
綾瀬川南側ラグーン＆
市道1050号線でも演舞
綾瀬川南側ラグーン＆
市道1050号線でも演舞

午前9時30分～午後4時30分午前9時30分～午後4時30分
11月3日㊗11月3日㊗
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問い合わせ先
草加ふささら祭り実行委員会

当日連絡先

（みんなでまちづくり課内）
☎922-0796 5922-3406

草加ふささら祭り実行委員会本部
☎090-3336-0567

踊
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感
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県道足立越谷線・草加松原遊歩道

草加市文化会館駐車場

■ふささら市民パレード
■踊るん♪よさこい2019
■おくのほそ道の風景地　草加松原
　「お休み処　芭蕉庵」
■ふれあい模擬店

■ワールドバザールほか

県道足立越谷線（松原大橋～谷古宇橋）
市道1050線（一部）

※お祭り専用シャトルバスのルートや
　時間は市ホームページで⇒

世界各国のグルメや民芸品が登場

■オリ・パラ種目体験、段ボール迷路

■草加ふささら・ドイツフェア　 午前10時～午後4時

車いすバスケットなどの体験やマスコットキャラとの記念撮影　

松原団地西口公園

A

B

C 市民体育館車両通行止め　午前9時～午後5時

D

「草加流おもてなし 踊・食・感」をテーマに、メーン
イベントである「踊るん♪よさこい2019」では市内外
から約40チームが参加し、気迫あふれる演舞を披露。
その他、各種模擬店やパレード、ステージイベントが盛
りだくさん！
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草加商工会議所まつり
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午前10時～午後4時30分
■まつばら綾瀬川公園

　市内事業者の自社製品等を展示・
販売。購入金額の20％（上限5万円）
をキャッシュバックするモノづくりダ
イレクトセール（午後4時まで）も開催。 

綾瀬川再生２１事業

午前10時～午後3時
■草加市文化会館 ■綾瀬川左岸ラグーン

　10人乗り手漕ぎボートで
綾瀬川に漕ぎ出そう。当日先
着順。関係省庁・団体のブー
ス出展。生きものの展示。

文化の広場2019

　市内の文化団体による総合芸術祭。文
芸・文化作品の展示などのほか、舞台公演
「愛の花束」を上演します。【展示】1日午
後1時～3時30分、2･3日午前9時～午後
3時30分【呈茶】3日午前10時～午後3時
【舞台】3日午後1時30分開演

雄飛祭

午前9時～午後8時
■獨協大学

和舟の舟行　

午前10時～午後3時
■綾瀬川南側ラグーン

川口法人会ファミリー寄席

午後1時30分～4時30分
■草加市文化会館

…車両通行止め…車両通行止め

問草加商工会議所☎928-8111 問草加市文化会館☎931-9325 問環境課☎922-1519

草加人のための情報紙　広報「そうか」 毎月5日・20日発行
編集・発行　草加市市長室広報課

で無料配信中

〒340-8550
草加市高砂1-1-1

草加 検索ホームページSOKA ☎048-933-9500

☎048-928-9211

配布に関する問い合わせは（土・日曜日、祝日を除く）
松原1～4丁目
松原団地見守りネットワーク・・・

シルバー人材センター・・・・・・・・・
その他の地域
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■9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）

《共通》
■受付日時　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、対象児の同伴が必要です。
　※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
■必要書類　①保育所等入園申込書
　　　　　　②入園児童家庭調査票
　　　　　　③入園に関する確認票
　　　　　　④稼働証明書等保育を必要とすることを証明する書類
　　　　　　⑤母子手帳
　　　　　　⑥教育・保育給付認定申請書または現況届
　　　　　　⑦マイナンバーカードまたは通知カード及び身元確認

のための書類等（⑥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　保育課・各保育所等・子育て支援センターで（市ホー
ムページでも入手可）。

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

する小学生（令和2年4月現在）
■必要書類　①児童クラブ入室申込書
　　　　　　②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　子ども育成課・各児童クラブ・子育て支援センターで

（市ホームページでも入手可）。

　10月27日㈰は参議院埼玉県選出議員補欠選挙の投票日です。
　大切な責任ある1票で国政を託す代表を選びましょう。
　投票所入場整理券は世帯全員分を同封し郵送しています。
■投票日　10月27日㈰午前7時～午後8時
　投票日は指定された投票所以外では投票できませんので、必ず投
票所入場整理券を確認してください。
■投票所　市内49か所
■投票所の変更　次の人は投票所が変わりますのでご注意ください。
　○八幡町416番地～939番地にお住まいの人
　　やはた保育園→八幡町会館
　○八幡町1217番地～1381番地にお住まいの人（点線内）
　　八幡北小学校→八幡町会館

■募集期間　11月29日㈮まで
■対　　象　市内事業者（募集要項内の応募資格を満たすこと）
■申し込み　メールまたはファクスで㈱ JTB埼玉南支店へ。
　　　　　　☎048-227-2503Ü048-227-2567
　　　　　　soka-premium@jtb.com
　その他詳細は市ホームページで確認を。

Ü



◆疑問・質問は草加市商品券コールセンターへ。☎0570-200-779
平成31年度扶養外住民税非課税者（基準日：平成31年1月1日）
●申請したにも関わらず購入引換券が届いていない人
　上記コールセンターへ問い合わせを。
●未申告、未申請の購入希望者
　申請書の最終申請締切日は11月30日㈯（消印有効）です。
　なお、未申告の人は申告確認後、申請書を発行しますので速やか
に申告してください。
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
●令和元年8月1日～9月30日に生まれた子の世帯主
　10月28日頃から順次送付します。
他自治体の購入引換券を持っている人（転入者）
　他自治体の商品券を購入するか、草加市の購入引換券と交換する
ことで、草加市プレミアム付商品券が購入できます。

