
折り込んである「パリポリくんバス（新田ルート）運行開始特集号」は、抜いて読んでください。

パリポリくんバスでパリポリくんバスで

新栄団地から市立病院をつなぐ
　　　 「新田ルート」が運行開始します

詳しくは
折り込み特集号へ

地域と駅・病院を結び、もっと便利に。

乗る人が少ないと
　パリポリくんバスがなくなっちゃうってホント

なくなっちゃうかも
しれないんです･･･

パリポリくんバスに乗るとイイコトがたくさん！
いつも乗っている人はこれからも。
まだ乗ったことない人は、ぜひ一度利用してみてください。

　平成28年4月から運行しているパリポリくんバスは5年
間の試験運行中で、5年目以降の運行は、利用状況により
検討します。4年目となる現在、皆さんに知ってもらい
年々利用者も増加していますが、まだまだ市の補助なし
で運行できる乗車人数には達していないのが現状です。

安い
パリポリくんバスの
運賃は180円～310
円。マイカーは1日
約1500円（2000cc
自動車を想定）。

安全
プロが運転するの
で、交通事故を起こ
す可能性が大幅に減
ります。

健康的
徒歩での移動距離が
長くなるため、マイ
カーに比べ消費カロ
リーが2倍。健康づ
くりにも。

CO2削減
1km移動するために
排出するCO2量はマ
イカーの約1/3。地
球温暖化防止にも。

※撮影協力 ： 東武バスセントラル（株）※撮影協力 ： 東武バスセントラル（株）

おでかけしよう！おでかけしよう！

年末年始も

？？

問交通対策課
☎922-1685 5922-1030

いつも
乗ってくれて
ありがとう

1便当たりの乗車人数（平均）

H28 H29 H30

（人）

（年度）H31（R1）
北東ルート実績 南西ルート実績

0
5
10
15
20
25
30

市の補助なしで運行可能な人数 ※H31基準

1/24（金）
から

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・・・・・・・・・
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■11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0.09／最小値0.08（市役所前）

22億5152万

17億9976万

4億5176万

5043万

1億7094万

－1億2051万

64億6273万

57億1007万

7億5266万

0

4億3474万

－4億3474万

水道事業

（単位：円）

収益的収支…事業活動における収支　　資本的収支…設備投資のための収支

区分

収入

支出

収支

病院事業

◆企業会計の収支状況

収益的収支 資本的収支 収益的収支 資本的収支

45.9

673.8

22.5

52.5

6.3

44.6

45.6

33.8

43.8

33億8720万

6697万

3657万

2099万

5953万

104億2802万

69億9149万

9億4656万

219億3733万

37.9

8.2

40.2

35.2

41.7

45.3

39.5

28.9

41.4

27億9556万

82万

6533万

1409万

3億9275万

105億8695万

60億5597万

8億 933万

207億2080万

73億7461万

994万

1億6271万

4000万

9億4177万

233億6522万

153億4403万

27億9879万

500億3707万

※１新田西部土地区画整理事業　※２新田駅西口土地区画整理事業

特別会計名

合計

公共下水道事業

交通災害共済事業

新田西部（※1）

駐車場事業

新田駅西口（※2）

国民健康保険

介護保険

後期高齢者医療

◆特別会計予算の収入・執行状況
予算現額
（円）

執行済額
（円）

執行率
（％）

収入済額
（円）

収入率
（％）

55.8

55.6

65.5

37.7

12.1

100.0

0

28.3

44.8

199億4004万

22億9763万

17億9726万

55億3797万

5億8866万

47億 248万

0

19億1931万

367億8335万

357億5380万

41億3200万

 27億4452万

146億8789万

48億7149万

47億 248万

85億2330万

67億7614万

821億9162万

357億5380万

41億3200万

 28億 　 　　

137億8693万

46億1949万

 10億 　 　　

77億 390万

93億3388万

791億3000万

43.5 

5.0 

3.3 

17.9 

5.9 

5.7 

10.4 

8.3 

100.0 

科目

合計

市税

地方消費税交付金

地方交付税

国庫支出金

県支出金

繰越金

市債

その他

予算現額に
占める割合
(%)

当初予算額
（円）

予算現額
（円）

収入済額
（円）

収入率
（%）

33.0

38.6

57.3

41.2

50.0

35.4

43.4

22.9

39.5

36億6310万

143億8299万

32億2129万

47億3306万

13億 487万

22億3020万

23億8154万

5億3278万

324億4983万

111億 593万

372億5879万

56億2456万

 114億7711万

26億 974万

63億 598万

54億8559万

23億2392万

821億9162万

90億1885万

373億 231万

54億8770万

109億5900万

26億 974万

59億7675万

54億8559万

22億9006万

791億3000万

13.5 

45.3 

6.9 

14.0 

3.2 

7.7 

6.7 

2.7 

100.0 

科目

合計

総務費

民生費

衛生費

土木費

消防費

教育費

公債費

その他

予算現額に
占める割合
（%）

当初予算額
（円）

予算現額
（円）

執行済額
（円）

執行率
（%）

　民生費や土木費など、市民の皆さんの暮らしに身近な業務を行うための会計です。
◆当初予算　791.3億円（前年度比5.0％増）
　歳入が大きく伸びない一方、児童福祉費や生活保護費などの民生費の増加など、厳しい財政状況
が続く中、「持続可能性の向上」「ブランド力の向上」「コミュニティ力の向上」の3つを重点テ
ーマに、各種事業を進めるため、791.3億円を計上しました。
◆補正予算　 18.3億円　
　本庁舎建設や、幼児教育・保育無償化などに伴う経費の計上を行いました。

歳出歳入
◆主な歳入歳出の収入・執行状況

令和元年度上半期の
財政状況をお知らせします
問財政課☎922-0761Ü922-1547Ü

　市民の皆さんから納めていただいた税金等がどのように使われているかをお知
らせするために、令和元年度上半期（4～9月）の財政状況等を公表します（令和
元年9月30日現在）。
※各図表中の数字は四捨五入しているため、合計額などと一致しないことがあります。

