
問庁舎建設室
☎922-1060 5922-1062

折り込んである「子育てニュース」は、抜いて読んでください。
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市役所新庁舎の建設工事に向け
て実施設計を策定しました。

今後、建設工事に着手し、令和4
（2022）年度に完成予定です。実施
設計の概要は市役所情報コーナー、
庁舎建設室のほか、市ホームページ
でも閲覧できます。

●建設場所　高砂1-1-1（現在地）
●階　　数　地上10階・地下1階建て
●延床面積　約1万8200㎡
　　　　　　（地下駐車場含む）
●建物高さ　約45.8ｍ（屋上階段室含む）

新庁舎概要

●旧庁舎解体工事　令和元（2019）年度
●新庁舎建設工事　令和元（2019）年度
　　　　　　　　　 ～同4（2022）年度
●新庁舎供用開始　令和 4（2022）年度～

今後のスケジュール

旧庁舎の解体工事を行っています
　今後も仮囲
い設置等で安
全対策に努め
ます。騒音・
振動等でご迷
惑をおかけし
ますが、ご理
解ご協力をお
願いします。
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令和元年の市内交通事故状況（前年比）9月20日現在　人身事故452件（－163）　死者5人（±0）

●ユニバーサルデザインを取り入れ、
分かりやすい案内やサインにより
利用しやすくします。

●周辺のまちなみに配慮した草加宿
をイメージさせる建物にします。

●ロビー、ギャラリー、販売・喫茶
コーナーを設け、市民が気軽に利
用・交流できる場にします。

●事務室や待合スペースのエ
リアを明確に分け、市民と
職員の動線を整理し、セキ
ュリティに配慮します。

●事務室、会議室、事務付属
室などを機能的に配置し、
効率的に業務が行える庁舎
にします。

●エコボイド（吹き抜
け）により建物の中央
まで自然採光や自然通
風を取り入れ、自然エ
ネルギーを積極的に活
用します。

●高効率機器の採用や断
熱性能を高め、環境負
荷を少なくします。

●地震や水害などの災害時に防災拠点と
しての機能を維持できるよう、首都直
下型地震にも耐えることのできる免震
構造にします。

●災害発生後、速やかに災害対策活動が
開始できるスペースなどを設けます。

●インフラが途絶した際の備えとして、
2回線での電力の引き込み、非常用の
発電機や汚水槽を設けます。

《共　　通》
■日　　時　11月26日㈫～12月1日㈰
　　　　　　午前9時～午後5時（土・日曜日も受け付け）
■会　　場　草加市文化会館
《保育所等》申込時に対象児を同伴してください。
※保育所等…保育園、認定こども園（保育部分）、

地域型保育（小規模・家庭的）
■対　　象　保護者の就労や疾病等により保育を必要とする乳幼児

《共　　通》

《保育所等》

■必要書類　保育所等入園申込書、入園児童家庭調査票、入園に関
する確認票、稼働証明書等保育を必要とすることを証
明する書類、母子手帳、教育・保育給付認定申請書ま
たは現況届、個人番号カードまたは通知カード及び身
元確認のための書類等（教育・保育給付認定申請書ま
たは現況届の保護者欄に記載されている人以外が申請
に来る時は配偶者でも委任状が必要です）。

■書類配布　10月15日㈫から保育課、各保育所等、子育て支援セン
ター、市ホームページで。

《児童クラブ》申込時の対象児同伴は不要です。
■対　　象　保護者や同居者の就労等により放課後保育を必要とす

る小学生（令和2年4月現在）
■必要書類　児童クラブ入室申込書、稼働証明書等保育を必要とす

ることを証明する書類
■書類配布　10月15日㈫から子ども育成課、各児童クラブ、子育て

支援センター、市ホームページで。

《児童クラブ》

　下水道施設の適切な維持管理のため、下水
道への排除禁止物、排水管の内径、工事の完
了検査手続及び指定工事店と責任技術者に関

する規定の追加と見直しを行います。
　条例の概要と意見用紙は、下水道課・市役所
情報コーナー・サービスセンター・公民館等の
公共施設のほか、市ホームページからも入手で
きます。
　意見は、10月8日㈫～11月8日㈮に意見用紙
を記入し、〒340-8550下水道課へ。☎922-2314
Ü922-3244gesuido@city.soka.saitama.jpÜ 

　周辺環境や交通渋滞を緩和させるため、地下駐車場の入口
を東側に、出口を西側に分散して設けます。また、周辺道路
の安全を確保するため、道路（東側・南側）を拡幅整備しま
す。

　低層階（1～4階）には、市民の利用頻度が高い窓口を配
置します。届出・交付・相談のフロア、福祉のフロア、子育
てのフロア、まちづくりのフロアのように、関連する窓口を
同じフロアに配置して利便性と効率性の両立を図ります。

建物配置

フロア構成

N
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議場・議会のフロア
議場・議会のフロア
政策・災害対応のフロア
教育・生涯学習のフロア

文化・産業・スポーツ、まちづくりのフロア
まちづくりのフロア

税のフロア、暮らし・生活のフロア
福祉のフロア、子育てのフロア

福祉のフロア
届出・交付・相談のフロア
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出入口に近い場所に
駐輪場を設置
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人にやさしく
親しまれる庁舎

