
折り込んである「マイ・ステージ」は、抜いて読んでください。

互いを思いやり、支え合う心がけが
共生社会の実現につながります

12/3～９は障がい者週間 障がい者福祉への関心と理解を深めることを目的とした週間です

　障がいのある人もない人も、誰もが相互に人格と個性
を認め合い、支え合うことで安心して暮らすことができ
る社会をつくるためには、障がいについて理解を深める
ことが大切です。
　障がいのあるなしにかかわらず、社会参加したいとい

障がい福祉に関すること
問障がい福祉課☎922-1436 5922-1153

今日からできる身近な思いやり

　草加市体育協会が障がい者スポーツ
等の普及・啓発のため、市内の各小学
校で開催している体験講座のひとつと
して、手話ＵＤ（ユニバーサルデザイ
ン）ダンス講座が、今回初めて高砂小
で開催されました。
　手話パフォーマーとして活躍する北
村仁さんを講師に迎え、簡単な手話講
座の後、音楽に合わせて表現する手話
ＵＤダンスを体験しました。体験を終
えた児童からは、「これからは、耳が
不自由な人を見かけたら、自分が使え
る手話や筆談で手助けしたい」、「体
が不自由な人にもっと優しくできる人
になりたい」と話していました。

高砂小
４年生

しま
したが手話ＵＤダンスを体験

困っている人にもっと優しくできる人になりたい！

手話ＵＤダンス・障がい者スポーツ等
の体験講座に関すること

ヘルプカード
ヘルプマーク

問草加市体育協会
☎928-6361 5922-1513

　ヘルプカード(左)は、障がい者や難
病患者の人などが、日常生活で困った
時に提示して、必要な支援や配慮を周
囲の人に説明するためのカード。
　ヘルプマーク（右)は、外見から分
からなくても援助や配慮を必要として
いる人が、周囲の人に配慮を必要とし
ていることを知らせるマーク。
　ヘルプカードやヘルプマークを身に
着けた人が困っていたら、声をかける
など、思いやりのある行動をお願いし
ます。

う気持ちは誰しも同じです。困っている人を見かけたら、
相手の立場や気持ちになって考え、声をかけ、共に力を
あわせて、自分たちのまちをつくっていきましょう。　

点字ブロックの上や
周辺に自転車や物を
置かない。

車いすの人の移動や
手動式ドアの開閉を
手伝う。

必要な人以外は駐車
しない。

筆談やジェスチャー
で説明する。
わかりやすい表現で
ゆっくり丁寧に説明
する。

このマー
ク

ご存じ
ですか？

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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令和元年の市内交通事故状況（前年比）11月20日現在　人身事故579件（－165）　死者6人（＋1）

ω1月9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でも入手可）
を〒340-8560同病院経営管理課へ（土・日曜日、祝日除く）。

　「やさしさがあふれるまち 草加」の実現に向け、市民の声を聴
き、市民と共に考え、草加の未来につながる仕事を積極的に行う意
欲ある人材を募集します。詳細は、市役所総合案内、職員課、各サ
ービスセンター等で配布する募集要項（市ホームページでも入手
可）で確認を。
■第1次試験　日にち：1月5日㈰
　　　　　　　会　場：獨協大学
ω12月13日㈮（消印有効）までに簡易書留で〒340-8550職員課へ
（窓口受付は行いません）。

　商業施設の広告プロモーションや企業のプロダクトのデザイン等
を手掛ける傍ら、経営不振にあえぐ中小企業の立て直しなどに取り
組む「㈲セメントプロデュースデザイン」代表取締役の金谷勉氏を
招き、企業と地域の魅力を引き出すデザイン戦略について講演いた
だきます。また、今年9月から開講されている「SOKA CREATIVE    
　LAB2019」の講座紹介も行います。講演終了後、懇親会（有料）
あり。
■日時　1月15日㈬午後5時～7時30分
■会場　Coworking space Torino'sほか
■対象　企業や地域の魅力アップに興味があるクリエイター、市内

企業
■定員　50人程度（応募多数の場合は抽選）

　クリエイター及び市内企業を対象
とした全5回の実践講座。企業や地
域の魅力向上を目的に、クリエイタ
ーと市内企業が共に、商品やサービ
スのプロデュース等を学び、新たな
事業の発展を目指します。

デザインと視点を変えた
モノづくり戦略

SOKA CREATIVE MEETING

草加市新規採用職員を募集
問職員課☎922-0983Ü922-3098Ü

令和2年4月1日採用
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

令和2年4月1日採用

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

受験資格等職　種

事務
（大学卒）

土木技師
（新卒者等対象）

土木技師（社会人
経験者等対象）

建築技師
（新卒者等対象）

建築技師（社会人
経験者等対象）

電気技師
（新卒者等対象）

電気技師（社会人
経験者等対象）

事務
（情報）

社会福祉士

保健師

看護師

第1次
試験科目

採用予定
人数

10人
程度

若干名

5人
程度

平成6年4月2
日以降生まれ

平成6年4月2
日以降生まれ

昭和54年4月
2日～平成6年
4月1日生まれ

平成6年4月2
日以降生まれ

平成6年4月2
日以降生まれ

昭和54年4月
2日～平成6年
4月1日生まれ

昭和54年4月
2日～平成6年
4月1日生まれ

昭和54年4月
2日以降生ま
れ

昭和54年4月
2日以降生ま
れ

昭和49年4月
2日以降生ま
れ

昭和49年4月
2日以降生ま
れ

大学以上を卒業または令和2
年3月までに卒業見込みの人

大学以上を卒業または令和2
年3月までに卒業見込みの人

高等学校以上を卒業した人

高等学校以上を卒業した人

高等学校以上を卒業した人

大学以上を卒業または令和2
年3月までに卒業見込みの人

大学以上を卒業または令和2
年3月までに卒業見込みの人

試験申込時において看護師免
許を有する人
※配属先は保育園を予定。た
だし、入所後に他施設への人
事異動も有り

試験申込時において保健師免
許を有する人または令和2年
3月までに取得見込みの人

試験申込時において社会福
祉士資格を有する人

高等学校以上を卒業し、次の
要件のいずれかを満たす人
⑴ネットワーク及びサーバの
設計または構築経験を令和
元年11月1日現在で3年以
上有する人
⑵次の試験のいずれかに合格
している人
アシステムアーキテクト試験
イネットワークスペシャリ
スト試験
ウデータベーススペシャリ
スト試験
エ情報処理安全確保支援士
試験
オテクニカルエンジニア
（ネットワーク）試験
カテクニカルエンジニア
（データベース）試験
キ情報セキュリティスペシ
ャリスト試験
クアプリケーションエンジ
ニア試験　　　

