
2020年7月8日
草加松原をオリンピック聖火リレーが走ります

やさしさがあふれるまち 草加

明けましておめでとうございます
輝かしい新春をご家族の皆様とお迎えのことと
お慶び申し上げます

草加市長　浅井 昌志

　昨年５月、天皇陛下が御即位
され、新しい令和の時代がスタ
ートしました。希望にあふれ誇
りあるふるさとを創り、それを
次代へと引き継いでいく使命
に、改めて身の引き締まる思い
でおります。
　本年はいよいよ東京2020オ
リンピック・パラリンピック競
技大会が開催されます。本市は
コロンビア共和国のホストタウ
ンとして、同国のパラリンピッ
ク水泳選手団の事前キャンプ地
となりました。そして、7月8日
には、埼玉県におけるオリンピ

ック聖火リレー2日目の出発地
となっています。世紀の祭典で
ある東京2020オリンピック・
パラリンピック競技大会を盛り
上げるため、市民の皆様ととも
に、記憶に残る取り組みを行っ
ていきたいと考えております。
　また、近年多発している自然
災害に備え、市民の皆様の大切
な命を守るため、災害につよい
まちづくり進めるとともに、市
民の皆様が安心して暮らせるま
ち「やさしさがあふれるまち 草
加」を目指して、市政運営に全
力を尽くしてまいります。

多様性尊重社会の実現に向けて

明けましておめでとうございます
市民の皆様におかれましては健やかに新春を
お迎えのことと心からお慶び申し上げます

草加市議会議長　佐々木 洋一　

　日ごろより市議会に対するあ
たたかいご理解と絶大なご協力
を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、東京2020オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会が
いよいよ開催されます。大会ビ
ジョンの基本コンセプトのひと
つとして、多様性と調和を掲げ、
性別や障がいの有無などあらゆ
る面での違いを肯定し、受け入
れ、互いに認め合うことで社会
は進歩するとしております。
　こうした中、市議会において
は、多様性尊重社会の実現調査
特別委員会を設置し、性的少数

者に関する諸問題等についての
請願を審査した結果、賛成全員
で採択しました。
　全ての人が人格と個性を尊重
し支え合い、人々の多様な在り
方を認め合える社会の実現に向
けて、今後とも二元代表制の一
翼としての責務を果たしてまい
りたいと存じます。
　本年も、議会活動に対し、よ
り一層のご支援を賜りますよう
お願い申し上げますとともに、
皆様のご健勝ご多幸を心からお
祈り申し上げ、年頭のごあいさ
つといたします。
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　パラリンピック聖火ランナーと
して「ぜひとも、埼玉県を走りた
い」という人をお待ちしています。
県内の通過市町は、幸手市・蓮田
市・白岡市・川島町・入間市・朝
霞市です。応
募要件など詳
細は、県ホー
ムページ（QR
コード）へ。

■申し込み　2月15日㈯までに県
ホームページの応募フォームへ。
問埼玉県聖火ランナー募集コール
センター☎048-825-1130（受付時
間は午前9時～午後6時。土・日曜
日、祝日、年末年始を除く）

☎

パラリンピック
聖火ランナー
募集中！

観覧場所やスケジュールなど詳細は、決まり次第お知らせします

いつやるの？

間近で見られるまたとないチャンス！

2020年7月8日㈬午前７時～8時頃

1964年9月、佐賀県武
雄市で伴走をする岩永
さん

1964年を振り返る

1964（昭和39）年頃の草加市は

　迫る2020年の東京オリンピック開催を前に、
1964（昭和39）年に開催された東京オリンピッ
クと開催時の草加の様子を振り返ります。

　1963（昭和38）年に栄小・栄中が完成。
1964（昭和39）年には、松原団地の入居が終
わり、人口が6万人を突破。著しく人口が増
える中、市民としての意識と団結を図ろう
と「明るく、楽しい市の建設のために手を
つなぎ、心をあわせあいましょう」と9つの
誓いを基にした9か条の草加市民憲章（1988
（昭和63）年に改定）が制定されました。

　「高校生の時に聖火リレーの伴走をした経験は、
私の一生の思い出です。走り切った達成感よりも、
オリンピックの一員になれたということが嬉しく、
とても誇らしかったです。7月8日の草加松原で
の東京オリンピック聖火リレーは、必ず見に行き
ます。草加の子どもたちにとっても、心に残る思
い出になることを期待しています。」
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京

206日
189日草加市の聖火リレーまで

オリンピック開幕まで

令和2年1月1日から

思い出写真

心に残る思い出を子どもたちにもインタビュー

1964年の東京オリンピック
で聖火ランナーの伴走をした
岩永正夫さん（北谷1丁目）

成人式の様子：この日
に成人を迎えた皆さん
も76歳に

草加駅前：当時の駅舎は木
造で、改札口は東口のみ

どこでやるの？

どんな人が走るの？

観覧はできるの？

　出発式や楽しいイベントも予定しています

　まつばら綾瀬川公園から
草加松原遊歩道（右記地図参照）

　県の公募などで選ばれた10人のランナーが、約2kmの
ルートを1区間約200ｍずつ、聖火をつないで走ります。

　もちろん可能です！当日は、沿道
での応援もお待ちしています。

ルート
ついに
 公開！オリンピック聖火リレーを

みんなで盛り上げよう
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東京外環自動車道（国道298号）

オリンピック
聖火リレー
ルート

問スポーツ振興課☎922-2861Ü922-3172Ü

聖火ランナーに選ばれた市民の皆さん、
ぜひスポーツ振興課へご連絡ください。

12月25日から聖火ランナーに選出された人へ大会組織委員会から通知が送られています。

かさね橋
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10/1～11/30 おくのほそ道　
草加松原国際俳句大会 投句募集

平成から令和へ 活気あふれる草加の1年

2/3 JTB
BADMINTON
S/Jリーグ
草加で初開催1/1 草加宿七福神めぐり

2/6
高橋和樹選手
清門小
ボッチャ体験会

1/15 
振り込め詐欺防止装置
「あんしんみーちゃん」
65歳以上の人がいる
1000世帯へ無償配布

3/10 草加松原太鼓橋
ロードレース大会

3/21 コロンビア共和国
パラリンピック委員会と
水泳選手団の事前キャンプに
関する合意書を締結

3/24～31 草加さくら祭り

4/21 解体前の市役所本庁舎を
活用した救助訓練

5/19 ドナルド・キーン氏
追悼座談会

奥の細道文学賞、ドナ
ルド・キーン賞授賞式で

奥の細道文学賞、ドナ
ルド・キーン賞授賞式で

7/28～8/10 国際姉妹都市
米国カーソン市青少年使節団来草

8/3 草加市民納涼
大花火大会

9/26 国際姉妹都市
提携40周年 米国カーソン市
と友好交流宣言を締結

9/7 大規模地震時
医療活動訓練

9/17～10/1 コロンビア共和国パラリンピック水泳競技選手団
事前キャンプ&市民交流

10/6 草加宿場まつり・
奥の細道紀行330年記念キャラバンセレモニー

10/27 蓮池薫氏
人権啓発講演会

11/13 歴史民俗資料館
来館30万人突破

11/3 草加ふささら祭り

11/9 全小・中学校で
避難所運営市民防災訓練

11/16・17 彩の国食と
農林業ドリームフェスタ・
農業祭・街グルin草加

12/9 旧庁舎解体・整地

6/1 草加市がオリンピック聖火リレーのコースに選定
コナミスポーツ体操競技部 加藤凌平選手(左)・田中佑典選手(右)