一般会計

特別会計 企業会計
　それぞれの事業に必要な資金を収入で賄う独立採算制の会計で、
水道事業と病院事業の2つがあります。

　一般会計とは切り離して特別の事業を進めるための会計で8つの
特別会計があります。
　当初予算では、公共下水道、国民健康保険、介護保険の3会計で、
全体の約92.2％を占め、特別会計のうち最も増額となった会計は介
護保険で、令和元年度は介護サービス給付費の増額などにより前年
度比で12億円の増額となりました。
　補正予算では、平成30年度決算額の確定に伴う財源振替や、平
成30年度交付額確定に伴う介護保険給付費返還金の計上など0.6億
円の予算を追加しました。

■水道事業会計　市民生活に
密着した安全で快適な給水サ
ービスを長期にわたって安定
して確保するため、老朽施設
の更新工事などを進めました。
令和元年度上半期は、前年度
同期と比較して給水人口は
0.48%増加し24万9723人、給
水戸数は0.36%減少し、12万
3807戸となりました。

■病院事業会計　住民に身近な医
療機関として救急医療や高度医療
を担っています。また、地域の中
核病院としての機能を発揮し、医
療の確保とその水準の向上に大き
な役割を果たしています。令和元
年度上半期は、入院延べ患者数は
2.5%増加し5万3324人、外来延べ
患者数は5.7%減少し、10万2905
人となりました。

主な補正内容

【4月補正　補正額：1.9億円】
≪風しん対策≫

　大人の男性への風
しん抗体検査・予防
接種実施の費用

　保育無償化に必
要な保育園等への
委託料等の費用

　令和4年度の
完成に向けた工
事に係る費用

【6月補正　補正額：6.2億円】
≪幼児教育・保育無償化≫

【9月補正　補正額：9.4億円】
≪新本庁舎建設≫
　

当初予算額

億円

億円

791.3

予算現額

億円822

補正予算前年度繰越
18.3

億円
12.4 +

+

=

前年度同期比9.0%増 ※参議院議員埼玉県選出議員補欠選挙の執行に伴い、8月に0.8億円の補正予算を専決処分

② 草加人のための情報紙　広報「そうか」市政情報2019年12月20日号



○PM2.5（単位：マイクログラム／㎥）最大値17.5／最小値0.1未満（花栗中学校内）　○給食の放射性物質の検出なし

　令和元年度の草加市文化賞に清水敏子さんが
選ばれました。同賞は市の文化・スポーツに貢
献した個人・団体に贈られるもので、昭和63年
の制定からこれまで25人が受賞しています。
　清水さんは、華道展開催のほか、数々の記念
式典・イベント・公共施設への装花など、文化
芸術の振興に尽力されており、平成13年から草
加市華道協会会長を務められています。

　また、高校や市内の高年者・障がい者施設で華道を教えるボラン
ティア活動や、文化庁が所管する伝統文化親子教室事業で次代を担
う子どもたちに華道を体験習得できる機会を提供するなど、市内外
の様々な場所で長きにわたり幅広い世代に華道を広め、伝統文化の
継承にも取り組みご活躍されています。

　創業計画の立て方など創業に必要な知識を集中的に学びます。創
業塾修了者は、法人設立時の登録免許税の軽減や信用保証枠の拡充
などの特典が受けられます。
■日　　　時　1月18日・25日、2月1日・8日・22日の土曜日
　　　　　　　午前9時30分～午後4時30分（全5回）
■会　　　場　草加商工会議所ほか
■定　　　員　20人　
■教材諸経費　6000円

　各案の概要と意見用紙は、各担当課、市役所情報コーナー、サー
ビスセンター・公民館等の公共施設のほか、市ホームページからも
入手できます。意見は募集期間中に各担当課へ。ファクス・メール
でも可。
①第二次草加市環境基本計画（第二版）
　環境を取り巻く社会経済情勢の変化に柔軟かつ適切に対応するた
め、4年ごとに第二次草加市環境基本計画の見直しをすることとし
ており、改定（第二版）の案を策定しました。この案についての意
見は、1月20日㈪までに〒340-8550環境課へ。☎922-1519Ü922-10
30kankyoka@city.soka.saitama.jp
②第三次草加市教育振興基本計画
　「生きる力を共に教え育てる草加の教育」を基本理念として本市
の教育の振興を図るための施策に関する基本的な考え方をまとめた、
第三次草加市教育振興基本計画の案を策定しました。この案につい
ての意見は、1月20日㈪までに〒340-8550総務企画課へ。☎922-24
97Ü928-1178somukikakuka@city.soka.saitama.jp
③第三次草加市子ども教育連携推進基本方針・行動計画
　幼稚園、保育園、認定こども園、小学校、中学校の連携を通して、
自ら学び、心豊かに、たくましく生きる子どもを育むため、第三次
草加市子ども教育連携推進基本方針・行動計画の案を策定しました。
この案についての意見は、1月20日㈪までに〒340-8550子ども教育
連携推進室へ。☎922-3494Ü928-1178kodomorenkei@city.soka.
saitama.jp
④草加市子どもプラン
　子ども・子育て支援施策を総合的に推進していくための、草加市
子どもプランの案を策定しました。この案についての意見は、1月
20日㈪までに〒340-8550子育て支援課へ。☎922-3492Ü922-3274
sienka@city.soka.saitama.jp

Ü



Ü 

Ü 

Ü



　草加八潮消防組合では、今後の必要な消防力の整備目標と整備指
針、及び本指針に基づく消防施設の整備計画を示した消防力の整備
指針・消防施設整備計画案への意見を募集します。
　計画案と意見書は、同消防局総務課、各消防署・分署、谷塚ステ
ーション、草加八潮消防組合ホームページからも入手できます。
　意見は、1月7日㈫までに〒340-0012神明2-2-2草加八潮消防局総
務課へ。ファクス・メールでも可。

