
17㊐

埼玉県マスコット
「コバトン」
「さいたまっち」

会場MAP会場MAP 【凡例】 ：スタンプラリースタンプ押印所
：交通規制16㊏17㊐午前9時45分～午後3時30分 ：駐輪場
：交通規制17㊐午前9時～午後4時

11月16・17日はイベント盛りだくさん11月16・17日はイベント盛りだくさん秋秋みのりの
  大集合！
みのりの
  大集合！

㊏㊏1616
㊐㊐1717

2019彩の国
食と農林業

ドリームフェスタ

2019彩の国
食と農林業

ドリームフェスタ
G まつばら綾瀬川公園

午前10時～午後3時
県内最大の農業イベン
ト。約110団体による農
畜産物即売・グルメのほ
か、特設ステージでのイ
ベントがあります。

㊏㊏1616草加市

農業祭
草加市

農業祭
G まつばら綾瀬川公園

午前10時～午後3時
市内農業者が丹精込めて
作った農産物が出品され
ます。展示見学、即売
会、宝船野菜の展示配布
を行います。

街グル
in草加2019
街グル
in草加2019

B 草加小、旧日光街道沿い、草加駅東口
午前10時～午後3時
市内商店や企業のグルメを
一挙に味わえます。商店街
フェスティバル＆百縁市in
草加宿（C）では各商店街
自慢のお得な商品が勢
ぞろい。

㊐㊐1717

草加中 県道さい
たま草加

線

伝右川
草加駅

草加小

まつばら
綾瀬川公園

ぱりっせ
草加市
文化会館

綾瀬川

伝右川

東福寺
神明庵

soso park

旧日光街道

県道足立越谷線

獨協大学前

＜草加松原
＞駅

東口 東口

おせん公園17㊐ 
商店街フェスティバル
＆百縁市in草加宿

16㊏・17㊐ 
芭蕉庵（甘酒販売）E

H

G

17㊐  町張収穫祭
（パインアベニュー商店会）

16㊏・17㊐
ドリームフェスタ
16㊏  
草加市農業祭

（17㊐のみ）
 B

17㊐ 
街グルin草加
3ビズマルシェ

17㊐ 福祉まつり
（草加駅東口周辺）

C

 A

F
16㊏・17㊐ 
川の駅そうか村
16㊏
カヌー体験
17㊐ 
和舟の乗船体験

D
17㊐ 
日光街道・草加宿
スタンプラリー
抽選会場

16㊏・17㊐ 
国際ハープ
フェスティバル

問産業振興課
☎922-0842 5922-3406

笑味ちゃん
©みんなのよい食
プロジェクト

え み

同時開
催の

８面も見てね
イベン

トが盛りだくさ
ん！

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.1238

令和 　　年（2019年）

日号5

☎048-922-0151（代）
5048-922-3091元

月11



令和元年の市内交通事故状況（前年比）10月20日現在　人身事故506件（－170）　死者5人（±0）

　ひとり親家庭等に対し、医療費の自己負担の一部を支給します。
■対象者　市内に居住する国民健康保険か社会保険の加入者で、次

のいずれかに該当する子、その父母、養育者
①父母の離婚や死亡等により父または母あるいは父母と生計を別
にしている。

②父または母に一定の障がいがある。
③父または母から1年以上遺棄されている。
④父または母が裁判所からDV保護命令を受けた。
⑤父または母が法令により1年以上拘禁されている。
⑥母が未婚で出生した。

■子どもの年齢要件　18歳以下（18歳到達後最初の3月31日まで）、
一定の障がいがある場合は20歳になる誕生日の前日まで。
■所得制限　下表のとおり。対象者の平成30年の所得額と扶養人数
等で判定。扶養義務者とは、申請する父母または養育者と生計を同
じくする直系血族（両親、祖父母、子ども、兄弟姉妹等）。

■現況届の提出　すでに受給している家庭には、現況届の案内を
10月下旬に送付しました（児童扶養手当の現況届を提出した受給
者は除く）。11月29日㈮までに手続きをしてください。

　10月27日、参議院埼玉県選出議員補欠選挙の投票が行われました。
当日有権者数は20万6362人で、投票率は19.15%でした。投票結果
は、次のとおりです（敬称略・得票数順）。

　市の特別職である市議会議員、市長、副市長、教育長、病院事業
管理者および各種審議会等の委員報酬について意見を述べ、検討す
る市民委員を募集します。
■対　　象　市内在住の20歳以上（令和2年1月1日現在）で、市の

他の審議会等の委員になっていない人
　　　　　　※当該委員の経験者は応募不可
■募集人数　1人　　■任期　令和2年1月1日から2年間
■報　　酬　1会議につき7000円
ω11月29日㈮までに市役所情報コーナー、サービスセンター等で
配布する応募用紙（市販のA4用紙でも可）に審議会の名称・氏名
（ふりがな）・住所・性別・生年月日・年齢・電話番号（あればフ
ァクス番号）・公開抽選日の出欠・現在の職業・主な職歴・地域活
動等の経験・小論文「草加市の特別職の報酬について」（600～800
字）を記入し〒340-8550職員課へ。ファクス、メールでも可。
■公開抽選　12月16日㈪午前9時から市役所西棟第1会議室で。

　扶養されていない住民税非課税者で、まだ申請書を出されていな
い人を対象に、申請に関するはがきを送付しました。
　まだ申請していない人は早めに申請をお願いします。
　疑問・質問は草加市商品券コールセンター（☎0570-200-779）へ。

　創業するために大切な心構えや、創業を成功させる秘訣を分かり
やすくお伝えします。実践的な創業計画を学べる創業塾の紹介も行
います。
■日　　時　12月7日㈯午後1時30分～4時30分
■会　　場　草加商工会議所　　■定員　30人
■申し込み　12月5日㈭までに同会議所へ。