4/21 「漸草庵 百代の過客」オープン

7/20・21 草加駅前よさこい
サンバフェスティバル

市制
60周

年記念アニメ「きみの待つ未来へ」

6/30 草加朝顔市・草加松原夢祭り

2/25 切手シート販売・3/24 奥華子さんミニライブ
でアニメ主題歌「心が帰る場所」披露・5/16 第8回
観光映像大賞ファイナリスト選出
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　平成30年度から谷塚中央地区と新田西部地区で、自分の住むま
ちについて語り合う「コミュニティのミライを考える地区別懇談
会」を行っています。
　今回開催するイベントは、同懇談会を通じて、地域の皆さんが企
画したもの。まちの課題を解決するために市と地域の共催で取り組
みます。

　

　子どもたちが自由に集える場所を作ろうと、地域
の皆さんがおもちゃや特技を持ち寄り開催。内容は、
マジック教室、手形アート、けん玉、かるたなど。

■日時　1月19日㈰午前10時～正午
■会場　氷川コミセン（当日直接会場へ）
■対象　氷川小近隣の幼児（保護者同伴）～小学生

　地域で一丸となって防災を考えてみようと、市の
防災対策についての情報提供を受け、参加者同士で
意見交換を行います。

■日時　1月26日㈰午前9時30分～11時
■会場　新田西文化センター
■対象　新田西部地区の在住・在勤・在学者、
　　　　新田西部地区が好きな人
■定員　30人
ω1月20日㈪までに住所・氏名・年代・電話番号・メールアドレス
を記入し都市計画課へ（ファクス、メールでも可）。

　草加の地場産業「皮革」を担う人材の発掘・後継者育成のために
開講した「草加皮革職人塾（通称：そうかわ塾）」。
　受講生は全4回の講座で、工場見学や皮革業界の第一線で活躍す
る職人などから皮革に関する様々な知識を学びました。その講座の
集大成として受講生が一から制作した皮革作品の展示と講師陣によ
るパネルディスカッションを行います。
■日　時　1月21日㈫午後6時30分～8時30分
■会　場　アコスホール
■定　員　80人
■対　象　皮革職人として創業・独立・就職を
　　　　　希望する人、皮革に興味のある人

　地域の皆さんが主体となっ
て、地域の課題解決のアイデ
アなどを出し合い、まちづく
りのプロジェクトを考えます。
　現在、全10地区のうち、
谷塚中央地区と新田西部地区
から取り組みを始めています。

　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、市ホームページでも入
手できます。
①草加市産業新成長戦略
　市では、商工業分野を中心とした産業振興に関する取り組みの基
本的な考えをまとめた「草加市産業新成長戦略改定素案」を策定し
ました。
　この案についての意見は、1月10日㈮～2月10日㈪に〒340-8550
産業振興課へ（ファクス、メールでも可）。
問産業振興課☎922-3477Ü922-3406sangyosinko@city.soka.saita
ma.jp
②草加市都市農業振興基本計画
　市では、都市農業を持続的に発展させ、実効力を伴った施策を推
進するための計画として、「草加市都市農業振興基本計画素案」を
策定しました。
　この案についての意見は、1月10日㈮～2月10日㈪に〒340-8550
産業振興課へ（ファクス、メールでも可）。
問産業振興課☎922-0842Ü922-3406sangyosinko@city.soka.saita
ma.jp
③そうか みんなで 健康づくり計画（第2次）
　市では、健康づくりに関する取り組みの基本的な考え方をまとめ
た「そうか みんなで 健康づくり計画（第2次）案」を策定しました。
　この案についての意見は、1月31日㈮までに〒340-0016中央1-5-22
保健センターへ（ファクス、メールでも可）。
問健康づくり課☎922-0200Ü922-1516kenkoka@city.soka.saita
ma.jp
④草加市生涯学習推進指針
　市では、市民一人ひとりのライフステージに応じた多様な学習情
報や様々な手法による学習機会の提供など、生涯学習推進にかかる
方向性を示すものとして、「草加市生涯学習推進指針案」を策定し
ました。
　この案についての意見は、1月6日㈪～2月5日㈬に〒340-8550生
涯学習課へ（ファクス、メールでも可）。
問生涯学習課☎922-2819Ü922-3498shogaigaku@city.soka.saita
ma.jp

Ü 

Ü 

Ü 

Ü 

「コミュニティのミライを考える
地区別懇談会」とは？

谷塚中央
地区

新田西部
地区

15人の受講生が、草加の皮革職人を目指し学びました

専用申込
フォーム

草加の地場産業の新たな担い手を目指して

地区の皆さんが
企画運営するイベント

「コミュニティのミライを考える地区別懇談会」からうまれた

問都市計画課☎922-1790Ü922-3145
　 toshikeikaku@city.soka.saitama.jp

Ü

　 

「草加皮革職人塾」成果発表会

皆さんの意見を
募集します

①草加市産業新成長戦略
②草加市都市農業振興基本計画
③そうか みんなで 健康づくり計画（第2次）
④草加市生涯学習推進指針

ω1月15日㈬までに草加商工会議所へ（専用申込フォーム
　（QRコード）でも可）。☎928-8111Ü928-8125Ü

パブリックコメント

みんなのあそびじかんプロジェクト 1/19㈰

防災アイデア会議プロジェクト

かわ

1/26㈰

市内の工場を訪れ、「皮」から「革」に
なるまでの工程を学ぶ

革の加工の難しさを肌で体験

販売に直結する「売れる写真」の撮り
方などを学ぶ

2枚のヌメ革から成果発表に向けた
作品を制作
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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」 2020年1月1日号

令和元年の市内交通事故状況（前年比）12月20日現在　人身事故655件（－165）　死者8人（＋1）

　経済的な理由で就学が困難な新小学
1年生の保護者に、入学前にランドセ
ル等の学用品等を購入する費用を援助
します。次のいずれかの措置を受けた
人対象。○生活保護の停止または廃止
○児童扶養手当の支給（児童手当では
ありません）○世帯所得により必要と
認められた人。è1/6㊊～31㊎に申請
書（市HPで入手可）を学務課へ。ε

