ま
でに開始する事業年度

令和元年10月
1日以後に開始
する事業年度

資本金等の額が1億円未
満で、法人税割の課税
標準となる法人税額が
年1000万円以上の法人

①②に該当しない法人

①

②

③

10月1日以後に開始する事業年度分から適用
問市民税課☎922-10495920-1502

法人市民税（法人税割）の税率変更

■勤務時間
1 日 当 た り 　　

1週間当たり　
■休暇の種類
①年次有給休暇　年20日を限度として付与
（平成30年度の平均取得日数9.5日）
②病気休暇（有給）　3か月以内
　　　　　　　　　（公務災害を除く）
③特別休暇（有給）　出産休暇、忌引、夏
季休暇、リフレッシュ休暇等
④介護休暇（無給）　6か月以内
⑤組合休暇（無給）　職員が任命権者（市
長等）の承認を得て登録された職員団体の
業務や活動に従事する休暇。年20日以内

■育児休業、部分休業の取得状況
　育児休業は、市長事務部局で52人（男性3
人・女性49人）、市立病院で33人（男性1人
・女性32人）、教育委員会で6人（女性6
人）、監査委員事務局1人（男性1人）の計
92人（男性5人・女性87人）が取得しました。
　部分休業は、市長事務部局で13人（男性1
人・女性12人）、市立病院で21人（女性21
人）、教育委員会で4人（女性4人）の計38
人（男性1人・女性37人）が取得しました。
■時間外勤務の状況

■分限処分　休職処分18人（病気休職）
　分限処分とは、職責を果たせない場合に、
降任、免職、休職、降給を任命権者（市長
等）が行う処分です。
■懲戒処分　1人
　懲戒処分とは、職員の職務専念義務違反等
の道義的責任を問うもので、戒告、減給、停
職、免職を任命権者（市長等）が行う処分です。
■希望降任　なし

■職務専念義務免除等　職務専念義務免除　
1484件（人間ドック、研修等）
■営利企業等従事の許可　許可件数233件
■公益通報　0件
　公益通報とは、公益を守るために、職員が
職務上知り得た他の職員の行政運営上の違法
な行為などを第三者委員会に通報することで
す。

■研修の概要
①階層別能力開発研修　新規採用職員研修、
中級職員研修、上級職員研修、主査研修等
②派遣研修　自治大学校派遣研修、彩の国
さいたま人づくり広域連合派遣研修、民間
企業派遣研修等
③自己啓発　通信教育講座
④組織・人材開発　課題別研修等
■職員の勤務成績の評定方法及び活用方法
の概要等
　人材育成システムにおいて、職員の職務
を通じて発揮された意欲や能力・実績の評
価を行っています。これらの評価結果を人
事異動や昇格等の資料として活用し、能力
に基づく人事管理を行っています。

■福利厚生制度の概要
①埼玉県市町村職員共済組合　短期給付
（健康保険）、長期給付（年金）、福祉事
業（保健、貸付、保養所等）
②健康診断　定期健康診断、特殊健康診断
を実施
③外部委託（アウトソーシング）によるレ
クリエーション施設等の提供
④厚生部活動への補助　なし
■公務災害の発生状況

■勤務条件に関する措置の要求　なし
　職員が給与や勤務時間について、公平委
員会にそれらの改善を要求できる制度です。
■不利益処分に関する審査請求　1件
　職員が任命権者（市長等）により不利益
な処分を受けたと思うときに、公平委員会
に審査請求ができる制度です。

7時間45分（午前8時30分～
午後5時15分）
38時間45分

※（  ）内は各区分の合計
※再任用制度は、働く意欲や能力のある定年退職者をあらためて
　採用できる制度で、市では平成14年度から導入しています。

■職種別職員数等（平成31年3月1日現在）、
採用者数、再任用者数及び退職者数 （単位：人）

市長事務部局

市立病院
（医療職を除く）

議会事務局

教育委員会
（学校等を除く）

選挙管理委員会

監査委員事務局

農業委員会

上下水道部

合計（平均）

15万4719

5382

112

7211

829

308

0

6976

17万5537

1000

35

11

85

4

6

1

49

1191

155

154

10

85

207

51

0

142

（平均）147

13

13

1

7

17

4

0

12

（平均）12

部局

時間外
総時間数
（時間）

対象職員
数（人）

1人当たりの
月間時間数
（時間）

1人当たりの
年間時間数
（時間）

※休日勤務を含んでいます。
※1年の間に職員の異動等があるため、対象職員数は月当たりの平均職
員数です。
※1人当たり時間数の数値は少数点第1位を四捨五入しています。

市長事務部局

市立病院

議会事務局

教育委員会

選挙管理委員会

監査委員事務局

農業委員会

上下水道部

合計

公務災害

3

11

―

2

―

―

―

―

16

部局 区分 計  

3

11

―

3

―

―

―

―

17

通勤災害

0

0

―

1

―

―

―

―

1

（単位：件）

人事状況を公表平成30年度
　平成30年4月1日から同31年3
月31日までの、市の人事行政の
運営状況をお知らせします。
問職員課☎922-09835922-3098

職員数や採用・退職に関する状況1

勤務時間やその他の勤務条件の状況2

分限及び懲戒処分等の状況3

服務の状況4

研修及び勤務成績の評定の状況5

福祉及び利益の保護の状況6

市長事務部局
　　事務
　　技師
　　保育士
　　保健師・看護師
　　その他
市立病院
　　事務
　　医師
　　薬剤師
　　技師
　　助産師・看護師
　　その他
議会事務局
　　事務
教育委員会
　　事務
　　技師
　　指導主事
　　その他 
選挙管理委員会
　　事務
監査委員事務局
　　事務
農業委員会
　　事務
上下水道部
　　事務
　　技師
　　　　合計