機能的・効率的で
働きやすい庁舎

環境に
やさしい庁舎 災害につよい庁舎

保育所等・児童クラブ
入園入室申込受付

天皇陛下御即位の
奉祝記帳所を設置

問保育所等…保育課☎922-1491Ü922-3274
　児童クラブ…子ども育成課☎922-1448Ü922-3274

Ü

Ü

パブリックコメント
皆さんの意見を募集します
●草加市下水道条例の一部を改正する条例

11/26㈫
～12/1㈰

昭和39年頃
（高砂二丁目） 昭和40年頃（現在地）

平成31年（解体前） 令和4年完成予定

歩行者動線
【凡例】

自動車動線

問庁舎建設室☎922-1060Ü922-1062

新庁舎建設
～4つの基本方針～

■日時　10月22日㈷
　　　　午前8時30分～午後5時
■場所　市役所西棟1階

21

43

② 草加人のための情報紙　広報「そうか」市政情報2019年10月5日号



　10月1日㈫から草加市プレミアム付商品券
の使用が始まりました。
　市内690か所以上の店舗や事業所などで使
用できますので、ぜひご利用ください。

○草加市プレミアム付商品券とは
　消費税増税の影響が相対的に大きいと国が考える「住民税非課税
者」と「3歳未満の子どもがいる世帯」を対象にした商品券です。
○購入引換券申請期限　11月30日㈯（消印有効）
　まだ申請書が手元にある人は必要事項を記入し、早めに申請して
ください。
○他自治体の購入引換券の取り扱い
　お持ちの他自治体の購入引換券を、草加市の購入引換券と交換し、
草加市の商品券を購入することができます。
※草加市の購入引換券との交換方法などについては、上記コールセ
ンターに問い合わせてください。

　対象者へ9月下旬に受診券を郵送しました。インフルエンザが流
行する前に予防接種を受けましょう。
■対象者（市内在住）
①65歳以上の人（実施期間中に65歳になる人を含む）
②60歳以上65歳未満で心臓・腎臓・呼吸器の機能またはヒト免
疫不全ウイルスによる免疫機能に関する障害1級の身体障害者
手帳を有する人

■実施期間　令和2年1月31日㈮まで
■実施場所　受診券に記載されている市内指定医療機関
■費　　用　1500円（75歳以上の人・生活保護の人・中国残留邦人

等支援給付受給者は無料）
※非課税世帯の人や県外で接種する人への助成はありません。
　対象者②の人で接種を希望する人は保健センターに申し込みを
（昨年までに申し込んで接種した人は不要）。また、県内のかかり
つけ医での接種希望者は保健センターに問い合わせを。

■投票所入場整理券　10月11日頃までに世帯全員分を同封し郵送
■投票日　10月27日㈰午前7時～午後8時
■投票所　市内49か所
■投票所の変更　投票所がやはた保育園（全域）と八幡北小学校
（一部）の人は、八幡町会館に変更となります。
■投票できる人　平成13年10月28日までに生まれ、市に3か月以上
住所を有し、10月9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
■投票方法　投票所入場整理券を提出し、候補者名を記載
■期日前投票所　投票日に予定がある場合、次の場所で投票できま
す。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
　　10月11日㈮～26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
　　10月20日㈰～26日㈯午前9時30分～午後7時
■郵便投票　投票用紙の請求は10月23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。
■不在者投票　選挙期間中、仕事先等の滞在地や指定病院等の施設
で不在者投票ができますが、事前に手続きが必要です。早めに同委
員会へ。
■在外選挙人名簿登録者の国内投票　市の在外選挙人名簿に登録さ
れている人が国内滞在中の場合は、10月11日㈮～27日㈰に在外選
挙人証を持参することで、市役所で投票できます。
■開票（即日）　10月27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・携帯サイトで公開
■選挙公報　10月15日頃から戸別配布。市ホームページにも掲載

　所得が一定基準額以下の年金受給者（下記参照）に、年金に一定
額を上乗せして支給する年金生活者支援給付金制度が始まります。
　対象者には日本年金機構から請求書が届きますので、日本年金機
構へ郵送で提出してください。
■対象者　
　・老齢基礎年金受給者
　　　前年の年金収入とその他所得の合計が87万9300円以下の市

民税非課税世帯に属する65歳以上の人
　・障害基礎年金、遺族基礎年金受給者
　　　前年の所得が462万1000円以下

　令和2年1～7月（予定）で中央図書館の空調設備と照明の改修工
事を行います。工事期間中は、3・4階が利用できません。そのた
め、本の貸出・返却等は2階に臨時窓口を設けます。また、公民館
・文化センター等の図書室は、従来通り利用できます。なお、一部
利用できない期間もありますが、詳細は改めてお知らせします。

　10月25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）に記入し、同病院経営
管理課へ（土・日曜日、祝日除く、郵送可）。

☎0570-200-779

職種 受験資格等 試験日及び内容

11月2日㈯
論文・面接

11月2日㈯
一般教養・論文

及び
11月16日㈯
面接

採用予定日

看護師

理学
療法士

言語
聴覚士

令和2年1月1日

令和2年4月1日

問い合わせ先　
草加市商品券コールセンター

昭和49年4月2日以降生まれで、看護師免許
を有する人。

①平成4年4月2日以降生まれ。②理学療法士
の免許を有する人。または、令和2年3月31日
までに理学療法士の免許を取得見込みの人。

①昭和59年4月2日以降生まれ。②言語聴覚士
の免許を有する人。または令和2年3月31日ま
でに言語聴覚士の免許を取得見込みの人。

草加市プレミアム付
商品券が使用できます
問商品券事業室☎922-0181Ü922-1108Ü

高年者インフルエンザ予防接種
問保健センター☎922-0200Ü922-1516Ü

参議院埼玉県選出議員補欠選挙
問選挙管理委員会☎922-2490Ü927-7693Ü

10月から
使用開始

年金生活者支援給付金制度が
10月から開始
問給付金専用ダイヤル☎0570-05-4092

投票日時　10月27日㈰午前7時～午後8時

中央図書館空調設備等改修工事に
伴いサービスが制限されます
問中央図書館☎946-3000Ü944-3800Ü

令和２年採用

市立病院新規採用職員を募集
問市立病院経営管理課☎946-2200○内3003Ü946-2211Ü

使用可能店舗などの詳細は市
ホームページ。または特設サ
イト（QRコード）で確認を。

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③市政情報 2019年10月5日号



■日時　10/19㊏14時～15時30分
■会場　1部：草加市文化会館
　　　　2部：冒険松原あそび場
■講師　草加市体育協会職員
■対象　幼児（保護者同伴）以上
　　　　各部のみの参加も可