同課☎922-2674Ü928-1178Ü

　期間は3月～令和3年1月。場所は体
験農園四季菜（氷川町1188）。料金4
万4000円。募集は9区画（1区画3× 
10m）。トマト、キュウリ、枝豆など
約20種類を栽培。è1/7㊋～16㊍に産
業振興課へ。☎922-0842Ü922-3406Ü

　三郷北部地区の土地区画整理事業の
実施に当たり、環境影響評価準備書の
公聴会を開催します。1/29㊌14時～。
会場は柿木公民館。公聴会で意見を述
べたい人は1/7㊋～17㊎（必着）に、
氏名または団体名・住所・準備書の名
称・意見・理由を記入し、〒330-9301
県環境政策課へ。ファクス（Ü048-83
0-4770）も可。公述人は知事が選定。
公述申出者がいない場合、公聴会は中
止します。また、傍聴希望者は事前に
県環境政策課（☎048-830-3041）へ。
ε都市計画課☎922-1790Ü922-3145

Ü

Ü

　1/11㊏11時～19時は点検に伴う庁舎
停電のため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☎922-1049Ü 

920-1502◇納税証明書…納税課☎922- 
1098Ü920-1502

Ü

Ü 

Ü

　まだ食べられるのに捨てられてしま
う食べ物「食品ロス」。日本では年間
約643万t発生していると言われていま
す。これは世界中で飢餓に苦しむ人々
への食糧援助量の約2倍に相当する量
です。お正月は大勢で集まる機会が多

　2/23㊗9時45分～15時。会場は中央
公民館。受験資格は市内在住の令和2
年4/1現在20歳以上の人で、手話通訳
者養成講座の修了者または同程度の技
術を有し、1年以上の手話活動経験が
ある人。試験内容は手話表現、手話の
読み取り（読取筆記・読取口頭）、筆記、
面接。è草加市社会福祉協議会・障が
い福祉課にある申込書を1/6㊊～17㊎
（必着）までに〒340-0013松江1-1-32
同協議会へ。☎932-6770Ü932-6781Ü

　農林業・農山村地域の実態を明らか
にし、農林業施策の企画・立案・推進
のための基礎資料を得ることを目的に、
農林水産省が5年ごとに実施する調査。
1月中旬から調査員が、農林業を営ん
でいる世帯、事業所を訪問します。携
帯している顔写真入りの調査員証を確

草加市手話通訳者認定試験

環境影響評価準備書の公聴会

県の産業別最低賃金

消費税確定申告は帳簿の準備を

コンビニ交付サービス一時休止

農林業センサスに協力を

　歴史民俗資料館では昭和時代の松原
団地について調査しているため、入居
時の様子を語れる人、書類・配布物・
生活用品等の関連資料を持っている人
を探しています。皆さんの協力をお願
いします。ε電話で同館。☎922-0402
Ü922-1117Ü

　年齢や性別にかかわらず、誰もが感
じる人生の中の「至福のひととき」を
表現した写真を募集します。写真展は
2/14㊎～3/18㊌は男女共同参画さわや
かサロン、3/19㊍～25㊌は草加市文化
会館フリースペースで開催します。
■条件等
・サイズ：キャビネ2L判以上
・作品には必ずテーマを付ける。
・人物を撮影する場合は必ず許可を得る。
・応募作品は返却しません。
è1/14㊋～2/12㊌に〒340-0013松江
1-1-5男女共同参画さわやかサロンへ。
☎931-9325○内 50Ü936-4690○内 Ü

　埼玉県都市競艇組合は草加市を含む
15市で構成されています。ボートレー
ス事業の収益金は、市内の道路整備に
充てられています。なお、競艇の開催
期間は1/3㊎～9㊍・21㊋～26㊐、2/7
㊎～12㊌・16㊐～21㊎・29㊏～3/5㊍、
15㊐～18㊌。会場はボートレース戸田。
ε財政課☎922-0761Ü922-1547Ü

　空調設備等改修工事を行います。1/ 
31㊎まで全館休館し、2/1㊏からは同
館2階に臨時窓口を開設し、貸し出し
・返却等の業務を行います。工事期間
中は各公民館・文化センターの図書室
（1/14㊋～28㊋休室）を利用してくだ
さい。また、地域開放型図書室（高砂
小・西町小・川柳小）を土曜日午後も
開放します。ε中央図書館☎946-3000
Ü944-3800Ü

　①そうか公園テニスコート・多目的
運動広場・キャンプ場…1/17㊎8時～
13時。②工業団地野球場…1/19㊐～
2/29㊏。③そうか公園多目的運動広場
…1/26㊐～2/22㊏。④記念体育館・市
民体育館・吉町テニスコート…2/3㊊。
⑤市民温水プール…2/10㊊～3/9㊊。
ε①～③そうか公園☎931-9833Ü935- 
8510。④草加市体育協会☎928-6361Ü 

922-1513。⑤市民温水プール☎936-68 
24Ü935-8981

①

②
③

④

⑤
① ③ Ü

④ Ü 

⑤
Ü

　1/25㊏9時～13時は館内電気設備点
検による停電のため、会議室等の貸し
出しを停止します。εくらし安全課☎
941-6111Ü941-6157Ü

昭和の記憶をお寄せください
松原団地の情報を募集

新小学1年生の保護者へ
入学準備金を入学前支給

男女共同参画さわやかサロン
「至福のひととき」写真展作品募集

ボートレース事業の
収益金で道路整備

中央図書館　
1月末まで全館休館
2～7月は3・4階利用休止

農家さんの指導で農作物作り
体験農場の利用者募集

楽しいお正月…だからこそ
食品ロスを減らしましょう

　消費税の確定申告書作成には、10/1
以降の取引について、売上げや仕入れ
等を税率（軽減税率8％・標準税率10
％）ごとに区分して記帳するなどの区
分経理を行った帳簿が必要です。また、
令和元年分からは、区分経理を行った
帳簿に基づき、「課税取引金額計算
表」の作成が必要です。消費税の仕入
税額控除の適用を受けるためには、区
分経理に対応した帳簿や、受け取った
請求書などの書類の保存が必要です。

　県最低賃金は年齢に関係なく、県内
全ての労働者とその使用者に適用され
ます。産業別の時間額は非鉄金属製造
業944円、電子部品等製造業951円、輸
送用機械器具製造業961円、光学機械
器具等製造業959円、自動車小売業957
円。なお、県の最低賃金は時間額926
円です。ε埼玉労働局賃金室☎048-60
0-6205

く、料理がたくさん振る舞われる時期
です。食べ残しをせず、食品ロスの削
減に協力をお願いします。ε廃棄物資
源課☎931-3972Ü931-9993Ü

認の上、協力をお願いします。ε庶務
課☎954-4797Ü954-7123Ü

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

1/10は「110番の日」。緊急時は「☎110」、それ以外は「☎#9110」。適切な運用を。

1月の
納税
・
納付

日曜・夜間納税窓口
市役所第2庁舎納税課で

日曜
夜間

9時～12時30分
㊌（㊗・㊡を除く）21時まで

納税は便利な口座振替で

▶市県民税（普通徴収）　第4期
▶国民健康保険税（普通徴収）  第8期
▶後期高齢者医療保険料（普通徴収）  第7期
▶介護保険料（普通徴収）  第8期
1/31㊎までに最寄りの市指定金融機関・コンビニで納めてください