（18）
12
4
2
―
―
（1）
―
―
1
―
―
―
―
―
（2）
1
―
―
1
―
―
―
―
―
―
（2）
1
1
23

（81）
41 
9 
21 
3 
7 

（55）
3 
34 
― 
1 
15 
2 
―
―

（14）
3 
1 
9 
1 
―
―
―
―
―
―
（2）
― 
2 

152

（997）
575 
113 
220 
41 
48 

（554）
26 
90 
22 
50 
337 
29 
（11）
11 

（134）
55 
5 
23 
51 
（4）
4 
（6）
6 

（1）
1 

（49）
26 
23 

1756 

（53）
31
9
7
3
3

（60）
1
25
1
―
31
2
（1）
1

（12）
3
1
8
―
―
―
―
―
―
―
（5）
1
4

131

採用者数人数 再任用者数 退職者数部局

② 草加人のための情報紙　広報「そうか」市政情報2019年9月20日号



○PM2.5（単位：マイクログラム／㎥）最大値23.8／最小値5.1（花栗中学校内）　○給食の放射性物質の検出なし

　10月7日㈪～13日㈰の行政相談週間にあわせ、
国の仕事などについて、「分からない」「説明
に納得できない」「処理が間違っているのでは
ないか」などの苦情や要望を受け付け、行政運
営に役立てる行政相談を総務省と合同で開催
します。
■日時　10月11日㈮午後1時30分～4時
■会場　市民相談室（市役所西棟）
　　　　※当日直接会場へ
　市では、毎月第2金曜日に同会場で、総務大
臣から委嘱された行政相談委員が相談を受けて
います。また、下記の行政相談委員宅でも相談
を受け付けています。
・醍醐洋子（氷川町☎925-1930）
・中村久夫（中根3丁目☎936-0054）
・山川邦子（栄町2丁目☎931-8689）
・竹村博之（遊馬町☎925-4151）
・山口久男（遊馬町☎925-0795）
　このほか、総務省行政苦情110番（☎0570-
0901105048-600-2336、インターネット「行
政相談受付」で検索）でも相談できます。

5

　購入引換券を持つ人が、下表の販売会場で購入できます。
■草加市プレミアム付商品券の販売
　1冊4000円（1冊当たり500円券×10枚）
　※購入引換券1枚につき5冊まで購入可
■注意事項
　・購入時は購入引換券と身分証明書（免許証等）を必ず提示して
ください。

　・購入は現金のみ（領収証は発行しません）。
　・代理人が購入する場合は対象者との関係を確認します。

　まだ食べられるのに捨てられてしまう
食べ物、「食品ロス」が日本では年間約
643万t発生していると言われており、こ
れは国民1人当たり毎日お茶碗1杯分の
ごはんを捨てていることになります。

・消費・賞味期限切れなどによって
捨てられる（直接廃棄）
・食べきれなくて捨ててしまう（食べ残し）
　「もったいない」を意識し、食品を買い過ぎ
ない、使いきる、食べきることを心掛け、食品
ロスの削減にご協力をお願いします。

　食べ残しをなくすため、残
った料理を味わう時間を設け、
食品ロスを防ぎましょう。

　賞味期限切れ
などで捨てない
よう、必要な分
だけ購入する。

　野菜の皮など過
剰除去せず、食べ
られる部分は可能
な限り使いきる。

　食べきれる量を作
る。残った時はリメ
イクするなど食べ残
しのないようにする。

　相続に関する法律が改正、施行され、「相続税」「贈与税」はこれまでの「一部
の資産家だけの話」から、「大半の人が対象となる可能性が高い」ものになってい
ます。相続する家族が困らないように準備をしておくことが、手続きの苦労や無用
な相続争いを避けることにつながります。
■内容　贈与、節税や相続税申告の仕