■定員　60人
è10/18㊎までに（保育希望者は10/16
㊌まで。定員5人）氏名・住所・電
話番号、希望会場を勤労青少年ホー
ムへ。ファクス、メール（QRコー
ド）も可。☎928-64215928-9632

～遊んでいますか！？
子ども期の「遊び」と
「運動」の重要性～

冒険あそび場講演会

　10/1現在外国人学校に在籍し、令和
2年3/31までに在学期間が6か月を超え
る子どもの保護者で、平成31年4/1以
降に市の住民基本台帳に登録されてい
る人対象。補助額は通学費を超えない
範囲で、1人当たり小学生は年額3万円
以内、中学生は年額5万円以内。è在
学校から配布される補助金交付申請書
・請求書に記入し、10/31㊍までに各
校へ。ε総務企画課☎922-24975928-
1178

　10/25㊎。草加駅東口10時～16時
（11時45分～13時を除く）。獨協大学
前駅西口10時～16時。草加ライオンズ
クラブの協力。ε福祉政策課☎922-12
345922-1066

　㊊～㊎9時～17時。会場は草加商工
会議所。「自分の店を持ちたい、創業
したい、販路を拡大したい」といった
創業に関する疑問や課題解決の相談に
応じます。相談内容や段階によって、
市・草加商工会議所・各支援機関が連
携しながらお手伝いし、創業後も継続
的にサポートします。また、創業ワン
ストップ相談窓口で相談指導を受けた
人は、会社設立時の登録免許税の軽減
や創業関連保証枠の拡充などの支援が
受けられます。ε草加商工会議所☎92
8-81115928-8125

　市税等は市民の皆さんが安心して暮
らしていくための貴重な財源です。税
負担の公平性と税収入確保のため、県
と市町村では、10～12月を滞納整理強
化期間とし、滞納者に対する差し押さ
えの強化など滞納の解消に向けた取り
組みを集中的に行います。市税等は納
期限内に納付してください。ε納税課
☎922-11265920-1502

　埼玉建築士会・県・市では良好な市
街地環境の形成や安全で良質な建築物
の普及のため10/9㊌～23㊌に同運動を
実施。10/23㊌14時から吉川市民交流
センターおあしすで「長期優良住宅認
定」等の講演をするほか、10/15㊋に
は市内一斉建築パトロールを実施しま
す。ε建築指導課☎922-19585922-31
48

　今年は1等・前後賞合わせて5億円。
ハロウィンジャンボミニも同時発売。
10/18㊎まで全国の宝くじ売場で販売。
収益金は市町村の明るいまちづくりや
環境対策等に使われます。
ε財政課☎922-07615922-1547

　市の審議会等を傍聴できます。いず
れも定員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。
■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〉　10/21㊊14
時～　市役所西棟第5会議室で
■健康づくり審議会〈健康づくり課☎
922-02005922-1516〉…10/31㊍14時
～　保健センター集団指導室で

　羽田空港は12月下旬まで新飛行経路
に関する飛行検査を実施しています。
詳細は国交省HP「羽田空港のこれか
ら」を参照してください。ε国土交通
省☎0570-001-160（IP電話からは☎
03-5908-2420）

　10/11㊎～12/13㊎に市役所情報コー
ナーで販売します。大きさは14×
9cm、表紙色は黒・グレイッシュブル
ーの2色。価格は550円（税込み）。ε

庶務課☎954-47975954-7123

　埼玉県都市競艇組合は草加市を含む
15市で構成されており、ボートレース
事業の収益金は市内の道路整備に充て
られています。競艇の開催期間は10/3
㊍～7㊊、11/13㊌～18㊊、27㊌～30㊏、
12/28㊏～31㊋。会場はボートレース
戸田。ε財政課☎922-07615922-1547

　12/7㊏～8㊐11時～17時。会場は物
産・観光情報センター。募集区画は3
～4区画（応募多数の場合は抽選）。
簡単な来場者向けワークショップを運
営できる市内在住者・団体対象。条件
等の詳細は問い合わせてください。
è10/25㊎17時までに物産・観光情報
センターへ。☎921-18005921-1811

　令和2年1/13㊗に中央公民館で開催
する「ドレミファそうかコンサート」
で中高生と一緒にクラリネットアンサ
ンブルに参加する人を募集。11/2㊏か
らの練習に参加できる大学生以上対象。
定員10人。参加費5000円。クラリネッ
ト持参。è10/6㊐～11/1㊎に草加市文
化会館で配布する申込書を同館へ。☎
931-93255936-4690

　令和2年3月から公共施設で配布予定
のサークルガイドブック「マイ・ステ
ージ」に掲載する市民団体・サークル
を募集しています（掲載条件あり）。
なお、市生涯学習情報提供サイト「マ
イ・ステージ」のパスワードを持って
いる団体は期日までに内容の更新をし

てください（更新内容を冊子に掲載し
ます）。è11/20㊌までに公民館・文
化センター、コミセン、体育館等で配
布する用紙を各施設または生涯学習課
へ。まいぷれ（QRコード）からも可。☎
922-28195922-3498

　10/24㊍は終日マイナンバーカード
（個人番号カード）による全国の指定
コンビニでの証明書等の交付サービス
が利用できません。ε◇住民票、印鑑
登録証明書、戸籍証明書等…市民課☎
922-15265920-1501◇課税・非課税証
明書、所得証明書…市民税課☎
922-10495920-1502◇納税証明書…納
税課☎922-10985920-1502

　10/26㊏・27㊐、11/3㊗8時30分～
14時は停電を伴う自家用電気工作物
の法定点検のため、照明の使用やレ
ントゲン撮影、検査等が制限されま
す。ε市立病院施設管理課☎946-2200
5946-2211