　公立保育園に育成保育対象児として令和2年4月1日から入園を希
望する人の申し込みを受け付けます。
■期限　10月31日㈭まで　■受付場所　保育課
■対象　保護者の就労や病気等で保育を必要とし、心身に障がいを

持っている、または発達に心配があるが、保育園において
集団保育が可能な乳幼児。

■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
　◆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
■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　市ホームページで公開

草加市プレミアム付商品券
取扱店登録募集中
問商品券事業室☎922-0181Ü922-1108Ü

草加市プレミアム付商品券
購入引換券を順次発送しています
問商品券事業室☎922-0181Ü922-1108Ü

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

投票日時　10月27日㈰午前7時～午後8時
保育所等・児童クラブ
入園入室申込受付

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

購入引換券の申請はお済みですか？

育成保育の申込受付
問保育課☎922-1491Ü922-3274Ü

令和2年4月入園

11/26㈫
～12/1㈰

6月8日以前に転出
6月9日以降に転出
7月9日以前に草加市に転入
7月10日以降に草加市に転入
9月20日以前に市内で異動
9月21日以降に市内で異動

転出した人

転入した人

異動した人

※転出先市町村の名簿に登録された人は草加市では投票できません。

異動日
転出先の市町村
原則、草加市※
草加市
前住所地に確認
新住所地
旧住所地

投票場所

産
業
道
路

そうか公
園通り

スーパー
マーケット

スーパー
マーケット

さいたま地方
法務局
草加出張所

国道298号線

草加高

八幡中公園

やはた保育園
草加産業道路

八幡町会館

草加高校入口

令和2年度

② 草加人のための情報紙　広報「そうか」市政情報2019年10月20日号



○PM2.5（単位：マイクログラム／㎥）最大値17.3／最小値3.4（花栗中学校内）　○給食の放射性物質の検出なし

　10月27日㈰に市内全域で秋の美化運動を実施します。時間は町
会・自治会ごとに異なりますので、確認の上、清掃活動に協力をお
願いします。
●集めたごみは、可燃・不燃・資源物に分別し、町会・自治会など
が配布する「美化運動専用ごみ袋」に入れ、「美化運動専用の　
集積所」に出してください。
●家庭内、事業所内から出された
ごみ、テレビや自転車などの粗
大ごみ、石、コンクリートなど
の収集は行いません。
●収集作業中のごみ収集車は危険
ですので近づかないでください。
●U字溝等の清掃を行う町会・自
治会は、事前に同協議会にヘド
ロ収集を依頼してください。

　海洋プラスチックごみ問題は、海に直接捨てられたものだけでな
く、街中で捨てられたものや庭に置かれたままのプラスチック製品
などが、風雨によって川から海に流れることが原因の一つとして考
えられています。
　海にプラスチック製品が流れ込むと海洋生物等の生態系に悪影響
を与えるだけでなく、様々な問題を引き起こします。
　プラスチックごみの正しい処分と削減に協力をお願いします。
【一人ひとりができること】
①ピクニック、バーベキュー、お祭りなど、ごみ箱のない屋外で出
たごみは、きちんと持ち帰りましょう。
②自動販売機にある「リサイクルボックス」が満杯の時は、ボック
ス脇に置かず持ち帰りましょう。
③買い物では「マイバッグ」を、飲み物は「マイボトル」を使用す
るなど、レジ袋や使い捨て容器のごみを減らしましょう。

　市で設置している獨協大学前〈草加松原〉駅東口喫煙所、谷塚駅
東口・西口喫煙所を令和2年3月2日㈪に廃止します。上記以外の喫
煙所は継続して使用できます。ご理解・ご協力をお願いします。

　11月上旬に、社会保険料（国民年金保険料）控除証明書が日本
年金機構から送付されます。この証明書は確定申告や年末調整に必
要なものですので大切に保管してください。
【内容に不明な点がある場合の問い合わせ】

　■受付時間
　・月～金曜日（祝日・年末年始を除く）午前8時30分～午後7時
　・第2土曜日午前9時～午後5時

　病気の早期発見と健康の保持増進のため、同一年度内で人間ドッ
クまたは脳ドックのいずれかの検査料を一部助成しています。
■対 象 者　後期高齢者医療制度加入者で、申請日時点で保険料の

未納がない人
■助 成 額　上限2万円（1年度1回限り）
■必要書類　①被保険者証
　　　　　　②人間ドックまたは脳ドックと記載された領収書
　　　　　　③印鑑
　　　　　　④振込先金融機関の口座がわかる預金通帳
■申請方法　必要書類を持参し、後期高齢者・重心医療室へ。

　ごみ収集カレンダーは、可燃・不燃・資源物等の回収日を記載し
たA4版16ページのカラー冊子です。
　この冊子に広告を掲載する広告主を募集します。掲載は審査及び
抽選の上、決定します。なお、基準に合致した応募者が募集枠を上
回った場合は、抽選で決定します。
■募集枠数　12枠　■規格　縦2.5cm×横12cm
■掲載料　1枠5万円（1社2枠まで）
　掲載位置やページの指定はできません。また、金額の表示や他社
との比較・抽象的な表現等もできません。
ω11月21日㈭までに廃棄
物資源課で配布する申込書
（市ホームページでも入手
可）に記入し、①掲載希望
原稿（紙及び電子媒体）②
会社概要（市外事業者は法
人市民税及び固定資産税の
直近の納税証明書も）を添
えて同課へ。

■日時・会場
　・毎月第2㈰午前9時～午後3時：環境業務センター
　・毎月第4㈯午前9時～午後3時：リサイクルセンター
■回収できるもの
　洗濯済みの衣類、古布、廃食用油（事業用を除く）等。詳細は市
ホームページで確認してください。
　※古着・古布はビニール袋に入れて持参してください。
　※廃食用油はペットボトルなどの容器に入れてこぼれないように