方など、誰にでも共通する相
続税・贈与税の概略を、草加
市を中心に活動する税理士が
講義します。

■日時　10月28日㈪
　　　　午後1時30分～3時30分
■会場　中央公民館
■対象　草加市、越谷市、八潮市、三郷

市、吉川市、松伏町、川口市、
足立区在住者

■定員　50人

☎0570-200-779

●特設販売（市内4か所）

●通常販売（市内16か所）　※日曜日・休日は販売しません。

会場日時

会場

草加郵便局

その他の郵便局

日時

9月28日㈯午前10時～午後8時

9月29日㈰午前10時～午後5時

勤労福祉会館（1階）
中央図書館（4階）
草加商工会議所（3階）
谷塚文化センター（1階）

9月30日㈪～
令和2年2月28日㈮

月～金曜日：午前9時～午後6時
土 曜 日：午前9時～正午

月～金曜日：午前9時～午後5時

①買い過ぎない　 ②使いきる ③食べきる

家庭でできること

職場等で
できること

食品が廃棄される主な原因

宴会の席での終了15分前は、
「食べきりタイム」を！！

疑問・質問は
草加市商品券
コールセンター

・専門家の具体的な事例が
　わかりやすかった
・市が主催のため、勧誘など
　の心配がなく安心して
　　　　　　　　参加できた

参加者の声より抜粋

10月は食品ロス削減月間

食品ロスを減らそう！

税制改正で相続税課税
対象者が増えています

国の仕事への苦情・要望はこちらへ

ω9月24日㈫から広聴相談課へ。☎922-0566Ü922-3173Ü

9月28日㈯から
問商品券事業室☎922-0181Ü922-1108Ü

草加市プレミアム付商品券

問広聴相談課☎922-0566Ü922-3173Ü

総務省との合同行政相談

「しつぎおとうふ」君に聞いてみよう！

　草加市プレミアム付商品券に関する
質問に「しつぎおとうふ」君が24時
間いつでも答えます（右QRコード）。

国民1人当たり毎日
お茶碗1杯分が廃棄

「もったいない」が合言葉

市民税務講座
相続税・贈与税

販売
問廃棄物資源課☎931-3972Ü931-9993Ü

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③市政情報 2019年9月20日号



④ 2019年9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。

　いずれも定員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。☎922-2
8195922-3498
■ニュースな天文学2019　11/8～22
の㊎13時30分～15時は中央公民館・
11/29㊎12時～17時は市のバスで国立
天文台（三鷹市）へ。講師はサイエン
スライターの梅本真由美氏、国立天文
台野辺山宇宙電波観測所の梅本智文助
教（22㊎のみ）。全4回
■驚異の小宇宙　人体～映像で語る～
　11/27～12/18の㊌14時～15時30分。
全4回。講師は元NHKスペシャル「人
体」等の統括プロデューサーの林勝彦
さん。会場は中央図書館

　生産緑地地区の変更をするため、草
加都市計画の変更（案）の縦覧を行い
ます。期間は9/27㊎～10/11㊎（㊏㊐
を除く）。場所は都市計画課。変更
（案）に意見がある場合は、縦覧場所
にある意見書に必要事項を記載の上、
10/11㊎（必着）までに都市計画課へ。
ε☎922-17905922-3145

　県最低賃金は年齢や雇用形態に関係
なく、県内全ての労働者とその使用者
に適用されます。10月からの最低賃金
は時間額926円です。労働者も使用者
も最低賃金を必ず確認してください。
ε埼玉労働局賃金室☎048-600-6205

　介護の仕事は人を支え社会を支える
やりがいのある仕事です。県では介護
の仕事に興味のある人を幅広く支援し
ています。
■介護職員雇用推進事業　介護事業所
への就職を希望する人に対し、介護職
員初任者研修の受講から県内介護事業
所への就職までの支援。
■高齢者等介護職員就労支援事業　介
護の仕事を希望している60歳以上の人
に、研修の受講から県内介護事業所へ
の就職までを支援。
ε㈱シグマスタッフ大宮支店（県委託
事業受託者）☎048-782-5173

　9/28㊏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

　10/3㊍～9㊌10時30分～16時30分。
会場は物産・観光情報センター。注染
技法を学んだ生徒が作成した手ぬぐい
・浴衣を展示します。ε産業振興課☎
922-34775922-3406

　10/5㊏13時30分～15時。会場はふれ
あいの里。出演は谷塚中箏曲部・吹奏
楽部。定員100人。ε同館☎920-6222 
5920-6251

　10/12㊏10時30分札場河岸公園集合
（荒天時は10/26㊏）。伝右川約1.8㎞
で川に投棄された自転車や粗大ごみの
引き揚げ等の清掃作業を行います。小
学生は保護者同伴。当日は汚れてもい
い服装で。è環境課へ。☎922-1519 
5922-1030

è

　10/20㊐11時30分開演。会場は草加
市文化会館。市内外で活動するダンス
団体やサークル16団体約300人、一般
公募80人がヒップホップやジャスダン
スなどのパフォーマンスを披露します。

　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。
■子ども教育連携推進委員会〈子ども
教育連携推進室☎922-34945928-11 
78〉　10/11㊎15時～　高砂小マルチ
ルームで
■環境審議会〈環境課☎922-151959 
22-1030〉　10/15㊋10時～　市役所西
棟第2・3会議室で

　夫婦ともに39歳以下の世帯対象。収
入等の条件あり（案内書で確認を）。案

市内路線バスの
消費税率引き上げに伴う運賃改定

　10/1㊋からの消費税率引き上げに伴
い、パリポリくんバスをはじめとする
市内路線バスの運賃が改定されます。
市立病院発から草加駅西口区間と獨協
大学前駅東口区間の現金150円を160円
（ICカードは157円）に。ほかICカー
ドに限り全ての区間で1円単位の引き
上げ、現金に限っては一部区間より10
円の引き上げとなります。ご利用の際
はご注意ください。ε交通対策課☎92 
2-16855922-1030

　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。
■笑いと音楽のハーモニー　10/4㊎13
時30分～15時。会場は勤労福祉会館。
歌と笑いで元気な身体づくり。65歳以
上対象。定員70人。è9/24㊋から新田
（包）へ。☎946-05205946-0523
■介護者のつどい　10/9㊌13時～14時
30分。会場はであいの森。ε川柳・新
田東部（包）☎932-70075931-0993
■介護者のつどい　10/11㊎13時15分
～14時45分。会場は中央公民館。ε草
加中央・稲荷（包）☎959-91335922-
3801
■認知症サポーター養成講座　10/12
㊏10時30分～12時。会場は苗塚会館。
認知症を理解し、地域で支え合いまし
ょう。定員20人。è9/24㊋から安行
（包）へ。☎921-21215928-8989

è

è

　10/20㊐8時30分まつばら綾瀬川公園
噴水前集合、12時解散。4kmまたは
8kmのコース。健康体力づくりに効果
的なウオーキングで草加松原などを巡
り、草加の秋を満喫しましょう。定員
200人。かっぱ持参（傘は不可）。è 

9/24㊋9時から電話で草加市体育協会
へ。同協会HPからも可。☎928-6361 
5922-1513

è 

　10/23㊌9時30分～10時30分。会場は
市民体育館。仮装してフォークダンス
のレッスンや振り付けを行います。18
歳以上対象。定員100人。参加費200円。
室内靴・あれば仮装グッズ持参。è9 
/24㊋9時から電話で草加市体育協会へ。
☎928-63615922-1513