教養試験・専
門試験・論文

教養試験・専
門試験・論文

教養試験・専
門試験・論文

教養試験・
論文

事務
（障がい者対象）

昭和49年4月
2日以降生ま
れ

高等学校以上を卒業または令
和2年3月までに卒業見込み
の人で、試験申込時において
障がい者手帳の交付を受け、
次の要件をすべて満たす人
⑴事務職として職務の遂行が
可能である

⑵活字印刷文による出題に対
応できる

教養試験・
論文

教養試験・
論文

教養試験・
論文 若干名

若干名

教養試験・
論文

専門試験・
論文

教養試験・専
門試験・論文

教養試験・専
門試験・論文

専門試験・
論文

専門試験・
論文

若干名

若干名

若干名

若干名

職　種

看護師

臨床検査技師

電気技師

臨床工学技士
（透析業務）

言語聴覚士

理学療法士

受験資格等（①②全てを満たす人） 試験日
及び内容

1月18日㈯
論文・面接

1月18日㈯
一般教養・論文

2月1日㈯
面接

採用予定
人数

10人
程度

若干名

①昭和49年4月2日以降生まれ
②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臨床検査技師の免許を有する人、または
令和2年3月31日までに取得見込みの人

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日までに取得見込みの人

①平成元年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日までに取得見込みの人

①昭和54年4月2日以降生まれで高等学校
以上を卒業している人
②200床以上の病院で5年以上電気に関す
る職務経験のある人

①平成元年4月2日以降生まれ
②臨床工学技士の免許を有する人または令
和2年3月31日までに取得見込みの人

専用申込
フォーム金谷勉 氏

ω1月8日㈬までに産業振興課へ（専用申込フォーム（QRコード）
　からも可）☎922-3477Ü922-3406Ü

～小さな企業が生き残る～

とは…

② 草加人のための情報紙　広報「そうか」市政情報2019年12月5日号



12月の「なくそう暴力」標語　暴力の　芽を摘む勇気　地域の輪

「建設工事」「設計・調査・測量」「土木施設維持管理業務」
　市（水道事業を含む）及び草加八潮消防組合が発注する「建設工
事」「設計・調査・測量」「土木施設維持管理」業務の入札への参
加希望者は、資格審査の申請を。
■新規申請
　対　　象　県電子入札共同システムに新規登録する事業所
　受付期間　1月6日㈪～17日㈮
　申請方法　郵送による申請（消印有効、持参不可）
■追加申請
　対　　象　県電子入札共同システムに登録済みで、申請自治体、

業種、業務等を追加登録する事業所
　受付期間　1月6日㈪～24日㈮
　申請方法　郵送による申請（消印有効、持参不可）
　【郵送先】　〒330-9301　さいたま市浦和区高砂3-15-1
　　　　　　県総務部入札審査課審査担当（工事）
　申請要領は契約課で配布（県ホームページからも入手可）
「物品納入」「施設維持管理」業務等
　市（水道事業を含む）、草加八潮消防組合及び市立病院が発注す
る「物品納入」「施設維持管理」業務等の入札への参加希望者は、
資格審査の申請を。
■市（水道事業を含む）及び草加八潮消防組合
　受付期間　1月6日㈪～16日㈭
　申請方法　郵送による申請（消印有効、持参不可）
　【郵送先】　〒340-8550契約課
　申請要領は契約課・上下水道部水道総務課・草加八潮消防局総
務課担当で配布（市ホームページからも入手可）
■市立病院
　受付期間　1月6日㈪～16日㈭
　申請方法　郵送による申請（消印有効、持参不可）
　【郵送先】　〒340-8560市立病院施設管理課
　申請要領は市立病院施設管理課で配布（市立病院ホームページ
からも入手可）

　経済的理由で高校・短大・大学・専門学校等への進学が困難な人
の保護者を対象に、入学準備金を貸し付けます。貸し付けは審査の
上、決定します。
■条件　以下の条件を全て満たす人
①市内に1年以上居住し、市税を完納している。
②1年以上1都6県（東京都、神奈川県、埼玉県、群馬県、栃木県、
茨城県、千葉県）に居住し、市区町村税を完納し、債務を保証
できる所得等がある連帯保証人（20歳以上で、申請者と別世
帯居住)が1人いる。

③申請者及び連帯保証人が市の入学準備金または奨学資金制度の
保証人でない。

■貸付限度額（いずれも無利子）
　〇高校・高専・専修学校…国・公立10万円、私立30万円
　〇短期大学・大学…国・公立20万円、私立50万円
■返済
　貸し付けを受けた月の翌月より6か月経過後から、国・公立の学
校等は24か月、私立の高校・高専・専修学校は36か月、私立の短
期大学・大学は48か月で均等月払い。
■個別相談
　開庁時間内に随時受け付けます。開庁時間に来られない人は以下
の日時（要予約）に総務企画課で受け付けます。
①12月15日㈰午前9時～正午、②1月8日㈬午後5時30分～8時。
・予約は①は12月13日㈮、②は1月7日㈫までに電話で同課へ。
※経済的事情により、奨学金の返済にお困りの場合は、猶予の相談
も受け付けています。