持参してください。容器は回収しません。

■回収できないもの
　布団、カーペット類、会社の作業着・制服等

☎0570-003-004
（IP電話☎03-6630-2525）

プラスチックごみ削減の合い言葉
「きちんと捨てる・片付ける」
問環境課☎922-1520Ü922-1030
　廃棄物資源課☎931-3972Ü931-9993

Ü

Ü

国民年金保険料控除証明書を送付
問越谷年金事務所☎960-1190Ü960-7220Ü

令和2年度
ごみ収集カレンダー
問廃棄物資源課☎931-3972Ü931-9993Ü

大切に保管してください

10月27日㈰は秋の美化運動
問草加市クリーンふるさと推進協議会（廃棄物資源課内）
　☎931-3972Ü931-9993Ü

みんなのまちを、みんなできれいにしよう

人間ドック等の検査料を一部助成
問後期高齢者・重心医療室☎922-1367Ü922-3178Ü

後期高齢者医療制度加入者の皆さんへ

古着・古布、廃食用油の回収
問廃棄物資源課☎931-3972Ü931-9993Ü

○獨協大学前駅（東口）
○谷塚駅（東口・西口）
問くらし安全課☎922-3642Ü922-1030Ü

喫煙所を
廃止します

広告主を
募集

広　告

古着・古布は大切な資源です。拠点回収の利用を

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③市政情報 2019年10月20日号



④ 2019年10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、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。

　11/30㊏8時～17時。小学生（保護者
同伴）以上対象。定員20人（抽選）。
参加費大人800円、中高生500円、小学
生300円。昼食各自負担。è 11/1㊎
（必着）までに、往復はがきに住所・
氏名・年齢・連絡先（中高生は保護者
のもの）を記入し〒340-8550人権共生
課へ。はがき1枚につき4人まで。ファ
クス、メール（QRコード）も可。☎9 
22-0825Ü927-4955Ü

　12/11～令和2年3/11（12/25を除
く）の㊌10時～11時。全12回。会場は
市民体育館。18歳以上対象。定員80人。
参加費6000円。è10/31㊍（必着）ま
でに草加市体育協会HPまたははがき
に教室名・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。☎928-6361Ü922-1513Ü

　マイナンバーカード（個人番号カー
ド）を利用して、市内や全国のコンビ
ニ等で住民票の写しや印鑑登録証明書、
戸籍謄・抄本などの各種証明書が取得
できます。詳細は市HP等で確認を。
ε市民課（住民票、印鑑登録証明書、
戸籍証明書等について）☎922-1526Ü

920-1501、市民税課（課税・非課税証
明書、所得証明書について）☎922-10
49Ü920-1502、納税課（納税証明書に
ついて）☎922-1098Ü920-1502

Ü

Ü

Ü

　赤い羽根共同募金は、災害の被災地
支援や、福祉教育やボランティア体験、
地域から孤立をなくすための事業や交
流を深めるための事業など、地域で行
われている様々な福祉活動に活用され
ます。協力をお願いします。赤い羽根
共同募金サイト（QRコード）からも
可。ε県共同募金会草加市支会☎932- 
6770Ü932-6779Ü

　サークル活動などでスポーツ指導を
行うスポレクバンクの登録指導者を募
集します。詳細は草加市体育協会HP
で確認を。ε同協会☎928-6361Ü922- 
1513

Ü

■健康長寿講座　10/29㊋9時30分～12
時30分。会場は草加市文化会館。きの
こと生姜の炊き込みご飯、骨付きチキ
ンポトフ、厚揚げのねぎあんかけ。定
員18人。費用500円。エプロン、三角
巾、布巾持参
■女性のための手作り講座　10/30㊌
10時～12時。会場は中央公民館。オー
ガンジーで作る素敵な小物入れ。定員
20人。材料費300円
èいずれも10/21㊊からシルバー人材
センターへ。☎928-9211Ü928-9209Ü

　11/3㊗10時～16時。会場は柳島コミ
セン。利用団体による演芸発表、作品
展示、模擬店、福引ほか。ε同コミセ
ン☎Ü928-2321Ü

　11/3㊗・4㊡10時25分～18時。会場
は中央公民館。出場は中学・高校演劇
部10校。ε草加市青少年健全育成市民
会議事務局（子ども育成課内）☎928- 
6421Ü928-9632Ü

　11/3㊗13時～。会場は記念体育館。
ダンス、新体操個人・団体競技の成果
発表。ε草加市体育協会☎928-6361Ü 

922-1513
Ü 

　10/26㊏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☎Ü931-1970Ü

　勤務は12月から。㊊～㊎8時30分～
17時。場所は後期・高齢者重心医療室。
事務補助・窓口業務ほか。パソコン操
作可能な60歳以下の人対象。募集は2
人。時給960円。面接は11/13㊌に実施。
è11/8㊎（必着）までに履歴書を〒
340-8550職員課へ。☎922-0983Ü922- 
3098

Ü

　11/8㊎10時～15時30分。会場は川口
総合文化センターリリア。講演（講師
は元日本テレビアナウンサー・記者の
籔本雅子氏）、パネル展示ほか。ε人
権共生課☎922-0825Ü927-4955Ü

　浄化槽を使用する人は、保守点検や
清掃のほかに年1回の定期水質検査受
検が義務づけられています。定期水質
検査は、浄化槽からの放流水などをチ
ェックして、浄化槽が十分浄化機能を
発揮しているか検査するものです。è

県浄化槽協会へ。☎048-501-5707 

　介護者のつどいは介護の情報交換と
交流。介護をしている人、していた人、
する予定の人対象。
■介護者のつどい　11/1㊎13時15分～
14時45分。会場は中央公民館。ε草加
中央・稲荷（包）☎959-9133Ü922-3801
■介護者のつどい　11/13㊌13時～14
時30分。会場はであいの森。ε川柳・
新田東部（包）☎932-7007Ü931-0993
■認知症サポーター養成講座　11/30
㊏13時30分～15時。会場は勤労福祉会
館。認知症の理解深め、認知症の症状
と対応の仕方を学ぶ。定員40人。è1 
0/21㊊から新田（包）へ。☎946-0520Ü 

