
折り込んである「そうか市議会だより」は、抜いて読んでください。

草加市社会福祉協議会☎932-6770 5932-6779

福祉政策課☎922-1234 5922-1066

　生活に課題を抱える人の早期発見・解決には、地域住民の皆
さんと専門機関との連携が必要です。市では、地域共生社会を
目指して、包括的な相談体制づくりを行っていきます。

もしかしたら…

地域の困りごとに気付いたら
一人で悩まず相談を

連携

地域住民

CSW専門機関

相談先が
分かっている場合
は各専門機関へ

相談先が
分からない場合
はCSWへ困りごとの発見

（本人からの相談もできます）

もしかしたら… もしかしたら…

夜になっても電気がつかない
一人暮らしの高年者の家がある。
郵便物もたまっているみたい。

・何か事故にあっている
・体調が悪い　　　　のかも

・将来、介護やお金のことで
　支援が必要になる家庭
・就労支援が必要　　　　なのかも

・生活のことで支援が必要な家庭
　　　　　　　　　　　なのかも

息子さんがずっと
引きこもっている家がある。
家族も高年者で心配。

ゴミがたまっている家がある。

地域の困りごとを発見し解決する地域づくりを

CSWへの相談

この面に関する問い合わせ

まるごとサポートＳＯ
ＫＡ、地域包括支援セ
ンター、保健所、病
院、市役所ほか

地域住民や専門機関
などと連携し、課題
解決に向けた支援を
行います

進めて
います

・一人ひとりに寄り添う支援
・地域の現状把握
・住民の皆さんの地域支援活動をサポート
・地域支援活動に参加したくなる環境づくり
・地域の支援の輪を広げる

CSWの役割

CSWが支え合いの地域づくりを支援します

CSW（コミュニティソーシャルワーカー）とは？

専門スタッフ２人が相談を受け付けます

どこに相談したらいいか分からない・話だけでも聞いてほしい

　生活のなかでの困りごとや地域における福祉課題な
どの相談に応じるため、草加市社会福祉協議会内に
CSWを配置しています。CSWは、電話、窓口、直接
訪問して話しを伺い、解決に向けたお手伝いをします。

　他人事と思いがちな様々
な地域の問題・課題を地域
の方に少しでも理解しても
らえるよう、地域に赴き、
地域の方と話を深めていき
たいと思っています。

　私たちが暮らす地域には、高年者や障がいのある人、
子育て中の人など様々な人がいます。また、近年、核家
族化や人間関係の希薄さから、自らSOSを発信できずに
いる人が多くなってきました。こうしたことが、生活課
題を抱え込み、孤独死や虐待などの深刻な事態を引き起
こす一因となっています。

　これらの課題を「私には関係のないこと」と思わ
ず、個人の課題を誰にでも起こるものとして認識し、
身近なところから互いに気を掛け合いましょう。誰も
が安心して暮らしていくためには、いつもと違う変化
に気付き、深刻化する前に適切な対応へつなぐことが
大切です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
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■10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）

　10月12日㈯に関東地方を直撃した台風19号は、市内でも道路冠
水、屋根等の飛散や倒木などの被害をもたらしました。
　市では災害対策本部を設置し、職員、教職員による全庁体制で河
川水位の監視、パトロールや各排水機場での対応等を行うとともに、
公民館等に加え、全小・中学校を避難所として開設しました。避難
所には約400世帯、900人を超える方を受け入れました。また、中
川、綾瀬川における水位の上昇を受け、草加市では初めて柿木町中
川通り東側地区と稲荷一丁目地区に避難情報を発令しました。今後
は、これまでの台風対応で明らかになった課題や教訓を踏まえ、市
民の皆様の安全を守るため、災害対応の充実を図ってまいります。

■対象建築物　昭和56年5月31日以前に建築確認を受け、工事に着
手した建築物（分譲マンションは若干数）
■対象者　市内に建物を所有し、自ら1年以上居住している個人
（マンションは管理組合等）。
　※所有者が複数名の場合は、他の所有者の同意を得ていること。
■耐震改修の流れ　市税完納、施工業者の規定などの条件を満たし
た上で、①事前申請（契約済は不可）②審査期間（2～3週間）③契
約・着工④実績報告（令和2年2月28日まで）

　11月1日に開催された市議会第3回臨時会で、議長に佐々木洋一
議員、副議長に中野修議員が新たに選出されました。また、監査委
員には切敷光雄議員が新たに選任されました。
■佐々木洋一議員　公明党草加市
議会議員団　4期目　副議長、議
会運営委員会委員長などを歴任　
八幡町914番地3
■中野修議員　草加新政議員団　
3期目　監査委員、議会運営委員
会委員長、建設環境委員会委員長
などを歴任　金明町1244番地12
■切敷光雄議員　草加新政議員団
4期目　議長、副議長、一般会計
決算特別委員会委員長などを歴任
　瀬崎三丁目23番26号

■住居表示区域内（※）で建物を新築・改築した場合
　条例の規定により住居表示の番号を取得するために届け出が必要
です。届け出後、住居表示の付定通知書と住居番号表示板を交付。
※長栄・新栄・清門以外の○丁目と表示されている区域
■近隣宅と同じ住居番号（同じ住所）の場合
　住居番号変更申請を行うことで、枝番号を使用した住居番号に変
更でき、郵便物や宅配物の誤配等が解消されます。なお、変更に伴
う登記等の諸費用は個人負担。

【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、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）。

■書類配布　保育課・各保育所等・子育て支援センター、市ホーム
ページ

【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、

市ホームページ

■簡易診断は無料で行います
　市では、補助金交付制度のほかに簡易診断を無料で行っています。
図面をもとに行う診断のため、現地調査は行いません。
ω平面図や間取り図を用意し、電話で建築指導課へ。

佐々木洋一 議長 中野修 副議長

切敷光雄 監査委員

市議会第3回臨時会 台風19号の対応について
問危機管理課☎922-0614Ü922-6591Ü

住宅の耐震診断・
耐震改修費用の一部補助
問建築指導課☎922-1958Ü922-3148Ü

令和2年4月の入園・入室
申込受付は11/26㈫～12/1㈰
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