　9月末日現在の草加八潮消防局草加管内の火災発生件数は32件で、
火災による死者1人、負傷者8人です。住宅火災による死傷者を出
さないため、住宅用火災警報器の点検・作動状況を確認しましょう。
【5つの重点目標】
①住宅防火対策の推進（住宅用火災警報器の設置及び維持管理）
②放火火災防止対策の推進
③特定防火対象物等における防火安全対策の徹底
④製品火災の発生防止に向けた取り組みの推進
⑤多数の者が集合する催しに対する火災予防指導等の徹底
【いのちを守る7つのポイント】－3つの習慣・4つの対策－
　3つの習慣
〇寝たばこは、絶対やめる。
〇ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
〇ガスコンロなどのそばを離れるときは、
必ず火を消す。

4つの対策
〇逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警
報器を設置する。

〇寝具、衣類及びカーテンからの火災を
防ぐために、防炎品を使用する。

〇火災を小さいうちに消すために、住宅
用消火器等を設置する。

〇お年寄りや身体の不自由な人を守るた
めに、隣近所の協力体制をつくる。

　しんぜん保育園は耐震補強工事が終了し、令和2年
1月4日㈯から本園舎での保育を再開します。
　これに伴い、休止していた0歳児クラスを再開しま
す。1月からの入園申込締切日は、12月10日㈫です。
　必要書類等の詳細は市ホームページを参照してください。

106万5390票（3万2227票）

16万8289票（　  5994票）

上田　きよし

立花　孝志

投票数候補者名

（　）内は草加市

当選

草加市プレミアム付商品券

問商品券事業室☎922-0181Ü922-1108Ü

参議院埼玉県選出議員補欠選挙結果
上田 きよし氏が当選
問選挙管理委員会☎922-2490Ü927-7693Ü

ひとり親家庭等に医療費の一部を支給

問子育て支援課☎922-1476Ü922-3274Ü

秋季全国火災予防運動　
問草加八潮消防局予防課☎996-0660Ü997-1300Ü

しんぜん保育園の0歳児クラス再開

問保育課☎922-1491Ü922-3274Ü

草加市の投票率
19.15％

特別職報酬等審議会
問職員課☎922-0983Ü922-3098
　shokuinka＠city.soka.saitama.jp

Ü



委員募集

11月9日㈯
～15日㈮

【ひとつずつ　いいね！で確認　火の用心】

未申請の人は早めの申請を

創業塾スタートアップセミナー
問草加商工会議所☎928-8111Ü928-8125Ü

創業に興味のある人はぜひ参加してください

令和2年1月入園申込締切は12月10日㈫

現況届の提出は11月29日㈮までに

扶養人数
0人
1人
2人
3人
4人

父・母・養育者の所得額
192万円未満
230万円未満
268万円未満
306万円未満
344万円未満

扶養義務者等の所得額
236万円未満
274万円未満
312万円未満
350万円未満
388万円未満

② 草加人のための情報紙　広報「そうか」市政情報2019年11月5日号



　第三者からの請求で本籍入りの住民票等を交付した場合に、住民
票等に記載されている本人に交付事実を通知する「本人通知制度」
を実施しています。
　草加市の住民基本台帳、草加市が編製した戸籍、戸籍の附票に記
載されている人が対象。登録を希望する人は市民課または各サービ
スセンターに本人確認できる書類（運転免許証・保険証等）を持参
し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となります。
■郵送での登録…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）のコピーを用意　③封筒に①と②を同封し〒340-8550市
民課へ。詳細は市ホームページで確認を。

　認知症は、誰にでも起こりうる脳の病気の一つです。年齢を重ね
るほど発症する可能性が高まり、65歳以上の約4人に1人が認知症
またはその予備軍であると言われています。症状が軽いうちに気づ
き、適切な治療が受けられれば、薬で進行を遅らせたり、場合によ
っては症状を改善したりすることもできます。
　65歳以上の市民は誰でも受診できます。また、今年度中に60歳
になる人も受診できますので、この機会に脳の健康度チェックを行
い、認知症の早期発見に役立ててください。
■受診期間　12月20日㈮まで　※期間内に1回のみ
■対 象 者　令和2年4月1日までに①60歳になる人（昭和34年4月2

日～同35年4月1日生まれ）　②65歳以上の人（昭和
30年4月1日以前生まれ）

■受診方法　健康保険証・お薬手帳を持参し、実施医療機関へ
■費　　用　無料　※ほかに受ける診察・検査等を除く。
■医療機関　下記参照。市ホームページでも確認できます。

　道路等の不具合について、インターネットで通報できるシステム
の正式運用を開始しました。
■通報の仕方（利用登録をしない場合）
①草加市電子申請・届出サービス（下記QRコードまたはURL）に
アクセス

②メールアドレスを入力し送信
③届いたメールから「道路の補修依頼」のページにアクセスし、
不具合の項目を選択

※通報場所の詳細な住所が分からなくても、スマートフォンの位置
情報を有効にして撮影した写真を添付することで、市で場所を特
定し対応することができます。

【草加市電子申請・届出サービス】
https://s-kantan.jp/city-soka-saitama-u/offer/
offerList_initDisplay.action

　草加駅東口駅前
広場内のカーソン
プラザ周辺の改修
工事を行います。
工事中はご迷惑を
おかけしますが、
ご理解・ご協力を
お願いします。

　下表の市有地を公売します。市有地は、市が定めた最低売却価格
以上で、最も高い価格を入札した人に売却します。
　市有地売却に関する案内書は、11月12日㈫～12月9日㈪に、総合
案内・各サービスセンター・都市計画課・新田駅周辺土地区画整理
事務所・市ホームページで入手できます。入札・開札は12月21日
㈯午前10時から同事務所会議室で行います。

　組合が発注する工事請負や物品納入等の入札参加資格審査の追加
受け付けを行います。有効期間は令和2年4月1日～令和3年3月31日。
詳細は組合ホームページで確認ください。
■申し込み　12月2日㈪～13日㈮（消印有効）に必要書類を添えて
〒343-0011越谷市増林3-2-1東埼玉資源環境組合総務課庶務担当へ。