946-0523

Ü

Ü

Ü 

　11/23㊗14時～16時。会場はであい
の森。クリスマススワッグ作り。中学
生以上対象。定員15人。参加費2000円。
枝切りばさみ、手袋、持ち帰り用の袋
持参。è10/21㊊からみどり公園課へ。
☎922-1973Ü922-3145Ü

　11/24㊐13時30分開演。会場は草加
市文化会館。オペラ・オラトリオ塾の
受講生とプロの演奏家による「メサイ
ア」の上演やジュニアコンクール受賞
者による演奏など。一般1500円、学生
1000円（全席自由。当日500円増し）
ε同館☎931-9325Ü936-4690Ü

平和施設見学会
丸木美術館・吉見百穴

年1回は浄化槽の定期水質検査を

室で
■国民健康保険運営協議会〈保険年金
課☎922-1592Ü922-3178〉…11/7㊍13
時30分～　市役所第2庁舎第1・2委員
会室で
■子ども・子育て会議〈子育て支援課
☎922-3492Ü922-3274〉　11/11㊊14
時～　子育て支援センター第1・2研修
室で
■環境審議会〈環境課☎922-1519Ü 

922-1030〉…11/13㊌10時～　市役所
西棟第2・3会議室で

Ü

Ü

Ü 

■秋を食するパン教室　10/30㊌10時
～14時。さつまいもパン作り。定員10
人。材料費500円。エプロン・布巾・
三角巾・持ち帰り用袋持参　
■簡単パステルアート教室　11/6、12/

4の㊌9時30分～11時30分。定員各10
人。材料費300円
èいずれも会場は高砂コミセン。10/ 
21㊊から同コミセンへ。☎Ü920-3066Ü

　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。
■小中学校通学区域審議会〈学務課☎
922-2674Ü928-1178〉…11/6㊌10時～
　ぶぎん草加ビル4階教育委員会会議

Ü

地場産業　レザークラフト体験

シルバーカルチャー教室

北足立郡市町人権フェスティバル

みどりの教室

ハートフルコンサート

スポーツ教室「3B体操教室」

高砂コミセン秋の教室

柳島コミセンまつり

地域包括支援センター（包）の催し

高校演劇fair in そうか

便利なコンビニ交付サービスを
ご利用ください

赤い羽根共同募金運動に
協力を

後期高齢者・重心医療室
（臨時職員）

草加市体育協会
スポレクバンク登録指導者募集

市民体育祭
ダンス＆新体操フェスティバル

昭和村公式マスコット
キャラクターからむん

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　11～2月は16時28分に放送します

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

■田舎の野菜便　11/9㊏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。
■からむし織体験生募集　11か月
間（令和2年5月～同3年3月）昭和
村に住んで伝統工芸品のからむし
織の技術を体験します。18歳以上
（令和2年4/2現在）対象。合宿所
・光熱費無料、その他生活費自己
負担。è10/
31㊍までに同
村からむし振
興室へ。☎02
41-57-2116Ü

0241-57-3044

ε文化観光課
　☎922-24035922-3406

姉妹都市奥会津昭和村
田舎の野菜便＆

「からむし織体験生」募集
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è開催日の3日前までに生涯学習課へ。
☎922-2819Ü922-3498
■子どもの考える力を育む接し方　
11/20㊌10時～12時。会場は草加市文
化会館。定員20人
■姿勢美体操　11/21㊍・28㊍9時～10
時30分。全2回。会場は新田西文化セ
ンター。定員20人。室内靴持参
■笑いを誘う話し方と人間の味　11/ 
22～12/6の㊎14時～16時。全3回。会
場は草加市文化会館。定員15人。教材
費100円
■アフタヌーンティーを楽しむ　11/ 
26㊋10時30分～13時30分。会場は新
田西文化センター。定員6人。材料費
2000円。布巾持参
■踊ってみよう！東京五輪音頭2020
と日本の民踊　11/27～12/11の㊌9時
～10時30分。全3回。定員30人。会場
は稲荷コミセン。室内靴持参
■照明と健康　その関係の謎に迫る　
12/3㊋14時～15時30分。会場は中央公
民館。定員30人
■Xmasプリザーブドフラワーアレン
ジメント　12/5㊍10時～11時30分。会
場は柿木公民館。定員17人。材料費
1900円。はさみ、ボンド、持ち帰り用
袋持参

Ü

　11/20㊌13時30分～15時30分。会場
は勤労福祉会館。女性対象。定員30人。
è10/21㊊から電話でくらし安全課へ。
☎941-6111Ü 941-6157Ü 

　11/26㊋13時～15時。会場はであい
の森。60歳以上対象。定員20人。材料
費500円。はさみ持参。è10/21㊊10
時から電話で同館へ。☎936-2791Ü93 
6-2792

Ü

■サービスコーナー（10/21～11/20）

10/24㊍、11/7㊍

10/25㊎、11/8㊎

10/30㊌、11/13㊌

10/31㊍

11/1㊎・15㊎

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

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）

定員のあるものは10/21㊊
8時30分から各館へ申し込みを

女性の就職を支援するセミナー
「求人の見方・探し方のコツ」

であいの森講座「手芸教室」
～軍手で作ろう干支・子(ねずみ)～

親子料理教室
～カップちらし寿司～

そうか公園自然観察会

　11/17㊐10時～13時（雨天11/30㊏に
順延）。会場はそうか公園。公園散策、
松ぼっくりツリー作り、焼き芋体験。
小学生と保護者対象。定員15組。参加
費1組100円。è10/21㊊からみどり公
園課へ。☎922-1973Ü922-3145Ü