　テレホンサービス・市ホームページ・草加市あんしんメールに加
え、新たに「草加市公式Twitter」と「㈱ J:COMの「防災情報サー
ビス」の専用端末」で、災害情報等を発信する防災行政無線の放送
内容が確認できるようになりました。
■Twitter（※）での確認方法
　Twitterサイトで草加市アカウント「草加市（＠city_so
ka）」（QRコード）をフォロー。
※インターネットを使ったコミュニケーションサービス
■㈱J:COMの「防災情報サービス」の専用端末での確認方法

　利用する場合は、㈱ J :COM（ケーブルテレビ事業等を行う民間
会社）への有料契約が必要です。詳細は、㈱ J :COMカスタマーセ
ンター☎0120-989-989（午前9時～午後6時）へ。

J:COM

J:COM
J:COM

　市議会12月定例会が、12月5日㈭に開会されました。市長提出議
案は22議案。主な議案は次のとおり。
○草加市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について
…国民健康保険税の負担の公平化、適正化等を図るため、国民健康
保険税の所得割・均等割の額の改定、一定の所得がある人に係る賦
課限度額の改定等を行うものです。
○草加市生産緑地地区に定めることができる区域の規模に関する条
例の制定について…市街化区域にある小規模な農地を保全して有効
に活用し、良好な都市環境の形成を図るため、生産緑地地区に定め
ることができる区域の規模を定めるものです。
○中央図書館空調設備等改修工事請負契約の締結について…中央図
書館の老朽化した空調設備を改修するとともに、照明器具のLED化
を行う工事の契約を締結するものです。
○令和元年度草加市一般会計補正予算（第5号）

　無作為抽出した対象者へ調査票を郵送します。調査事項について
は統計的に処理し、内容を個別に公表することや目的外に使用する
ことはありませんので、調査に協力をお願いします。
高年者プラン（12月上旬頃郵送）
【調査内容・対象者】
〇予防・日常生活圏域ニーズ調査…65歳以上の被保険者のうち、
要介護1～5以外の人

〇在宅介護実態調査…要介護1～5までの介護認定者
〇第2号被保険者調査…第2号被保険者のうち55～64歳の人
障がい福祉計画（12月中旬頃郵送）
【調査内容・対象者】
〇障がい福祉サービス等のニーズ調査…障がい者手帳所持者及びそ
の保護者・障がい福祉サービス等事業所・一般企業

令和2年度の競争入札　　
〇「建設工事」「設計・調査・測量」「土木施設維持管理業務」
　問契約課☎922-1129Ü922-3091 
〇「物品納入」「施設維持管理」業務等
　問契約課☎922-1129Ü922-3091 
　　水道総務課☎920-5677Ü925-5046
　　市立病院施設管理課☎946-2200Ü946-2211

Ü

Ü

Ü

Ü

防災行政無線

問危機管理課☎922-0614Ü922-6591Ü

入学準備金貸付制度の活用を

市議会 12月定例会

アンケート調査に協力をお願いします
・高年者プラン　　問長寿支援課☎922-1342Ü922-3279
・障がい福祉計画　問障がい福祉課☎922-1436Ü922-1153

Ü

Ü

放送内容を確認する手段が増えました！

（令和2年4月1日～同3年3月31日）　

ω12月6日㈮～1月16日㈭に総務企画課へ。
　☎922-2619Ü928-1178Ü

12月5日㈭に開会

【イメージ図】

参加希望者を
追加受け付け

草加市公式Twitter
ツイッター

J:COMの専用端末
ジェイコム

放送用スピーカー

専用端末

防災行政
無線放送

家の中でも同じ
放送が聞こえます

J:COM

草加市
個人宅
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問市民課　☎922-15265920-1501

問廃棄物資源課　☎931-39725931-9993

　亡くなった人と葬儀を行う人がいずれも草加市の住民基本台帳に記録さ
れている場合に利用でき、市の規定する仕様（葬儀場、寝台車、祭壇、棺
・骨つぼ、火葬を含む）で行います。会葬者への飲食を提供する葬儀は対
象外。基本仕様の利用者負担額は5万円（追加負担が生じる場合あり）。申
請は、次表中いずれかの指定葬儀社に市民福祉葬利用の旨を連絡した後、
死亡届と市民福祉葬申請書を市役所に提出してください。葬儀社の新規指
定届け出の相談も随時受付中。

葬儀にかかる経費の
負担が困難な市民を対象に
一部を市が負担する

市民福祉葬

葬儀社名（指定順）

㈱本郷屋

㈱福祉葬祭

アルファクラブ武蔵野㈱

㈱親愛

㈱東冠

電話

☎931-4444

70120-4949-29

70120-33-8411

70120-66-2186

☎924-0144

☎927-0044

☎926-7800

神明1-11-4（同じ）

谷塚町836-5（瀬崎5-29-25 西往寺光明殿）

旭町3-1-1（さがみ典礼草加葬斎センター）

氷川町2139-18（親愛セレモニーホール）

西町1450-1（ファミリーホール）

氷川町833（東冠メモリアル草加）

氷川町2124-5（東冠メモリアル草加駅前）

所在地（葬儀場）

資源物の持ち去りは禁止です年末年始のごみ出しは計画的に
　例年、年末年始は家庭から
出るごみの量が多くなるため、
可燃・不燃ごみ及び資源物の
収集作業に影響し、収集時間
帯が変わることがあります。
また、粗大ごみの収集予約は
大変混雑し回収までの期間が
長くなります。環境業務センタ
ーへ直接搬入していただくな
ど、計画的なごみ出しに協力
をお願いします。

　ごみ集積所に出された資源物の無断の持ち去り行為は条例で禁止されており、違
反者には20万円以下の罰金が科されます。資源物は市民の貴重な資源であり財産で
す。平成30年度の回収量と金額は、古紙が約2854ｔで約1078万円、アルミ缶が約
373ｔで約5871万円でした。
■持ち去り禁止の貼り紙や看板の設置を
　看板は環境業務センター・くらし安全課で配布するほか、貼り
紙は市HPで入手できます。町会等の集団回収では、①回収場所の
数を減らす、②場所を個人の私有地にする、③回収区域、回収日
を分けて短時間で実施する、④段ボールで隠す、ごみ散乱防止ネ
ットで覆う等で見えにくくする等の対策が有効です。
■違反者を見かけたら連絡してください
　市では持ち去り防止パトロールを実施しています。違反者を見
かけたら、車のナンバー、色、日時、場所、違反者の特徴などを
草加警察署または廃棄物資源課に連絡してください。