①トップページ…6つのメニューページ全てに掲載。
②暮らしのできごとページ…8つのテーマで構成されたメニューペ
ージのいずれか1つに掲載。特定のターゲットにアピールできます。
　掲載申込書等は市ホームページから入手できます。
■掲載料（月額）
①トップページ：3万円　②暮らしのできごとページ：3000円

　申請には、申請者及び入居しようとする親族のマイナンバー（個
人番号）が必要です。詳細は1月6日㈪から資産活用課、総合案内及
びサービスセンターで配布する申込案内をご確認ください。
■対象者
　世帯全員の収入総額が月額15万8000円以下で、次の入居者資格
を全て満たす世帯。
＜入居者資格＞
　①現に住宅に困窮していることが明らかな人
　②市内に1年以上住所を有している人
　③市税等を滞納していない人
　④暴力団員でないこと。
　⑤（2DK希望者）現に同居または同居しようとする親族がいること。
　⑥（外国籍の人）住民基本台帳に記録され在留資格が永住者である。
　⑦（借上型市営住宅希望者）上記要件のほか、母子・父子世帯、高年

者世帯、障がい者世帯、離職退去者世帯のいずれかであること。
ω1月6日㈪～21日㈫（消印有効）に申込書を〒340-8550資産活用
課へ。持参も可（土・日曜日、祝日を除く。ただし、1月19日㈰の
午前9時～午後0時30分は受付可）。

清水敏子 氏

パブリックコメント　皆さんの意見を募集します清水敏子氏が受賞
令和元年度

草加市文化賞
問みんなでまちづくり課☎922-0796Ü922-3406Ü

市ホームページに
　　　　　バナー広告を出しませんか？
問広報課☎922-0549Ü922-3041Ü

草加八潮消防組合
消防力の整備指針・消防施設整備計画

①第二次草加市環境基本計画（第二版）
②第三次草加市教育振興基本計画
③第三次草加市子ども教育連携推進
　基本方針・行動計画
④草加市子どもプラン

パブリックコメント　皆さんの意見を募集します

問草加八潮消防局総務課☎924-2112Ü924-0963
　 soumu@soka-yashio119.jp

Ü

　 

市営住宅
入居者募集
問資産活用課☎922-1798Ü924-3739Ü

創業塾
本当にやりたいことを
かたちにする

華を添えてい
ただいた市制
60周年記念
式典の生け花

毎年、文化の
広場で見事な
生け花を披露
されています

ω1月16日㈭までに草加商工会議所へ。
　☎928-8111Ü928-8125Ü

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③市政情報 2019年12月20日号



④ 2019年12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。

　12/29㊐～1/3㊎は終日マイナンバー
カード（個人番号カード）による全国
の指定コンビニでの証明書等の交付サ
ービスが利用できません。ε◇住民票、
印鑑登録証明書、戸籍証明書等…市民
課☎922-1526Ü920-1501◇課税・非課
税証明書、所得証明書…市民税課☎
922-1049Ü920-1502◇納税証明書…納
税課☎922-1098Ü920-1502

Ü

Ü

Ü

　およそ80か国、約7000人在住してい
る外国籍市民に対し、災害時に必要な
情報提供をサポートする通訳・翻訳ボ
ランティアを募集しています。日常会
話ができる語学力がある18歳以上の人
対象。登録者には災害時ボランティア
センター開設訓練への参加をお願いし
ます。è人権共生課へ。☎922-0825Ü
927-4955

Ü

　中学校教員による小学校への乗り入
れ授業を行うための教科指導・補助・
準備手伝い、幼保小中の連携業務、校
内外事務・業務を行います。勤務は3/
31まで（長期休業中を含む）の週5日
で8時20分～16時35分のうち7時間30
分。場所は市内小・中学校。中学校教
員免許（数学）所有者対象。募集は若
干名。時給1850円。交通費、社会保険
等あり（条件あり）。è電話連絡後、
指定の履歴書（市HPからも入手可）
を子ども連携推進室へ持参（代理持参
不可）。☎922-3494Ü928-1178Ü

　年末年始期間中（12/29㊐～1/3㊎）
に緊急で手話通訳者が必要となった場
合は、住所・氏名・ファクス番号・内
容・日時・場所と、待ち合わせ時間・
場所を記入し、草加八潮消防局（Ü99
7-4119）へファクスしてください。待
ち合せ場所に手話通訳者が向かいます。
また、事前に手話通訳者が必要と分か
っている場合は、12/27㊎17時15分ま
でに草加市社会福祉協議会へ。なお、
救急車や消防車が必要な場合は、従来
どおり緊急通報（Ü119）にファクス
してください。ε同協議会☎932-6770 
Ü932-6781

Ü

Ü

Ü

冒険松原あそび場
プレーリーダーを募集

災害時通訳ボランティア
登録者募集

緊急の時に対応します
年末年始の手話通訳者依頼

年末年始期間の
コンビニ交付サービス一時休止

返済の必要はありません
交通遺児等に援護金を支給

地域包括支援センター（包）
介護者のつどい

　12/26㊍～30㊊6時～12時。会場は越
谷卸売市場（越谷市流通団地3-2-1）。
正月用食材の大売出しを行います。野
菜、果物、水産物、食肉、雑貨などを
購入できます。ε越谷総合食品地方卸
売市場☎987-3100

　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　1/8㊌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
■介護者のつどい　1/10㊎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

Ü

Ü

みんなでつくる
「ドレミファそうかコンサート」

　1/13㊗13時30分開演。会場は中央公
民館。出演は瀬崎中吹奏楽部・中学生
アンサンブル・ドレミファハンドベル
隊・草加市演奏家協会会員ほか。料金
1000円（高校生以下無料・要整理券）。
è草加市文化会館ほかプレイガイドで。
☎931-9325Ü936-4690Ü

子ども教育連携教員（常勤）

越谷卸売市場歳末大売出し

小学校で働く調理士（臨時職員）

　子どもが自ら育つ場を共につくる冒
険松原あそび場のプレーリーダーを募
集します。活動は㊋㊌を除く週5日11
時～17時（季節・曜日による変更あ
り）。体力に自信がある18歳以上の人
対象。月額16万5000円～（社保・労保