スポーツ施設の休止・休館

勤労福祉会館　一部貸館休止

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。

ε川口税務署☎048-252-5141

明日の介護者はあなたかもしれません
è1/31㊎までに氏名・電話番号を福祉政策課へ。
電話、ファクス、メール（QRコード）からも
可。☎922-1234Ü922-1066Ü

　「ケアラー」とは介護や看病が必要な家族（身近な人）の日常生活を無
償で担っている人のこと。ケアを担っている人は男女問わず、子どもから
高年者まで様々です。時間的・精神的、経済的に拘束され、健康を害した
り社会的に孤立したりする人も少なくありません。
　市では、問題や課題について一緒に考えていこうと、シンポジウムを開
催します。第二部のパネルディスカッションでは、パネラーに介護経験の
ある市民や支援者を迎え、ケアラーの現状を伺います。
■日時　2/13㊍14時～16時
■会場　中央公民館　■定員　400人
■内容　第一部　基調講演　第二部　パネルディスカッション
■講師・コーディネーター　堀越栄子日本女子大学名誉教授

ケアラーシンポジウム
家族を介護するあなたを支援したい
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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。

小・中学校臨時・非常勤職員

子ども教育連携教員

ミニ運動会inそうか

生涯学習体験講座

　2/1㊏～29㊏は空調改修工事のため
休館。ε同コミセン☎Ü941-5353Ü

　小学校への乗り入れ授業を行うため
の中学校教員。勤務は4月～令和3年3
月で㊊～㊎8時30分～17時（予定）。
場所は市内小・中学校。教科指導、連
絡調整、校務分掌ほか。国語・社会・
数学・理科・英語・保健体育の中学校
教員免許所有者または3/31㊋までに取
得見込者対象。定員11人。期末手当支
給。通勤手当。社会保険等あり。詳細
は募集要項で確認。è指定履歴書（市
HPから入手可）を子ども教育連携推
進室へ持参。☎922-3494 Ü928-1178Ü

　1/19㊐10時～12時。会場は歴史民俗
資料館。小学生に人気の講座を大人向
けに開講。20歳以上対象。定員15人。
材料費250円。è1/4㊏から電話で同館
へ。☎922-0402Ü922-1117Ü

è開催日の3日前までに生涯学習課へ。
☎922-2819Ü922-3498
■バレンタインデーに石けんで作るプ
チフールギフト　1/29㊌10時～12時。
会場は新里文化センター。定員10人。
材料費600円。ビニール袋（小）、ピ
ンセット持参
■アロマ香水作り　2/5㊌10時～11時
30分。会場は新田西文化センター。定
員12人。材料費1200円
■もしもの時の年金講座～離婚と年金
分割・遺族年金～　2/7㊎10時～12時。
会場は中央公民館。定員30人。資料代
300円
■アロマハンドマッサージ　2/12㊌10
時～11時30分。会場は新田西文化セン
ター。定員16人。材料費1200円。フェ
イスタオル2枚
■姿勢美体操「体や健康について学ん
でみませんか？」　2/13～27の㊍10時
～11時30分。全3回。会場は谷塚文化
センター。定員20人。室内靴、ヨガマ
ットまたはバスタオル持参
■着付け講座「お花見は着物で」　
2/28～3/13の㊎14時～16時。全3回。
会場は新里文化センター。定員8人。
着物一式持参

Ü

　児童館の遊びの企画・指導を行う児
童厚生員と放課後児童クラブで小学生
の生活をサポートする支援員の登録者。
㊊～㊏のうち5日、9時30分～18時（時
差勤務あり）。時給960円（保育士有
資格者1060円）。実績により賞与支給、
有給休暇等あり。è1/31㊎までに電話
で問い合わせの上、履歴書（保育士は
資格証の写しも）を〒340-8550子ども
育成課へ（持参も可）。なお、2/3㊊以
降も随時募集。☎922-1448Ü922-3274Ü

認知症サポーター
ステップアップ講座

れきみん体験教室
「まが玉作り」

　1/21㊋10時～11時30分。会場は市民
活動センター。市民団体や地域活動の
共通課題といえる担い手・後継者不足
の問題などを自身の経験を交えて話し
ます。講師は草加市子ども会育成者連
絡協議会副会長の安高昌輝氏。定員30

　1/24㊎14時～16時。会場は歴史民俗
資料館。定員60人。è1/7㊋から電話
で同館へ。☎922-0402Ü922-1117Ü

協働のひろば講座
「子ども会とまちづくり
～地域で育つ子ども達～」

れきみん講座
「ここまでわかった！原始・古代の
草加～遺跡から見る真実～」

児童館・児童クラブ臨時職員

交通指導員

　市の審議会等を傍聴できます。定員
5人で当日先着順。なお、市内在住の
聴覚障がい者で手話通訳者の派遣を希
望する場合は、会議開催1週間前まで
に各担当事務局へ連絡を。
■市立病院運営審議会〈経営管理課☎
946-2200Ü946-2211〉…1/16㊍10時30
分～　市立病院本館3階講堂で
■公民館運営審議会〈中央公民館☎
922-5344Ü925-0152〉…1/17㊎14時～
　中央公民館第1会議室で
■国民健康保険運営協議会〈保険年金
課☎922-1592Ü922-3178〉…1/24㊎13
時30分～　市役所第2庁舎第1･2委員会
室で
■地域経営委員会〈総合政策課☎922-
0749Ü927-4955〉…2/6㊍10時～　市
役所西棟第2会議室で
■男女共同参画審議会〈人権共生課☎
922-0825Ü927-4955〉…2/6㊍14時～
　市役所西棟第3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☎922-3494Ü928-11 
78〉…2/7㊎15時～　高砂小マルチル
ームで
■環境審議会〈環境課☎922-1519Ü92 
2-1030〉…2/14㊎10時～　市役所西棟
第1・2会議室で

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

≪総務企画課登録者≫
■小学校調理士…㊊～㊎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）。
■技能員…㊊～㊎8時30分～17時。時
給955円。賞与支給（条件あり）。
■高砂小警備員…㊊～㊎7時30分～13
時30分または13時～19時。時給940円。
いずれも通勤手当（上限8000円）、社
会保険等あり。
è1/31㊎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。☎92 
2-2497Ü928-1178
　なお、2/3㊊以降も随時募集。