住居表示の届け出を
問建築指導課☎922-1949Ü922-3148Ü

備えは大丈夫？自分や家族、地域を守るために家の耐震化を！

住居表示区域内での新築・建て替え時には、

保育所等・児童クラブ

議　　長　佐々木洋一議員
副 議 長　中野修議員
監査委員　切敷光雄議員新議長等を選出

補助対象
■耐震診断補助

木造（在来工法）2階建て以下の一戸建ての
住宅、併用住宅または長屋住宅の耐震診断

診断費用の2分の1の額で、上限は住戸の
戸数に5万円を乗じた額

次の（ア）～（ウ）の合計した額で、上
限55万円
（ア）改修に要した費用の23％で上限

30万円
（イ）今年度中に補助を利用した場合は、

改修に要した費用の2.5％で上限5
万円

（ウ）補助対象者が65歳以上の場合、上
限20万円

次の（エ）～（カ）の改修を同時に２つ
以上行う場合は、上限20万円
（エ）耐震シェルターを設置する費用の

23%で、上限20万円
（オ）屋根の葺き替えを行い、屋根を軽

量化する費用の23%で、上限20
万円

（カ）安全な空間の確保が見込める寝室
等の補強に要する費用の23%で、
上限10万円

改修に要した費用の23%で上限200万円

診断費用の2分の1の額か住戸の戸数に5
万円を乗じた額のいずれか少ない額で、
上限100万円

診断費用の2分の1の額で、上限10万円
分譲マンション（区分所有
されている共同住宅）

簡易診断

耐震診断

補助対象

補助金額

■耐震改修補助

［木造一般耐震改修］
●対象物件
　木造（在来工法）2階建て以下の一戸
建ての住宅、併用住宅または長屋住宅で、
耐震診断の結果、総合評点が1.0未満と
判定された建築物
●対象工事
　基礎、壁の補強、屋根の軽量化等の改
修により、総合評点が1.0以上となる改修

［木造簡易耐震改修］
●対象物件
　木造（在来工法）2階建て以下の一戸
建ての住宅、併用住宅または長屋住宅で、
耐震診断の結果、総合評点が1.0未満と
判定された建築物
●対象工事
　総合評点が1.0を満たさなくても安全
性の向上が見込める右記の改修

［マンション耐震改修］
●対象物件
　マンションの建替え等の円滑化に関す
る法律第2条第1号に規定する延床面積
1000㎡、3階建て以上の耐火または準
耐火建築物のマンションで、耐震診断の
結果、構造耐震指標Is値が0.6未満と判
定された建築物
●対象工事
　改修によりIs値が0.6以上となり、改
修設計の安全性を公的機関等が適正と認
めた改修

補助金額

② 草加人のための情報紙　広報「そうか」市政情報2019年11月20日号



○PM2.5（単位：マイクログラム／㎥）最大値20.9／最小値1.7（花栗中学校内）　○給食の放射性物質の検出なし

　中央図書館の空調設備及び照明の改修工事を行います。
　臨時休館中は、各公民館・文化センターの図書室（令和2年1月
14日㈫～28㈫休止）を利用してください。なお、従来日曜日に開
放している地域開放型図書室（高砂小・西町小・川柳小）を、令和2年
2～7月は土曜日午後も開放します。ご理解ご協力をお願いします。
■工事期間　令和2年1～7月（予定）
　　　　　　※工事期間中は、3・4階が利用できません。
■休　　館　12月29日㈰～令和2年1月31日㈮
■貸し出し・返却等　令和2年2月1日㈯から同館2階臨時窓口で。

■申請期限　11月29日㈮
ω市ホームページから登録申請書を入手し、通帳のコピーを添えて
メールまたはファクスで㈱JTB埼玉南支店へ。☎048-227-2503Ü04
8-227-2567soka-premium@jtb.com

Ü



　交際費の執行状況を公開しています。今回は7～9月分までの市
長交際費、議長交際費など全ての交際費9種類。公開内容は、支出
年月日・支出目的・相手方（病気見舞いは除く）・金額の4項目。
公開は3か月ごとに行い、市ホームページと市役所情報コーナーで
閲覧できます。
■交際費支出件数・金額
　市長…14件・7万5200円　議長…3件・1万4000円　教育委員会…
4件・2万4000円　農業委員会…2件・1万円　
　なお、上下水道部、市立病院事業管理者、選挙管理委員会、監査
委員、公平委員会の支出はありませんでした。

　国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者を対象に、特定健診
・後期高齢者健診を実施中です。対象者には受診券を送付済みです
が、受診券を紛失した場合は再発行しますので、保険年金課または
後期高齢者・重心医療室へ連絡してください。
※同年度内に2回以上受診をした場合、2回目以降は全額自己負担に
なりますので、ご注意ください。

中央図書館空調設備等改修工事に
伴う休館・臨時窓口のお知らせ
問中央図書館☎946-3000Ü944-3800Ü

交際費の執行状況を公開
問庶務課☎922-0954Ü922-3091Ü

7～9月
草加市プレミアム付
商品券取扱店の登録
問商品券事業室☎922-0181Ü922-1108Ü

指定医療機関で受診を
問特定健診…保険年金課☎922-1593Ü922-3178
　後期高齢者健診…後期高齢者・重心医療室
　　　　　　　　　　　☎922-1367Ü922-3178

Ü

Ü

12/20㈮
まで

登録申請は11月29日㈮まで

お済みですか？特定健診・後期高齢者健診

お
早
め
に

　地方公共団体は、国の「地方公共団体の財政の健全化に関する法
律（財政健全化法）」により、『健全化判断比率』と公営企業会計
の『資金不足比率』を算定し、財政の健全さを判断することとなっ
ています。平成30年度の決算に基づきこれらの指標を算定した結

果、いずれの比率も国が定めた早期健全化基準などの基準を大幅に
下回っており、市の財政は健全であると言えます。市では将来にわ
たって行政サービスを確実に実施していけるように、持続可能で健
全な財政運営をこれからも進めていきます。