草加駅

カーソンプラザを
ウッド調の

ブロック舗装へ
改修

東口駅前
ロータリー

アコス北館アコス南館

越谷→　←北千住

所在

公売地

新栄三丁目13番21 宅地 45.38㎡ 267.7万円
地籍地目 最低売却価格

不正取得による権利侵害防ぐ
住民票等の本人通知登録を
問市民課☎922-1526Ü920-1501Ü

認知症検診
問長寿支援課☎922-2862Ü922-3279Ü

11月から工事開始
問道路課☎922-2197Ü922-3249Ü

市有地公売
ω11月19日㈫～12月9日㈪に
　新田駅周辺土地区画整理事務所へ。☎954-6371Ü941-5951Ü

受診期間は12月20日㈮まで スマホやパソコンで
手軽にいつでも通報できます
問維持補修課☎922-2412Ü922-3049Ü

道路の不具合を見つけたら教えてください！

希望者は入札を

東埼玉資源環境組合の
入札参加資格審査
問東埼玉資源環境組合☎048-966-0122

草加駅東口
駅前広場

追加申請を
受け付け

さ
ん

草加西部クリニック

みなみ草加クリニック

柳島クリニック

内藤クリニック

内山内科小児科医院

草加永大クリニック

神谷医院

中田医院

山崎クリニック

草加内科呼吸ケアクリニック

かがわ医院

たなか内科・循環器内科クリニック

さかの医院

大里内科医院

石井外科医院

山崎胃腸科内科クリニック

児玉医院

メディクス草加クリニック

草加すぎうら内科クリニック

あい小児科（㈪午前のみ・要予約）

鳳永病院

肥田医院

埼友草加病院

臼田診療所

大城クリニック

草加脳神経外科クリニック

高木クリニック

松野クリニック

かたい内科クリニック

草加松原整形外科医院

草加きたやクリニック

瀧澤医院

いしどりクリニック

あや総合内科クリニック

かとうファミリークリニック

正務医院

虎溪医院

メディカルハブクリニック

平田クリニック

二宮病院

しんえいクリニック

レン・ファミリークリニック

松原・
草加東部

谷塚・
瀬崎谷塚西部

草加中央
・稲荷

草加西部

安行

川柳・
新田東部

新田

二
宮
病
院

コンビニ
新栄中央
公園

安行メディカル
クリニック

川口東高 新栄小

新栄中

新栄配水場

長栄中央
公園

綾瀬川

県道川口
草加線

一の橋放
水路

草加北通線

二宮
病院

公売地

県道川
口草加

線

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③市政情報 2019年11月5日号



①振替用紙：12/27㊎まで　②インターネット：令和2年1/13㊗まで
定員になり次第締め切り。詳細は、市HP・大会HP（QRコード）で
確認してください。

草加松原太鼓橋
ロードレース大会参加者募集

問スポーツ振興課
☎922-2861
5922-3172

令和2年
3/8㊐開催 「松のこも巻き」

　11/8㊎午前8時30分～（荒天時は11/9㊏）。場所は草
加松原遊歩道。ハープ橋付近で湯茶のおもてなしも。

種　目 種　目
松並木の部

仮装の部(高校生以上)

草加宿の部

親子の部

小学5・6年生
小学3・4年生
小学1・2年生
未就学児

午前10時45分
午前11時

午前11時15分
午前11時30分

距離

10km

スタート時間

午前9時

種　目

150人
150人

150組（300人）
150組（300人）

定　員

2200人

種　目参加費

3000円
（中学生1500円）

1500円

2500円（1組）

※一部、コース変更あり。

1.2km

応募方法・
申込期限

聖火リレーが
くる

草加松原を走
ろう!

草加の
冬支度

問市観光協会（文化観光課内）☎922-24035922-3406

　募集は2人。情報収集、取材、記事
作成ほか。Webサイト、OA機器の知
識・経験不問。任期は令和2年3月末ま
で。現在8人で活動中。è11/19㊋まで
に子育て支援センター、プチみっけ、
児童館・児童センター、情報サイトぼ
っくるんで配布する応募用紙を子育て
支援センターへ。☎941-67915941-68
28

　女性をめぐる様々な人権問題につい
て専用電話による相談を受け付けます。
11/18㊊～22㊎8時30分～19時、11/23
㊗・24㊐10時～17時。専用相談☎057
0-070-810。法務局職員と人権擁護委
員が対応し、秘密は厳守します。εさ
いたま地方法務局人権擁護課☎048-85
9-3507

　家庭の中で眠っている使わなくなっ
た品物や、手作りした物（飲食物は不
可）を楽しく出品してみませんか。
12/1㊐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
1区画1100円。è11/6㊌からみどり公
園課へ。☎922-19735922-3145

　11/26㊋13時30分～14時。会場は春
日部地方庁舎3階大会議室。市税収入
の安定的な確保と収納率の向上を図る
ため、収納対策の一環として、県と不
動産共同公売を実施します。ε納税課
☎922-34175920-1502

　いじめは重大な人権
侵害です。いじめを受
けていたり、いじめに
気が付いたりしたら一
人で悩まず相談・通報を。ε県青少年
課☎048-830-2907
〇よい子の電話教育相談（24時間）　
18歳以下用☎＃7300、☎0120-86-3192
保護者用☎048-556-0874
〇（インターネット）いじめ通報窓口
埼玉県いじめ通報窓口で検索

■縦覧　11/5㊋～12/5㊍8時30分～17

時15分（㊏㊐㊗を除く）。場所は都市
計画課。県、三郷市HPでも閲覧でき
ます。意見は縦覧場所にある意見書を
12/19㊍（必着）までに〒341-8501三
郷市まちづくり事業課へ。メール（QR
コード）も可。
■説明会　11/19㊋11時～13時。場所
は柿木公民館。
ε都市計画課☎922-17905922-3145

●令和元年分決算説明会
　確定申告をする個人事業主を対象に、
青色申告決算書及び収支内訳書の作成
方法や注意点、消費税軽減税率制度の
概要などの説明。
■説明会日程

●ＩＤ・パスワードを使って、パソコ
ン・スマホから申告！
　専用のID・パスワードがあれば、国
税庁HP「確定申告書等作成コーナー」
で確定申告ができます。
　ID・パスワードは、川口税務署で発
行しますので、運転免許証などの本人
確認書類を持参の上、同署へ。
●スマホで簡単、ラクラク申告！
　令和2年1月から、2か所以上の給与
所得がある人、年金収入や副業等の雑
所得がある人も、スマートフォン申告
が利用できるようになりました。
●非常勤職員（アルバイト）募集
　勤務は令和2年2/6㊍～同年3/2㊊
（㊏㊐㊗を除く）。勤務時間は9時～