Ü

原町コミセン臨時休館 ≪指導課≫
　22歳以上。4月～令和3年3月（8月は
3日間）で㊊～㊎8時30分～17時のうち
指定の時間。学習補助員、学力向上推
進補助員は期末手当支給（条件あり）。
通勤費用（実費相当額）。社会保険等
あり。
　報酬額等は令和元年12月時点の予定
額です。制度改正により金額は変更と
なる可能性があります。
●学校司書…勤務は1日4時間で月12日。
時給954円。募集は32人。
●学習補助員…勤務は1日6時間で月15
日。時給954円（教員免許所有者は112 
0円）。募集は50人。
●国際理解教育補助員…勤務は1日6時
間で月12日。時給は983円。募集は8人。
●学力向上推進補助員…勤務は1日6時
間で月15日。教員免許所有者対象。時
給1120円。募集は6人。
è1/20㊊～31㊎に指導課で配布する履
歴書（市HPから入手可）を同課へ持
参。☎922-2748Ü928-1178Ü

　認知症について理解を深め、認知症
サポーターとして活動するための認知
症サポーターステップアップ講座を開
催。1/18㊏10時～16時30分・25㊏10
時～16時15分。全2回。会場は高砂コ
ミセン。認知症サポーター養成講座修
了者で認知症サポーターとして活動し
てみたい人対象。定員50人。è電話
で長寿支援課へ。☎922-2862Ü922-32
79

Ü

　1/26㊐10時30分～11時30分。会場は
市民体育館。玉入れや靴飛ばしなど誰
でも楽しめる競技が盛りだくさん。参
加費100円。室内靴持参。当日直接会
場へ。εスポーツ振興課☎922-2861Ü
922-3172

Ü

　通学路での児童の交通安全指導（7
時30分～8時30分）や交通安全教室で

人。è1/6㊊から市民活動センターへ。
☎920-3580Ü925-1872Ü

の指導等。指導は4月から。場所は川
柳小・西町小・新里小・氷川小・八幡
北小・両新田小・松原小学校区。市内
在住の20～70歳程度、心身ともに健康
で交通安全に理解と関心のある人対象。
募集は各学区1～3人。制服・装備品を
貸与。謝金は登校時の交通安全指導が
1回につき1500円、交通安全教室での
指導等が1時間につき1000円。è1/24
㊎までに〒340-8550交通対策課へ。電
話連絡の上、履歴書を送付。☎922-16
41Ü922-1030Ü

ε保健センター☎922-0200Ü922-1516Ü

インフルエンザ等の感染症を
予防しましょう

①手洗い・うがい ②できるだけ
　人混みを避ける

③十分な栄養と睡眠 ④適度な湿度

　2/1㊏～3/8㊐。会場は
歴史民俗資料館。桃の節
句に合わせ、市民が制作
した色とりどりのつるし
飾りのほか、収蔵品の7段
飾りひな、源氏物語貝合
わせ、御殿飾りなど季節
感あふれる品々を展示し
ます。ε同館☎922-0402
Ü922-1117

「桃の節句展」
企画展れきみん
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普通救命講習会Ⅲ スプリングフェスティバル2020

みどりの教室

災害ボランティアセンター
設置・運営訓練

市民体育祭
バスケットボール大会

健康長寿サポーター
養成講座

在宅療養虎の巻講座　
みんなで考える在宅医療

専任の相談員が応じる
巡回聴覚障がい者相談会

マンションライフ
セミナー

一緒に居場所づくりをしませんか？
総合事業担い手研修会

　2/1㊏8時30分～12時30分。会場は草
加市文化会館。定員20人。災害ボラン
ティアやボランティアニーズを受け付
けるセンターの設置・運営訓練。è1/
6㊊9時から草加市社会福祉協議会へ。
☎932-6770Ü932-6779Ü

　2/1㊏9時～12時。会場は草加消防署。
乳幼児の心肺蘇生法・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。è1/28㊋までに草加
消防署へ。☎924-2114Ü924-0965Ü

2/2㊐13時30分開演。会場は中央公
民館。勤労青少年ホームで定期的に活
動している団体の発表会。合唱やダン
スの発表、書道や写真等の作品展示を
行います。自彊術や箏等の体験もでき
ます（一部有料）。ε勤労青少年ホー
ム☎928-5550Ü928-9632Ü

　2/8㊏14時～16時。会場はであいの
森。中学生以上対象。内容は春の寄せ
植え（ブリキの小鉢）。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。è1/8㊌からみどり
公園課へ。☎922-1973Ü922-3145Ü

オレンジカフェ（認知症カフェ）

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☎922-2862Ü922-32 
79
■草加キングス・ガーデン　1/11㊏14
時～16時。ミニ講演「認知症とアロマ
テラピー」。参加費100円。☎929-00
10
■デイサービスセンター草加　1/11㊏
14時～16時。認知症の人とも楽しめる
レクリエーション体験。参加費100円。
☎946-7271
■埼友草加病院　1/18㊏14時～16時。
県警ひまわり劇団による寸劇「振り込
め詐欺予防」。参加費200円。☎944-6
111
■ボンセジュール草加　1/25㊏13時30
分～15時30分。認定看護師によるミニ
講話「認知症について」。定員40人。
参加費100円。室内靴・ビニール袋持
参。☎0120-02-3715

Ü

ジェトロ埼玉　海外ビジネスセミナー
　2/12㊌18時～20時。会場は越谷市中
央市民会館。海外ビジネス展開につい
て幅広いネットワークと豊富なノウハ
ウを持つ独立行政法人日本貿易振興機
構（ジェトロ）埼玉貿易情報センター
と連携し、県東部地域の中小企業の海
外展開促進を図るセミナーを開催しま
す。海外展開に興味がある中小企業、
支援機関対象。定員50人。ε越谷市産
業支援課☎967-4680Ü967-4690Ü

　2/9㊐14時～15時30分。会場は中央
公民館。定員80人。訪問診療をされて
いる鳳永病院院長浅野務氏による在宅
医療の現状や救急救命士による救急車
の利用方法等について講演。住み慣れ
た自宅で自分らしく安心した生活がで
きる方法を一緒に学びませんか。è1/ 
6㊊9時から草加八潮医師会在宅医療サ
ポートセンターへ。☎959-9972Ü959- 
9982

Ü

　2/5㊌10時～12時。会場は高砂コミ
セン。聴覚障がい者やその関係者対象。
希望者は直接会場へ。手話通訳・要約
筆記あり。ε埼玉聴覚障害者情報セン
ター☎048-814-3353Ü048-814-3355Ü

　今からでも始められる健康づくりの
ための体操教室。いずれも初日は30分
間の健康講話あり。会場は保健センタ
ー。重複申し込み不可。
■インナーマッスルを鍛えよう背筋す
っきり講座　2/5㊌13時30分～15時30
分・12㊌13時30分～15時。全2回。40
～69歳対象。定員25人
■体が硬くても大丈夫！やさしいヨガ
教室　2/7㊎10時～11時30分・14㊎10