è

　10/18～12/6の㊎10時～12時。全8回。
会場は氷川コミセン。新聞紙を利用し
たいつでもどこでもできるオリジナル
体操の指導方法を学びます。定員40人。
講師は健康運動指導士の田邉雅子氏。
èスポーツ振興課へ。☎922-286159
22-3172

■ステップアップ水泳　11/1～12/20
の㊎9時～10時30分。全8回。定員30
人、参加費4000円
■機能改善アクア　11/7～12/19の㊍
10時～10時50分。全7回。定員15人。
参加費3500円
■スイム体験　11/13～12/18の㊌7時
30分～9時。全6回。定員10人。参加費
3000円
èいずれも18歳以上対象。9/30㊊（必
着）までに草加市体育協会HP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

生産緑地地区都市計画
変更（案）の縦覧

県介護職員雇用推進事業等
参加者募集

地域包括支援センター(包)
介護予防教室・介護者のつどい

一本棒・バッテン棒体操
リーダー養成講座

綾瀬川流域クリーン大作戦！
参加者募集

県最低賃金は時間額926円 手ぬぐい・浴衣作品展示会

ふれあいコンサート

ふささらダンスフェスティバル

健康づくりウオーキング大会

　10/5㊏～20㊐10時～18時。会場は伝
統産業展示室「ぱりっせ」。市内では
購入することができない県自慢の逸品
を販売します。5㊏にはジャンボせん
べいの手焼きやレザークラフトの体験、
生せんべいの実演販売なども行います。
εぱりっせ☎5931-1970

埼玉物産展

　10/13㊐10時～16時。会場は高砂コ
ミセン。「世代を超えた交流」をテー
マにした舞台発表や水彩画・絵手紙な
どの作品展示、模擬店ほか。ε同コミ
セン☎5920-3066

高砂コミセンまつり

子育てハッピー県営住宅

地場産業　レザークラフト体験

そうか市民大学後期講座

ハロウィンフォークダンス

スポーツ教室（市民温水プール）

内書は資産活用課等で配布。入居は12 
/23㊊以降。è10/1㊋～21㊊に申込書
を県住宅供給公社へ。☎048-829-2875

è

ε同館☎931-93255936-4690

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

9/21㊏～30㊊は「秋の全国交通安全運動」期間。交通ルールの再確認を。

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
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èいずれも開講日の3日前までに生涯
学習課へ。☎922-28195922-3498
■終活講座　老いの支度　10/23㊌・
30㊌10時～12時。全2回。会場は草加
市文化会館。定員15人。教材費1000円
■自彊術で自分の体は自分で守りまし
ょう　10/30㊌14時～16時。会場は中
央公民館。定員30人。敷き物持参
■健康寿命を延ばす体操　11/1～15の
㊎14時～15時30分。全3回。会場は中
央公民館。定員30人。室内靴・タオル
持参
■医療保険のチェックポイント　11/7
㊍10時～12時。会場は谷塚文化センタ
ー。定員30人
■気になる「認知症」と「うつ病」の
予防と対策　11/12㊋・19㊋10時～12
時。定員30人。教材費各日200円。1日
のみの参加可

▼おもちゃ病院　9/26㊍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
▼オセロで遊ぼう　10/5㊏14時～　小
学生対象　参加賞あり
▼ふれあいさつまいも掘り　10/6㊐10
時30分谷塚2-22付近の畑集合（雨天10 
/13㊐に順延）　幼児（保護者同伴）
～高年者対象　定員30組　参加費400
円（3株）
▼親子で作ろう　10/11㊎14時～15時

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）

■サービスコーナー（9/21～10/20）

9/25㊌、10/9㊌

9/26㊍、10/10㊍

9/27㊎、10/11㊎

10/2㊌・16㊌

10/3㊍・17㊍

10/4㊎・18㊎

稲荷・八幡北小

両新田小

氷川・西町小

瀬崎・青柳小

新栄小

新里・高砂小

日程

清門・松原小

谷塚小

小山・新田小

長栄・草加小

花栗南・八幡小

栄・川柳小

14時～16時9時30分～11時30分 氷川児童センター ☎928-2341

新栄児童センター ☎942-9876

わくわくタウン松原 ☎941-2905

谷塚児童センター ☎925-1856

5☎946-3000 5944-3800

定員のあるものは9/24㊋
10時から各館へ申し込みを

5922-3274

　10/27㊐9時～16時（雨天中止）。会
場はそうか公園。募集は35区画。出店
料は1区画1100円。è9/24㊋～10/18
㊎にみどり公園課へ。☎922-197359 
22-3145

そうか公園フリーマーケット

生涯学習体験講座

　10/19㊏10時草加北ミニコミセンま
たは10時30分会場の野口農園集合。1
歳～未就学児と保護者対象。定員30組。
参加費1組400円。è9/26㊍9時から電
話で保育ステーションへ。☎920-1120 
5920-1101

さつまいも掘りへレッツゴー!!