平成30年度決算に基づく財政健全化判断比率・
資金不足比率を公表

いずれも
健全な状態

健全化判断比率
　一般会計や特別会計などの決算に基づいて、「収支」の赤字が
どれだけあるか、「負債」の大きさがどれだけあるかという2つ
の視点から、財政の健全さを4つの指標に分けて示したもの。
　比率ごとに、黄色信号に当たる「早期健全化基準」と、赤信号
に当たる「財政再生基準」が設けられています。比率のうち一つ
でも早期健全化基準以上となると財政健全化計画を定めて財政の
健全化に、さらに財政再生基準以上となると財政再生計画を策定
し財政の再建に取り組むことが必要となります。

資金不足比率
　公営企業会計の資金不足がどれだけあるかを、料金収入などの
事業規模と比較した指標であり、各会計の経営状況を表したもの。
　経営健全化基準である20％以上となると、公営企業の経営の
健全化を図る計画を策定しなければなりません。いずれの公営企
業会計も資金不足はなく、健全な経営状態となっています。

　一般会計の赤字が財政規模に対してどれだけあるかを表しています。
本市では黒字であるため算定していません。

①実質赤字比率

　一般会計に特別会計や水道事業会計、病院事業会計などを加えた全
ての会計の赤字が財政規模に対してどれだけあるかを表しています。
本市では黒字であるため算定していません。

　地方債（借金）などの返済額が財政規模に対してどれだけあるかを
表しています。本市の単年度値では前年度と比較し、0.04ポイント上
昇しましたが、平成28年度から平成30年度までの3か年平均である公
表値は、平成29年度数値を維持しました。

③実質公債費比率

④将来負担比率
　将来負担しなければならない負債（地方債残高など）が財政規模に
対してどれだけあるかを表しています。本市では土地開発公社による
土地取得の増加に伴い、支出予定額が増加したことなどにより、前年
度に比べて3.3ポイント上昇しました。

②連結実質赤字比率

※実質赤字比率・連結実質赤字比率は赤字がないため「－（該当なし）」とし、参考に黒字の比率を
　（△）表記しています。

健全化判断比率 早期健全化
基準

財政再生
基準

実質赤字比率

連結実質赤字比率

実質公債費比率

将来負担比率

11.36％

16.36％

25.00％

350.00％

20.00％

30.00％

35.00％

－(△8.28)

－(△30.86)

4.2％

2.8％

－(△9.44)

－(△26.13)

4.2％

6.1％

草加市の指標

平成30年度 平成29年度

公営企業名 経営健全化
基準

水道事業会計
病院事業会計
新田西部土地区画整理事業特別会計
新田駅西口土地区画整理事業特別会計
公共下水道事業特別会計

20.0%

－（△160.6）
－（△11.3）
－（△100.0）

－
－（△6.7）

－(△136.9)
－(△6.0)
－(△100.0)

－
－(△8.5)

草加市の指標
平成30年度 平成29年度

問財政課☎922-0761Ü922-1547Ü

※資金の不足が発生していないため「－（該当なし）」とし、参考に資金剰余の比率を（△）表記してい
ます。新田駅西口土地区画整理事業特別会計は、資金の不足及び剰余額が生じていないため
「－（該当なし）」としています。
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④ 2019年11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。

　12/7㊏14時30分～16時。会場は市立
病院心臓・脳血管センター5階大講堂。
インフルエンザ、風疹を含む子どもの
急性疾患について。講師は市立病院診
療部長兼小児科部長の長谷川毅氏。保
育（5歳未満児対象。定員10人）希望
者は11/28㊍（㊏㊐を除く）15時～17
時までに小児科外来へ。ε市立病院小
児科外来☎946-2200○内 2210Ü946-2211○内 Ü

　地震や武力攻撃など
の緊急情報を国が人工
衛星などを通じて瞬時に伝える全国瞬
時警報システム（Jアラート）の試験
放送を防災行政無線で行います。放送
内容は草加市あんしんメール、市HP
及び防災テレフォンサービス（☎922-
9911）で確認できます。
【放送内容】チャイム音→「これはJ
アラートのテストです」×3→「こち
らは防災草加です」→チャイム音。
ε危機管理課☎922-0614Ü922-6591Ü

　12/1㊐～3㊋10時30分～19時30分
（3㊋は16時まで）。会場は物産・観
光情報センター。草加市文化賞受賞者
で、埼玉県伝統工芸士の昼間時良氏が
熟練の技術で染め上げた十二支の手ぬ
ぐいをご覧ください。ε文化観光課☎
922-2403Ü922-3406Ü　妊娠中の口腔ケアは、生まれてくる

赤ちゃんの健康にもつながります。お
おむね32週までの妊婦を対象に、歯科
医師による診察やブラッシング指導が
受けられます。
【受診方法】指定歯科医療機関へ直接
電話予約し、母子健康手帳、診査票、
保険証、健診料500円を持参してくだ
さい。医療機関は市HPで。ε保健セ
ンター☎922-0200Ü922-1516Ü

　12/1㊐から地域歳末たすけあい募金
運動が始まります。皆さんから寄せら
れた募金は、生活困窮者のための「慰
問金事業」、ひとり暮らし高年者世帯
等を対象とした「大掃除事業」、地域
の方々の交流を深め地域から孤立をな
くすことを目的とした「ふれあい・い
きいきサロン事業」など、様々な福祉
事業に活用します。協力をお願いしま
す。ε県共同募金会草加市支会（社会
福祉協議会内）☎932-6770Ü932-6779Ü

　11/27㊌・29㊎18時～。会場は草加
市文化会館。令和2年度に市立小・中
学校で臨時的任用教職員または非常勤
講師として勤務を希望する人のための
説明会を開催します。小・中学校いず
れかの教職員免許状または養護教諭免
許状、または栄養士免許の所有者対象
（いずれも令和2年3/31までの取得見
込み者含む）。上記以外での個別説明
も可。学務課で配布する希望調書（市
HPでも入手可）を窓口へ。ε学務課
☎922-2674Ü928-1178Ü