　10/27㊐～11/9㊏は読書週間。「お
かえり、栞の場所で待ってるよ」
■木曜シアター　10/24㊍14時～16時
30分　にっぽんトレッキング100（2）
　白神山地・十二湖　八甲田＆奥入瀬
　森吉山＆赤水渓谷　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　10/27
㊐13時30分～14時
■ビデオ上映会　11/10㊐14時～16時
　「グリーン・デスティニー」　成人
対象　定員90人（当日先着順）
■大人のためのおはなし会　11/23㊗
14時～15時30分　「山百合」「味噌買
橋」ほか　成人対象　定員100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）

　12/5㊍10時～11時30分。会場は保育
ステーション。簡単リース作り、ふれ
あい遊びほか。乳幼児と保護者対象。
定員20組。è11/14㊍9時から電話で保
育ステーションへ。☎920-1120Ü920-
1101

Ü

　11/23㊗10時～13時。会場は保健セ
ンター。パーティやおもてなしに。カ
ップちらし寿司、ミルク茶碗蒸し、デ
ザート餃子ほか。小学生と保護者対象。
定員15組。材料費大人500円、子ども
400円。エプロン、三角巾、布巾2枚そ
れぞれ持参。è10/21㊊から保健セン
ターへ。☎922-0200Ü922-1516Ü

▼こころを結ぶ光のひろば　11/5㊋10
時～12時　点字体験ほか
▼まるごとアート体験！子どもの城　
11/14㊍10時～15時　火を使わないス
イートポテト（定員30人）、玉乗りね
ずみ人形（定員25人）、カローリング、
昔遊び、多色刷り版画体験ほか　小学
生（1～3年生は保護者同伴）対象　参
加費一部有料あり（100～300円）

▼にじいろタイム　11/15㊎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」
　11/15㊎13時30分～　胎教と友だち
づくり　初妊婦対象
▼子ども料理教室　11/16㊏10時～12
時30分　もちもちチーズパン・チョコ
マフィン　小・中学生対象　定員16人
　参加費500円　エプロン・三角巾・
布巾・マスク持参
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
11/20㊌10時～　親子友だち作り・簡
単工作ほか　乳幼児と保護者対象
▼おもちゃの病院ドクターボランティ
ア養成講座　11/21㊍・23㊗・26㊋10
時～12時　全3回　キットを使って修
理の基礎を学ぶ　受講後継続的にボラ
ンティア活動ができる人対象　講師は
草加おもちゃの病院ドクター豊﨑正一
氏　定員20人　材料費500円

▼ロビー　日本郵趣会による切手展　
10/31㊍～11/12㊋
▼木版画で作る年賀状教室　11/6～20
の㊌13時30分～16時　全3回　成人対
象　定員8人　参加費500円　彫刻刀・
カッター・バレン・絵具・はけ持参
▼おはなしの広場　11/8㊎・22㊎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
▼県民の日「川文サッカー教室」　
11/14㊍10時～12時　リフティング・
サッカーボーリング・ミニゲーム　小
学1～3年生対象　定員20人　室内靴持
参
▼おもちゃ病院　11/15㊎10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで

▼すくすくクラブ　10/29㊋10時～12
時　ハロウィン工作・読み聞かせほか
　乳幼児と保護者対象
▼ロビーコンサート　11/11㊊　ギタ
ーソロコンサート　「酒は涙か溜息
か」ほか・19㊋　出演は草加ハーモニ
カウインド　「サウンド・オブ・サイ
レンス」「虹と雪のバラード」ほか　
いずれも12時～13時　11/30㊏13時～
14時　出演はギターアンサンブルシン
シア　「秋桜」「瀬戸の花嫁」ほか
▼伝統芸能フェスティバル　11/17㊐
12時30分～16時　獅子舞・民謡・民舞
・和太鼓ほか発表会
▼谷塚元気ひろば　11/25㊊13時～15
時　市制60周年記念アニメ「きみの待
つ未来（ばしょ）へ」上映・茶話会　
65歳以上対象　定員30人　参加費100
円
▼健康らくらく講座　11/29㊎10時～
12時　薬に頼らない健康長寿について
　定員200人（当日先着順）

5925-0152

5☎946-3000 5944-3800

高年者向け

子ども・親子向け

川柳文化センター ☎936-4088

谷塚文化センター ☎928-6271

中央公民館 ☎922-5344

保育ステーションでクリスマス

生涯学習体験講座

（20㊌松原小休み）

（25㊎西町小休み）

10/23㊌、
11/6㊌・20㊌

■選手と触れ合い、
　気持ちの温かさを感じた

■「夢、諦めず努力続けて」児童へエール！
　パラリンピックメダリストのダニエル・セラーノ選手とモイ
セス・フエンテス選手が児童に向けて「夢や目標を持つことが
大切。諦めずに頑張ってほしい」「自分が幸せになるために、
人に感謝し、愛することが大切。人を助けることをしてくださ
い」とメッセージを贈りました。児童たちは、障がいを乗り越
え世界で活躍する選手たちの言葉を、真剣な表情で受け止めて
いました。

　コロンビア共和国パラリンピック水泳選手団6人
が9/17～10/1に草加市で事前キャンプを行いまし
た。9/20㊎に両新田小・24㊋に川柳小・25㊌に高
砂小で交流会を開催し、児童たちは選手のお話を
聞き、質問や応援メッセージを贈るなど、選手と
じかに触れ合える貴重な時間となりました。

　講演後、児童たちは「もっとパ
ラリンピックのことを知りたいと
思った。テレビを見て応援した
い」「直接、話したり触れ合えて、
選手の気持ちの温かさを感じた」
と興奮気味に語っていました。

����

コロンビア・パラ選手が
小学校へ訪問&交流

����
�����東

京

310日
262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10月20日から

▲コロンビアは一人ひとりと
のあいさつや関わりを大切に
する文化。交流会では、児童
一人ひとりと握手！

高砂小

両新田小



⑥ 2019年10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、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。