持ち去り行為を「されにくい
環境づくり」に協力を！

　市のスポーツ振興に功績のあった人、
各種競技大会で優秀な成績をおさめた
個人・団体を表彰します。対象はいず
れも市内在住・在勤・在学者。①スポ
ーツ功労賞　体育・スポーツの振興に
著しく功績のあった人　②スポーツ栄
光賞　オリンピックなどの大会に出場、
全国大会優勝等の選手　③スポーツ優
秀選手賞　国際大会・全国大会出場、
関東大会入賞、県大会優勝等の選手。
②・③の賞については平成31年1月～
令和元年12月に開催された大会の成績
が対象。表彰式は3/7㊏に草加中体育
館で開催。è1/8㊌までに記念体育館、
市民体育館、市民温水プール、そうか
公園で配布する申請用紙（同協会HP
からも入手可）を草加市体育協会へ。
☎928-63615922-1513

　償却資産とは、土地や家屋以外の事
業用の構築物・建物附属設備・機械及
び装置・大型特殊自動車・工具・備品
などで、これらも固定資産税の課税の
対象です。令和2年1/1現在、耐用年数
1年以上で取得価格が10万円以上の償
却資産を市内に所有している法人また
は個人事業主は、1/31㊎までに資産税
課へ申告書を提出してください。また、
地方税ポータルシステム（eLTAX）を
利用した電子申告も受け付けています
ので、ぜひご利用ください。ε資産税
課☎922-10685920-1502

　河川や水路への油や薬品等の流出に
より水生生物や環境に影響を及ぼす水
質事故が多く発生しています。特に大
掃除の際に出る不要になった塗料や油、
薬品等の取り扱いは十分に注意し、決
して河川や水路、側溝へ流さないでく
ださい。河川等の異常を見つけたら環
境課へ連絡してください。ε環境課☎
922-15205922-1030

　選挙が公明かつ適正に行われ、私た
ちの意思が正しく政治に反映される明
るい選挙を目指し、選挙啓発標語を募
集。優秀作品は選挙時の啓発活動に活
用します。応募者全員に参加賞、入賞
者には記念品を贈呈。応募は１人何点
でも可。未発表のものに限る。è2/7㊎
（消印有効）までに、はがきに作品・

住所（在勤、在学者は勤務先・学校
名）・氏名（ふりがな）・電話番号を
記入し、選挙管理委員会へ。☎922-24
905927-7693

　パスポートの申請窓口は、12月から
年始にかけて大変混み合います。年末
年始に海外旅行を計画している人は、
パスポートの所在、有効期間等の確認
を。入国時に残存有効期間が6か月以
上必要な国や地域も多くあります。パ
スポートの申請から交付までは1週間
程度かかりますので、早めに申請して
ください。なお、パスポートの有効期
間が1年未満になると、新しいパスポ
ートに切り替えできます。èパスポー
トコーナーへ。☎922-29445922-3298

　県ではLED照明への交換、断熱対策
の推進など県事業に賛同した県内家電
量販店、ホームセンター、ドラッグス
トア、まちの電気店と連携し、省エネを
応援するキャンペーンを2/29㊏まで開
催します。この機会に照明の交換や断
熱対策をしてみませんか。詳細は県HP
で。ε県温暖化対策課☎048-830-3033

　12/20㊎13時～、15時～。定員各250
人。会場は中央公民館。消費税確定申
告書の作成に向けた記帳方法等ほか。
ε川口税務署☎048-252-7140

　予選は1/25㊏・26㊐9時～。会場は
瀬崎グラウンド。決勝は2/8㊏8時30分
～。会場は瀬崎グラウンド・そうか公
園。クラブ対抗の部・学校対抗の部
（男女）の2部門。クラブ対抗の部は市
内のサッカーチームに所属する小学4
～6年生、学校対抗の部は市内小学5～
6年生対象。参加費1チーム3000円（ク
ラブ対抗の部のみ）。èクラブは12/10
㊋まで、学校は1/14㊋までに市民温水
プールへ。☎936-68245935-8981

　飼い犬には年に1度、狂犬病予防注
射を打つ必要があります。今年度の注
射がまだ済んでいない場合は、注射を
受けるようお願いします。また、犬を
飼い始めた日（生後90日以内の子犬を
飼い始めた人は生後90日を経過した

日）から30日以内に、市役所に登録の
申請をしてください。なお、登録内容
に変更があったときや飼い犬が死亡し
たときは市役所に届け出てください。
散歩の際のリード着用、ふんの持ち帰
りもお願いします。εくらし安全課☎
922-36425922-1030

草加市体育協会スポーツ賞
申請を受け付け

償却資産（固定資産税）の申告は
1/31㊎までに

油や薬品を流さないで
河川等の水質事故防止に協力を

狂犬病予防注射を打ちましょう
登録申請や届け出も忘れずに

少年少女サッカー大会

明るい選挙啓発標語を募集

年末年始に向けて
パスポートの申請はお早めに

彩の国家庭の省エネ（LED照明・断熱）
推進キャンペーン開催中

川口税務署主催　
消費税軽減税率制度セミナー＆相談会
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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

インフルエンザの流行期到来。咳エチケット・手洗いの励行を。

12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

▶固定資産税・都市計画税　第3期
▶国民健康保険税（普通徴収）  第7期
▶後期高齢者医療保険料（普通徴収）  第6期
▶介護保険料（普通徴収）  第7期
1/6㊊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。



検査・健康相談など　è電話で

■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11月生まれ（妊産婦・新生児訪問をした家庭を除く）　ö12月下旬～1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3～5月出産予定の初妊婦と夫　ë30組　ö1/12㊐・15㊌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　ö12/18㊌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