　2/2㊐・9㊐・11㊗。会場は記念体育
館。ミニバスケットの部や中学生の部、
一般の部（男女）など様々な部門の試
合が観覧できます。ε草加市体育協会
☎928-6361Ü922-1513Ü

マンションの管理者や住民などに向
けて、適切な維持管理や快適な暮らし
をサポートするための講演会、情報交
換会及び相談会を開催します。2/8㊏
13時～。会場は勤労福祉会館。講演は
埼玉県マンション管理士会による「マ
ンションで孤独死、さあどうする！？」
ほか。参加者の情報交換会、管理者対
象の個別相談会（予約制）あり。è相
談希望者は1/31㊎までに、はがきに氏
名・参加人数・住所・マンション名・
電話番号・相談内容を記入し〒340-
8550都市計画課へ。ファクス、メール
（QRコード）からも可。☎922-1896Ü
922-3145

Ü

　市の介護予防・日常生活支援総合事
業の1つである「通所型サービスB」と
は、既存の通所介護事業所とは異なり、
送迎や入浴の提供はありませんが、地
域住民が主体のサロンのような居場所
づくりをする活動です。友人の家にふ
らっと立ち寄るような気軽な雰囲気で、
おしゃべりをしたり、将棋をしたり、
皆さん思い思いに過ごしています。そ
の担い手となるには介護福祉士や看護
師などの資格を有するか、この研修を

受講すれば可能です。地域で何かを始
めてみたいと思われたら、研修に参加
して一緒に居場所づくりをしませんか。
■担い手研修会
2/3㊊・5㊌10時～15時30分。会場は

中央公民館。定員40人。介護予防・日
常生活支援総合事業では、既存の介護
保険事業所が提供するサービスのほか、
NPO法人や民間企業、住民ボランティ
アなどによって通所介護・訪問介護の
サービス提供を行うことができます。
研修では制度概要や介護の基礎や実態
について学びます。ボランティアや地
域の活動に興味のある人の参加をお待
ちしています。è1/6㊊～31㊎までに
草加市社会福祉協議会へ。☎932-6770
Ü932-6779Ü

みんなでまちづくり会議

　1/29㊌19時～21時。会場は中央公民
館。「草加市都市農業振興基本計画素
案」について。まちづくり登録員対象。
これからまちづくりを始めたい人も登
録すれば参加できます。ε市民活動セ
ンター☎920-3580Ü925-1872Ü

　2/15㊏10時～12時。会場は獨協大学。
講師は助産師の金子弘恵氏、管理栄養
士の山口千砂都氏。孫育てに関わる
「昔」と「今」の子育てについて学び
ます。孫がいる人、孫が生まれる予定
の人対象。定員30人。è1/20㊊までに
住所・氏名・電話番号を記入し、はが
き・メール（QRコード）・ファクス
で〒340-0041松原1-3-1子育て支援セ
ンターへ。応募多数の場合は抽選。☎
941-6791Ü941-6828Ü

子育て支援講座
「孫育て講座」

時～11時15分。全2回。18歳以上対象。
定員25人
è1/6㊊から電話で保健センターへ。
☎922-0200Ü922-1516Ü

■日時　1/29㊌18時30分開演　■会場　アコスホール
■定員　360人　■前売り券　800円（全席指定）
è前売り券は物産・観光情報センターへ。
　残席ある場合のみ当日会場でも販売（当日券1000円）
ε文化観光課☎922-2968Ü922-3406Ü

初笑い草加演芸会新春      例新春      例吉吉
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■日時　2/8㊏10時～16時　■会場　中央公民館
小・中学生によるポスター展（2/4㊋～10㊊9時～17時（10㊊は15時ま

で））、人形劇、スタンプラリーほか。
■試食会　2/8㊏11時30分～。かてめし、具だくさんみそ汁、磯香和え、小
松菜ケーキ、ゼリーフライ。定員200人。当日10時から整理券配布
ε学務課☎922-2685Ü928-1178Ü
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　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　1/11㊏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）☎929-00145929-5222
■介護者のつどい　1/14㊋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）☎932-6775593
2-6779
■認知症介護者のつどい　1/15㊌13時
15分～14時30分。会場は勤労福祉会館。
ε新田（包）☎946-05205946-0523
■介護者のつどい　1/15㊌18時30分～
20時。会場は旧かっぱ天国（谷塚町
647-8）。ε安行（包）☎921-21215928-
8989
■介護者のつどい　2/7㊎13時15分～
14時45分。会場は中央公民館。ε草加
中央・稲荷（包）☎959-91335922-3801
■誰でも出来る気功　1/17㊎9時15分
～10時40分。会場は高砂コミセン。65
歳以上対象。定員30人。室内靴持参。
動きやすい服装で。è1/6㊊から草加
中央・稲荷（包）へ。☎959-9133592
2-3801
■認知症サポーター養成講座　1/17㊎
14時～15時30分。会場は谷塚文化セン
ター。定員30人。è1/6㊊から谷塚・
瀬崎（包）へ。☎929-36135933-9380
■いきいき体操教室　1/20㊊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、
動きやすい服装で。è1/6㊊から谷塚
西部（包）へ。☎929-00145929-5222
■コツコツ貯筋体操　1/22㊌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25人｡è1/7㊋か
ら安行（包）へ。☎921-21215928-8989
■はつらつチャレンジ教室　1/24㊎13
時15分～14時45分。簡単なストレッチ
や筋力トレーニング。会場は川柳文化
センター。65歳以上で軽い運動ができ
る人対象。定員30人。室内靴持参。
è1/8㊌から川柳・新田東部（包）へ。
☎932-70075931-0993
■笑いと音楽のハーモニー　2/7㊎13
時30分～15時。会場は勤労福祉会館。
65歳以上対象。定員70人。みんなで笑
い歌ってリラックス。è1/7㊋から新
田（包）へ。☎946-05205946-0523

　2/23㊗13時～17時。会場は記念体育
館。木刀を使って剣道の基本技を学び
ます。定員30人。剣道着・木刀持参。
è1/6㊊～31㊎に電話で草加市体育協
会へ。☎928-63615922-1513

　2/20㊍・21㊎9時20分～17時。会場
は草加市文化会館。全2回。定員100人。
受講料7500円。甲種防火管理者とは、
収容人員30人以上の店舗等同50人以上
の共同住宅等に必要です。è消防局予
防課で配布する申込書（日本防火・防
災協会HPからも入手可）に記入し、
必要書類を添えた写しを1/22㊌9時～
16時にファクス（☎03-3591-7130）で
日本防火・防災協会へ。ε消防局予防
課☎996-0660Ü997-1300

　2/29㊏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。è1/7㊋
から電話で市民温水プールへ。☎936-
68245935-8981

　1/23～2/27の㊍10時～11時30分。全
6回。会場はふれあいの里。60歳以上
対象。定員10人。複音ハーモニカＣ持
参。è1/6㊊10時から電話でふれあい
の里へ。☎920-62225920-6251