　中学校教員による小学校への乗り入
れ授業を行うための教科指導・補助・
準備手伝い、幼保小中の連携業務、校
内外事務・業務。勤務は10/1～令和2
年3/31の週5日で8時20分～16時35分の
うち7時間30分（長期休業中を含む）。
場所は市内小・中学校。中学校教員免
許（数学）所有者対象。募集は若干名。
時給1850円。交通費、社会保険等あり
（条件あり）。è電話で子ども教育連
携推進室へ。その後指定の履歴書（市
HPからも入手可）を同室へ持参。代
理持参不可。☎922-3494 5928-1178

子ども教育連携教員（常勤）

■小学生のための読み聞かせ　9/22㊐
13時30分～14時
■木曜シアター　9/26㊍14時～15時50
分　にっぽんトレッキング100 ⑴　知
床、阿寒、大雪山・旭岳　成人対象　
定員90人（当日先着順）
■おはなし会　9/28㊏11時30分～12時
　「友だちをみつけた犬」「にんじん

子ども・親子向け

　ごぼう　だいこん」ほか　4歳以上
対象
■工作会　10/12㊏13時30分～14時30
分　幼児～小学生と保護者対象　定員
40人（当日先着順）
■ビデオ上映会　10/13㊐14時～16時
10分　「ブラック・レイン」　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）

30分　紙コップでハロウィンバッグ　
幼児と保護者対象　定員10組
▼将棋教室　10/12、11/9、12/14、令
和2年1/18、2/8、3/14の㊏14時30分～
15時30分　全6回　駒を動かせる初級
者の小学生～高年者対象　定員12人
▼ひろば｢ひよこ｣募集　10/17～令和2
年3/5の第1・3㊍10時30分～11時　1～
1歳半と保護者対象　定員30組　è10/
1㊋までにはがきを同センターへ持参
（記入内容は問い合わせてください）
▼ともだち文庫の「おはなしポケッ
ト」　10/21㊊11時～　読み聞かせ・
わらべ唄　乳幼児と保護者対象

▼スポーツ＆レク　9/28㊏13時30分～、
15時～　ドッヂビー　小学生以上対象
▼ママ防災「小児外傷手当救急講習」
　10/2㊌13時～14時　乳幼児の保護者
対象　定員20人
▼おもちゃ病院　10/3㊍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
▼児童館ダンス交流フェスティバル　
10/5～11/23（11/2・9を除く）の㊏16
時～17時30分　全6回　12/1㊐は麻布
（港区）で発表会　小学生以上対象　
定員15人
▼さつまいも掘り　10/7㊊10時30分野
口農園集合（雨天10/21㊊に順延）　
幼児と保護者対象　定員20組　参加費
300円（2株）　シャベル・ビニール袋
・軍手持参
▼なかよしランチ　10/9㊌11時30分～
13時　スイートパンプキン　幼児と保
護者対象　定員15組
▼家族で遊ぼう「バルーンアート」　
10/13㊐10時30分～11時30分　幼児と
保護者対象　定員16組
▼ママのためのリラックスヨガ　10/ 
17㊍15時～15時40分　0～2歳児と保
護者対象　定員15組

▼野外クッキング　10/20㊐13時30分
～15時　パン作り　幼児～小学生と保
護者対象　定員10組　材料費100円
▼ハロウィン「仮装パレード」　
10/26㊏14時集合　定員80人　「かぼ
ちゃの箱づくり」　10/27㊐10時30分
～12時　定員15人　いずれも幼児（保
護者同伴）以上対象

▼おもちゃ病院　9/26㊍10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
▼ふれあい囲碁・将棋教室　9/28㊏、
10/12㊏14時～15時　幼児（保護者同
伴）～高年者対象
▼オセロ大会　10/3㊍　マンカラ大会
　10/17㊍　いずれも16時～　小学生
対象
▼缶積み大会　10/7㊊14時～　小学生
対象
▼ドッジボール大会　10/10㊍16時～
　小学生対象

▼読み聞かせ「たんぽぽ」　10/3～17
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　10/18㊎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
▼初めてのお誕生会　10/29㊋13時～
　会場はコンフォール松原19号棟　平
成30年10月生まれ対象　定員12人　
è10/1㊋13時から電話で同館へ
▼幼児のひろば「チャイルド」募集　
令和2年3/11㊌までの㊌コース11時～
11時45分・㊎コース10時～10時45分
　会場は中央図書館またはコンフォー
ル松原19号棟　平成27年4/2～同29年
4/1生まれの幼児と保護者対象　定員
各10組

■コロンビア共和国ってどんな国？

■草加市はコロンビア共和国のホストタウン
　ホストタウンとは、東京2020オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会の参加国と、スポーツ、文化などの様々な面で交
流する自治体などのこと。
　草加市はコロンビア共和国のホストタウンで、同国パラリ
ンピック水泳選手団の事前キャンプ地となっており、9月17日
～10月1日の15日間、5人の選手が草加を訪れ、市民の皆さん
との交流事業が行われます。

　コロンビアは南米大陸に位置し、
南米で唯一太平洋とカリブ海に面
する国。壮大なアンデス山脈やア
マゾン地帯など、あらゆる地理条
件から気候も多様ですが、標高
2600mにある首都ボゴタは、年間
を通して秋のようなすがすがしい
気候です。
　特産のコーヒー豆の生産地域は、
ユネスコの世界文化遺産にも登録
されています。▲3月21日㊗にコロンビア共和国パラリンピック委員

会と水泳選手団の事前キャンプに関する合意書を締結

　開催まで1年を切った東京2020大会。草加市が関
わるオリンピック・パラリンピックに関する取り組
みを、広報「そうか」20日号でお知らせしていきます。

��������
�����東

京

340日
292日草加市の聖火リレーまで

パラリンピック開幕まで

令和元年9月20日から

コロンビア

ベネズエラ

ブラジルペルー

エクアドル

パナマ

カリブ海

太平洋

南米

面積 113万９０００k㎡
（日本の約3倍）

人口 4550万人（日本の約1/3）
言語 スペイン語



⑥ 2019年9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。

▼川柳文化センターまつり　9/28㊏10
時～16時・29㊐10時～14時30分　利
用団体成果発表・作品展・模擬店・バ
ザーほか　期間中の駐車場、図書室利
用不可
▼ロビー　スペースワンダーによる天
体写真展　10/8㊋～20㊐
▼おはなしの広場　10/11㊎・25㊎11
時15分～11時45分　手遊び・紙芝居ほ
か　乳幼児と保護者対象
▼おもちゃ病院　10/18㊎10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで

▼おはなしの時間　9/25㊌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
▼親子で元気ルーム　10/10㊍10時～
11時30分　ミニ運動会　乳幼児と保護
者対象
▼おもちゃの病院　10/14㊗10時～12
時　おもちゃの無料修理　部品代実費
　1人2点まで
▼県民の日　柿木なんでも知って見隊
ジュニア　11/14㊍8時30分～17時　市
のバスでおもちゃのまちバンダイミュ
ージアム（栃木）　小学生対象　定員
20人　参加費500円（入館料・保険
代）　昼食・通学帽持参

▼ママといっしょにおはなし会　9/23
㊗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
▼外国籍市民のための日本語教室　
10/1～15の㊋10時～12時
▼新田西文化センターまつり前夜祭　
10/4㊎18時～20時　出演は草加市演奏
家協会　定員150人
▼新田西文化センターまつり　10/5㊏
9時45分～17時・6㊐10時～15時　利
用団体成果発表・作品展・模擬店・健
康相談ほか　期間中の駐車場、図書室
（10/2㊌～6㊐）利用不可
▼おもちゃの病院　10/7㊊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」　
10/7㊊10時～12時　手遊び・簡単工作
　幼児と保護者対象
▼夫婦関係について見つめ直してみま
せんか？　10/11・25、11/8の㊎13時
30分～15時30分　全3回　おおむね40
～60歳対象　定員10人
▼放課後クラブ　10/15㊋17時～18時
…スポーツウェルネス吹矢　10/21㊊
16時～17時…将棋　10/28㊊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
▼子育てをもっと楽しく「親も子ども
も一緒に野菜を食べましょう」　
10/18、11/1・15の㊎9時40分～12時　
全3回　調理実習「ハッシュドビーフ

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。

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

川柳文化センター ☎936-4088住吉児童館 ☎928-5736

定員のあるものは9/24㊋
8時30分から各館へ申し込みを

5925-0152

▼すくすくクラブ　9/24㊋10時～12時
　読み聞かせ・簡単工作ほか　乳幼児
と保護者対象
▼谷塚民謡民舞発表会　10/6㊐10時～
　日本民謡・踊り・器楽の発表
▼谷文祭コンサート　10/11㊎18時～
19時30分　出演は竹花真弓とマリンバ
ヴァーツ　
▼谷塚文化センターまつり　10/12㊏
10時～17時・13㊐10時～15時　利用団
体成果発表・作品展・模擬店・バザーほ
か　期間中の駐車場、図書室利用不可
▼朗読塾こだま　10/28㊊13時30分～
15時30分　「嫁取り二代記」「初午の
女」ほか
▼初級英会話講座～英語を学んで友達
を作ろう～　11/8～29の㊎10時～11時
30分　全4回　成人対象　定員10人
▼県民の日　子どもサイエンスショー
　11/14㊍9時30分～11時30分　おもし
ろ実験「雲を作ろう、大型空気砲の中
に入って音を聞こう、ペットボトルロ
ケットを飛ばそう」ほか　5歳～中学
生対象（未就学児保護者同伴）　定員
100人　室内靴持参
▼SKTスポーツウェルネス吹矢体験講
座　11/15～29の㊎13時30分～15時　
全3回　成人初心者対象　定員15人　
参加費500円　室内靴持参
▼草加市親善囲碁将棋大会　11/24㊐9
時30分～16時　定員96人　参加費
1000円・高校生以下500円（昼食代別
途500円）　è10/31㊍までに同センタ
ーへ

・小松菜入りお花ハンバーグ」ほか　
1歳～未就園児の保護者対象　定員16
人（1歳以上保育あり）　材料費1500
円　エプロン・三角巾・布巾2枚持参
▼歌声広場　10/19㊏13時～14時45分
　出演はハーモニードレミ　定員60人
▼高年者と子どもの交流会「簡単に作
れるおやつ作り」　10/20㊐10時～12
時30分　フルーツクリスタル・餃子の
皮を使ったピザ　小学3年生～高校生
（定員15人）と高年者（定員5人）対
象　材料費500円　エプロン・三角巾
・布巾2枚持参

▼すくすくクラブ　10/10㊍10時～11
時30分　手遊び・簡単工作ほか　乳幼
児と保護者対象
▼陶芸教室　10/11㊎、11/8㊎10時～
12時　全2回　板作りで器作り　成人
対象　定員10人　参加費1000円　エプ
ロン・雑巾持参
▼新里文化センターまつり　10/19㊏9
時45分～16時・20㊐10時～15時　利
用団体成果発表・作品展・模擬店・フ
リーマーケットほか　期間中の駐車場、
図書室（10/18㊎～21㊊）利用不可
▼おもちゃの病院　10/25㊎10時～12
時　おもちゃの無料修理　部品代実費
　1人2点まで

▼中央公民館まつり　10/5㊏10時40分
～19時・6㊐10時～16時　利用団体成
果発表・作品展・模擬店ほか　働く車
大集合　ゲストはバルーンニスト・シ
ョコラとわくわく脳トレ辻元　期間中
の駐車場、図書室（10/1㊋～7㊊）利
用不可
▼こころを結ぶ光のひろば　10/8㊋10
時～12時　視覚障がい者虹の会代表宮
田新一氏の講演・点字体験ほか
▼SKT高年者健康体操エクササイズ　
10/8、11/12、12/10、令和2年1/7、
2/18、3/10の㊋10時～12時　全6回　
軽体操　60歳以上対象（4～9月の受講
者を除く）　定員70人　室内靴持参
▼フレンドリーコンサート　10/13㊐
14時開演　出演は草加フィルハーモニ
ー管弦楽団　ドボルザーク「交響曲第
9番　新世界より」ほか　定員400人
（当日先着順）
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
10/16㊌10時～　親子友だち作り・簡
単工作ほか　乳幼児と保護者対象
▼チャレンジ！シニア講座　10/17～
令和2年3/19の月1回㊍10時～12時　全
6回　終活講座・施設見学ほか　60歳
以上対象　定員35人
▼にじいろタイム　10/18㊎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」
　10/18㊎13時30分～　胎教と友だち
づくり　初妊婦対象
▼大人のための初心者楽器体験講座　