　10/27㊐14時～16時。会場は中央公
民館。講師はファイナンシャルプラン
ナーの原孝雄氏。クレジットカードや
交通系ICカード、その他様々なカード
の特色を学びます。手話通訳・要約筆
記あり。ε草加市社会福祉協議会☎
932-67705932-6781

　10/23㊌13時～21時30分は、消毒の
ため休館します。ε勤労青少年ホーム
☎928-55505928-9632

　10/13㊐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、旬の野菜などを販売します。
ε文化観光課☎922-24035922-3406

創業ワンストップ相談窓口
～創業初期の疑問、課題を解決～

ストップ！滞納　10～12月は
市税等の滞納整理強化期間

ルール守って明るく住マイル
「違反建築なくそう運動」

物産・観光情報センター
ワークショップ出展者募集

「ドレミファそうかコンサート」
クラリネットアンサンブル募集

愛の献血

コンビニ交付サービス一時休止

2020年版県民手帳を販売

ボートレースの収益金で道路整備

ハロウィンジャンボ宝くじ発売

勤労青少年ホーム

昭和村田舎の野菜便

羽田空港の飛行検査実施中

外国人学校への通学費を補助

市立病院で停電を伴う
法定点検を実施

聴覚障がい者教養講座
「カードの種類と使い方」

サークルガイドブック
「マイ・ステージ」
掲載団体募集

審議会

④ 2019年10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

10/14㊗スポーツフェスティバルでカラダを動かそう！

10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3期
▶国民健康保険税（普通徴収）　第5期
▶後期高齢者医療保険料（普通徴収）　第4期
▶介護保険料（普通徴収）　第5期
10/31㊍までに最寄りの市指定金融機関・コンビニで納めてください

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

■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9月生まれ（妊産婦・新生児訪問をした家庭を除く）　ö10月下旬～11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
ô令和2年1～3月出産予定の初妊婦と夫　ë30組　ö11/10㊐・13㊌9時15分～12時
15分　ù沐浴実習、妊産婦の栄養、分娩の経過

ô肢体不自由の身体障害者手帳所持者　ö10/23㊌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㊊～㊎（申し込み時調整）　à保健センター、コミセン

■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

おやこでブラッシング　è電話で
ô未就学児と保護者　ë36組　ö11/11㊊①10時15分②10時45分③11時15分④11
時45分　à川柳文化センター　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　ö11/20㊌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　è電話で

ù離乳食の進め方の講習と試食
初期　ô5～6か月児　ë30組　ö10/30㊌13時15分～15時15分
中期　ô7～8か月児　ë25組　ö10/30㊌10時～12時
後期　ô9～11か月児　ë20組　ö10/31㊍10時～11時30分

1歳7か月児

3歳3か月児

看護師による
地域健康相談
栄養相談è

マッサージè

ô平成30年

ô平成28年

4/1～15生まれ
4/16～30生まれ
7/1～15生まれ
7/16～31生まれ

ö11/5㊋
ö11/19㊋
ö10/7㊊
ö10/29㊋

13時～
é13時～
13時45分

ê10月末

ê9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　ö11/30㊏まで　ß頸部検診1700円、頸部・体部
検診2500円（体部は医師が必要と認め本人同意の場合のみ）

ô30歳以上　ö12/20㊎まで　ß500円

子宮がん検診
子宮頸部の細胞検査
大腸がん検診
便潜血反応検査

≪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

è環境課へ。☎922-15195922-1030

■日時　10/20㊐10時～12時
■会場　勤労福祉会館
■定員　80人
■講師　西廣淳　国立環境研究所生物・
　　　　生態系環境研究センター

　生き物の生息空間であり自然に親しむ場所でもある河川や水田などの水
辺（湿地）を守り育てることの意義を植物生態学・保全生態学専門家の西
廣淳氏に生物多様性の視点から実例を交えてお話いただきます。

「湿地における
生物多様性の保全」

環境講演会

　会場はいずれも歴史民俗資料館。　
■れきみん講座｢草加市の社寺にある
彫刻の題材について｣　11/1㊎14時～
16時。定員60人
■れきみん体験教室「昔の道具を使っ
てみよう」　11/2㊏10時～12時。千歯
こき等の農具、けん玉や竹とんぼ、蓄
音機など昔の道具体験。小学生と保護
者対象。定員15人
■県民の日体験教室「まが玉作り」　
11/14㊍10時～12時。小学生と保護者
対象。定員15人。参加費250円
èいずれも10/6㊐から電話で同館へ。
☎922-04025922-1117

■水彩画教室ギンノワ　10/18㊎・25
㊎13時～16時。全2回。会場は中央公
民館。定員5人。参加費1700円。スケ
ッチブック、鉛筆、水彩道具持参
■脳トレそろばん教室　第1･3㊋9時～
11時。会場は草加市文化会館ほか。月
額1500円（教材費別途）。定員10人。
そろばん持参
èいずれも10/7㊊からシルバー人材セ
ンターへ。☎928-92115928-9209

　10/19㊏13時30分～16時30分。会場
は八潮メセナ。各種表彰、園児のマー
チングバンド演奏、景品抽選会ほか。
εくらし安全課☎922-36075922-1030

①ダンスフェスティバル　10/20㊐12
時～。会場は市民体育館。ダンススポ
ーツによる交流や模範演技。参加費
1000円（当日1300円）。室内靴持参。
②空手道大会　11/4㊡9時～。会場は
記念体育館。形・組手（年齢区分あ
り）。幼児以上対象。参加費3000円。
③アスレチック競技大会　11/10㊐9時
30分～。会場は市民体育館。参加費