　12/11㊌13時30分～16時。会場はア
コスホール。職種は営業、事務、製造、
運転、技術、福祉等で主に正社員を希
望する企業約40社が参加予定。新規高
等学校卒業予定者を除く求職者対象。
履歴書複数枚持参。ε草加商工会議所
☎928-8111Ü928-8125Ü

　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。
■サステナブル体操　12/5㊍13時30分
～15時。会場は勤労福祉会館。さびな
い身体をつくるための講義と体操。65
歳以上対象。定員50人。è11/21㊍か
ら新田（包）へ。☎946-0520Ü946-0523
■介護者のつどい　12/6㊎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　12/11㊌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

Ü

Ü

Ü

　看護師養成所等の在学者または令和
2年4月在学予定の人で、卒業後、市立
病院の看護師として働こうとする人を
対象に修学資金を貸与します。
■募集人数　若干名
■選考方法　書類審査及び面接（面接
予定日：令和2年1/18㊏）
■修学資金の額　月額7万円
è11/25㊊～12/9㊊（㊏㊐を除く、郵
送不可。）9時～17時に市立病院、市
役所総合案内で配布する申請書（市立
病院HPでも入手可）を市立病院経営
管理課へ。☎946-2200○内3002Ü946-22 
11

○内 Ü

　三郷北部地区の都市計画変更に当た

　12/2㊊10時～11時。場所は獨協大学
前＜草加松原＞駅構内。東京2020オリ
ンピック・パラリンピック競技大会等
を見据え、有毒ガス散布事案を想定し
た官民一体による実践的なテロ対処訓
練を実施します。雨天決行、見学可。
ε草加警察署☎Ü943-0110Ü

　12/7㊏8時50分新田西文
化センター集合12時解散。野鳥を中心
に観察します。小学3年生以下は保護

Jアラート試験放送
12/4㊌11時に実施

地域歳末たすけあい募金運動に
協力を

地域包括支援センター(包)
介護予防教室・介護者のつどい

市立病院の看護師を目指す人に
修学資金を貸与します

令和2年度臨時的任用教職員・
非常勤講師希望者説明会

歳末就職面接会
～地元の企業ではたらきませんか～

平和パネル展
「イラク、戦争と子どもたち」

è開催日の3日前までに生涯学習課へ。
☎922-2819Ü922-3498
■バナナのたたき売り口上の楽しみ方
　12/10㊋14時～16時。会場は中央公
民館。定員10人
■整理収納を学んでスッキリ暮らそう
～思い出との付き合い方～　12/12㊍
10時～12時。会場は中央図書館。定員
30人
■アイリッシュハープを弾いてみよう
　12/16㊊・23㊊15時30分～17時。全
2回。会場は中央公民館。定員12人
■ワイヤー細工のお花で飾るしめ縄作
り　12/17㊋10時～
12時。会場は新里文
化センター。定員14
人。材料費1500円。
はさみ、持ち帰り用
袋、あればグルーガ
ン持参

Ü

生涯学習体験講座

草加都市計画区域区分（県決定）
の変更案の縦覧

テロ対処訓練を実施

妊婦歯科健診を受けましょう

市立病院子ども健康教室

生きもの調査会

　12/7㊏9時～15時。会場はであいの
森。世代や障がいの有無に関わらず、

誰もが輝ける地域づくりを目的に、ま
つりを開催します。YDCダンススタジ
オのチアダンス、草加アラ神マジック
のマジックショー、川柳中吹奏楽部の
演奏、障がい者週間記念事業として歌
手の田中タツジ氏の歌と講話。サーク
ル発表・作品展示、つばさの森のお菓
子販売、草加地区更生保護サポートセ
ンターの野菜販売など。大型バスは、
㊊㊋㊍㊎コースで運行し、入浴は終日
休止します。ε同館☎936-2791Ü936- 
2792

Ü

であいの森まつり

干支手ぬぐい展

り変更案の縦覧を行います。縦覧は12
/6㊎～20㊎（㊏㊐を除く）。場所は都
市計画課ほか（県HPでも縦覧可）。
市内在住者または利害関係人で意見が
ある場合は縦覧場所にある意見書を12
/20㊎（必着）までに〒340-8550都市
計画課へ。県電子申請・届出サービス
でも可。ε同課☎922-1790Ü922-3145Ü

　12/3㊋～9㊊。会場は中央公民館。
戦争の悲惨さ、平和の尊さを次世代に
伝えるためのパネル展。平和ネットワ
ーク草加との共催。折り鶴オブジェ
「平和への羽ばたき」も展示します。
ε人権共生課☎922-0825Ü927-4955Ü

ⓅSOKACITY

者同伴。定員30人。双眼鏡持参。è環
境課へ。メール（QRコード）も可。
☎922-1519Ü922-1030Ü

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

12/1㊐～14㊏は「冬の交通事故防止運動」の期間。正しい交通マナーの実践を。

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

草加レザーフェスタ2019冬

レザークラフト体験

　11/23㊗10時～16時。会場は伝
統産業展示室「ぱりっせ」。動物
アクセサリーやネームプレートづ
くりなど。1回500円。εぱりっせ
☎Ü931-1970Ü

草加の地場産業　
皮革製品に
親しもう

　12/7㊏・8㊐10時～18時（8㊐は
17時まで）。会場はアコスホール。
皮革製品・素材の展示、レザーク
ラフト体験など「皮革」の魅力を
体験。ε草加商工会議所☎928-81
11Ü928-8125Ü
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　12/14㊏14時～16時。会場はであい
の森。内容はお正月風スワッグ。中学
生以上対象。定員15人。参加費2000円。
枝切りばさみ、手袋、持ち帰り用袋持
参。è11/21㊍からみどり公園課へ。
☎922-1973Ü922-3145Ü

▼マンカラ大会　11/21㊍　オセロ大
会　12/5㊍　いずれも15時30分～　小
学生対象
▼おもちゃ病院　11/28㊍10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼クリスマス工作　12/9㊊・12㊍15時
30分～　小学生対象
▼ふれあい人形劇公演　12/14㊏11時
～、14時～　「ヘンデルとグレーテ
ル」　乳幼児（保護者同伴）～高年者
対象
▼クリスマス会　12/20㊎14時～　ゲ
ームほか　小学生対象