■松原将棋クラブ　㊐13時～17時　ハ
ーモネスタワー松原2階集会室で　約
30人在籍　女性・子ども歓迎　入会金
500円　月額300円　女性・高校生以下
150円　ε加藤☎941-9007
■草加太極拳楽園の会　㊐9時～11時
　勤労福祉会館ほかで　心身の健康増
進のため太極拳を始めてみませんか　
月額1500円　ε梁瀬☎090-6703-2990
■トリムそよ風（体操）　㊎11時～12
時30分　八幡コミセンで　ラジオ体操
・ミニエアロビ・ストレッチ　入会金10 
00円　月額2000円　ε野添☎936-0638
■氷川平成塾フラワーズ（女声合唱）
　第1～3㊍10時～12時　氷川小で　歌
で気分を変えて合唱を楽しみましょう
　入会金500円　月額1000円　ε市川
☎936-4447
■ペン習字クラブ　第2・4㊍10時～12
時　中央公民館で　美しい文字を書く
ための基本をしっかり練習できます　
初心者大歓迎　見学可　入会金500円
　月額2300円　ε船橋☎928-3285
■茶遊会（茶道裏千家）　第2・4㊏13
時～17時　草加市文化会館で　一緒に
お茶を楽しみましょう　月額4000円　
ε村山☎080-5428-5795
■ダンスクラブロマン（社交ダンス）
　㊍13時～15時　氷川コミセンで　創
立は平成元年　モダン4種目ラテン4種
目を基礎から実践まで　月額3000円　
ε加納☎090-7224-8777
■朋友会（中国語）　㊐10時～12時　
中央公民館で　初・中・上・高級・研
究の5クラス　老師は全員高学歴中国
人女性　3か月（12回）9000円　ε薄
井☎928-1287
■子馬座（和太鼓）　㊏9時～11時　
高砂コミセン・記念体育館で　幼児～
小学生対象　元気に叩いています　入
会金3000円　月額3000円　ε坂田☎
090-4450-9961
■氷川平成塾すこやか体操Ⅲ（ストレ
ッチ・ダンス）　㊍13時20分～14時
30分　氷川小で　月額1000円　ε渡部
☎925-6189
■栄平成塾フラダンスプアフラ　第2
・4㊍10時～12時　栄小で　みんなで
楽しく笑顔で体を動かしましょう　月
額1500円　ε八木☎941-9283

▼ふれあいグラウンド・ゴルフ　9/28
㊏10時30分中央防災広場集合（雨天中
止）　小学生～高年者対象
▼ABCで遊ぼう　9/30㊊15時30分～
16時30分　乳幼児（保護者同伴）～小
学生対象
▼こぶたのしっぽ　10/2㊌11時～　パ
ネルシアター　乳幼児と保護者対象
▼オセロ大会　10/4㊎　マンカラ大会
　10/11㊎　いずれも16時～　小学生
対象　参加賞・優勝賞品あり
▼読み聞かせ「バンビ」　10/7㊊・21
㊊11時～　乳幼児と保護者対象
▼ふれあいさつまいも掘り　10/12㊏
野口農園集合（雨天10/19㊏に順延）
　幼児（保護者同伴）～高年者対象　
定員20組　参加費300円（2株）　シャ
ベル・ビニール袋・軍手持参
▼親子コンサート 10/16㊌11時～  出
演はぽこあぽこ　乳幼児と保護者対象
▼おもちゃ病院　10/19㊏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

10/19㊏　15時～21時（各講座50分
間）　バイオリン・チェロ・クラリネ
ット・オーボエ・ホルン・トランペッ
ト・トロンボーン・フルート　高校生
以上対象　定員各3人　貸楽器あり
▼男の料理教室　10/26㊏10時～13時
　四季の料理　定員10人　参加費1000
円　エプロン・三角巾・布巾持参
▼家庭教育講座「子育てフォーラム」
　11/1㊎10時～12時　親子コミュニケ
ーション・お金の話・性教育　小学生
をもつ保護者対象　定員50人



相　談　案　内
ä9/21㊏～10/20㊐（㊗㊡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
㈲駒崎設備
㈲イワセポンプ店
㈲東洋開発
㈲平和電気商会

両新田西町246
氷川町818-3
手代3-11-8
両新田西町246
住吉1-12-5

☎928-5520
☎924-4136
☎922-2429
☎928-5520
☎924-3071

9/21㊏
9/22㊐
9/23㊗
9/28㊏
9/29㊐

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
10/7㊊…住吉児童館☎928-5736　
10/2㊌・17㊍…新栄児童センター☎942-9876　
9/26㊍、10/10㊍…谷塚児童センター☎925-1856　
10/16㊌…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）
9/25㊌13時～16時…高砂コミセン☎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

9/29㊐

9/22㊐

9/23㊗

内科

外科

内科

外科

歯科

内科

外科

ハーモネスタワークリニック

新島整形外科

平田クリニック

石井外科医院

弁天町歯科医院

さいわい内科

高山整形外科

松原1-1-6 3F

草加2-4-14

新栄1-48-11

氷川町928

中根3-23-17

旭町1-4-46

新善町413-2

☎942-7111

☎943-2711

☎942-1245

☎925-4255

☎931-0113

☎930-5870

☎943-6200

　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9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
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●♪ 高砂緑の街商店会高砂緑の街商店会
草加駅