　勤務は㊊～㊎8時30分～16時45分。
時給955円（有資格者は1000円）。賞
与支給（条件あり）。65歳未満対象。
募集は若干名。通勤手当（上限8000
円）、社会保険等あり。è1/10㊎まで
に履歴書（有資格者は免許状の写し
も）を総務企画課へ。面接は書類選考
後、1月中旬以降実施予定。☎922-24 
97Ü928-1178Ü

　18歳以下で、保護者が交通事故で死
亡または重い障がいを負った交通遺児
等を対象に援護金を給付しています。
給付額は子ども1人につき年額10万円。
支給は5月上旬。要件等の詳細は問い
合わせてください。è交通対策課や学
校で配布する申請書類を1/31㊎まで
にみずほ信託銀行浦和支店へ（郵送
可）。ε県防犯・交通安全課☎048-83
0-2958

あり）。詳細はNPO法人冒険あそび場
ネットワーク草加（☎Ü935-7383）へ。
ε勤労青少年ホーム☎928-6421Ü928- 
9632

Ü

Ü

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

食品は買いすぎない・使い切る・食べ切るで食品ロスの削減を

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（12/29を除く）
㊌（㊗・㊡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

　口腔がんとは口の中にできるがんの総称で、その患者は70歳代が最も多
く、50歳以上が約80％を占めています。超高齢化社会の日本では今後増加
することが予想されていま
す。口腔がんは、自分で確
認が出来るため早期に発見
し治療が可能ながんです。
家族や自分の健康を守るた
めに、口腔がんの正しい知
識を学んでみませんか。

口腔がん
　正しい知識で
　　早期発見を

■そうか宣伝隊長を務
める大人気紙切り師

■滑稽噺から人情噺ま
で幅広い古典落語家

■歯切れの良い語り口
の人気落語家

■日時　1/17㊎18時30分開演
■会場　中央公民館
■料金　前売り券2800円、当日

券3300円（全席自由）
è草加市文化会館ほかで。☎93
1-9325Ü936-4690Ü

è2/7㊎までに市民公開講座
ポスターが掲示されている歯
科医院または保健センターへ。
☎922-0200Ü922-1516Ü

草 加

落 語 会 　
林
家
二
楽

春
風
亭
一
之
輔

柳
家
花
緑

■日時　2/9㊐10時～12時
■会場　中央公民館
■講師　岡本俊宏氏（東京女子医科大学　

八千代医療センター歯科口腔外科
診療科長　准教授）

■定員　80人
■主催　草加歯科医師会
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子どもにやさしい
まちづくりフォーラム

消費生活講座「消費税とこれからの
私たちのくらし」

ソウカパインオペラコンサート
「蝶々夫人」合唱参加者募集

人権を考える市民のつどい

里親入門講座 草加市レクリエーション大会

お料理女子会

　1/10㊎13時50分～16時30分。会場は
中央公民館。市内小・中学校児童生徒
による人権問題についての作文発表、
草加松原笛の会ひまわりによるミニコ
ンサート、ふじみの国際交流センター
理事長の石井ナナヱ氏による講演「在
住外国人が抱えている問題～外国人と
仲良く暮らすには～」を行います。ε

指導課☎922-2748Ü928-1178Ü

　1/26㊐13時～15時45分。会場は中央
公民館。テーマ「子どもの権利と育ち
を支える大人の役割～いじめ・虐待・
貧困から子どもを守る～」。講師は上
智大学准教授の新藤こずえ氏。みんな
のまち草の根ネットの会・草加市青少
年健全育成市民会議との共催。定員80
人。è1/17㊎までにこくちーず（QR

　1/18㊏14時～16時。会場は勤労福祉
会館。里親制度の説明と現役里親の体
験談、質疑応答。里親制度や子どもの
福祉に関心のある人対象。ε草加児童
相談所☎920-4152Ü922-3600Ü

　1/26㊐10時30分～15時。会場は中央
公民館。スポーツ吹矢、カローリング
やレクリエーション協会による民踊・
ダンスなど。スタンプラリー参加者に
景品あり。εスポーツ振興課☎922-28 
61Ü922-3172Ü

　1/23㊍・31㊎10時～13時。全2回。
会場はふれあいの里。韓国風炊き込み
ご飯、鶏肉の中華煮、芋きんつばほか。
60歳以上の女性対象。定員12人。参加
費1500円。エプロン・三角巾持参。
è12/23㊊10時から電話でふれあいの
里へ。☎920-6222Ü920-6251Ü

　1/15㊌10時～11時20分。会場は勤労
福祉会館。10/1に改定された消費税率

　6/21㊐に草加市文化会館で開催のソ
ウカパインオペラコンサートの合唱参
加者を募集します。音楽監督の田代誠
氏指導の下、プロのソリストやオーケ
ストラと共演。1/25～6/13の㊏15時～
17時。全21回。参加費月額3000円、ス
テージ料8000円（別
途楽譜代あり）。è
1/20㊊（必着）まで
に草加市文化会館ほ
かで配布する申込用
紙を同館へ。☎931-
9325Ü936-4690Ü

生涯学習体験講座

～12時。全3回。会場は中央公民館。
定員20人。資料代1000円
■イングリッシュハンドベル体験講座
　1/27㊊、2/3㊊・17㊊13時～15時30
分。全3回。会場は中央公民館。定員
12人

コード）または公共施設などで配布し
ている申込用紙を子育て支援課へ。☎
922-3492Ü922-3274Ü

高年者向け

について、消費税を上げる理由・使い
道、軽減税率が適用される商品とされ
ない商品等について解説します。講師
は関東信越国税局職員。定員50人。è
くらし安全課へ。☎941-6111Ü941-61 
57