600円。室内靴持参。
④弓道大会　11/10㊐　9時30分～。会
場は記念体育館。高校生以上対象。参
加費500円（高校生300円）。弓具持参。
⑤バウンドテニス大会　11/17㊐9時～
17時。会場は市民体育館。午前は男女
混合団体戦、午後は男女別。小学5年
生以上対象。参加費1500円（18歳未満
500円）。
⑥バレーボール大会　11/24㊐9時～19
時。会場は記念体育館。男子・家庭婦
人の部。参加費1チーム5000円。
è①は10/6㊐～18㊎、②は10/15㊋ま
で、③は10/6㊐～31㊍、⑤は10/31㊍
までに電話で市民体育館☎5936-6239
へ、④は10/6㊐～31㊍、⑥は10/20㊐
までに電話で草加市体育協会へ。☎
928-63615922-1513

　10/12㊏・13㊐10時30分～18時（13
日は17時まで）。会場はアコスホール。
様々な流派の作品100点以上を楽しめ
ます。また、ミニ花の販売や生け花体
験（体験は11時～、13時～、各日10
人）を行います。ε文化観光課☎922-
29685922-3406

　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☎922-12815922-32
79
■草加キングス・ガーデン　10/12㊏
14時～16時。ミニ講演「高齢者への救
急対応」。参加費100円。☎929-0010
■デイサービスセンター草加　10/12
㊏14時～16時。マジックショーと認知
症予防体操。参加費100円。☎946-72
71
■埼友草加病院　10/19㊏14時～16時。
ミニ講座「認知症周辺症状への対処
法」。参加費200円。☎944-6111
■ボンセジュール草加　10/26㊏13時
30分～15時30分。管理栄養士によるミ
ニ講話「低栄養が招く認知症」と脳ト
レ等。定員40人。参加費100円。室内
靴・ビニール袋持参。☎0120-02-3715

　暮らしや福祉に関する相談に、高年
者・障がい者福祉に携わっている市社
会福祉事業団等の職員が応じます。気

になること、困っていることなど気軽
に相談してください。
■であいの森会場　10/15、12/17、令
和2年2/18の㊋10時～12時。
■ふれあいの里会場　11/19、令和2年
1/21、3/17の㊋9時30分～11時30分。
ε社会福祉事業団☎930-03115930-03
13

　10/23㊌19時～21時。会場は中央公

民館。議題は「環境基本計画」。まち
づくり登録員対象。これからまちづく
りを始めたい人も登録すれば参加でき
ます。ε市民活動センター☎920-3580
5925-1872

歴史民俗資料館の講座・教室

福祉なんでも相談会

みんなでまちづくり会議開催

草加八潮地区地域安全大会

市民体育祭

華道展

シルバーカルチャー教室
オレンジカフェ（認知症カフェ）

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10月5日号

母子保健　

成人保健



⑥ 2019年10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。

　11/2㊏9時～12時。会場は西分署。
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。è10/28㊊までに西分
署へ。☎925-3251Ü925-3269Ü

　65歳未満対象。①～④、⑥は要資格。
①保育士②看護師（准看護師）③栄養
士④調理師　㊊～㊎8時30分～17時
（シフト制㊏あり）　時給①②③1060
円（准看護師960円）、④1000円　賞
与年2回　通勤手当上限1万2000円　有
給・被服貸与・社会保険あり
⑤時間外保育従事者　㊊～㊎7時20分
～8時50分及び16時30分～18時30分
（延長保育のある園は7時～9時及び16
時30分～19時）・㊏7時20分～8時50
分及び正午～15時30分（延長保育のあ
る園は7時～19時のうち6時間）　時給
1420円（無資格者1320円）　通勤手
当上限1万2000円（無資格者8000円）
　有給・被服貸与・社会保険あり
⑥短時間保育士　㊊～㊎10時30分～
15時30分のうち3.5時間　時給1060円
　通勤手当上限1万2000円　有給・被
服貸与あり　
⑦調理補助　㊊～㊏8時30分～13時　
時給1220円　通勤手当上限8000円　
有給・被服貸与・社会保険あり
è保育課へ。☎922-1491Ü922-3274Ü

　11/16㊏13
時～15時。会
場はアコスホ
ール。定員40
人。犬の同伴

　10/26㊏13時30分～16時30分。草加
商工会議所集合。先輩創業者と講師を
交えやりたいこと、好きなことを形に
していくコツを学びます。終了後、交
流会開催。創業に関心のある人対象。
参加費1000円。è10/24㊍までに草加
商工会議所へ。☎928-8111Ü928-8125Ü

　10/29㊋18時～20時30分。会場は市
民活動センター。活動チラシのアドバ
イスがもらえるワークショップ形式の
講座。講師は日本グラフィックデザイ
ナー協会の瀧脇大典氏と関根隆氏。定
員30人。è10/7㊊から市民活動センタ
ーへ。ファクス、メール（QRコー
ド）も可。☎920-3580Ü925-1872Ü

　11/1㊎「基礎編」、11/27㊌「子ど
ものLGBT編」。いずれも14時～16時。
会場はさいたま共済会館。è10/15㊋
までに受講希望日、郵便番号、住所、
氏名、電話番号、保育希望の有無、手
話通訳希望の有無を明記しファクスで
県人権推進課へ。☎048-830-2255Ü04 
8-830-4718

Ü

　11/2㊏10時～13時。会場は保健セン
ター。減量や生活習慣病予防に。玄米
ライスサラダ、ごぼうポタージュ、リ
ンゴのクラフティほか。定員25人。材
料費500円。エプロン・三角巾・布巾
２枚持参。è10/7㊊より保健センター
へ。☎922-0200Ü922-1516Ü

■産後ママと赤ちゃんのエクササイズ
ヨガ　11/1～11/29の㊎13時15分～14
時15分。全5回。会場は保健センター。
3か月～1歳児と保護者対象。定員20組。
è10/7㊊から電話で草加市体育協会へ。
☎928-6361Ü922-1513Ü

①手芸教室～軍手で作ろう干支・子
（ねずみ）～　10/27㊐10時～12時。
定員20人。材料費500円。はさみ持参。
②であいの森かけはしサロン　11/13
㊌13時～15時。ハーバリウム作成・講
話・体操・茶話会ほか。定員20人。材
料費300円。
　いずれも会場はであいの森。60歳以
上対象。è①は10/8㊋、②は10/9㊌い
ずれも10時から電話で同館へ。☎936-
2791Ü936-2792Ü