17時までのうち6～7時間。勤務場所は
草加市立中央公民館。（2/6㊍～2/14
㊎は川口税務署で勤務）。勤務内容は
PC操作補助・会場案内・書類整理等。
時給1060円。募集は3人程度。詳細は
国税庁HP・関東信越国税局採用案内
を。è写真付きの履歴書を川口税務署
総務課へ（日程調整後、面接を実施）。
ε川口税務署☎048-252-5141

　平成30年中に収入があり、まだ申告

をしていない人は申告をお願いします。
申告が必要な人は、平成31年1/1時点
で草加市に居住し、①平成30年中に合
計96万5000円（扶養がいる人は基準額
が変動）を超える給与収入があり、現
時点で市民税・県民税が課税されてい
ない人②給与及び公的年金以外の収入
があった人。なお、税務署に確定申告
をした人は、申告の必要はありません。
　申告は、印鑑・本人確認ができる書
類・個人番号確認書類、源泉徴収票・
控除を受けるために必要な書類を持参
し、市民税課へ（申告書の電話取り寄
せ、郵送申告もできます）。
　申告をしていないと、一部の行政サ
ービスに影響することもあります。早
めの申告をお願いします。ε市民税課
☎922-10425920-1502

　11/23㊗9時30分～13時。会場はふれ
あいの里。マカロニを使ったクリスマ
スリースづくり。小・中学生対象。定
員12人。参加費300円。エプロン持参。
è11/7㊍10時から電話でふれあいの里
へ。☎920-6222Ü920-6251

　11/23㊗10時～12時。会場はリサイ
クルセンター。牛乳パックを使ったエ
コな紙すき体験で資源の有効活用を学
びます。講師はエコキッズ草加。小学
生と保護者対象（保護者1人につき子
ども2人まで）。定員12組。牛乳パッ
ク1人1個（開いて乾かしたもの）、古
いタオル1枚持参。è11/6㊌から環境
業務センターへ。☎931-39725931-99
93

開催日

12/5㊍

12/6㊎

12/10㊋

12/11㊌

対象

青色申告者

白色申告者

青色申告者

白色申告者

会場等

草加市立
中央
公民館

県技術
総合
センター
（川口市）

時間
10時～12時
または

14時～16時

10時～12時
または

14時～16時

10時～12時

子育て応援・情報サイトを運営する
「ぼっくるん隊」第6期追加募集

県東部地域
県･市町村不動産共同公売

秋のリサイクル工作
クリスマスカード・年賀状作り

全国一斉「女性の人権ホットライン」
強化週間　専用相談電話を開設

そうか公園フリーマーケット
出店者募集

三郷北部地区土地区画
整理事業環境影響評価
準備書の縦覧と説明会

川口税務署からのお知らせ

11月は「いじめ撲滅強調月間」

税の申告、忘れていませんか？

ジュニア手作り教室

子ども・親子向け

④ 2019年11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。

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

大規模災害等への義援金受付中　問福祉政策課☎922-1234

11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

▶国民健康保険税（普通徴収）　第6期
▶後期高齢者医療保険料（普通徴収）　第5期
▶介護保険料（普通徴収）　第6期
12/2㊊までに最寄りの市指定金融機関・コンビニで納めてください 納税は便利な口座振替で



■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
こんにちは赤ちゃん訪問
ô令和元年10月生まれ（妊産婦・新生児訪問をした家庭を除く）　ö11月下旬～12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

おやこでブラッシング＆子育て相談　è電話で
ô未就学児と保護者　ë36組　ö12/13㊎①10時15分②10時45分③11時15分④11
時45分　à住吉児童館　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　ö12/16㊊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
ù離乳食の進め方の講習と試食
初期　ô5～6か月児　ë30組　ö11/27㊌13時15分～15時15分
中期　ô7～8か月児　ë25組　ö11/27㊌10時～12時
後期　ô9～11か月児　ë20組　ö11/29㊎10時～11時30分

乳幼児健康診査

1歳7か月児

3歳3か月児

ô平成30年

ô平成28年

5/1～15生まれ
5/16～31生まれ
8/1～14生まれ
8/15～31生まれ

ö12/3㊋
ö12/17㊋
ö11/12㊋
ö11/26㊋

13時～
é13時～
13時45分

ê11月末

ê10月末

≪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

母子保健　 マタニティサロン　è電話・市HPで
ô妊婦と夫　ë30人　ö12/11㊌13時～15時30分　ù歯科講話、妊娠期おすすめメ
ニュー試食、骨密度測定（希望者のみß100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

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

ô肢体不自由の身体障害者手帳所持者　ö11/20㊌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

検査・健康相談など　è電話で

看護師による
地域健康相談
栄養相談è

マッサージè

ô18歳以上（年1回）　ö11/21㊍、12/9㊊①9時30分②10時
30分③13時④14時　ß100円　ë80人

骨密度測定
è11/6㊌～

成人保健

マタニティクラス両親学級　è電話・市HPで
ô令和2年2～4月出産予定の初妊婦と夫　ë30組　ö12/1㊐・4㊌9時15分～12時15
分　ù沐浴実習、妊産婦の栄養、分娩の経過

12/15㊐開催
観戦者募集中

　市内を練習拠点とするヨネックスのほか、
世界トップレベルの日本バドミントン最高峰
リーグ戦を間近に観戦してみませんか。
■日時　12/15㊐　8時50分～公開練習、10
時30分～　トナミ運輸VS金沢学院クラブ(男
子)、13時30分～　ヨネックスVSアメリカン
べイプ岐阜(女子)
■会場　記念体育館
■チケット（全席自由）　小学生300円、
中学生500円、高校生700円（当日800
円）、一般1800円（当日2000円）　
記念体育館、市民体育館で販売中
ε草加市体育協会☎928-63615922-1513