Ü

è開催日の3日前までに生涯学習課へ。
☎922-2819Ü922-3498
■美味しい紅茶の淹れ方　ケーキもご
一緒に　1/17㊎・24㊎10時30分～13時。
全2回。会場は氷川コミセン。定員6人。
材料費4000円。布巾持参
■男性のための美姿勢体操　1/21～
2/4の㊋10時～12時。全3回。会場は谷
塚文化センター。男性対象。定員15人。
タオル持参
■宅建士講習会　1/23～2/6の㊍10時

Ü
い

蝶々夫人役の
青盛のぼる

■行政情報を回覧板等
で伝達

■安全・安心なまちづくり。
子どもの見守りなど

■災害に備えた防災訓
練など

■募金活動など ■一斉清掃、資源ゴミ
回収など

■お祭り・盆踊り、レクリ
エーションなど

　町会・自治会は市内に118団体あり、住民同
士の親睦を深めるほか、「自分のまちは自分
たちの手で」を合言葉に、住み良い、安全・
安心なまちづくりを目指しています。災害時
には、地域で助け合うことで大きな力が生まれます。町会・
自治会に加入し、顔の見える関係を作り地域のコミュニケー
ションを深めましょう。お住まいの町会・自治会についての
詳細はみんなでまちづくり課へ。
è各町会へ直接連絡、またはみんなでまちづくり課で配布し
ている申請書（市HP（QRコード）からも入手可）を同課へ。
☎922-0796Ü922-3406Ü

あなたのたよれる
身近な地域団体
「町会・自治会」への加入を

情報交換 防 犯防災・自治防災

地域交流 福 祉 環境美化

■町会・自治会の主な活動

■ 激励会

■ 練習交流会
　選手たちと同じレーンで選手の後
に続いて約20分間クロールや平泳
ぎ、バタフライなどを練習。世界で
活躍する選手たちの力強い泳ぎを肌
で感じていました。参加者からは
「選手団の皆さんがフレンドリーに
接してくれてうれしかった。一緒に
泳げて最高だった」との声が聞かれ
ました。

　9/29㊐、市民温水プールで障がいのある皆さんとの練
習交流会＆激励会が開催され、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。

　事前キャンプでの交流行事が最後にな
るこの日、交流行事に関わった獨協大学
生、練習交流会参加者など約45人が集ま
り、草加市を離れる選手団を激励。

　多くの市民に笑顔・元
気・希望を与えてくれた
選手の皆さんに感謝の気
持ちを伝えました。

����

障がいのある皆さんとの
練習交流会＆激励会

����
�����東

京

249日
201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1２月20日から

　草加市ラジオ体操連盟の指導に
よるラジオ体操で輝かしい1年を
スタートしませんか。
■日時　1/1㊗6時～
■会場　草加松原遊歩道（雨天時

は市民体育館駐車場）
　イベント終了後にはお汁粉が振
る舞われます

ラジオ体操
の集い

εスポーツ振興課
　☎922-2861Ü922-3172Ü

元旦

Gracias!!

選手からは
「努力を惜し
まず頑張ってく
ださい」と丁寧なアドバイスも。
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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。

▼FMひかわ　12/21㊏・22㊐13時30
分～15時30分　クリスマス番組の制作
・放送　小学生以上対象
▼餅つき体験　12/27㊎13時30分～14
時30分　幼児（保護者同伴）以上対象
▼みんなで大掃除　12/28㊏15時～16
時20分　同センター大掃除の後レクリ
エーション　小学生以上対象　定員30
人

▼おもちゃ病院　12/21㊏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
▼卓球大会　12/25㊌15時15分～16時
15分　小学3～6年生対象　定員20人　
参加賞あり
▼紙粘土でアート　12/26㊍14時～16
時　小学3～6年生対象　定員10人
▼ふれあいお正月遊び　1/4㊏10時30
分～　こま・羽根つき・福笑いほか　
幼児（保護者同伴）～高年者対象

▼みんなで大掃除　12/28㊏14時～16
時　小学生対象

▼わくわくリビング～冬～　12/25㊌

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

新栄児童センター ☎942-9876

氷川児童センター ☎928-2341

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12/23㊊
8時30分から各館へ申し込みを

5925-0152

のんびりヨガ

　1/20㊊・21㊋は施設点検のため休館
します。
▼こころを結ぶ光のひろば　1/7㊋10
時～12時　点字体験ほか
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
1/15㊌10時～　親子友だち作り・簡単
工作ほか　乳幼児と保護者対象
▼バレエ体験講座　1/15㊌・22㊌17時
～19時　全2回　4歳～小学生（保護者
同伴）対象　定員30人
▼にじいろタイム　1/17㊎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」
　1/17㊎13時30分～　胎教と友だち作
り　初妊婦対象
▼思い出をアルバムに　1/18㊏10時～
12時　ミニアルバム作り　小学生と保
護者対象　定員10組　参加費1500円
▼男の料理教室　1/25㊏10時～13時　
四季の料理　定員10人　参加費1000円
　エプロン・三角巾・布巾持参

▼すくすくクラブ　1/9㊍10時～11時
30分　手遊び・簡単工作ほか　乳幼児
と保護者対象
▼地域はつらつ元気体操教室　1/20～
3/9（2/24を除く）の㊊9時30分～10時
30分（3/9は11時まで）　全7回　スト
レッチ・リズム体操ほか　65歳以上対
象　定員35人　室内靴持参
▼おもちゃの病院　1/24㊎10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで

▼すくすくクラブ　12/24㊋10時～12
時　リズム体操・簡単工作ほか　乳幼
児と保護者対象
▼谷塚元気ひろば　1/27㊊13時～15時
　お楽しみ新年会（紙芝居「きつねの
つかい」「りゅうぐうのくろねこ」ほ
か）、茶話会　65歳以上対象　定員30
人　参加費100円