　2/15㊏9時～。会場は市民体育館。
小学生以上対象。定員32チーム（1チ
ーム4人）。参加費1チーム1000円。室
内靴持参。è1/7㊋～2/5㊌に記念体育
館、市民体育館、市民温水プール、ス
ポーツ振興課で配布する申込書に参加
費を添えて各施設へ。ε草加市体育協
会☎928-6361Ü922-1513

■絵本の読み聞かせと紙芝居　2/12㊌
15時～（3歳以下対象）・2/19㊌15時30分
～（3歳以上対象）　会場は中央公民館

　2/12㊌13時～15時。会場はであいの
森。60歳以上対象。定員15人。材料費
300円。エプロン・ゴム手袋・ピンセッ
ト・雑巾持参。è1/14㊋10時から電話で
であいの森へ。☎936-27915936-2792

　2/15㊏10時～12時。会場は歴史民俗
資料館。定員15人。小学生（保護者同
伴）対象。紙コップや千代紙などを使
って小さいひな人形作り。è2/1㊏か
ら同館へ。☎922-04025922-1117

　2/29㊏、3/1㊐いずれも10時30分～
12時、14時～15時30分。会場は漸草
庵。華道を通じ生け花の楽しさや和の
伝統文化であるおもてなしの心を親子
で学びます。小学生と保護者対象（保
護者1人につき子2人まで）。定員各回12
人。参加費保護者1800円、小学生1000
円。白の靴下か足袋持参。è1/11㊏か
ら草加市文化会館ほかで配布する申込
用紙を同館へ。☎931-93255936-4690

　1/14、2/18、3/10・17の㊋13時30分
～。会場は草加市シルバー人材センタ
ー。一緒に仕事をする仲間を募集。市
内在住の60歳以上対象。事前申し込み
の上、参加してください。ε同センタ
ー☎928-92115928-9209

▼オセロ大会　1/9㊍、2/6㊍　マンカ
ラ大会　1/23㊍　いずれも15時30分～
　小学生対象
▼ふれあい囲碁・将棋教室　1/11㊏・
25㊏、2/8㊏14時～15時　幼児（保護
者同伴）～高年者対象
▼ふれあいグラウンド・ゴルフ　1/25

㊏10時30分～　小学生～高年者対象
▼板落とし大会　1/30㊍15時30分～　
小学生対象
▼ドッヂビー大会　2/13㊍15時30分～
　小学生対象
▼ひな人形作り　2/17㊊・20㊍15時30
分～　小学生対象

▼制作週間　1/4㊏～13㊗　駒作り　
　2/3㊊～11㊗　毛糸でポンポン作り
　いずれも13時～16時　小学生対象
▼マンカラ　1/11㊏　オセロ　2/1㊏
　いずれも14時～　小学生対象　参加
賞あり
▼将棋大会　1/13㊗13時20分～　小学
生以上（初級者）対象　定員10人
▼ママのためのリフレッシュヨガ　
1/18㊏、2/15㊏10時15分～　定員各20
人　ヨガマット持参
▼ともだち文庫の「おはなしポケッ
ト」　1/20㊊、2/17㊊11時～　読み聞
かせ・わらべ唄　乳幼児と保護者対象
▼おもちゃ病院　1/23㊍13時30分～15
時　おもちゃの無料修理　部品代実費
　1人2点まで
▼ベビーマッサージ　1/24㊎10時～、
11時～　2か月～1歳の乳児と保護者対
象　定員各10組
▼親子で作ろう　1/24㊎14時45分～15
時30分　牛乳パックで駒作り　3歳以
上の未就学児と保護者対象　定員10組
▼ふれあい大道芸　2/1㊏11時～　に
こにこ座による南京玉すだれ・マジッ
ク　幼児（保護者同伴）～高年者対象　
定員50人
▼ほっこりリトミック　2/7㊎10時～、
11時～　1・2歳児と保護者対象　定員
各15組
▼バレンタイン制作　2/11㊗13時～　
色画用紙でハートのバッグ作り　小学
生対象　定員10人
▼お昼寝アート　2/14㊎10時～、11時
～　テーマはバレンタインほか　定員
各15人

「冬の昭和村体験＆交流事業」参加者募集
問文化観光課　☎922-24035922-3406

子どものいる家族限定

姉妹都市福島県昭和村で
雪＆村民と仲良くなろう！

■日　時　2/22㊏（7時草加駅集合）～23㊗の1泊2日
■宿　泊　昭和温泉しらかば荘
■定　員　25人程度
■内　容　雪像づくり・雪遊び、そば打ち体験ほか
■対　象　市内在住の中学生以下の子どもと保護者
■参加費　中学生以上8670円、小学生以下6320円（22㊏・23㊗の昼食代を除く）
è1/20㊊（必着）までに参加希望者全員の住所・氏名（ふりがな）・
性別・年齢・電話番号を記入し、〒340-0013松江6-1-1㈲共栄旅
行サービスへ（ファクスまたはメール（QRコード）からも可）。☎
932-42365932-4237。同旅行会社へ電話で申し込み確認を。1組につき5人ま
で。重複応募は無効。申し込み多数の場合は抽選。1/27㊊以降に結果を発送。

5☎946-3000 5944-3800

西町・川柳・  
高砂小 

■地域開放型図書室
㊐10時～16時、㊏13時～17時30分
（1月を除く）

■サービスコーナー（2/5～2/20）

2/5㊌・19㊌
2/6㊍・20㊍
2/7㊎
2/12㊌
2/13㊍
2/14㊎

稲荷・八幡北小
両新田小
氷川・西町小
瀬崎・青柳小
新栄小

新里・高砂小

日程
清門・松原小
谷塚小
新田小

長栄・草加小
花栗南・八幡小
栄・川柳小

14時～16時9時30分～11時30分

地域包括支援センター(包)
介護者のつどい・介護予防教室

剣道形講習会

甲種防火管理者資格取得講習会

日帰りスキー教室
懐かしのハーモニカ教室

草加市シルバー人材センター
入会説明会

であいの森講座
苔玉を作ろう

高年者向け

子ども・親子向け

漸草庵　親子華道教室
～一本の花がつなぐ親子の和～

土曜体験教室
「おひなさまを作ろう」

定員のあるものは1/7㊋10時から
各館へ申し込みを

5922-3274

新栄児童センター ☎942-9876

谷塚児童センター ☎925-1856

カローリング大会

⑧ 2020年1月1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。



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12月生まれ（妊産婦・新生児訪問をした家庭を除く）　ö1月下旬～2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　è1/6㊊から電話・市HPで
ô4～6月出産予定の初妊婦と夫　ë30組　ö2/2㊐・5㊌9時15分～12時15分　ù沐
浴実習、妊産婦の栄養、分娩の経過