乳幼児相談　è電話で
ô乳幼児と保護者　ë30組　ö1/22㊌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　ö12/25㊌13時15分～15時15分
中期　ô7～8か月児　ë25組　ö12/25㊌10時～12時
後期　ô9～11か月児　ë20組　ö12/18㊌10時～11時30分

看護師による
地域健康相談
栄養相談è

マッサージè

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

6/1～15生まれ
6/16～30生まれ
9/1～15生まれ
9/16～30生まれ

ö1/7㊋
ö1/21㊋
ö12/10㊋
ö12/24㊋

13時～
é13時～
13時45分

ê12月末

ê11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）

ô30歳以上　ö12/20㊎までに検便容器を提出　ß500円大腸がん検診
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

母子保健　

成人保健

　1/18㊏5時15分草加中集合。会場は
軽井沢プリンスホテルスキー場。小学
生以上の未経験者～上級者対象。定員
40人。参加費小学生1万円、中高生・
シニア（65歳以上）1万2000円、一般
1万3000円。è12/6㊎から電話で市民
温水プールへ。☎936-68245935-8981

　市の審議会等を傍聴できます。定員
5人で当日先着順（総合教育会議、都
市計画審議会は10人。15分前に抽選）。
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。
■地域福祉連絡協議会〈福祉政策課☎
922-12345922-1066〉…12/18㊌15時
～　市役所西棟第1･2会議室で
■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〉…12/20㊎10
時～　市役所西棟第5会議室で
■子ども教育連携推進委員会〈子ども教
育連携推進室☎922-34945928-1178〉
…12/23㊊10時～　高砂小マルチルー
ムで
■総合教育会議〈総合政策課☎922-07
495927-4955〉…12/26㊍13時～　市
役所西棟第1･2会議室で　
■都市計画審議会〈都市計画課☎922-
18025922-3145〉…1/7㊋14時～　市
役所第二庁舎第1･2委員会室で

　12/7㊏・8㊐11時～17時。会場は物
産・観光情報センター。クリスマス関
連の雑貨作りも楽しめるワークショッ
プを開催します。各日3種のワークシ
ョップが出店します。ε物産・観光情
報センター☎921-18005921-1811

　12/7㊏10時～19時。会場はアリオ深
谷。12/4～10の人権週間に合わせ、森
圭一郎さんのトーク＆ライブや人権啓
発ポスターの展示、DVD上映などを
行います。ε県人権推進課☎048-830-
2258

　12/7㊏13時～15時30分。会場はさい
たま市民会館おおみや。εさいたま地
方法務局人権擁護課☎048-859-3507

　1/19㊐13時30分～16時。会場は保健
センター。演題は「合併症の進行は予
防できるか」。講師は内藤クリニック
院長の内藤毅嗣氏、管理栄養士。定員
80人。糖尿病は、自覚症状がないまま
進行し、様々な合併症を引き起こす病
気です。全身の臓器に悪さをする糖尿
病について知り、日常生活に役立てま
しょう。è12/6㊎から電話で保健セ
ンターへ。☎922-02005922-1516

　1/12㊐14時～16時30分。会場は高砂
コミセン。外国籍市民の皆さんと世界
の料理やお菓子を食べて、音楽や踊り
を楽しみましょう。定員40人。参加費
500円。è草加市国際交流協会事務局
（文化観光課内）へ。☎922-240359
22-3406

　12/17㊋・18㊌は館内消毒のため休
館します。ε草加市文化会館☎931-93
255936-4690

　認知症の不安や心配を抱えている人
やその家族などが気軽に交流し、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☎922-28625922-3279
■草加キングス・ガーデン　12/14㊏
14時～16時。クリスマス会を開催。参
加費100円。☎929-0010
■デイサービスセンター草加　12/14
㊏14時～16時。ミニ講座「認知症予防
のための手工芸」と脳トレ。参加費
100円。☎946-7271
■ボンセジュール草加　12/21㊏13時
30分～15時30分。認定看護師のミニ講
話「認知症に関わる食品アドバイス」。
定員40人。参加費100円。室内靴・ビ
ニール袋持参。☎0120-02-3715
■埼友草加病院　12/21㊏14時～16時。
ミニ講座「認知症について」。参加費
200円。☎944-6111

　12/13㊎～20㊎9時～17時（20㊎は
12時まで）。会場は中央公民館。「歯
と口の健康週間（6月）」にあわせ募
集した作品のうち小・中学生の優秀作
品を展示します。ε学務課☎922-2685
5928-1178

　12/14㊏10時～11時30分。会場は柳
島コミセン。定員10人。材料費1500円。
はさみ・移植ごて・手袋・持ち帰り用
の袋等持参。è12/6㊎9時から電話で
同コミセンへ。☎5928-2321

　1/11㊏9時～12時。会場は北分署。
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。è12/28㊏までに北分
署へ。☎944-73015944-8188

日帰りスキー教室

オレンジカフェ（認知症カフェ）

人権啓発　ヒューマンスクウェア

全国中学生人権作文コンテスト
県大会表彰式

専門医による糖尿病と合併症を
知るつどい講演会

国際交流パーティー
～世界の仲間と友達になろう！～

いざという時のために
普通救命講習会Ⅰ

高架下ワークショップマルシェ

草加市文化会館

審議会 歯・口の健康に関する図画ポスター
及び健康啓発標語コンクール
入賞作品展

お正月寄せ植え体験教室

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12月5日号



⑥ 2019年12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。

　ゆったりと体を伸ばすストレッチを
中心として体操を実施。いずれも全10
回。65歳以上対象。初参加者優先。
■保健センター　1/9～3/19（1/16を
除く）の㊍9時～11時。定員30人
■新里文化センター　1/10～3/13の㊎
13時～15時。定員40人
è12/6㊎～12㊍に保健センターへ。☎
922-0200Ü922-1516Ü

　12/21㊏11時～16時。会場は物産・
観光情報センター。革の動物レザーク
ラフト、石付き三つ編みブレスレット
などのレザークラフト体験を行います。
1回500円。ε物産・観光情報センター
☎921-1800Ü921-1811Ü 　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14
20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