■サービスコーナー（11/21～12/20）

両新田小

氷川・西町小

瀬崎・青柳小

新栄小

新里・高砂小

稲荷・八幡北小

日程
谷塚小

小山・新田小

長栄・草加小

花栗南・八幡小

栄・川柳小

清門・松原小

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）

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

5☎946-3000 5944-3800

定員のあるものは11/21㊍
10時から各館へ申し込みを

5922-3274

冬休み子ども料理教室～学校給食
の人気メニューを作ろう！～

　12/14㊏10時～12時。会場は歴史民
俗資料館。小学生（保護者同伴）対象。
定員15人。è11/21㊍から電話で同館
へ。☎922-0402Ü922-1117Ü

　12/21㊏9時30分～17時。会場は記念
体育館。スポーツやレジャーの事故に
よる傷病者に対しての救命・救急法の
知識と技術を習得する講習会。16歳以
上でJAEA、消防署、日本赤十字社い
ずれかの救命救急法講座を受講経験の
ある人対象（認定期限切れも可）。定
員30人。参加費2000円。写真（3×3
㎝）、昼食、室内靴持参。è11/21㊍
から電話で草加市体育協会へ。☎928- 
6361Ü922-1513Ü

れきみん体験教室「和凧作り」

みどりの教室

上級市民救命員養成講習会

　12/23㊊14時～16時。会場は保健セ
ンター。こまツナごはん・牛乳寒。小
学4～6年生対象。定員25人。材料費
250円。エプロン、三角巾、布巾2枚持
参。è11/21㊍から保健センターへ。
☎922-0200Ü922-1516Ü

■小学生のための読み聞かせ　11/24
㊐13時30分～14時
■木曜シアター　11/28㊍　にっぽん
トレッキング100（3）　八幡平、蔵王、
妙高・火打山＆飯豊山、12/19㊍　に
っぽんトレッキング100（4）　那須岳、
奥日光、佐渡島＆尾瀬　いずれも14時
～16時　成人対象　定員90人（当日先
着順）
■家庭向け読み聞かせ講習会　12/5㊍
10時～11時　読み聞かせの基本・選書
の仕方ほか　乳幼児と保護者対象　定
員15組　è11/21㊍9時から同館へ
■ともだち文庫による影絵劇　12/7㊏
13時30分～14時30分　幼児（保護者
同伴）～小学生対象　定員100人　
「おーいおーい」「スイミー」ほか　
è11/21㊍9時から同館4階児童室で整
理券配布
■ビデオ上映会　12/8㊐14時～16時10
分　「そして父になる」　成人対象　
定員90人（当日先着順）
■工作会　12/14㊏13時30分～14時30
分　飛び出すクリスマスカード　幼児
～小学生と保護者対象　定員40人（当
日先着順）

子ども・親子向け

■こども映画会　12/15㊐14時～15時
30分　「ロボッツ」　幼児（保護者同
伴）～小学生対象　定員80人（当日先
着順）
■おはなし会　12/21㊏11時30分～12
時　「しおちゃんとこしょうちゃん」
ほか　幼児～小学生と保護者対象
■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）

▼ふれあい囲碁・将棋教室　12/21㊏
14時～15時　幼児（保護者同伴）～高
年者対象

▼クリスマスカード作り　11/25㊊～
12/6㊎　フェルトリース作り　12/9㊊
～20㊎　いずれも㊋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　小学生対象
▼読み聞かせ「たんぽぽ」　12/5～19
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
▼ベビーマッサージ　12/17㊋10時～
　会場はコンフォール松原19号棟　3
～8か月の乳幼児と保護者対象　定員
10組　è11/21㊍13時から同館へ
▼初めてのお誕生会　12/17㊋13時～
　会場はコンフォール松原19号棟　平
成30年12月生まれ対象　定員12人　
è12/2㊊13時から電話で同館へ
▼親子体操　12/18㊌10時15分～11時
15分　会場はコンフォール松原19号棟
　平成29年4/1生まれまでの幼児と保
護者対象　定員20組　è11/25㊊13時
から電話で同館へ
▼おもちゃ病院　12/20㊎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
▼クリスマスケーキ作り　12/23㊊・
24㊋14時～15時　小学生対象　定員各
15人　参加費200円　è12/9㊊15時か
ら電話で同館へ

▼ABCで遊ぼう　11/25㊊、12/16㊊
15時30分～16時30分　乳幼児（保護
者同伴）～小学生対象
▼ふれあいグラウンド・ゴルフ　11/
30㊏10時30分中央防災広場集合（雨天
中止）　小学生～高年者対象　
▼読み聞かせ「バンビ」　12/2㊊・16

㊊11時～　乳幼児と保護者対象
▼こぶたのしっぽ　12/4㊌11時～　パ
ネルシアター　乳幼児と保護者対象
▼オセロ大会　12/6㊎　マンカラ大会
　12/13㊎　いずれも15時45分～　小
学生対象　優勝賞品・参加賞あり
▼収穫体験　冬野菜を採ろう　12/14
㊏11時チャヴィペルト集合（雨天中止）
　乳幼児～小学生と保護者対象　定員
20組　参加費1組610円　駐車場なし
▼クリスマスリースを作ろう　12/17
㊋～20㊎15時45分～　小学生対象　定
員各10人

▼おもちゃ病院　11/28㊍、12/12㊍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
▼ママのためのリフレッシュヨガ　
11/30㊏、12/21㊏10時15分～　定員各
20人
▼ふれあい大根掘り　12/1㊐（雨天8
㊐順延）10時30分谷塚2-22付近の畑集
合　幼児～高年者（小学生以下保護者
同伴）　定員30組　参加費100円（1本）
▼親子で作ろう　12/6㊎・13㊎14時45
分～15時30分　まつぼっくりでツリー
作り　幼児と保護者対象　定員各7組
▼ココアのシフォンケーキ作り　12/7
㊏10時谷塚文化センター集合12時解散
　小学生対象　定員15人　参加費500
円
▼オセロで遊ぼう　12/7㊏14時～　小
学生対象
▼ともだち文庫の「おはなしポケッ
ト」　12/16㊊11時～　読み聞かせ・
わらべ唄　乳幼児と保護者対象
▼バルーンアート　12/19㊍・20㊎14
時～　小学生対象　定員各7人
▼サックスとピアノのふれあいクリス
マスコンサート　12/22㊐11時～　幼
児（保護者同伴）～高年者対象　定員
50人