▼おもちゃ病院　10/24㊍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
▼ベビーマッサージ　10/25㊎10時～、
11時～　2～12か月の乳児と保護者対
象　定員各10組
▼レジンでハロウィンキーホルダー作
り　10/25㊎14時45分～15時30分　幼
児と保護者対象　定員5組、26㊏14時
～　小学生以上対象　定員5人
▼けん玉チャレンジ　10/27㊐14時～
　小学生対象　定員15人
▼ほっこりリトミック　11/1㊎10時～、
11時～　1・2歳児と保護者対象　定員
各15組
▼パパも一緒のティータイム　11/2㊏
10時30分～　情報交換と手形カード作
り　3か月～1歳の乳幼児と保護者対象
　定員6組　参加費100円　è参加費を
添えて同館へ
▼じゅず玉アクセサリー作り　11/7㊍
～21㊍10時～16時　小学生対象
▼親子で作ろう　11/8㊎・22㊎14時45
分～15時30分　じゅず玉アクセサリー
　幼児と保護者対象　定員各10組
▼ともだち文庫の「おはなしポケッ
ト」　11/18㊊11時～　読み聞かせ・
わらべ唄　乳幼児と保護者対象
▼おひるねアート　11/22㊎10時～、
11時～　テーマは「クリスマスと干支
「子（ねずみ）」」　定員各15組

▼おもちゃ病院　10/24㊍10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼ビー玉で遊ぼう　10/24㊍16時～　
小学生対象
▼ふれあい囲碁・将棋教室　10/26㊏、
11/9㊏14時～15時　幼児（保護者同

伴）～高年者対象
▼ハロウィン工作　10/28㊊・31㊍15
時30分～　小学生対象
▼オセロ大会　11/7㊍15時30分～　小
学生対象
▼ふれあいグラウンド・ゴルフ　11/
14㊍10時30分～　小学生～高年者対象

▼ハロウィン村へようこそ　10/31㊍
14時～16時30分　会場はコンフォール
松原19号棟　ゲーム・工作　フォトス
ポットあり　乳幼児（保護者同伴）～
小学生対象
▼毛糸でミニ帽子のストラップ　11/1
㊎～22㊎（㊋を除く）15時～16時　会
場は㊊㊎中央図書館　㊌㊍コンフォー
ル松原19号棟　小学生以上対象
▼読み聞かせ「たんぽぽ」　11/7～21
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　11/15㊎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　11/26㊋13時～
　会場はコンフォール松原19号棟　平
成30年11月生まれ対象　定員12人　
è11/1㊎13時から電話で同館へ

▼ABCで遊ぼう　10/28㊊15時30分～
16時30分　乳幼児（保護者同伴）～小
学生対象
▼オセロ大会　11/1㊎　マンカラ大会
11/8㊎　いずれも16時～　小学生対象
　優勝賞品・参加賞あり
▼どんぐりで遊ぼう　11/5㊋～8㊎15
時～16時30分　乳幼児（保護者同伴）
～小学生対象
▼こぶたのしっぽ　11/6㊌11時～　パ
ネルシアター　乳幼児と保護者対象
▼読み聞かせ「バンビ」　11/11㊊・
18㊊11時～　乳幼児と保護者対象
▼生け花にチャレンジ　11/12㊋16時
～17時　年長児～小学生対象　定員10
人　参加費700円
▼バルーンスライム作り　11/16㊏11
時～　3歳～小学生対象（幼児保護者
同伴）　定員10人
▼おもちゃ病院　11/16㊏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

▼造型ワークショップ　11/3㊗13時30
分～16時　型どりキャンドル作り　幼
児（保護者同伴）以上対象
▼七輪タイム　11/4㊡14時～15時30分
　お菓子を持参して焼いてみよう　幼
児（保護者同伴）以上対象
▼おもちゃ病院　11/7㊍13時30分～15
時　おもちゃの無料修理　部品代実費
　一人2点まで
▼パパサロン「からだ遊び」・リズム
＆ストレッチ　11/10㊐11時～12時　0

▼おはなしの時間　10/23㊌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
▼柿木公民館まつり　11/2㊏・3㊗10
時～15時　利用団体成果発表・作品展
・体験コーナー・模擬店ほか　期間中
の図書室利用不可
▼おもちゃの病院　11/11㊊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　11/14㊍10時～
11時30分　リズム体操・手遊びほか　
乳幼児と保護者対象
▼干支「子（ねずみ）」の木目込み人
形作り　11/19㊋10時～16時　成人対
象　定員20人　参加費2300円　エプロ
ン・昼食持参

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。

新田西文化センター ☎942-0778

新里文化センター ☎927-3362 柿木公民館 ☎931-3117

氷川児童センター ☎928-2341

新栄児童センター ☎942-9876

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

定員のあるものは10/21㊊
10時から各館へ申し込みを

5922-3274

■男性料理教室　第4㊋9時～13時　勤
労福祉会館で　初心者歓迎　月額1000
円　体験1回1000円　ε桑原☎941-8620
■高砂レクリエーションダンス　㊎11
時～13時　中央公民館で　今流行して
いる曲に合わせて楽しく踊ります　月
額1000円　ε小林☎925-2361
■瀬崎クラブ（軟式テニス）　㊊19時
～21時　吉町テニスコートで　初心者
でも楽しくできます　ビジターもOK
　一度コートに来て　入会金1000円　
月額1000円　εノゾムト☎922-5632
■栄平成塾コスモス（社交ダンス）　
月4回㊋10時～12時　栄小で　どなた
でも可　見学可　年会費1500円　月額
1000円　ε風間☎942-0775
■フォトクラブ東武会　月1回㊏また
は㊐13時～15時…写真教室、15時～
17時…例会　草加市文化会館で　入会
金1000円　年会費5000円　見学歓迎
（要予約）　ε水落☎080-3691-0641
■れんげ書芸クラブ（書道・ペン字・
写経）　第2・4㊍11時～12時30分　
中央公民館で　書く力は一生の宝　楷
書・行書・かな　写経は正しい文字で
　月額2500円　ε篠根☎931-8490
■スポーツウエルネス吹矢　㊎9時～
11時　中央公民館で　腹式呼吸法の簡
単な軽い運動で健康維持・増進に　年
齢問わず　入会金1000円　年会費100 
0円　ε田岡☎090-4335-7987
■柳和茶道クラブ（裏千家）　第1・3
㊋9時30分～13時　川柳文化センター
で　初歩からの茶道を楽しく学んでみ
ませんか　見学可　入会金1000円　月
額2000円　ε小橋☎931-9400
■新田平成塾彩りの会（割り箸絵手
紙）　第3㊍10時～12時　新田小で　
楽しく練習しています　一度見学に来
てください　入会金1000円　3か月20 
00円　ε白須☎931-3728