JTB バドミントン
S/Jリーグ 草加大会

　来年の干支「子（ねずみ）」柄の手拭
いを販売しています。会場は物産・観
光情報センター。はんてん型・絵馬型
どちらも700円（大）、400円（小）。
ε物産・観光情報センター☎921-1800
5921-1811

　11/16㊏14時30分、草加駅構内でリ
ーフレット及びフードキーパーを配布
して啓発キャンペーンを行います。草
加警察署と草加児童相談所の協力。

　「もしかしたら虐待かも」と思った
ら、「189（いちはやく）」（24時間
対応・児童相談所全国共通ダイヤル）
へ。昨年度の通告件数は1万5534件
（県調査・前年度比16％増）で、児童
虐待は深刻な状況が続いています。連
絡は匿名でも可能です。ε子育て支援
センター☎941-67915941-6828

　11/30㊏14時30分～16時。会場は記
念体育館。スポーツ指導者、スポーツ
に取り組む子の保護者対象。ジュニア
アスリート育成のためのプログラムや
子どものスポーツ障がいについての講
話。講師は早稲田大学スポーツ科学学

術院教授の鳥居俊准氏。定員50人。è

11/6㊌から電話で草加市体育協会へ。
☎928-63615922-1513

　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参加で
きる憩いの場。定員のあるものは当日
先着順。ε長寿支援課☎922-286259
22-3279
■草加キングス・ガーデン　11/9㊏14
時～16時。ミニ講演「認知症の方を見
守るために」。参加費100円。☎929-0
010
■デイサービスセンター草加　11/9㊏
14時～16時。ミニ講座「元気でいるた
めに」と脳トレ。参加費100円。☎94
6-7271
■埼友草加病院　11/16㊏14時～16時。
ミニ講座「生活習慣病予防のための食
事改善のポイント」。参加費200円。
☎944-6111
■ボンセジュール草加　11/23㊗13時
30分～15時30分。認定看護師によるミ
ニ講話「感染症」。定員40人。参加費
100円。室内靴・ビニール袋持参。☎
0120-02-3715

　11/17㊐9時30分～15時。会場は東埼
玉資源環境組合第一工場（越谷市）。
工場見学・展望台公開のほか3Rポスタ

ーの展示、ゲームや体験コーナー、ミ
ニSLやエアートランポリン、花の無料
配布など。ε東埼玉資源環境組合計画
課☎966-0121

　11/30㊏、12/7㊏9時30分～13時。全
2回。会場はふれあいの里。簡単のり
巻きとドームケーキづくり。小・中学
生対象。定員12人。参加費1000円。エ
プロン・三角巾持参。è11/9㊏10時か
ら電話でふれあいの里へ。☎920-6222
Ü920-6251

　12/8㊐10時～12時。会場はふれあい
の里。60歳以上対象。定員24人。材料
費500円。はさみ、つまようじ持参。
è11/8㊎10時から電話でふれあいの里
へ。☎920-6222Ü920-6251

　11/12～25の「女性に対する暴力を
なくす運動」期間、11/25の「女性に
対する暴力撤廃国際日」にあわせ開催。
■DV防止ミニコーナー　11/7㊍～28
㊍（㊏㊐㊗、11/11㊊～15㊎を除く）
　男女共同参画さわやかサロン
■「つ・ぶ・や・き」パネル展　
11/12㊋～18㊊（18㊊は15時まで）　
谷塚文化センター
ε人権共生課☎922-08255927-4955

干支柄の手拭い販売

子どものSOSは☎189（いちはやく）
11月は「児童虐待防止推進月間」

軍手人形
～来年の干支・子（ねずみ）～

DV防止ミニコーナーとパネル展

オレンジカフェ（認知症カフェ）

ジュニア・クッキング

環境と情報の集い　リユースまつり

ジュニアアスリート養成セミナー

高年者向け

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11月5日号



⑥ 2019年11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。

■産業フェスタ2019　11/16㊏10時
～16時・17㊐10時～15時　会場は市
役所南側市民広場・勤労者体育館ほか
　ε商工まつり…三郷市商工会☎952- 
1231、農業祭…農業振興課☎930-7722

■吉川市民まつり　11/17㊐9時45分～
15時　会場は市民交流センターおあし
す、永田公園　ε同まつり運営委員会
事務局☎982-9685

■イギリス英会話入門　11/15～29の
㊎13時30分～15時。会場は中央公民館。
全3回。定員20人。参加費2000円
■織物教室　11/26㊋10時～12時。会
場は草加市文化会館。毛糸でコースタ
ー制作。初心者対象。定員10人。材料
費700円
■トールペイントでお花のクリスマス
プレートづくり　11/27㊌、12/11㊌10
時～12時。会場は氷川コミセン。全2
回。定員10人。参加費2700円
èいずれも11/6㊌からシルバー人材セ
ンターへ。☎928-9211Ü928-9209Ü

　12/7㊏9時～18時。会場は青柳分署。
心肺蘇生法・AEDの使用法・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20人。応募多
数の場合は抽選。è11/28㊍までに青
柳分署へ。☎931-3973Ü931-3982Ü

　中学生以上対象。⑧・⑨は保護者同
伴の小学生も可。人数は定員、金額は
参加費。è11/6㊌から勤労青少年ホー
ム窓口へ。☎928-5550Ü928-9632
①手書きで年賀状！（筆や筆ペンで私
だけの手書き年賀状）　12/6㊎10時30
分～12時　20人　500円　書道具持参
②今一度、写真の基礎を学ぼう！　12
/7㊏14時～16時　10人　200円　カメ
ラ持参
③ボイス・トレーニング　12/8㊐15時
30分～17時30分　12人　100円
④骨盤エクササイズ～自己整体術～　
12/10㊋10時～12時　20人　200円　ヨ
ガマット持参
⑤自彊術－31の動作で心身共にリフ

Ü

　12/6㊎14時～16時。会場は歴史民俗
資料館。定員60人。è11/6㊌から電話
で同館へ。☎922-0402Ü922-1117Ü

　12/14㊏14時～16時。会場は中央公
民館。災害復興経験談と災害に備えた
平時からの取り組みについて講演。災
害ボランティアセンター設置・運営訓
練についての説明も。定員80人。è 