11/21㊍、12/5㊍・19㊍ 

11/22㊎、12/6㊎・20㊎

11/27㊌、12/11㊌

11/28㊍、12/12㊍

11/29㊎、12/13㊎

12/4㊌・18㊌　　　　　

■ 普段見られない風景に大興奮！練習見学会

■ 世界の泳ぎを体感！エキシビションマッチ
　市内の中高生と水泳クラブ
の総勢16人が選手たちにチャ
レンジ。上半身の力を最大限
に活かして平泳ぎを泳ぐ下半
身不随のモイセス・フエンテス選手とミゲル・リンコン選手の
姿に会場は驚きと興奮のどよめきが起きました。参加した高校
生は「良い勝負ができると思ったがとても速かった」「障がい
があっても一生懸命泳ぐ姿に心打たれた」と感激した様子で話
していました。

　9/22㊐に市民水泳大会エキシビションマッチ、
23㊗に練習見学会が市民温水プールで開催され、
コロンビア共和国パラリンピック水泳選手団6人と
参加者が交流を深めました。

　親子連れなど53人が参加。プールサイドやプールに入り、選
手が泳ぐ隣のレーンから間近に見学できる貴重な体験となりま
した。参加者は「泳
ぎ方に自分なりのア
レンジを加えていて
すごい」と満足そう
に話していました。

����

市民水泳大会＆
練習見学会で交流

����
�����東

京

279日
231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11月20日から
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ス」「希望」ほか　定員50人（当日先
着順）

▼こころを結ぶ光のひろば　12/3㊋10
時～12時　点字体験ほか
▼クリスマス親子フェスタ　12/3㊋10
時30分～12時　ブラックパネルシアタ
ー・メダル作り・サンタと交流ほか　
未就園児と保護者対象　定員70人　参
加費子ども1人200円
▼クリスマスコンサート　12/8㊐①13
時開演②15時30分開演　出演は草加中
央吹奏楽団　「愛の挨拶」「シチリア
島の夕べの祈り」序曲ほか　定員各40
0人（当日先着順）
▼餅つきを通して国際交流　12/14㊏
11時30分～13時30分　成人対象　定
員20人　参加費300円
▼ホッとひと息「子育てサロン」　12 
/18㊌10時～　親子友だち作り・簡単
工作ほか　乳幼児と保護者対象
▼にじいろタイム　12/20㊎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」
　12/20㊎13時30分～　胎教と友だち
づくり　初妊婦対象
▼リースを作ろう　12/21㊏10時～12
時30分　小学生対象　定員10人　参加
費1000円
▼お正月飾りを作ろう　12/26㊍10時
～12時30分　門松風の小さな飾り　小
学生対象　定員10人　参加費1000円

▼すくすくクラブ　12/12㊍10時～11
時30分　手遊び・簡単工作ほか　乳幼
児と保護者対象
▼食の講座「大人のクッキング」　12 
/13㊎10時～13時　クリスマス料理
（リースピラフ・ミートローフほか）
　成人対象　定員12人　参加費800円
▼子ども簡単ランチ作り教室　12/14
㊏10時～13時　パン・スープ・グリル
チキンほか　小学生と保護者（小学生
の兄弟姉妹も可）対象　定員8組　参
加費1組（2人）1500円
▼クリスマスハンドベルコンサート　
12/16㊊11時～　出演はハンドベルク
ワイアぶどうの木　「きよしこの夜」
「ジングルベル」ほか
▼フラダンスサロンステージ　12/18
㊌11時30分～　出演はメカマハロ　
「ホワイトクリスマス」ほか　
▼のびのび広場　12/20㊎10時～11時
　乳幼児と保護者対象
▼おもちゃの病院　12/27㊎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　11/27㊌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
▼おもちゃの病院　12/9㊊10時～12時

①
②

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

氷川児童センター ☎928-2341

定員のあるものは11/21㊍
8時30分から各館へ申し込みを

5925-0152

▼ロビー　パッチワークキルト・カト
レアによるパッチワーク展…11/21㊍
～12/2㊊　木版画年賀状展…12/4㊌～
16㊊
▼背骨まっすぐ健康講座　12/6㊎10時
～11時30分　講義・実践　定員15人　
▼おはなしの広場　12/13㊎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
▼クリスマスマジックショー　12/15
㊐10時～11時45分　出演は草加アラ神
マジッククラブ レクチャー（幼児～
中学生対象）、ショー
▼親子で楽しむクリスマス会　12/16
㊊11時～11時45分　リズム体操・ゲー
ムほか　0～3歳の乳幼児と保護者対象
　定員25組
▼おもちゃ病院　12/20㊎10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼クリスマスギターコンサート　12/
22㊐13時～16時　出演はギターアンサ
ンブル　「サウンド・オブ・サイレン

　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　12/12㊍10時～
11時30分　ミニクリスマス会　乳幼児
と保護者対象
▼クリスマスリースパン作り　12/22
㊐10時～13時　成人対象　定員20人　
参加費700円