▼押し花絵教室　11/1㊎9時30分～12
時30分　押し花絵の額作り　成人対象
　定員10人　参加費1500円
▼すくすくクラブ　11/14㊍10時～11
時30分　手遊び・ミニ運動会ほか　乳
幼児と保護者対象
▼のびのび広場　11/15㊎10時～11時
　季節のイベント・読み聞かせ　乳幼
児と保護者対象
▼うたごえひろば　11/15㊎10時～12
時　参加費200円（資料・飲み物込み）
▼そば（新そば）打ち体験教室　11/
17㊐9時～15時　成人対象　定員9人　
参加費2500円　試食あり　空のペット
ボトル（350ml）・エプロン・三角巾
・持ち帰り用容器（A4サイズ以上の箱
等）
▼おもちゃの病院　11/22㊎10時～12
時　おもちゃの無料修理　部品代実費
　1人2点まで
▼書道講座　11/28㊍10時～11時30分
　私だけのオリジナル手書き年賀状　
成人対象　定員15人　参加費300円　
年賀状・書道具・半紙持参

▼ママといっしょにおはなし会　10/
28㊊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　
11/5～19の㊋10時～12時
▼発声法を学びみんなで歌おう　11/7
～21の㊍13時～15時　全3回　成人対
象　定員20人　資料代300円
▼放課後クラブ　11/7㊍17時～18時…
卓球　11/18㊊16時～17時…将棋　
11/19㊋17時～18時…スポーツウエル
ネス吹矢　11/11㊊・25㊊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
▼七草（葉物野菜）を有機肥料で育て
よう　11/9㊏13時30分～15時30分　七
草ガーデン・液肥作り　成人対象　定
員20人　参加費500円（鉢・用土・苗
ほか）　エプロン・ゴム手袋・雑巾・
ピンセット・プランター・持ち帰り袋
（直径30㎝）持参
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
11/11㊊10時～12時　ミニ運動会・読
み聞かせほか　幼児と保護者対象
▼百人一首体験教室　11/16㊏10時～
11時30分　小学生対象　定員20人
▼干支「子（ねずみ）」の木目込み人
形作り　11/16㊏10時～16時　成人対
象　定員20人　参加費2300円　エプロ
ン・昼食持参
▼子ども和太鼓体験会　12/1㊐10時～
12時　ばちの握り方・構え方・打ち方
ほか　小学生対象　定員20人　室内靴
持参
▼素敵なクリスマスリース作り　12/7
㊏10時～12時　高校生以上対象　定員
14人　参加費2000円　グルーガン・グ
ルースティック・はさみ持参

～2歳児と保護者対象　定員15組
▼ママ防災「小児心肺蘇生・AED講
習」　11/12㊋13時～14時　乳幼児の
保護者対象　定員20人
▼なかよしランチ　11/13㊌11時30分
～13時　バナナケーキ　幼児と保護者
対象　定員15組
▼ワークわくランチ　11/17㊐10時30
分～13時　炊き込みご飯　小学生以上
対象　定員10人　白米1合持参
▼洋服・靴のくるくるリサイクル　11/
18㊊11時～12時　乳幼児の不要な洋服
・靴の交換　0～2歳児の保護者対象
▼赤ちゃんスキンケア　11/18㊊11時
～13時、14時～16時（各回15分間）
　0～2歳児と保護者対象　定員各回3
組　è当日10時から同センターで整理
券配布
▼ママのためのリラックスヨガ　11 
/21㊍15時～15時40分　0～2歳児と保
護者対象　定員15組



相　談　案　内
ä10/21㊊～11/20㊌（㊗㊡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

萬設備
正木設備㈱
㈲東洋開発
㈲石田水道
㈱井戸梅
㈲寺島管工設備

長栄1-779-1-105
栄町3-9-30
両新田西町246
吉町1-5-12
住吉2-4-3
柳島町193-5

☎942-1200
☎931-3933
☎928-5520
☎922-2736
☎922-3413
☎925-4566

10/20㊐
10/22㊗
10/26㊏
10/27㊐
11/3㊗
11/4㊡

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
11/11㊊…住吉児童館☎928-5736
11/6㊌…新栄児童センター☎942-9876
10/24㊍…谷塚児童センター☎925-1856
11/20㊌…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）
10/23㊌13時～16時…川柳文化センター☎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