11/6㊌から草加市社会福祉協議会へ。
☎932-6770Ü932-6779Ü

　令和2年1/10・2/14・3/13の㊎9時～
12時。会場は子育て支援センター。市
内の子育て応援隊登録団体・個人対象。
定員各日1組（抽選・複数団体のコラ
ボ可）。詳細は情報サイトぼっくるん
で確認を。è11/19㊋までに同センタ
ー、プチみっけ、情報サイトぼっくる
んで配布する応募用紙を同センターへ。
☎941-6791Ü941-6828Ü

　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　11/9㊏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）☎929-0014Ü929-5222
■認知症介護者のつどい　11/20㊌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　11/20㊌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-
8989
■いきいき体操教室　11/18㊊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。
è11/6㊌から谷塚西部（包）へ。☎929- 
0014Ü929-5222
■コツコツ貯筋体操　11/20㊌14時～
15時30分｡運動機能向上プログラムで
転倒しにくい体をつくる。会場は苗塚
会館｡65歳以上対象｡定員20人｡è11/6
㊌から安行（包）へ。☎921-2121Ü928- 
8989
■はつらつバルーン体操　11/27㊌13
時30分～14時30分。会場は川柳文化セ
ンター。ボールを使用した介護予防運
動と体操。65歳以上で軽い運動のでき
る人対象。定員30人。è11/6㊌から川
柳・新田東部（包）へ。☎932-7007Ü93
1-0993
■認知症サポーター養成講座　11/19
㊋13時30分～15時30分。会場は氷川
コミセン。定員40人。è11/6㊌から草
加西部（包）へ。☎946-7030Ü942-7582
■認知症サポーター養成講座　12/6㊎
18時30分～20時。会場は草加市文化会
館。定員30人。è11/6㊌から松原・草
加東部（包）へ。☎932-6775Ü932-6779
■認知症サポーター養成講座　12/7㊏
14時～15時30分。会場は新里文化セン
ター。定員30人。è11/6㊌から谷塚西
部（包）へ。☎929-0014Ü929-5222
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Ü

Ü

Ü

シルバーカルチャー教室体験会

上級救命講習会

勤労青少年ホーム　冬期講座

　令和2年1/11㊏10時～13時。会場は
高砂コミセン。講師は獨協医科大学小
児科学主任教授の吉原重美氏。食物ア
レルギーのある小学生以下の子の保護
者対象。定員20人。1歳～未就学児の
保育あり（定員15人。応募多数の場合
は抽選）。獨協大学地域と子どもリー
ガルサービスセンターとの共催。
è12/6㊎までに住所・氏名・電話番号
・保育の有無（子どもの名前・年齢）
を記入しメール（QRコード）で子育
て支援センターへ。☎941-6791Ü941-
6828

Ü

子育て支援講座
「アレルギー講座」

地域包括支援センター（包）
介護者のつどい・介護予防教室等

子育て支援センターで子ども・
子育て活動をPRしませんか

れきみん講座｢市指定文化財
手代町面芝居資料について｣

災害ボランティア講演会
「災害ボランティア活動の
実際と平時の取り組み」

三郷市

吉川市

レッシュ！　12/11㊌19時30分～21時
　10人　100円　バスタオル持参
⑥はじめてのお箏、もう一度のお箏　
12/14㊏13時30分～15時30分　8人　
500円　あれば箏爪持参
⑦紙バンド工作（六ツ目カゴ）　12/ 
21㊏14時～17時　7人　500円　はさ
み、木工用ボンド持参
⑧親子でブラジル・サンバ体験　12/ 
22㊐13時～15時　20人　200円　室内
靴持参
⑨親子で書道（書初めを仕上げよ
う！）　12/27㊎15時～16時30分　25
人　300円　書道具・学校の手本持参

　市の審議会等を傍聴できます。定
員5人（都市計画審議会を除く）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。
■地域経営委員会〈総合政策課☎922-
07495927-4955〉…11/14㊍10時～　
市役所西棟第2会議室で
■市立病院運営審議会〈経営管理課☎

946-22005946-2211〉…11/14㊍10時
30分～　市立病院本館3階講堂
■都市計画審議会〈都市計画課☎922-
18025922-3145〉…11/14㊍15時～　
定員10人　市役所第二庁舎第1･2委員
会室で
■男女共同参画審議会〈人権共生課
☎922-08255927-4955〉…11/15㊎14
時30分～　市役所西棟第3会議室で
■公民館運営審議会〈中央公民館☎
922-53445925-0152〉…11/22㊎14時
～　中央公民館第1会議室で
■在宅医療・介護連携推進協議会
〈長寿支援課☎922-28625922-3279〉
…11/28㊍13時30分～　高砂コミセン
集会室で
■上下水道事業運営審議会〈水道総
務課☎920-56775925-5046〉…11/29
㊎14時～　水道庁舎会議室で
■人権推進審議会〈人権共生課☎922-
08255927-4955〉…11/29㊎14時～　
市役所西棟第5会議室で

環境と
くらしフェア2019
そうか

　「未来の子どもたちのために私たちができること」をテーマに、環境と
くらしについて見つめ直し、楽しく学びます。環境とくらしに関する様々
な展示のほか、親子でも楽しめるクイズラリーやプラネタリウム、工作コ
ーナーもあります。ぜひ家族や友人と遊びに来てください。
■日　時　11月16日㊏午前10時～午後3時
■会　場　アコスホールほか
■展　示　環境・消費生活情報、草加の自然と生きもの写真展、リフォー

ム作品展、子ども環境絵画展
■体験等　プラネタリウム、環境やくらしにやさしい工作、ミニ映画会「せ

んすいかんウーリー！3」、クイズラリー（景品あり）、バルー
ンニストによる動物風船アート、身近なもので簡単防災講座

εそうか環境とくらしフェア実行委員会事務局
　（環境課内）☎922-1519Ü922-1030Ü

11/16㊏
アコスホール

バッテン棒で認知症予防教室
－これであなたもバッチリ!!－

健康日本21推進草加大会
バッテン棒で3つの予防
－転倒・認知・骨密度低下－

　12/13㊎・20㊎13時30分～15時
30分。全2回。会場は保健センタ
ー。講師は田邊雅子氏。65歳以上
対象。定員30人。室内靴持参。è

11/6㊌から保健センターへ。☎92
2-0200Ü922-1516Ü

　12/2㊊13時30分～15時30分。
会場はアコスホール。講師は一本
棒・バッテン棒考案者で健康運動
指導士の田邊雅子氏、「ミスター
血圧」こと東京女子医科大学前教
授の渡辺尚彦氏。バッテン棒体操
で市民総健康長寿を目指して、体
力づくりをしませんか。定員250
人。è11/6㊌からスポーツ振興課
へ。☎922-2861Ü922-3172Ü