　週1回、昼食を挟む3時間で、会話や
レクリエーションを1年間継続して楽
しむサロンです。参加会場は3か所の
うちの指定された会場（応募多数の場
合は抽選・送迎バスあり）。事前見学
もできますので、ご相談ください。
■対象者　65歳以上で、閉じこもりが
ちで認知症の発症につながる恐れがあ
り、次の項目を自分でできる人。①送
迎バスへの乗降②排せつ③食事④他人
とのコミュニケーション
è12/6㊎～1/31㊎に長寿支援課へ。☎
922-2862Ü922-3279Ü

　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。どなたでも気楽に
参加してください。
■介護者のつどい　12/10㊋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）☎932-6775Ü 

932-6779
■介護者のつどい　12/14㊏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　12/18㊌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　12/18㊌18時30分
～20時。会場は旧かっぱ天国（谷塚町
647-8）。ε安行（包）☎921-2121Ü92
8-8989
■元気さわやか落語会～皆で笑って、
健康づくり～　12/11㊌14時～15時30
分。会場は苗塚会館。柳家小志んの落
語、漫談。65歳以上対象。定員30人。
è12/6㊎から安行（包）へ。☎921-2121
Ü928-8989
■いきいき体操教室　12/16㊊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。
è12/6㊎から谷塚西部（包）へ。☎929-
0014Ü929-5222
■認知症サポーター養成講座　12/14
㊏10時30分～12時。会場は苗塚会館。
定員20人。è12/6㊎から安行（包）へ。
☎921-2121Ü928-8989

Ü 

Ü 

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

　歌や軽運動を取り入れた認知症予防
教室。

　①八幡コミセン1/16～2/27の㊍9時
30分～10時30分、②高砂コミセン1/21
～3/10の㊋13時30分～14時30分、③氷
川コミセン1/22～3/25の㊌13時30分～
14時30分。自宅でもできるストレッチ
や筋力運動。いずれも全7回。おおむ
ね65歳以上対象。定員30人。室内靴持
参。è各コミセンへ。①☎Ü935-48 
78、②☎Ü920-3066、③☎Ü927-5692

Ü

Ü Ü

子ども・親子向け

ドレミ♪でスッキリ教室

草加革職人会　
レザークラフト体験

保育園の臨時職員

はつらつ元気体操教室

　12/23㊊10時～11時。会場は柳島コ
ミセン。楽しいゲームや親子体操ほか。
3～5歳児と保護者対象。定員25組。
è12/6㊎9時から電話で同コミセンへ。
☎Ü928-2321Ü

　勤務は㊏㊐㊗を含む週5日8時45分～
17時30分。基本給18万700円（各種手
当あり）。総務担当・文化事業担当。
募集は各1人。受験資格はいずれも①
令和2年4/1現在59歳以下、②大卒また
は令和2年3月卒業見込みの人。総務担
当者は日商簿記3級以上の有資格者、
経理業務経験者歓迎。適性試験、小論
文、面接あり。è1/10㊎（必着）まで
に草加市文化会館で配布する申込書
（同館HPからも入手可）を同館へ。
☎931-9325Ü936-4690Ü

　1/4㊏10時～12時。会場は歴史民俗
資料館。草加お宝かるた・特大福笑い
・けん玉・こまなど、正月にちなんだ
遊びを体験します。参加賞あり。小学

クリスマスお楽しみ会

昔遊び大会

高年者向け

①let's!!リズム体操　1/7・21、2/4・
18、3/3・17の㊋13時～14時30分。全
6回。定員30人。室内靴持参
②であいの森かけはしサロン「埼玉の
魅力を知ろう」　1/8㊌13時～15時。
定員20人
③季節を感じよう俳句講座　1/9・
23、2/6・20、3/5・19の㊍10時～12時。
全6回。定員20人。あれば歳時記持参
④体幹を鍛えようヨーガ教室　1/10・
24、2/7・21、3/6・13の㊎13時～14時
30分。全6回。定員30人。ボール代110
円
　いずれも会場はであいの森。60歳以
上対象。è①は12/10㊋、②③は12/12
㊍、④は12/11㊌のいずれも10時から
電話で同館へ。☎936-2791Ü936-2792Ü

であいの森講座

地域包括支援センター（包）
介護予防教室・介護者のつどい

いつまでも元気で動きたい人のための
高年者ストレッチ体操教室

生きいき元気サロン
4月からの参加者を募集

4/1採用
草加市文化協会正規職員（事務）

生（保護者同伴）対象。定員15人。è 

12/6㊎から電話で同館へ。☎922-0402 
Ü922-1117Ü

■草加市文化会館　1/10～3/27の㊎
（2月の4週は2/19㊌、3月の3週は3/19
㊍）
■柳島コミセン　1/14～3/31の㊋（2
月の3週は2/12㊌）　室内靴持参
　いずれも9時15分～10時45分。全12
回。物忘れ等認知症が心配な65歳以上
対象。定員30人（今年度初参加者優
先）。è12/6㊎から電話で長寿支援課
へ。☎922-2862Ü922-3279Ü

会場（所在地） 曜日 定員費用
（食事代込み）

であいの森
（柿木町） ㊎

㊌

㊌

820円

840円

820円

10人

10人

10人
きくの里
（谷塚上町）

わ～くわっく草加
（草加一丁目）

♪♬

吹奏楽フェスティバル市民音楽祭

草加市文化会館 ☎931-9325Ü936-4690

■日時　12/22㊐13時開演　　
■会場　草加市文化会館
■出演　“ボブ”八木（パーカッショニスト）、

市内の吹奏楽団体や中学・高校の吹奏楽部
■指揮　さかはし矢波（東京フィルハーモニー交響楽団フルート奏者）
■内容　各団体の演奏、170人超の大編成合同演奏

チャリティーコンサート草加市演奏家協会

■日時　12/23㊊14時開演　　
■会場　草加市文化会館
■出演　草加市演奏家協会会員
■料金　1500円（未就学児の入場不可）
　収入の一部で市内公共施設に音楽設備を寄付します。
è草加市文化会館ほかプレイガイドへ。