市役所仮設駐輪場市役所仮設駐輪場

案
内
図 9:30～17:30

13:50～15:00

車両通行止め区間

イベント内容は一部変更となる
場合があります。

スタンプラリー

駐輪場
（混雑時は草加中へ）

草加宿街角ライブ●♪

そ
う
か

　1日、中央公民館で和太
鼓祭りを開催。市内で活動
する和太鼓団体9団体が日
頃の練習の成果を披露。体
験コーナーでは大勢の子ど
も達がステージに集まり、
リズムに合わせて和太鼓を
叩き、大いに楽しんでいま
した。また、特別ゲストに
秩父屋台囃子保存会が登場。
一糸乱れぬ迫力ある演奏で
会場を圧倒しました。

かどまちごとでき 9月

　北朝鮮で楽しみや生きがい、自由、全てを
奪われ、もう一生日本には戻れないという絶
望感。24年もの間、そんな暮らしを強いられ
ながらもなんとか言葉を覚え、一緒に拉致さ
れた彼女との再会を果たした蓮池さん。
　講演では、拉致にあった時の生々しい状況
やたくましく生き抜いてきた貴重な体験、拉
致問題の経緯や現状を話します。
■日時　10月27日㈰午後1時30分～3時30分
■会場　中央公民館（車での来場不可）
■定員　400人（抽選。落選者にのみ連絡）
ω10月15日㈫（必着）までにはがきに住所・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（ファクス、
メール（QRコード）も可）。車椅子を利用する人は連絡して
ください。1通で4人まで応募可。

　元サッカー日本女子代表の丸山桂里奈さん、
ヨネックスバドミントンチームの佐藤冴香選手
などのゲストが、トークショーやスゴ技を披露
します。小学生以上はゲストとオリンピック・
パラリンピック種目の体験ができます。
■日時　同日午後1時～　  ■会場　記念体育館

浴衣や着物で訪れた人に特典あ
り。浴衣のレンタルもできます
（3日前までに要予約）。

5草加宿神明庵　☎5948-6882
はいから横丁今様そうか村
午前10時～午後4時30分

回向院通り（キッチンカー）
企画展「日光道中草加宿
と参勤交代～一関藩を中
心として～」

歴史民俗資料館

・子どもパレード 午前10時30分～午後0時30分
・大名行列（一関藩） 午前11時25分～午後0時20分
・おみこしパレード 午前11時45分～午後3時50分

旧日光街道沿い（パレード）
SOSHOマルシェ（校庭）
午前10時～午後4時30分

草加小学校（模擬店等）

　「草加50のお宝」を題材にしたか
るたの大会を開催します。
■部門　小学1～3年生の部
　　　　小学4～6年生の部
■定員　各館各32人
ω9月24日㈫から各館へ。
中央公民館☎922-5344、新里文化セ
ンター☎927-3362、谷塚文化センタ
ー☎928-6271、新田西文化センター
☎942-0778、川柳文化センター☎
936-4088、柿木公民館☎931-3117。
いずれも5925-0152

■日　時　10月14日㈷午前9時～午後4時
■会　場　まつばら綾瀬川公園、記念体育館、

市民体育館、市民温水プール、そ
うか公園、吉町テニスコートほか

■内　容　各種スポーツ、レクリエーション
体験、ステージ発表

■持ち物　体育館：室内靴　　
　　　　　プール：水着・水泳帽子

　草加宿場まつりの「大名行
列」写真展の作品を募集します。
■規格　A4判・カラー・1人2
枚まで（個人が特定できるもの
は本人の許可を得てください）。
ω 10月18日㈮（必着）までに
作品裏面に郵便番号・住所・氏
名・電話番号・作品名を記入し
〒340-8550草加宿場まつり実行
委員会事務局（みんなでまちづ
くり課内）へ。☎922-0796
5922-3406

問草加市体育協会☎928-63615922-1513

10月27日㈰
中央公民館蓮池 薫 氏

人権啓発講演会「夢と 絆」
問人権共生課☎922-0825 927-4955問人権共生課☎922-08255927-4955

「大名行列」の写真募集

草加を、楽しく知ろう！

■予選 （1人1回1会場のみ。参加賞あり）

■決勝 （各館・各部門上位4人）

佐藤冴香選手

丸山桂里奈さん

トップアスリートと交流できるチャンス！

10/14㊗は体育の日！カラダを動かしましょう！10/14㊗は体育の日！カラダを動かしましょう！

草 加ス ポー ツフェス ティバル草 加ス ポー ツフェス ティバル

問草加宿場まつり
　実行委員会事務局
　（みんなでまちづくり課内）
　☎922-0796 922-3406
　当日連絡先☎090-2144-5514

問草加宿場まつり
　実行委員会事務局
　（みんなでまちづくり課内）
　☎922-07965922-3406
　当日連絡先☎090-2144-5514

お
宝
お
宝

草加草加
かるたかるた大

会
大
会

10月6日(日)午前10時～午後5時
令令和元年創 楽遊

 10月19日㈯ 午前10時～ 中央公民館 

  午前10時～ 新田西文化センター

 11月14日㈭ 午後 1 時～ 新里文化センター

  午後 2 時～ 谷塚文化センター

 12月 1日㈰ 午前10時～ 川柳文化センター
   （柿木公民館と合同）

 日にち 時間 会場

  令和2年 午前10時～ 中央公民館
  1月12日㈰  

 日にち 時間 会場

市の人口　令和元年9月1日現在　24万9711人（男12万6447人・女12万3264人）/前月比35人増/世帯数11万7920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20日号
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