　令和2年4/1採用。勤務は㊏㊐㊗を含
む週5日8時30分～21時15分で週40時
間の交代勤務。初任給18万700円以上
（各種手当あり）。昭和54年4/2以降
生まれで大卒または令和2年3月卒業見
込みの人対象。募集は1人。教養試験、
小論文、面接あり。è11/8㊎までに草
加市体育協会HPから申込書を入手し
同協会へ。☎928-6361Ü922-1513Ü

　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 
Ü2-1117ε　（包）①②③④⑤⑥⑦⑧
⑨⑩
Ü

　勤務は11月からの㊊～㊎8時30分～
17時。場所はみどり公園課。自動車運
転のほか除草作業や施設修繕等もあり。
62歳以下で、普通自動車運転免許（AT
車限定は不可）以上所持者対象。募集
は1人。時給955円。面接は10/24㊍に
実施。è10/18㊎（必着）までに履歴
書と免許証の写しを〒340-8550職員課
へ。☎922-0983Ü922-3098Ü

　勤務は㊊～㊎のうち週4日以上、8時
30分～17時のうち4時間以上。患者の

身の回りのケア・移送・ベッドメイキ
ング、物品の整理整頓・補充等。時給
は980円。è市立病院経営管理課へ。
☎946-2200○内 3004Ü946-2211○内 Ü

■秋の花まつり　10/19㊏～10/27㊐　
会場はまつぶし緑の丘公園　ε同公園
管理センター☎991-1211

■Misato Halloween Fes 2019　
10/20㊐11時～16時（雨天中止）　会
場はにおどり公園　ε三郷中央にぎわ
い創出実行委員会事務局☎930-7746

■おあしす祭り　10/26㊏9時～16時　
会場は市民交流センターおあしす　ε

同センター☎984-1888

■やしお市民まつり　10/27㊐9時～16
時　会場は八潮市役所周辺、けやき通
り　εやしお市民まつり実行委員会事
務局☎996-2111○内 465

■越谷市民まつり　10/27㊐9時～16時
　会場は越谷市役所周辺　ε越谷市民
まつり実行委員会☎967-1325

○内 

子ども・親子向け

高年者向け

　11/10㊐8時30分～。会場はそうか公

健康駅伝大会

自動車運転手（臨時職員）

草加市体育協会正規職員

保育園の臨時職員

スポーツ教室

であいの森講座

普通救命講習会Ⅰ

犬のしつけ方教室
県民講座「知っていますか？LGBT」

　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、

地域包括支援センター（包）
介護予防教室・介護者のつどい

市立病院で働く
看護補助者（臨時職員）

ヘルシー料理教室～玄米の
ライスサラダでダイエット～

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」

創業応援セミナー
好きなことを仕事にする第一歩

まちづくり講座
「チラシデザイン講座
本当に伝えたい情報発信」

越谷市

三郷市

八潮市

吉川市

松伏町

園。部門は小学生、中学生、一般の全
3部、各男女別。4人1チーム（補欠2人
まで）。走行距離は1人2km。参加費1
チーム1000円（小学生は500円）。è 

10/6㊐～26㊏に草加市体育協会へ。☎
928-6361Ü922-1513Ü

不可。è10/10㊍～11/13㊌にくらし安
全課へ。☎922-3642Ü922-1030Ü

する予定の人対象。
■介護者のつどい　10/8㊋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）☎932-6775Ü932- 
6779
■介護者のつどい　10/12㊏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）☎929-0014Ü 

929-5222
■認知症介護者の集い　10/16㊌13時
15分～14時30分。会場は勤労福祉会館。
ε新田（包）☎946-0520Ü946-0523
■介護者のつどい　10/16㊌18時30分
～20時。会場は旧かっぱ天国（谷塚町
647-8）ε安行（包）☎921-2121Ü928-8 
989
■元気吹き矢教室　10/17㊍14時～15
時30分｡会場は原町コミセン｡65歳以上
対象｡定員30人｡室内靴持参。è10/7㊊
から安行（包）へ。☎921-2121Ü928-89 
89
■はつらつチャレンジ教室　10/25㊎
13時15分～14時45分。簡単なストレ
ッチや筋力トレーニング。会場は川柳
文化センター。65歳以上対象。定員30
人。室内靴持参。è10/7㊊から川柳・
新田東部（包）へ。☎932-7007Ü931-09 
93
■いきいき体操教室　10/28㊊14時～
15時30分。会場は新里文化センター。
65歳以上対象。定員35人。室内靴持参。
è10/7㊊から谷塚西部（包）へ。☎929- 
0014Ü929-5222

Ü

Ü 

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

いざという
時の
ために

たきわけ だいすけ せき  ね たかし

国際ハープフェスティバル20190歳からのハープコンサート
　アジアを代表する国際コンクールも行われる「国際ハープフェスティバ
ル」の一環として、乳幼児と一緒に鑑賞できるハープコンサートを開催し
ます。世界で活躍する演奏家が、小さな子どもも楽しめる曲を目の前で奏
でます。
■日時　11/11㊊10時30分～11時　■会場　草加市文化会館
■出演　井田美幸、田中淳子　　 ■定員　80人
è10/12㊏9時から草加市文化会館で整理券を配布。☎931-9325Ü936-4690Ü
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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