草加人のための情報紙　広報「そうか」 ⑦情報コーナー「すとりーと」 2019年12月5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

■Koshigaya Illumi Lake 2019　12/
21㊏15時30分～20時30分（雨天中
止）　会場は大相模調節池周辺　ライ
トアップ、クリスマスマーケットほか
　ε観光課☎967-1325

■New Year Concert 2020 presented 
by MOMOTAROBIN　ウィーン・リン
グ・アンサンブル　1/11㊏15時開演　
会場は田園ホール・エローラ　J.シュ
トラウスのワルツやポルカ、ベートー
ベン・メドレー（生誕250年記念）ほ
か　料金7000円（高校生以下4000円、
未就学児入場不可）　ε同ホール☎99
2-1001

■消防出初式　1/12㊐9時40分～　会
場は三郷市文化会館前（荒天時は館
内）　消防特別演技、三郷鳶組合によ
る木遣り・梯子乗り披露ほか　ε消防
署☎952-3122

■第27回メセナ新春ロビーコンサー
ト　古典音楽の集い　1/12㊐13時30分
～　会場は八潮メセナロビー　筝・三
味線・長唄の演奏　出演は雅の会　司
会はおいけ家金魚　ε同館☎998-2500

■新春落語会　1/13㊗14時～16時　会
場はおあしす多目的ホール　定員150
人（小学生以下保護者同伴）　ε市立
図書館☎984-1889

■スポーツウエルネス吹矢体験会　
12/7㊏・28㊏9時～11時　柿木公民館

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

三郷市

八潮市

吉川市

松伏町

　初心者歓迎　用具は不要です　参加
費無料　ε山下☎931-7681
■スポーツウエルネス吹矢体験　12/7
～21の㊏13時～15時　八幡コミセン　
全3回　参加費無料　è山田☎944-8837
■落ち葉はきしましょう　12/8㊐10時
30分～　冒険松原あそび場　終了後豚
汁あり　無料　雨天中止　軍手マスク
持参　ε冒険あそび場ネットワーク草
加☎935-7383
■卓球体験　12/10㊋13時～・12㊍11
時～　市民体育館　ε松が根クラブ須
藤☎922-4789
■スポーツウエルネス吹矢体験　12/
10～24の㊋15時～17時　新田西文化
センター　初心者歓迎　用具不要　参
加無料　ε植木☎090-2253-8475
■スポーツウエルネス吹矢体験会　
12/10㊋・25㊌13時～15時　12/15㊐・
17㊋・24㊋9時～11時　中央公民館　
無料　ε田岡☎090-4335-7987
■不登校相談会　12/11㊌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
■食べて応援！東北復興支援　12/12
㊍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
■スポーツウエルネス吹矢体験会　
12/13㊎・21㊏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　12/13
㊎17時～19時　物産・観光情報センタ
ー　ε竹村☎920-5415
■第32回話し方カルチャー教室スピ
ーチコンクール＆ピアノ演奏　12/14
㊏14時～18時　草加市文化会館3階　
素敵な人間関係を築こう　入場無料　

ε大野☎090-8318-8796
■歴史学講座「創世」「タルムード」
原書の構成と内容－ユダヤ人に役立つ
何が書かれているのか－　12/14㊏13
時30分～16時30分　草加市文化会館　
ε小嶋☎090-1261-7366
■空手無料体験　12/14㊏15時～16時
　谷塚ミニコミセン　4歳児以上対象
　ε門馬☎080-3002-2709
■氷川ダンス倶楽部フリーダンス　12 
/15㊐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
■松原フォトクラブ写真展　12/19㊍
～25㊌9時～21時（初日は12時から、
最終日は17時まで）　草加市文化会館
フリースペース　作品は40点以上　ε

松原フォトクラブ橋本☎936-1889
■ひとり語り公演「花いちもんめ」　
12/19㊍・23㊊いずれも17時開演　草
加市文化会館レセプションルーム　チ
ケット2000円　宮本研の不朽の名作　
è金子☎090-8106-6927
■介護者サロン「らくだ」　12/20㊎
　わ～くわっく草加　「こもれび」
12/26㊍　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
■あすなろ写友会写真展　12/21㊏～
27㊎10時～18時（初日は13時から、
最終日は17時まで）　アコスギャラリ
ー大　写真29点展示　ε須賀☎090-52 
12-5441
■介護者の集い「オアシス」　12/21
㊏10時～12時　中央公民館　12/24㊋
10時30分～12時　瀬崎平成塾　1/7㊋
13時30分～15時30分　氷川平成塾　
ε山田☎928-5332
■空手道無料体験会　12/22㊐12時～
14時　氷川小　軽装水分タオル持参　
男女年齢問わず　基礎体力作り健全な

青少年の育成　ε草加南空手道教室栁
田☎080-5419-2027
■冬休み★親子でプログラミング！　
12/27㊎14時～16時　新田西文化セン
ター第1会議室　小・中学生と保護者
対象　参加無料　èプログラミング☆
親子ラボ河本☎080-1334-6894
■新春コンサート～フルートだよ！全
員集合！　1/4㊏13時開演　中央公民
館　出演：地域のフルート愛好家　ゲ
スト：さかはし矢波（東京フィルフル
ート奏者）　ε平塚☎090-1607-8917
■東海七福神めぐり　1/5㊐8時30分草
加駅改札内集合　品川宿を中心に旧東
海道を歩く　定員50人　参加費600円
　交通費別途　è草加史談会川名☎09 
0-3540-0057
■障害年金・成年後見無料相談会　1/ 
5㊐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
■遊馬町新春七福神めぐりウオーキン
グ（開運七草粥の会）　1/7㊋10時西
願寺集合　参加費100円（保険代）　
è12/30㊊までに遊馬町会丹羽☎925-
1723
■家庭婦人初心者トランポリン教室　
1/17～31の㊎11時～13時　市民体育館
　全3回　初心者の女性対象　定員10
人　参加費2000円　è1/7㊋までに奥
山☎927-9350
■ミシン洋裁基礎講座　1/22・29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
■第11回川の駅そうか村　1/26㊐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