▼親子で元気ルーム　1/9㊍10時～11
時30分　親子で手遊び・読み聞かせほ
か　乳幼児と保護者対象

図書館からのお知らせ　12/28㊏20時
～2/1㊏9時は館内整理及びシステム更
新のため、インターネット、ファクス、
公民館・文化センターのOPAC（館内
蔵書検索機）での利用ができません。
ご注意ください。
■小学生のための読み聞かせ　12/22
㊐13時30分～14時
■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）

　1/10～2/28の㊎10時～11時30分。全
8回。会場はふれあいの里。60歳以上
対象。定員20人（今年度初回参加者優
先）。ヨガマット（バスタオルでも
可）・室内靴持参。è12/21㊏10時か
ら電話でふれあいの里へ。☎920-6222 
Ü920-6251Ü

■新田囲碁同好会　㊋㊍㊏㊐㊗13時～
17時　勤労福祉会館で　持ち点制によ
る前後期のリーグ戦で年2回持ち点見
直し　年額6000円（月額500円でも
可）　ε鎌田☎931-0165
■松原フォトクラブ　第1㊋15時～17
時　草加市文化会館で　例会後の写真
は八幡コミセンで展示　月額500円　
ε橋本☎936-1889　

■八幡ダンスサークル（社交ダンス）
　㊍19時～21時　八幡コミセンで　現
役プロによるペアーレッスン　入会金
1000円　月額4000円　ε高野☎090-43 
85-2781
■新栄平成塾わかばの会（詩吟　柳水
流）　第3㊌10時～12時　新栄小で　
始めてみませんか　月額1000円　ε中
村☎090-6486-0867
■スイトピィー（健康体操）　㊊9時
30分～11時　市民体育館で　健康寿命
を延ばす会　中高年向きのストレッチ
で筋肉UP　見学・体験可　入会金1000
円　月額2500円　ε津曲☎935-9181
■彩の会（囲碁）　㊏13時～17時　勤
労青少年ホームで　脳の活性化にみん
なで楽しく遊びましょう　初級者・シ
ニア・女性歓迎　月額300円　ε山田
☎090-1037-5823
■なかよし会（グラウンド・ゴルフ）
　㊊㊌㊎8時30分～10時30分　清門中
央公園で　女性歓迎　年会費1500円　
ε佐藤☎941-3400
■絵手紙もみじ会　第1・3㊏10時～12
時　新里文化センターで　割り箸で描
く絵手紙教室　見学大歓迎　入会金
700円　3か月2000円　ε倉守☎925-30 
88
■JS草加GGクラブ（グラウンド・ゴ
ルフ）　㊊～㊎12時40分～　柳島多目
的運動場で　始めませんか　楽しい仲
間が待っています　年会費1200円　ε

谷古宇☎924-3775
■美書ペンクラブ　第2・4㊊10時～12
時　であいの森で　気楽に始めません
か　鉛筆・ボールペン・筆ペンで　見
学可　男性・初心者歓迎　入会金1000
円　月額1000円　ε相田☎943-9156
■フォークダンス愛好会あひる　㊋13
時30分～16時　中央公民館で　世界の
音楽に合わせて体を動かしてみません
か　見学・体験歓迎　入会金500円　
月額1500円　ε後藤☎924-7553
■筆びより（筆ペン・ボールペン）　
月2回㊋9時30分～11時　谷塚文化セン
ターで　当番なし　資格取れます　初
心者歓迎　体験可　3か月9300円　ε

川嶋☎922-0941

西町・川柳・  
高砂小 

■地域開放型図書室

12/22㊐10時～16時

定員のあるものは12/23㊊
10時から各館へ申し込みを

5922-3274

～27㊎、1/6㊊10時～16時30分　会場
はコンフォール松原12号棟　宿題した
り、遊んだり自由に　幼児（保護者同
伴）～高年者対象　昼食持参可
▼読み聞かせ「たんぽぽ」　1/9～23
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
▼初めてのお誕生会　1/28㊋13時～　
会場はコンフォール松原19号棟　平成
31年1月生まれ対象　定員12人　è1/7
㊋10時から電話で同館へ

▼マンカラ大会　12/26㊍15時30分～
　小学生対象

▼地域はつらつ元気体操教室　1/31～
3/13の㊎9時30分～10時30分　全7回　
自宅で出来る筋力トレーニング・スト
レッチほか　おおむね65歳以上対象　
定員30人　室内靴持参

▼一緒に遊ぼう！百人一首体験教室　
1/18㊏10時～11時30分　小学生対象　
定員20人
▼外国籍市民のための日本料理教室　
1/28㊋、3/24㊋10時～13時　全2回　
天ぷら・和風ハンバーグほか　外国籍
市民・外国出身者対象　定員10人　参
加費1600円　エプロン・三角巾・布巾
2枚・台布巾1枚持参

▼ロビー　トールトールによるトール
ペイント展　12/26㊍まで
▼紙バンドクラフト干支作り教室　
1/9㊍13時30分～16時30分　成人対象
　定員8人　参加費500円
▼美味しいコーヒーの淹れ方講座　
1/18㊏10時～12時　成人対象　定員10
人　コーヒーの持ち帰りあり
▼新春そば打ち体験講座　1/19㊐9時
～15時　成人対象　定員9人　参加費
2500円　持ち帰り容器（A4サイズ）・
ペットボトル（350～500ml）1本持参

い

■対象図書　出版元で電子書籍化されている本の一部
■利用方法　中央図書館で利用者登録し、ID（図書館利用カードの9けた
の番号）・パスワードを取得。中央図書館の電子図書館HPにアクセスし、
ID・パスワードを入力。貸出点数は3点、期間は15日間。音声読み上げ機
能や文字の拡大に対応した電子書籍もあります。
　12/29㊐～1/31㊎は休館のため、2/1㊏
からの利用を希望する人は12/28㊏までに
同館での利用者登録をお願いします。
※利用者登録をしている市内在勤・在学者
が電子図書館サービスを利用するには別途
手続きが必要です。詳細は同館に確認を。

「電子図書館サービス」を開始します
ε中央図書館☎946-3000Ü944-3800Ü

ID番号

草加太郎

2/1㊏　インターネットで
電子書籍の貸出・返却ができる



1/1
㊗

相　談　案　内
ä12/21㊏～1/31㊎（㊗㊡年末年始を除く）　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。