■哲学入門読書会「純粋理性批判」カ
ント　10/9㊌9時～12時　谷塚文化セ
ンター　気軽にやれます　定員10人　
参加費100円　è読書会澤野☎927-6893
■自彊術「健康体操無料体験」　10/9
㊌・16㊌11時～13時　新田ミニコミセ
ン　ε松本☎090-7188-9585
■健康らくらく講座「自己治癒力を高
めよう～認知症予防のために」　10/
10㊍9時45分～11時45分　草加市文化
会館　定員80人　無料　è草の根ネッ
トの会青柳☎Ü929-2502
■食べて応援！東北復興支援　10/10
㊍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
興を支援しています　ε池島☎090-14 
08-6431
■南Ladyクラブ無料体験会　10/10・
24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☎08
0-5419-2027
■スポーツウエルネス吹矢体験会　
10/11㊎・25㊎9時30分～11時　瀬崎コ
ミセン集会室　無料　ε下田☎080-54 
77-3719
■司法書士による法律相談会　10/11
㊎17時～19時　物産・観光情報センタ
ーで　ε竹村☎920-5415
■スポーツウエルネス吹矢体験会　
10/12・19の㊏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
■プリザーブドフラワー展示会　10/ 
12㊏12時～19時・13㊐9時～19時　ア
コスギャラリー　約300点展示　入場

Ü

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）

無料　εフラワーサークルプリプリ田
辺☎090-4376-5294
■スポーツウエルネス吹矢体験　10/ 
12～26の㊏13時～15時　八幡コミセ
ン　全3回　参加費300円　è山田☎
944-8837
■空手体験　10/12㊏15時～16時　谷
塚ミニコミセン　4歳以上対象　ε門
馬☎080-3002-2709
■第13回草加松原展　10/13㊐～19㊏
9時～18時　草加市文化会館フリース
ペース　写真・絵画・書・押花・人形
・工芸他　ε草加松原展実行委員会染
野☎080-4364-1122
■史跡巡り「八潮団地から八條・柿木
町周辺探訪」　10/13㊐13時草加駅東
口集合　現地で郷土の歴史を学ぶ集い
　定員50人　参加費100円　è草加史
談会浅古☎924-3403
■スポーツウエルネス吹矢体験会　
10/14㊗・15㊋・21㊊・22㊗・27㊐9
時～11時　10/24㊍11時～13時　中央
公民館　参加費無料　ε田岡☎090-43 
35-7987
■第14回カラオケ発表会「コスモス
まつり」　10/14㊗10時30分開演　中
央公民館　ゲスト上杉香緒里　入場無
料　コスモスで飾られた舞台です　ε

秋桜の会高橋☎090-3902-7570
■子育てセミナー「男の子の育て方・
女の子の育て方」　10/17㊍10時～11
時30分　草加市文化会館第2研修室　
参加費200円　託児無料要予約　ε家
庭倫理の会石野☎090-9203-4244
■初心者講習会　10/17～11/21の㊍10
時～11時30分（11/14を除く）　全5回　
柳島コミセン　参加費1000円　ε柳島
フォークダンスクラブ中村☎922-2636
■フォークダンス体験会　10/17㊍・
31㊍19時～20時30分　谷塚文化セン

ター　参加費無料　ε草加フォークダ
ンスクラブ森川☎922-0697
■介護者サロン　「らくだ」10/18㊎
　わ～くわっく草加　「こもれび」
10/24㊍　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」　10/19
㊏10時～12時　中央公民館　11/5㊋13
時30分～15時30分　氷川平成塾　介護
に困ったら参加してください　ε山田
☎928-5332
■合気道無料体験会　10/19㊏　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
■ボーイスカウトミニ運動会　10/20
㊐10時～　そうか公園キャンプ場集合
（雨天時は川柳文化センター）　年中
～小5対象　当日参加OK　昼食持参　
ε草加第3団宮森☎936-1509
■短歌を楽しむ歌会・研究会　10/20
㊐13時～17時　中央図書館多目的ホー
ル　高校生以上対象　定員20人　参加
費500円　自作短歌1首持参　è草加
市歌人会斉藤☎928-8151
■ふれあいダンスパーティー　10/20
㊐13時30分～16時30分　中央公民館　
参加費500円　è佐藤☎090-8036-8059
■こども未来食堂マイカ　10/21㊊16
時～19時　瀬崎コミセン　参加費（食
事代）子ども無料　大人300円　εこ
ども応援団マイカ☎080-9806-9694
■遺言書の書き方と終活を学ぼう　10 
/26㊏10時～12時　中央公民館第2会議
室　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
■獨協大学地域総合研究所シンポジウ
ム「埼玉の魅力創出、発信と埼玉の未

来」　10/26㊏13時30分～15時45分　
獨協大学天野貞祐記念館大講堂　無料
・予約不要　ε同研究所☎946-2034
■ハンドベルクワイア「ぶどうの木」
コンサート　10/26㊏13時30分開場14
時開演　中央公民館ホール　入場無料
　ε川俣☎941-8882
■ボーイスカウトと遊ぼう　10/27㊐9
時30分～　松原団地西口公園集合　年
長～小学5年生の男女対象　保護者同
伴　水筒タオル持参　εボーイスカウ
ト草加第8団荒木☎090-2328-8524
■氷川ダンス倶楽部フリーダンス　
10/27㊐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
手及び会員多数待機　参加費700円　
ε太田☎090-3520-7309
■仏画教室「睡蓮」作品展　11/3㊗～
７㊍10時～17時（初日は13時から、最
終日は14時まで）　アコスギャラリー
　ε矢作☎942-6908
■八幡ダンスサークルフリーダンス　
11/3㊗13時15分～16時15分　谷塚文化
センター　参加費500円　ミキシング、
トライアル有飲み物付き　ε千代田☎
090-3574-3430
■障害年金・成年後見無料相談会　11 
/3㊗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9回川の駅そうか村開催　11/16
㊏・17㊐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
■小寄せの茶会　12/1㊐9時30分～　
漸草庵　濃茶・薄茶・点心　茶道経験
者対象　定員20人　茶券4500円　ε草
加市茶道協会川口☎924-7630