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）

㈲イワセポンプ店
㈲平和電気商会

手代3-11-8
住吉1-12-5

☎922-2429
☎924-3071

12/8㊐
15㊐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

12/15㊐

12/8㊐
内科

外科

内科

外科

山崎クリニック

草加グリーンクリニック

土谷メディカルクリニック

栄町2-11-9 ４F

中央2-4-11

金明町604-1

谷塚町629

☎933-0015

☎924-1375

☎954-7677

☎928-0228

　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。

草加パートナーズ内科・
糖尿病クリニック



　市制60周年記念アニメ「きみの待つ未
来へ」の主題歌として奥華子さんに書き
下ろしていただいたオリジナル曲「心が
帰る場所」。アニメ公開1周年を記念し、
この曲のフルバージョンの試聴とダウン
ロードを市ホームページ（右記QRコー
ド）で開始しました。曲を聞きながら、
アニメの舞台を巡ってみてください。

　市内を拠点に練習しているヨネックス女
子バドミントンチーム選手との交流会。
■日　時　12月26日㈭午前9時15分～午後

1時30分
○午前9時15分～　小学生の部
○午前11時～　デモンストレー
ション・抽選会

○正午～　中学生の部
■会　場　記念体育館
■対　象　小学4～6年生、中学生
■定　員　各150人
■持ち物　室内靴、ラケット

ω12月15日㈰（必着）までに草加市体育協会
ホームページから、またははがきに教室名
（コース名）・住所・氏名（ふりがな）・生
年月日・電話番号を記入し、〒340-0022瀬崎
6-31-1同協会へ。はがきの場合は別途手数料
300円。応募多数の場合は抽選。

■対象　平成11年4月2日～同12年4月
1日生まれで、11月1日現在住民登録の
ある人。対象者には12月上旬に案内状
を送付。転出などにより住民登録のな
い人で参加を希望する場合は、生涯学
習課へ連絡を。

　「0話→∞（令和から無限大へ）～
0から始まる無限の物語～」をテーマに新成人代表が企画。新
成人代表による誓いの言葉のほか、中学校恩師からのビデオレ
ター等で新成人の皆さんの門出を祝福します。

　草加出身の本名陽子さん
が出演するほか、様々な草
加の景色が登場する草加の
魅力が詰まった15分間。心
温まる物語に、改めて草加
が好きになると好評です。

　来館30万人目となった
八幡北小3年生と市民来
館者がくす玉を割ってお
祝い。認定証や草加せん
べいなどの記念品も贈ら
れ、会場は喜びに包まれ

ました。

　避難所運営市民防災訓練が市内全
小・中学校32か所で一斉に開催され
ました。3回目となる今回の訓練で
はサタデースクールと連携すること
で、小学6年生と中学2年生の児童・
生徒あわせて4000人以上が参加し、
地域の避難所運営委員会や市職員と
ともに訓練を行いました。訓練では

避難所にある備蓄品の使い方、簡易トイレの設置、担架を使った救
護体験や消火器の取り扱い演習など、普段も役立つ防災の知識から
避難所での生活までを想定した幅広い内容で行われました。

登録・詳細は市ホームページ（QRコード）または
コールセンター（☎0570-055-783）へ。

教室名（コース名） 対象 実施日 曜日 時間 回数 定員 参加費 会場

健康エクササイズ 40歳以上 1/20～3/23（除外日あり） 月 11時～12時30分 8 40人 4000円
記念体育館

はじめてのバレエ 年長～小学3年生 1/23～3/12 木 17時～18時 8 20人 2500円

親子体操（月曜）
H27.4.2～

H29.4.1生まれの
幼児と親

1/20～3/9（除外日あり） 月 10時～11時 6 30組 3000円 市民体育館

初中級硬式テニス（月曜A）

18歳以上

1/20～3/2（除外日あり） 月
9時～11時

各6 各24人 各4500円 そうか公園
初中級硬式テニス（月曜B） 11時～13時

初中級硬式テニス（水曜A）
1/22～2/26 水

9時～11時

初中級硬式テニス（水曜B） 11時～13時

初心者剣道 幼児以上 1/31～3/13 金 19時～20時 7 20人 1000円 草加中体育館

問草加市体育協会☎928-63615922-1513

問生涯学習課
　☎922-2819
　5922-3498

「心が帰る場所」「心が帰る場所」
市制60周年記念アニメ「きみの待つ未来へ」主題歌

ば しょ

無料ダウンロード開始

《草加市からの災害・防犯等の情報をお知らせします》

スポーツ教室

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ば　 

しょ

トップアスリートとふれあおう！トップアスリートとふれあおう！

ω12月6日㈮から電話で草加市体育協会へ。
　☎928-63615922-1513

バドミントンクリニック

歴史民俗資料館  祝  来館者30万人！

避難所運営訓練

草加市あんしん
メールの登録を！

11月かどまちごとでき

細川館長

新成人のつどい 1月13日㊗
正午開場・午後1時開演

獨協大学35周年
記念館アリーナ

でアニメ配信中！

シンガーソング
ライター　
奥華子さん

会場

▼主題歌のダウン
　ロードはこちら

▼アニメの
　視聴はこちら

問総合政策課☎922-07495927-4955

草加の街を実際に歩きながら楽曲制作
をさせていただきました。歴史ある松
並木の風景など草加を感じる歌詞にも
注目していただきたいです。

　昭和58年の開館以来、企画展や社会科見学などで市内外から
多くの人に来館いただきとても嬉しく思っています。これからも市
の文化財保護の拠点施設として大切に活用し、魅力ある施設であ
り続けるよう努めていきます。

13日

9日

中学生もマットを敷いて設営訓練

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 まちの話題・できごとまちかど2019年12月5日号


	P01
	P02
	P03
	P04
	P05
	P06
	P07
	P08