▼手袋で作る開運お祝い（子（ねず
み））　11/24㊐10時～12時　成人対象
　定員16人　参加費500円
▼ママといっしょにおはなし会　11/ 
25㊊、12/16㊊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
▼おもちゃの病院　12/2㊊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」　12 
/2㊊10時～12時　クリスマス工作・読
み聞かせほか　乳幼児と保護者対象
▼外国籍市民のための日本語教室　12 
/3～17の㊋10時～12時
▼放課後クラブ　12/5㊍17時～18時…
卓球　12/16㊊16時～17時…将棋　
12/17㊋17時～18時…スポーツウエル
ネス吹矢　12/2㊊・9㊊・23㊊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
▼子育てカフェ　12/6㊎・13㊎10時～
12時　全2回　牛乳パックでパクパク
サンタ作りほか　おおむね1～3歳児と
保護者対象　定員16組（1歳以上の保
育あり）　参加費200円
▼お楽しみ人形劇場　12/7㊏11時～11
時50分　「うさぎのダンス」「ブレー
メンの音楽隊」ほか　幼児（保護者同
伴）以上対象
▼クリスマスキャンドル作り　12/8㊐
10時～11時　小学生以上対象　定員24
人　参加費400円（親子1組（2人）は
750円）
▼クリスマス直前　手作りケーキ会　
12/10㊋10時30分～12時30分　ブッシ
ュドノエル　成人対象　定員16人　参
加費600円　è11/28㊍までに同館へ
（抽選11/29㊎発表）
▼お正月のこけ玉作り教室　12/11㊌
13時30分～16時　成人対象　定員20
人　参加費1000円
▼パパと子どものクリスマスパン作り
教室　12/14㊏10時～12時　シュトー
レン　小学生と保護者対象　定員10組
（1組2人）　参加費800円
▼クリスマスコンサート　12/15㊐13
時～18時　ハンドベル・吹奏楽ほか

　12/26㊍8時30分～13時　施設定期点
検のため休館します
▼すくすくクラブ　11/26㊋10時～12
時　ミニ運動会　乳幼児と保護者対象
▼歌声喫茶銀河～クリスマスの集い～
　12/1㊐13時30分開演　ピアノ・ハー

■白ゆり会（着付け）　月2回㊏か㊐
10時30分～12時　谷塚文化センターで
　眠っている着物を使って楽しみませ
んか　月額3000円　ε長谷川☎090-34 
75-8567
■稲荷いきいき体操　㊊9時～11時　
稲荷コミセンで　音楽に合わせ楽しく
身体を動かし100歳めざし毎日元気に
過ごしましょう　見学可　入会金1000
円　月額2000円　ε青木☎936-1022
■話し方サークル話の世界　第2・4㊏
14時～16時　谷塚文化センターで　会
話を学び素敵な人間関係を　入会金
1000円　月額2000円　ε畑中☎927-1 
441
■義和流拳法（拳法・空手ほか）　㊌
19時～、㊏16時～　いずれも谷塚ミニ
コミセンで　4歳以上対象　入会金
2000円　月額2500円　ε門馬☎080-30 
02-2709
■きんぷくギターサークル　月4回㊍
17時～19時　勤労福祉会館で　中高年
でギターを楽しんでいます　初級者歓
迎　見学可　月額1000円（お菓子付
き）　ε中島☎090-8435-0317
■稚心会（書道）　第1・3㊋9時～12
時　であいの森で　和やかな雰囲気の
なかで書道を楽しみませんか　入会金
1000円　月額1000円　体験1回200円
　ε野村☎941-5108
■草加ハーモニカ同好会　㊊10時～12
時　であいの森で　月額500円　ε中
村☎942-1764
■京美会（民舞踊）　月4回㊏11時～
12時30分　谷塚ミニコミセンで　幅広
い年齢層で各地の民舞から盆踊りまで
活動　初心者歓迎　入会金1000円　月
額2500円　ε広木☎090-2915-8581
■キッズスマイル新里（親子サーク
ル）　㊋9時50分～10時50分　新里文化
センターで　0歳～未就園児と保護者
対象　季節の行事や親子遊び　体験可
　月額1200円　ε大谷090-4096-3266
■谷塚クラブ（卓球）　㊍19時～21時
・㊐14時～17時　谷塚小で　初級者か
ら上級者まで卓球を楽しめるサークル
です　高校生以上対象　年額5000円　
ε渡邊☎090-4955-3764

▼手芸「ブックカバー作り」　11/24
㊐13時30分～16時　幼児（保護者同
伴）以上対象
▼お話テーブル　11/30㊏13時30分～、
15時～　文章をつないで話を作るゲー
ム　小学生対象
▼造形ワークショップ　12/1㊐13時30
分～16時　クリスマスリース作り　幼
児（保護者同伴）以上対象
▼おもちゃ病院　12/5㊍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
▼お父さんの焼き芋タイム　12/8㊐14
時～　炭を使って焼き芋作り　幼児と
保護者対象　定員15組
▼なかよしランチ　12/11㊌11時30分
～13時　ラスク作り　幼児と保護者対
象　定員15組
▼ママ防災「避難のススメ」　12/12
㊍13時～14時　乳幼児の保護者対象　
定員20人
▼クリスマスパーティー　12/15㊐14
時～15時30分　子どもが企画・運営す
るクリスマスパーティー　小学生以上
対象　定員15人
▼ママのためのリラックスヨガ　12/ 
19㊍15時～15時40分　0～2歳児と保
護者対象　定員15組
▼子ども歳時記　12/25㊌13時30分～
16時　洗濯のりでスノードーム作り　
幼児（保護者同伴）以上対象
▼お供え餅作り　12/27㊎10時30分～
12時　幼児～小学生と保護者対象　定
員15組　材料費450円

モニカ・オカリナ等に合わせて歌いま
しょう　「ジングルベル」ほか　参加
費500円（飲み物付）　抽選会あり
▼アミーゴ・ギターコンサート　12/ 
15㊐14時～16時
▼ロビークリスマスコンサート　12/ 
20㊎12時10分～12時50分　出演はな
のはな谷塚
▼草加南高校文化部合同発表会　12/ 
21㊏13時開演　演劇・吹奏楽・軽音楽
・調理　定員200人（当日先着順）
▼谷塚元気ひろば　12/23㊊13時～15
時　年末お楽しみ会　65歳以上対象　
定員30人　参加費500円



相　談　案　内
ä11/21㊍～12/20㊎（㊗㊡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。

竹内セントラル㈱
㈲駒崎設備
㈲東洋開発

苗塚町438-16
氷川町818-3
両新田西町246

☎928-5525
☎924-4136
☎928-5520

11/23㊗
11/24㊐
12/1㊐

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

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
12/2㊊…住吉児童館☎928-5736
11/21㊍、12/4㊌・19㊍…新栄児童センター☎942-9876
11/28㊍、12/12㊍…谷塚児童センター☎925-1856
12/18㊌…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・4㊍…勤労福祉会館／
第2㊍…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）
11/27㊌13時～16時…柳島コミセン☎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