㈲井戸浅水道工事店
㈲やまと水道
東京管工機材㈱
萬設備
正木設備㈱

八幡町802
氷川町429-4
住吉1-14-20
長栄1-779-1-105
栄町3-9-30

☎931-3330
☎927-8519
☎927-0041
☎942-1200
☎931-3933

12/22㊐
12/29㊐
12/30㊊
12/31㊋
1/1㊗

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㊍、1/11㊏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）
司法書士による相談（相続・登記など）
行政書士による相談（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㊎（12/27㊎、1/7㊋・8㊌
を除く）13時20分～16時20分
ä第2㊍13時20分～16時20分
ä1/9㊍・17㊎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
1/20㊊…住吉児童館☎928-5736
1/16㊍…新栄児童センター☎942-9876
1/9㊍…谷塚児童センター☎925-1856
1/15㊌…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／ 12/26㊍、1/16㊍…勤労福祉会
館／ 1/9㊍・23㊍…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）
12/25㊌13時～16時…草加市文化会館、1/22㊌13時
～16時…稲荷コミセン☎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

12/22
㊐

12/29
㊐

12/30
㊊

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
　月 日　診療科 当番医名 住　所 電話番号

内科

外科

内科

外科

歯科

内科

外科

歯科

内山内科小児科医院

正務医院

レン・ファミリークリニック

山崎クリニック

森谷歯科医院

桑原歯科医院

みなみ草加クリニック

草加脳神経外科クリニック

根津歯科医院

オウル歯科

高砂2-6-4

青柳5-12-13

新善町373

中央2-4-11

谷塚1-2-29

花栗4-13-24

新里町107-1

栄町2-1-33

高砂1-3-25

松原2-4-21-102

☎922-0963

☎936-7422

☎944-2200

☎924-1375

☎922-2330

☎941-7591

☎924-0600

☎949-6112

☎923-2525

☎941-9711

12/31
㊋

　月 日　診療科 当番医名 住　所 電話番号

内科

外科

歯科

内科

外科

歯科

大城クリニック

横内整形外科クリニック

上杉歯科クリニック

飯田歯科医院

平田クリニック

いまじょうクリニック

菅原歯科医院

せざき歯科クリニック

松原5-1-5

松原4-5-8

氷川町2119-8

松江1-2-4

新栄1-48-11

旭町6-1-17

氷川町2126-1 2F

瀬崎7-11-8

☎942-3039

☎941-0211

☎928-4187

☎936-6370

☎942-1245

☎941-2140

☎927-1155

☎926-8211

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。

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12月20日号

防災テレホンサービス ▶防災行政無線放送　☎922-9911　▶火災・防災情報　☎997-8511
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　草加市文化会館の施設工事・修繕等に伴い、1～3月の間、施設の
利用が原則できません。また利用できる施設・期間は、下表のとお
りです。詳細は同館へ。ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力を
お願いします。

　草加市文化会館の施設工事・修繕等に伴い、1～3月の間、施設の
利用が原則できません。また利用できる施設・期間は、下表のとお
りです。詳細は同館へ。ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力を
お願いします。

　草加市文化会館の施設工事・修繕等に伴い、1～3月の間、施設の
利用が原則できません。また利用できる施設・期間は、下表のとお
りです。詳細は同館へ。ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力を
お願いします。

1月5日㈰の日曜窓口は開設しています
　詳細は市ホームページ（QRコード）で確認を。
■開設時間　午前9時～午後0時30分
■開設部署　・市民課　・保険年金課

・子育て支援課　・納税課

1月5日㈰の日曜窓口は開設しています
　詳細は市ホームページ（QRコード）で確認を。
■開設時間　午前9時～午後0時30分
■開設部署　・市民課　・保険年金課

・子育て支援課　・納税課

1月5日㈰の日曜窓口は開設しています
　詳細は市ホームページ（QRコード）で確認を。
■開設時間　午前9時～午後0時30分
■開設部署　・市民課　・保険年金課

・子育て支援課　・納税課

　草加の冬の風物詩として親しまれている旧町
周辺を巡るスタンプラリー「草加宿七福神めぐ
り」を開催します。草加市観光協会主催。
　押印所は七福神に宝船を加えた8か所。押印
したスタンプ台紙は、新年の思い出としてお持
ち帰りください。また、七福神めぐりにあわせ
て、1月1日・3日は甘酒が振る舞われます。年
明けの草加を歩きながら、家族や友人と七福神
めぐりを楽しんではいかがでしょうか。

　草加の冬の風物詩として親しまれている旧町
周辺を巡るスタンプラリー「草加宿七福神めぐ
り」を開催します。草加市観光協会主催。
　押印所は七福神に宝船を加えた8か所。押印
したスタンプ台紙は、新年の思い出としてお持
ち帰りください。また、七福神めぐりにあわせ
て、1月1日・3日は甘酒が振る舞われます。年
明けの草加を歩きながら、家族や友人と七福神
めぐりを楽しんではいかがでしょうか。

　草加の冬の風物詩として親しまれている旧町
周辺を巡るスタンプラリー「草加宿七福神めぐ
り」を開催します。草加市観光協会主催。
　押印所は七福神に宝船を加えた8か所。押印
したスタンプ台紙は、新年の思い出としてお持
ち帰りください。また、七福神めぐりにあわせ
て、1月1日・3日は甘酒が振る舞われます。年
明けの草加を歩きながら、家族や友人と七福神
めぐりを楽しんではいかがでしょうか。

　年末年始の可燃ごみ収集業務等は次の下表のとおりです。1月1日
㈷～3日㈮は収集を行いません。ごみは夜に出さず、必ず収集日の
午前8時までに出してください。
　なお、1月の不燃ごみ・資源物の収集は変則となるためごみ収集
カレンダー、ごみ分別アプリ（QRコード）で確認してください。
■年末年始の可燃ごみ収集・し尿くみ取り業務　■ごみ分別アプリ