　月 日　 診療科 当番医名 住　所 電話番号
■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

ä第3㊍13時30分～15時30分
…高砂コミセン

10/20
㊐

10/22
㊗

10/27
㊐

☎♯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。

☎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

内科
外科
内科
外科
歯科
内科
外科

井口小児科クリニック
横内整形外科クリニック
草加内科呼吸ケアクリニック
メディカルトピア草加病院
ませ歯科医院
中町クリニック
かとうファミリークリニック

松原5-1-7
松原4-5-8
草加1-4-5
谷塚1-11-18
栄町3-2-13 2F
谷塚1-22-18
青柳4-26-16

☎941-8686
☎941-0211
☎999-5941
☎928-3111
☎935-8214
☎954-8962
☎933-0333

診療科 当番医名 住　所 電話番号

11/3
㊗

11/4
㊡

内科
外科
歯科
内科
外科
歯科

虎渓医院
草加松原整形外科医院
西倉歯科医院
水野クリニック
草加脳神経外科クリニック
ネオ歯科医院

青柳6-22-1
松江2-３-26
旭町4-9-2
栄町3-6-6
栄町2-1-33 1F
栄町3-2-2 2F

☎931-3700
☎935-4838
☎946-4182
☎930-1700
☎949-6112
☎932-6500

　月 日　
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　23日、初開催の今回は27人が参加。
旧日光街道から草加松原までを巡り、
おせんさん像の見学から名所散策、草
加せんべい手焼き体験まで、草加の魅
力が詰まったプログラムを楽しみまし
た。参加者か
らは「まちの
建物や歴史を
知ることがで
きて良かっ
た」との声が
聞かれました。

　令和7年には、65歳以上の5人に1人が認知症患者となること
が予想されています。認知症になると、それまで当たり前にで
きていたことが難しくなり、日常生活に支障を来すと言われて
います。しかし、認知症になったとしても、全て分からなくな
ってしまうわけではありません。周囲の理解や手助けはもちろ
ん必要ですが、「人生の最期まで自分らしく生きていく」ため
には、どのような用意が必要か、認知症を知り、今からできる
ことを考えてみませんか。
■日時　11月24日㈰午後2時～4時
■会場　アコスホール　　■定員　500人
■内容　【第1部】「ドクター神谷の認知症　知恵袋」

　講師　神谷医院院長　神谷達司医師
【第2部】「信託・後見制度・認知症について～実際、
どうしたらいいの？～」
講師　大久保事務所代表　大久保啓介司法書士

■日時　11月23日㈷午前10時30分～午後0時30分
■会場　草加市文化会館
■定員　80人（1歳～未就学児の保育あり）

ω10月21日㈪から、はがきに
氏名・住所・電話番号・保育希
望の有無・手話通訳希望の有無
を明記し、〒340-8550人権共生
課へ。ファクス、
メール（QRコー
ド）も可。☎922-
08255927-4955

　26日、アメリカ合衆国カリフォルニア
州カーソン市内で締結式が行われ、草加
市とカーソン市は、友好交流宣言を行い
ました。同市との姉妹都市提携は、昭和
54年から始まり、これまでに青少年使節
団の相互派遣など幅広く市民交流を続
け、11月19日に40周年を迎えます。これ
を記念し、両市の文化的交流の意義を再
認識し、今後も末永く姉妹都市交流を続
けていくことを誓いました。

令和2年2月29日㈯～3月6日㈮。会場は草加市文化会館。
交流の歩みや締結式の詳細は市ホームページにも掲載しています。

　市民が創作した美術作品（日本画
・洋画・彫刻・工芸・書・写真約
300点）を展示します。初日は市美
術協会員のギャラリートークあり。
■日時　10月25日㈮～11月2日㈯
　　　　午前10時30分～午後6時
　　　　※11月2日㈯は午後3時まで
■会場　アコスホール・ギャラリー

■日時　10月27日㈰
　　　　午後2時～4時
■会場　アコスホール
■定員　60人
　　　 （当日先着順）

　「国指定名勝　おくのほそ道
の風景地　草加松原展」の審査
員を務めた美術評論家土方明司
氏（平塚美術館館長代理）が講
演を行います。

　草加市の魅力を発信する「そうか宣伝隊
長」の3人がそろいぶみ。草加演芸会で令
和2年も大笑いして迎えましょう。
■日時　令和2年1月29日㈬
　　　　午後7時開演
■会場　アコスホール
■定員　360人（全席指定）
■チケット販売場所・金額　
　○前売券：物産・観光情報センター  
　　　　　　800円
　○当日券：アコスホール  1000円

　遺伝子の力の頼もしさ、環境の大切さを、37年間の小児科診
療での子どもたち、お母さん、お父さんとの出会いに基づいて
お話します。みんなのまち草の根ネットの会との共催。なお、
11月18日㈪～23日㈷は男女共同参画関係団体の資料展示を同館
で行います。

問文化観光課☎922-29685922-3406

問文化観光課
　☎922-29685922-3406

草加の魅力を再発見！「草加まち歩きツアー」

姉妹都市カーソン市と友好交流宣言を締結

特別
イベント

9月かどまちごとでき

▲宣言を交わしたアルバート・ロブレ
スカーソン市長と浅井昌志市長

▲草加宿案内人の会がガイド

男女共同参画
フォーラム

「写実絵画のゆくえ̶明治から現代まで」
土方明司講演会

 学んでみませんか？ 学んでみませんか？ 学んでみませんか？ 学んでみませんか？

女親・男親 思考回路の違いは"遺伝子"のシナリオ？女親・男親 思考回路の違いは"遺伝子"のシナリオ？

遺伝の力と環境の力

母性と父性が
　　  織りなす育児環境
母性と父性が
　　  織りなす育児環境

姉妹都市提携40周年を記念したパネル展を開催

観
覧
者
募
集

ω10月21日㈪から電話で長寿支援課へ。☎922-28625922-3279

認知症認知症 のの
いろ

は

「恵まれた環境」とは、経済力や親子
で過ごす時間の長さではありません

慶應義塾大学医学部
小児科教授・日本小
児科学会会長

■講師　
　高橋孝雄 氏

草加市

美術展

10/27㊐

講 談 紙切り 落 語

神
田
鯉
栄

林
家
二
楽

三
遊
亭
圓
雀

講
座
講
座

市の人口　令和元年10月1日現在　24万9723人（男12万6484人・女12万3239人）/前月比12人増/世帯数11万8031世帯
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