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
㈲やまと水道
東京管工機材㈱
㈲東洋開発
萬設備

両新田西町246
氷川町429-4
住吉1-14-20
両新田西町246
長栄1-779-1-105

☎928-5520
☎927-8519
☎927-0041
☎928-5520
☎942-1200

10/12㊏
13㊐
14㊗
19㊏
20㊐

㈲東洋開発
㈲井戸浅水道工事店

両新田西町246
八幡町802

☎928-5520
☎931-3330

10/5㊏
6㊐

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

☎♯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）

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。

　月　日　診療科 当番医名 住　所 電話番号

10/6㊐
内科

外科 埼友草加病院

清門3-25-3

松原1-7-22

☎941-5214

☎944-6111

10/13㊐
内科

外科 二宮病院

西町1102-1

新栄2-22-23

☎921-6085

☎941-2223

10/14㊗

内科

外科

歯科

木原整形外科医院

あきば歯科医院

北谷1-22-13

住吉1-5-6

住吉1-11-1

☎941-7800

☎922-5103

☎924-4182

たなか内科・循環器
内科クリニック

おかだこども
クリニック

10/20㊐
内科

外科

松原5-1-7

松原4-5-8

☎941-8686

☎941-0211

　月　日　診療科 当番医名 住　所 電話番号

横内整形外科
クリニック

井口小児科
クリニック

☎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

草加きたや
クリニック



　7日、内閣府主催の大規模地震
時医療活動訓練が行われました。
今回の訓練には、埼玉県や東京都
のほか7県が参加。広域災害時に
おける関係機関の対処能力や連携
の強化を図りました。

　埼玉県で開催されるのは平成27年度
以来4年ぶり。市立病院が訓練会場と
なり、災害医療チームの受入・派遣訓
練などを行い、大規模災害時における
災害拠点病院として、緊急事態に迅速
に対応できるよう備えました。

　14日、勤労福祉会館で丸木美術館学芸員
の岡村幸宣氏が講演。「命は平等な宝。
《原爆の図》を通じ平和を考えてほしい」
と、丸木夫妻が原爆の体験を聞き取り描い
た《原爆の図》に込められたメッセージを
約80人に語りました。また、平和大使とし

て広島平和記念資料館などを見学して
きた中学生の安藤祐己さん、榮田千笑
さん、上田健人さん、阿由葉静句さん
が感想文を朗読。4人は「人々の生活
のすぐそばに原爆が投下されたことを
目の当たりにして驚きや恐怖を感じた。
平和の大切さを家族や周りの人に伝え
ていきたい」と話しました。

　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。

　不審者による声かけなど、子どもが犯罪等に巻き込まれる事
案が年々増加傾向にあることから、警察官や専門の講師を招き、
様々な危険からこどもを守るための知識やポイントなどを分か
りやすく説明します。
■日時　11月2日㈯午前10時～正午
■会場　勤労福祉会館
■対象　240人
■定員　市内在住の子ども（おおむね15歳

まで）の保護者
ω10月18日㈮午後5時までに氏名・住所・電話番号・人数を同
課へ。ファクス、メールも可。

　14日、草加中で1年生を対象とし
た「おみこし体験授業」が行われ、
生徒約240人が参加しました。この
授業は、ふるさと草加の歴史と伝統
文化である祭事を紹介し、次世代に
継承していこうとする試みでNPO法
人「今様草加宿」が主催。
　旧町の若衆会の皆さんの指導の下、
始めは恐る恐るみこしを担いでいた生
徒も「わっしょい」とチーム全員で掛
け声と力を合わせ、まるで本当の祭り
のように楽しんで担いでいました。

　16日の敬老の日に合わせ、
今年度100歳を迎えられる33
人に記念品を贈呈しました。
浅井昌志市長は11件のお宅を
訪問。健康の秘訣を尋ねると、
山﨑百合さんは「家族と会話
や、よく食べること」、佐藤
豊さんは、「小物づくりなど、
趣味を楽しむこと」と、教え
てくれました。
　9月1日現在、今年度で100
歳以上になる人は市内で87人。
なお、市内最高齢者は107歳
の土屋百代さんです。

スマートタグとは？
　スマートタグとスマートフォンを連動させ、一定距離を離れ
ると音が鳴る機能や、離れた場所と時間を地図上で調べられる
機能があります。

　色たちが主役の物語。公募で集まった市民が配役を変えて2
回演じる舞台です。2つの演技をお楽しみください。脚色・演
出は劇団スーパー・エキセントリック・シアターの山崎大輔氏。
■日時　12月8日㈰午後2時～、4時～
■会場　草加市文化会館
■料金　1000円（全席指定

中学生以下500円。
0～2歳児のひざ上
鑑賞無料）。
※2公演1セット

問文化観光課☎922-24035922-3406

大規模地震時医療活動訓練

平和の日講演会

おみこし体験授業

表表

裏裏

子ども見守り講習
問くらし安全課☎922-3607 922-1030
　 kurashianzen@city.soka.saitama.jp
問くらし安全課☎922-36075922-1030
　*kurashianzen@city.soka.saitama.jp

子ども見守りスマートタグ「あんしんFind me!」
参加者に無償配布（１世帯１個）

保護
者の

ため
の保護
者の

ため
の

市民が主役の舞台公演

「カ・ラ・フ ・ル」

和舟の舟行

9月かどまちごとでき
100歳訪問100歳訪問

▲佐藤豊さんと家族の皆さん▲佐藤豊さんと家族の皆さん

▲山﨑百合さんと家族の皆さん▲山﨑百合さんと家族の皆さん

ω10月19日㈯午前10時から草加市文化会館ほかプレイガイドで。
☎931-93255936-4690

感想文は市ホームページ
でもご覧いただけます。

市民
音楽劇

歌・ダンス・アクションが盛りだくさん！不審者や犯罪から子どもを守る！不審者や犯罪から子どもを守る！

迷子の
防止

居場所
確認の
手立てに

ピ
ピ
ピ

①午前10時　　④午後1時
②午前11時　　⑤午後2時　
③正午

日にち 受付時間

午前9時30分～

出発時間

11月3日㈷
※荒天時は中止

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10月5日号
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