　年末年始の可燃ごみ収集業務等は次の下表のとおりです。1月1日
㈷～3日㈮は収集を行いません。ごみは夜に出さず、必ず収集日の
午前8時までに出してください。
　なお、1月の不燃ごみ・資源物の収集は変則となるためごみ収集
カレンダー、ごみ分別アプリ（QRコード）で確認してください。
■年末年始の可燃ごみ収集・し尿くみ取り業務　■ごみ分別アプリ

　出生届、婚姻届等の戸籍
に関する届け出は、年末年
始も市役所第二庁舎警備員
室で受け付けます。

　出生届、婚姻届等の戸籍
に関する届け出は、年末年
始も市役所第二庁舎警備員
室で受け付けます。

11月かどまちごとでき
　16・17日、彩の国食と農林業ドリーム
フェスタ（県などの実行委員会主催）と
農業祭、街グルin草加などが旧町からま
つばら綾瀬川公園周辺で開催。ドリーム
フェスタで柿木町の豊田林一氏、和之氏
が「埼玉農業大賞」地域貢献部門・大賞
の表彰を受けました。生産技術の改善に
努め、都市農業のリーダー役として小学

校の栽培体験事業等に尽力するなど地域農業振興に貢献する活動が
県農業の模範として高く評価されたもの。豊田林一氏は「都市化に
より農地が無くなる危機感を感じている。今後も地産地消を生かし、
草加の農業の魅力を広めていきたい」と力強く語りました。

Android用

①回向院（布袋尊）
②三峰神社（寿老人）
③八幡神社（恵比寿）
④氷川神社（大黒天）
⑤東福寺（毘沙門天）
⑥谷古宇稲荷神社
（福禄寿）
⑦出世弁財天（弁財天）
⑧神明宮（七福神宝船）    

■スタンプ・台紙配置場所
①回向院（布袋尊）
②三峰神社（寿老人）
③八幡神社（恵比寿）
④氷川神社（大黒天）
⑤東福寺（毘沙門天）
⑥谷古宇稲荷神社
（福禄寿）
⑦出世弁財天（弁財天）
⑧神明宮（七福神宝船）    

■1月1日㈷午前10時～
　草加宿神明庵
　草加宿神明庵運営協議会主催
■1月3日㈮午前10時～
　東福寺
　草加市観光協会主催

■1月1日㈷午前10時～
　草加宿神明庵
　草加宿神明庵運営協議会主催
■1月3日㈮午前10時～
　東福寺
　草加市観光協会主催

■1月1日㈷午前10時～
　草加宿神明庵
　草加宿神明庵運営協議会主催
■1月3日㈮午前10時～
　東福寺
　草加市観光協会主催

市役所業務は
年末は27日㈮まで、年始は6日㈪から

年末は31日㈫まで、年始は4日㈯から
年末年始の閉庁期間 可燃ごみ収集業務等

次回の広報そうかは1月1日発行です

甘酒の無料配布

問廃棄物資源課☎931-39725931-9993

問草加市文化会館
☎931-93255936-4690

問市民課☎922-15425920-1501

新
年
の
お
出
か
け
は

新
年
の
お
出
か
け
は

草
加
宿

七
福
神
め
ぐ
り

1～3月 草加市文化会館は
利用できません

戸籍の届け出は
年末年始も受け付けます

なくなり次第終了

1月1日㈷～7日㈫午前9時～午後4時開催

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

注１ : 2月末まで工事予定、終了次第利用可。
注２ : 暖房を使用できない期間があります。
注３ : 営業時間は午前10時～午後4時。
注４ : 営業時間は月～土曜日午前10時～午後4時。日曜日休業。
注5 : ２月上旬まで工事予定、終了次第利用可。

○ : 終日利用可
× : 終日利用不可

▲左から大野元裕県知事、
　豊田林一氏、豊田和之氏凡例

12月28日㈯～1月3日㈮

放置自転車保管所  市立病院（一般外来診療）

12月28日㈯～1月5日㈰

市役所（※5日は日曜窓口を開設）  上下水道部

サービスセンター  教育支援室

子育て支援センター  環境業務センター

保健センター

12月29日㈰～1月3日㈮

草加市文化会館  勤労青少年ホーム

市民交流活動センター  勤労福祉会館

コミュニティセンター  市民体育館

物産・観光情報センター  記念体育館

児童館・児童センター  吉町テニスコート

歴史民俗資料館  総合運動場

公民館・文化センター  きくの里

であいの森（浴場は4日まで）  ふれあいの里（浴場は4日まで） 

12月29日㈰～1月4日㈯ 

市民温水プール 

12月29日㈰～1月5日㈰ 

リサイクルセンター  

12月29日㈰～1月3日㈮ ※1月4日㈯～31日㈮臨時休館

中央図書館（図書の返却は同館ブックポストまたは開館中の公民館・文化センターで）

12月31日㈫・1月1日㈷

そうか公園テニスコート  工業団地公園野球場

そうか公園多目的運動場  そうか公園キャンプ場

 種別・コース 年末 年始
  月・木コース 12月30日㈪まで 1月6日㈪から
  火・金コース 12月31日㈫まで 1月7日㈫から
  水・土コース 12月28日㈯まで 1月4日㈯から
 し尿くみ取り 12月30日㈪まで 1月4日㈯から

可燃
ごみ

施設名
ホール
　　フリースペース（注2）
　　図書資料室（男女共同参画さわやかサロン）
　　伝統産業展示室（ぱりっせ）
　　レストラン
漸草庵　百代の過客
駐車場全面

1月
×
○
○
×
×
○
×

2月
×
○
○
注3
×
○
注5

3月
注1
○
○
○
注4
○
○

コ
ミ
ュニ
テ
ィ
ー
棟

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20日号

市の人口　令和元年12月1日現在　24万9761人（男12万6473人・女12万3288人）/前月比29人増/世帯数11万8132世帯
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