座ってできる
健康体操
「バッテン棒」
参加しませんか A B

D

C
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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

■松伏町農業収穫祭　11/24㊐10時～
15時　会場はまつぶし緑の丘公園　ε

同収穫祭実行委員会事務局☎991-1853

■八潮市農業祭　11/30㊏17時～21時、
12/1㊐9時～14時　会場はやしお生涯
楽習館、みどりの広場　ε都市農業課
☎996-2111

■こしがや産業フェスタ2019　11/ 
30㊏10時～16時・12/1㊐10時～15時
　会場は総合体育館及び周辺　ε同フ
ェスタ2019実行委員会☎966-6111

■司法書士による法律相談会　11/8㊎
17時～19時　物産・観光情報センター
　ε竹村☎920-5415
■スポーツウエルネス吹矢体験会　
11/9㊏・15㊎・17㊐・19㊋・26㊋9時
～11時　11/13㊌13時～15時　中央公
民館　無料　ε田岡☎090-4335-7987
■あみもの作品展　11/9㊏～10㊐11時
～14時　アコス6階ギャラリー　公民
館等で気楽に編み物をしている会の作
品展です　εあみものを楽しむ会植竹
☎931-4809
■スポーツウエルネス吹矢体験　11/9
～30の㊏13時～15時　全4回　八幡コ
ミセン　参加費無料  è山田☎944-8837
■歴史学講座「創世」ユダヤ人の信奉
するタルムードの由来と実像－紀元1
世紀に旧約聖書を整理し直した－　
11/9㊏13時30分～16時30分　草加市文
化会館　ε小嶋☎090-1261-7366
■卓球体験　11/12㊋・19㊋9時～　市
民体育館　ε松が根クラブ須藤☎922- 
4789

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）

越谷市

八潮市

松伏町 ■スポーツウエルネス吹矢体験　11/ 
12～26の㊋15時～17時　新田西文化
センター　初心者歓迎　参加無料　ε

植木☎090-2253-8475
■スポーツウエルネス吹矢体験会　11 
/14㊍・21㊍9時30分～11時　瀬崎コミ
セン集会室　無料　ε下田☎080-5477-
3719
■子育てセミナー「ダメダメと言わな
いようにするには」　11/14㊍10時～
11時30分　氷川コミセン小会議室　参
加費200円　保育無料要予約　ε家庭
倫理の会草加市石野☎090-9203-4244
■食べて応援！東北復興支援　11/14
㊍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
興支援　ε池島☎090-1408-6431
■南Ladyクラブ無料体験会　11/14・
28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
■介護者サロン「らくだ」　11/15㊎
　わ～くわっく草加　「こもれび」　
11/28㊍　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
■スポーツウエルネス吹矢体験会　
11/16㊏・30㊏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
■介護者の集い「オアシス」　11/16
㊏10時～12時　中央公民館　11/26㊋
10時30分～12時　瀬崎平成塾　12/3㊋
13時30分～15時30分　氷川平成塾　
ε山田☎928-5332
■合気道無料体験会　11/16㊏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☎05
0-7114-0709

■ボーイスカウト体験集会　11/17㊐9
時45分～　松原団地記念公園　花栗南
・松原・小山小学区の年長～小学5年
生男女対象　水筒持参　ε草加第4団
中山☎944-4523
■レクダンス講習会　11/20㊌・27㊌9
時15分～10時45分　勤労福祉会館　参
加費500円　簡単に楽しく踊れます　
室内靴・水分持参　è草加市レクダン
ス連盟高野☎942-1979
■“癒し”としての自己表現展in草加
　11/20㊌～24㊐10時～17時　中央公
民館　主に心の病の当事者と支援者の
絵画等展示、コンサート他　見学無料
　体験300円　ε松丸☎090-8313-6984
■不登校相談会　11/20㊌15時30分～
16時50分　草加市文化会館第2研修室
　不登校に悩む生徒・保護者対象　ε

そうか不登校支援ネット森泉☎932-51 
39
■第53回草加教育のつどい　11/23㊗
10時～16時30分　勤労福祉会館　午前
：教育懇談会、実践講座　午後：映画
「あの日のオルガン」　参加費無料　
ε金井☎944-7063
■史跡めぐり「久喜市周辺の名所史跡
を訪ねて」　11/24㊐8時30分草加駅改
札内集合　定員50人　参加費600円　
交通費別途　昼食持参　è草加史談会
浅古☎924-3403
■調理士さんと学校給食を作ってみま
せんか　11/24㊐10時～　草加市文化
会館　いかのかりん揚げ・豚肉と小松
菜のご飯他　500円　è子どもの健康
と学校給食を考える会☎090-1559-3160
■ふれあいダンスパーティー　11/24
㊐13時30分～16時30分　中央公民館
　参加費500円　ε佐藤☎090-8036-80 
59
■ロボット★プログラミング！親子で
体験＆見学会　11/30㊏9時30分～10時

30分　新田ミニコミセン　年中～小学
生と保護者対象　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　
11/30㊏10時～12時　アコス6階B　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
■氷川ダンス倶楽部フリーダンス　
11/30㊏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
■障害年金・成年後見無料相談会　
12/1㊐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
■草加市民吹奏楽団創団40周年記念
第39回定期演奏会「和～ジャポニス
ム」　12/1㊐14時開演　草加市文化会
館　入場料500円（前売り400円）　ε