ä第3㊍13時30分～15時30分
…高砂コミセン

休 日 当 番 医
㊐㊗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

12/1㊐

11/23㊗

11/24㊐

内科

外科

歯科

内科

外科

内科

外科

メディカルハブクリニック

かがわ医院

吉田歯科クリニック

かたい内科クリニック

いまじょうクリニック

おぎ野医院（◯旧金子医院）

草加西口大腸肛門クリニック

金明町516-1-1

草加3-8-21

長栄2-28-2

松江1-25-13

旭町6-1-17

稲荷3-13-23

氷川町2144-11 3F

☎943-8292

☎942-6062

☎946-5577

☎936-6612

☎941-2140

☎936-3636

☎951-0421

　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）　歯科…9時～12時

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11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



蓮池薫さん講演会

　11月3日、草加松原
遊歩道ほかで草加ふさ
さら祭りが開催され、
約27万人が来場。踊る
ん♪よさこい・市民パ
レードでは参加した約
50団体の迫力ある演舞
・演奏を間近で見よう
と、大勢の見物客で賑
わいました。
　また、模擬店やステ

　JAXA／ISAS 宇宙機応用工学研究系の准教授で、小惑星探査
機「はやぶさ2」のミッションマネージャーの吉川真氏が、小
惑星「Ryugu（リュウグウ）」から有機物や水を含むサンプル
を地球に持ち帰るミッションへの挑戦とタッチダウンに成功し
た成果をお話します。手話通訳、要約筆記あり（要予約）。
■日時　2月1日㈯午後2時～3時45分
■会場　中央公民館
■定員　400人
ω11月21日㈭から生涯学習課または
申込フォーム（QRコード）へ。参
加者には入場券（はがき）を発送。

　草加市観光協会が募集した
「草加の四季観光写真コンク
ール」の応募総数168点の中
から入賞作品が決定。巡回展
示会を開催します。
■作品展示
11月26日㈫～12月1日㈰
　…中央公民館
12月6日㈮～20日㈮
　…アコス南館6階（アゴラ）
令和2年1月11日㈯～15日㈬
令和2年2月21日㈮～25日㈫
　…物産・観光情報センター

ω11月30日㈯（必着）までに草加市体育協会
ホームページ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。（応募多数の場合は抽選）
※はがきの場合は別途手数料300円かかりま
す。

　10月27日、中央公民館で開催。「拉
致によって命以外の全てを奪われた」
の一言を皮切りに、拉致された時の状
況、北朝鮮での生活、帰国に至った経
緯など、当時の記憶を呼び起こしなが
ら話される蓮池さんに、会場は真剣な
眼差しで時折嘆息を漏らしながら話に
耳を傾けていました。蓮池さんは「北
朝鮮にまだ残されている人やそのご家
族はとても辛い思いをしている。拉致
問題解決のために、今後も協力をお願
いしたい」と語られました。講演会に
参加した皆さんからは「残されている
人が少しでも早く帰られることを願い
ます」との声がありました。

かどまちごとでき 10・11月

ージイベントのほか、
市民体育館では体育館
の半分のスペースを
使った巨大段ボール
迷路、車いすバスケ
ットボールやトラン
ポリンなどのオリン
ピック・パラリンピ
ック競技体験も行わ
れ、盛りだくさんの
一日となりました。

「煌めきの橋」
藤井 義雅 さん

フォトライフ
サポート
センター賞

フォトライフ
サポート
センター賞

「平成の終わりも近し」
小西 直昭 さん

特選特選

「春」
杉山 沙依美 さん

草加の
さくら賞
草加の
さくら賞

「ひゃくたいばしと松のDuet」
染谷 雄一 さん

草加
松原賞
草加
松原賞

「和舟を楽しむ」
安井 泰三 さん

特選特選 「今日は『主役』！」
粂 ひろ子 さん

東武
よみうり
新聞社賞

東武
よみうり
新聞社賞

「草加松原桜も名所」
矢島 勲 さん

観光協会
会長賞
観光協会
会長賞

観光写真　コンクール
入賞作品展示会

教室名 対象 実施日 曜日 時間 回数 定員 参加費 会場

親子体操（金曜）
H27.4.2～

同29.4.1生まれ
の幼児と親

1/10～2/14 金 11時～12時 6 20組 3000円

市民体育館

幼児体操　縄跳び編(A)
年中・年長

1/10～31 金 15時～16時
各4 各30人 各2000円

幼児体操　縄跳び編(B) 1/10～31 金 16時～17時

おはようストレッチ

18歳以上

1/8～3/18（除外日あり） 水 9時～10時

各8

40人

各4000円

バランス＆コアトレーニング 1/9～3/19（除外日あり） 木 19時30分～21時

各20人
体幹・美ボディトレーニング 1/8～3/18（除外日あり） 水 13時15分～14時15分

リフレッシュ体操 1/9～3/19（除外日あり） 木 13時45分～14時45分

シェイプアップトレーニング 1/7～3/3（除外日あり） 火 19時～20時 草加中体育館

機能改善アクア 1/9～3/19（除外日あり） 木 10時～10時50分
各7

15人
各3500円 市民温水

プールステップアップ水泳 1/10～3/13（除外日あり） 金 9時～10時30分 30人

問草加市体育協会☎928-63615922-1513

問草加市観光協会事務局（文化観光課内）
　☎922-24035922-3406

問生涯学習課☎922-28195922-3498

そうか市民大学特別公開講座

スポーツ教室

草加の四季

小惑星探査ミッション
　 「はやぶさ２」の挑戦
小惑星探査ミッション
　 「はやぶさ２」の挑戦

©イラスト：池下章裕©イラスト：池下章裕

▲申込
フォーム

市の人口　令和元年11月1日現在　24万9732人（男12万6474人・女12万3258人）/前月比9人増/世帯数11万8076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20日号
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