楽団事務局平塚☎090-1607-8917
■ミシン洋裁基礎講座　12/4・11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
び作品を作りましょう　材料費1000円
　è竹花☎090-6657-4005
■DV被害者支援育成講座「DVのあ
る家庭で育つ子どもたちの現状と支
援」　12/5㊍10時～12時　中央公民館
　定員40人　無料　èみんなのまち草
の根ネットの会清水☎Ü936-2208
■第10回川の駅そうか村　12/15㊐9
時～16時　まつばら綾瀬川公園第2ラ
グーン　青空市場（フリマ）出店者募
集　定員10組　1区画2000円　è今様
草加宿今井☎935-8362
■バドミントン団体戦　12/22㊐9時～
　市民体育館　1～3部　定員24チーム
（先着順）　参加費1500円　è12/5㊍
までに神明2-2-45矢島☎Ü925-4981

① ②

Ü

Ü

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）

三栄工業
㈱今泉水道

苗塚町55-4
谷塚上町483-3

☎925-7384
☎927-1010

11/10㊐
17㊐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

11/17㊐

11/10㊐
内科

外科

内科

外科

レン・ファミリークリニック

メディクス草加クリニック

草加循環器クリニック

鳳永病院

新善町373

氷川町2149-3

氷川町2131-6

谷塚2-12-15

☎944-2200

☎920-6161

☎927-4811

☎924-2631

　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。



　6日、旧日光街道沿いを中心に総勢約
70人の大名行列や、よさこい・阿波踊り
の迫力ある演舞が披露され、大勢の人で
賑わいました。また、草加小ではおくの
ほそ道ゆかりの地の33都市が連携して
取り組む「奥の細道紀行330年記念キ
ャラバンセレモニー」が行われ、親書
贈呈や分火式などを通して、俳聖松尾
芭蕉による「おくのほそ道」の魅力を
市内外に更に発信していこうという思
いを共有し合いました。

　14日、雨天によりまつば
ら綾瀬川公園会場の催しは
中止となりましたが、記念
体育館では元日本女子サッ
カー日本代表の丸山桂里奈
さん、佐藤冴香選手（バド
ミントン）、永田裕幸選手
（車いすバスケ）、坂本鷹
志選手（トランポリン）の
4人のトップアスリートを
招いたトークショーやオリ
ンピック・パラリンピック
種目体験会を実施。参加し
た小学生は、「選手と一緒
にプレーができて嬉しかっ
た」と笑顔で話しました。

■押印所：各イベント会場内
10ヶ所（1面会場MAPの★印
参照）
午前10時～午後2時
D抽選会場：おせん公園
午前11時～午後2時30分
スタンプを5つ以上集めると抽
選会に参加できます。スタンプ
台紙は各スタンプ押印所まで。

E草加宿芭蕉庵
午前10時30分～
午後3時
1杯100円

Fまつばら綾瀬川公園
第2ラグーン周辺
フリーマーケットほか
午前9時～午後4時

Fまつばら綾瀬川公園
第2ラグーン周辺
午前の部　10時～正午
午後の部　1時～3時

A草加駅東口広場＆ア
コス等
点字・手話・介護体験
ほか
午前10時～午後3時45分

Hパインアベニュー商
店会
野菜詰め放題、グルメ
ほか
午前10時～午後3時

好きなことや得意なこと
を活かし、愉（たの）し
く月3万円を稼ぐことを
目指す講座「わたしたちの月3万円ビジネス（3ビ
ズ）」。今期の受講生17人が講座の集大成として、
ビジネスデビューをします。

Fまつばら綾瀬川公園
第2ラグーン周辺
午前10時～午後3時

■日　時　11月16日㈯午後5時開演
■出演者　イオン・ジョーンズ、三谷真珠子、井上麗（以上ハー
プ）、杉村美咲（フルート）、太田光子、大塚照道、平尾清治（以
上リコーダー）、多田聡子（ピアノ）、ジュエル・ハープ・ジャパ
ン、草加市レバーハープ・アンサンブル（指揮：鷺谷清子）
特別ゲスト：錦織健（テノール）　
司会：川井かすみ

■日　時　11月17日㈰午後1時30分開演
■出演者　シャンタル・マチュー、篠﨑史子、井上久美子、篠﨑和
子（以上ハープ）、細川順三（フルート）、坂野伊都子（ピアノ）、
第31回日本ハープコンクールプロフェッショナル部門優勝者
特別ゲスト：徳永二男（バイオリン）　
司会：須磨佳津江

　16日㈯は特別ゲストのテノール歌手錦織健がピアニストの多田聡
子と共演し、迫力ある歌声を披露。17日㈰は特別ゲストのバイオリ
ン奏者徳永二男が日本を代表するハープ奏者篠﨑史子、ピアニスト
の坂野伊都子と共演。秋を彩る美しいハープの音色で、ハープフェ
スティバルならではの演奏をお楽しみください。

■日にち　11月17日㈰まで
■会　場　草加市文化会館

B草加小体育館
午前10時～午後3時

16・17日
11月

ωチケット販売は草加市文化会館ほかで。各日一般1000円、
学生500円　全席指定、未就学児の入場不可

草加宿場まつり

スポーツフェスティバル

問同館☎931-93255936-4690

10月かどまちごとでき

同時開催イベント同時開催イベント

11月16日・17日　会場:草加市文化会館

■特別ゲスト　錦織健 ■特別ゲスト　徳永二男

イオン・ジョーンズ シャンタル・マチュー 音楽監督　篠﨑史子

フェスティバルコンサート

ファイナルコンサート

ヨセフ・モルナール メモリアル展

©Hikaru Hoshi©Hikaru Hoshi

©満田聡

国際ハープフェスティバル
メーンコンサート

国際ハープフェスティバル
メーンコンサート

笑味ちゃん
©みんなのよい食
プロジェクト

え　 み

まち　ばる

町張収穫祭 和舟の乗船体験

3ビズ
マルシェ16㊏・17㊐

17㊐
カヌー体験

甘酒の販売

福祉まつり

川の駅そうか村
16㊏・17㊐

日光街道・草加宿
スタンプラリー

17㊐

16㊏ 17㊐ 17㊐

17㊐

まち　ばる

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

草加人のための情報紙　広報「そうか」⑧ イベント情報・できごとまちかど2019年11月5日号
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