マタニティサロン　è1/6㊊から電話・市HPで
ô妊婦と夫　ë30人　ö2/19㊌13時～15時30分　ù歯科講話・おすすめ献立試食・
骨密度測定（希望者のみß100円）

ô肢体不自由の身体障害者手帳所持者　ö1/22㊌13時～14時　
ë10人　草加はり灸マッサージ師会が実施

乳幼児相談　è1/6㊊から電話で
ô乳幼児と保護者　ë30組　ö2/17㊊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　è1/6㊊から電話・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　ö1/29㊌13時15分～15時15分
中期　ô7～8か月児　ë25組　ö1/29㊌10時～12時
後期　ô9～11か月児　ë20組　ö1/31㊎10時～11時30分

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

7/1～15生まれ
7/16～31生まれ
10/1～16生まれ
10/17～31生まれ

ö2/3㊊
ö2/18㊋
ö1/14㊋
ö1/28㊋

13時～
é13時～
13時45分

ê1月末

ê12月末

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

看護師による
地域健康相談
栄養相談è

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

≪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）　

母子保健　

成人保健

▼新春子ども落語会　1/6㊊15時30分
～　出演は三遊亭圓雀　小学生以上対
象
▼オセロ大会　1/10㊎、2/7㊎　マン
カラ大会　1/17㊎、2/14㊎　いずれも
15時45分～　小学生対象　優勝賞品・
参加賞あり
▼おもちゃ病院　1/18㊏、2/15㊏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
▼読み聞かせ「バンビ」　1/20㊊～
2/17㊊（2/10を除く）11時～　乳幼児
と保護者対象
▼ABCで遊ぼう　1/27㊊15時30分～16
時30分　乳幼児（保護者同伴）以上対象
▼こぶたのしっぽ　1/29㊌11時～　パ
ネルシアター　乳幼児と保護者対象
▼チョコスイーツを作ろう　2/8㊏10
時30分～、11時～　小学生対象　定員
各5人　参加費50円

▼たこ作り　1/4㊏13時30分～15時30
分　幼児（保護者同伴）以上対象
▼なかよしランチ　1/8㊌　餃子の皮
を使ったピザ作り　2/12㊌　チョコク
ッキー作り　いずれも11時30分～13時
　幼児と保護者対象　定員15組
▼パパサロン「足型石膏どり」・リズ
ム＆ストレッチ　1/12㊐10時30分～11
時30分　0～2歳児と保護者対象　定員
12組　材料費100円
▼ママのためのリラックスヨガ　1/16
㊍、2/20㊍15時～15時40分　0～2歳児
と保護者対象　定員15組
▼野外クッキング　1/19㊐10時30分～
13時　芋煮会　幼児～小学生と保護者
対象　定員10組　材料費1人300円
▼洋服・靴くるくるリサイクル　1/27
㊊11時～12時　乳幼児の不要な洋服・
靴交換　0～2歳児と保護者対象
▼子ども歳時記　2/2㊐13時30分～　

節分の豆まき　幼児（保護者同伴）以
上対象
▼おもちゃ病院　2/6㊍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
▼バレンタインチョコ作り　2/9㊐10
時30分～11時30分　幼児と保護者対象
　定員12組
▼マシュマロチョコ作り　2/11㊗13時
30分～、15時～　小学生以上対象　定
員各10人
▼ワークわくランチ　2/16㊐10時30分
～13時　五目寿司　小学生以上対象　
定員10人　白米1合持参
▼なんでもフードラボ　2/24㊡11時～
13時　色々な味を混ぜたふりかけ作り
　小学生以上対象　定員10人

▼新年お楽しみ会　バルーンアート　
1/8㊌　幼児（保護者同伴）～小学生
対象　定員30人　バルーンスライム　
1/9㊍　小学生対象　定員20人　いず
れも14時～　会場はコンフォール松原
19号棟　当日先着順
▼脳トレ月間　1/10㊎～31㊎（㊋を除
く）15時～16時30分　会場はコンフォ
ール松原19号棟　ペンシルパズル　小
学生対象
▼おもちゃ病院　1/17㊎、2/21㊎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
▼ぬり絵月間　2/3㊊～28㊎（㊋を除
く）15時～16時30分　会場はコンフォ
ール松原19号棟　幼児（保護者同伴）
～小学生対象
▼読み聞かせ「たんぽぽ」　2/6～20
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
▼作って遊ぼう　2/10㊊～21㊎（㊋を
除く）15時～16時30分　会場はコンフ
ォール松原19号棟　傘袋を使ったロケ
ット作り　幼児（保護者同伴）～小学

生対象
▼初めてのお誕生会　2/25㊋13時～　
会場はコンフォール松原19号棟　平成
31年2月生まれ対象　定員12人　è2/3
㊊13時から電話で同館へ

▼おもちゃの病院　1/13㊗、2/10㊊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　1/22㊌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
▼可愛い太巻き寿司作り　2/1㊏9時30
分～13時　高校生～成人対象　定員16
人　参加費600円　エプロン・三角巾
・布巾・あれば巻きす持参
▼チョコレートケーキ作り　2/8㊏9時
30分～12時30分　パウンドケーキ作り
　小・中学生対象　定員20人　参加費
500円　エプロン・三角巾・布巾・持
ち帰り容器持参
▼親子で元気ルーム　2/13㊍10時～11
時30分　手遊び・情報交換ほか　乳幼
児と保護者対象
▼お金を大切にする講座　2/22・29の
㊏10時～12時　全2回　「キャッシュ
レスのメリットとデメリット」「絶対
に騙されない詐欺と悪徳商法」　定員
15人

▼ロビー　川柳中による書き初め展…
1/10㊎～22㊌　川柳・青柳中特別支援学
級による作品展…1/25㊏～2/6㊍　青
柳平成塾による作品展…2/15㊏～20㊍
▼おはなしの広場　1/10㊎・24㊎、
2/14㊎・28㊎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
▼おもちゃ病院　1/17㊎、2/21㊎10時
～12時　おもちゃの無料修理　部品代
実費　1人2点まで
▼LGBTについての講演会　2/5㊌14
時～15時30分　講師はNPO法人日本セ
クシュアルマイノリティ協会認定講師
の井上伸郎氏　定員30人
▼バレンタインお菓子作り　2/8㊏10
時～12時　小学3～6年生対象　定員12
人　参加費400円　エプロン・三角巾
・布巾持参
▼地域コミュニティのつどい　2/16㊐
9時～16時30分　ステージ発表・模擬
店・お楽しみ抽選会ほか　駐車場・図
書室利用不可
▼手作り味噌講習会　2/20㊍9時～15
時　成人対象　定員10人　参加費3000
円　エプロン・三角巾・布巾持参
▼子ども職業体験・見学会　3/7㊏8時
30分～12時　市のバスで移動　おもし
ろ消しゴムの㈱イワコー（八潮市）小
学生対象　定員25人

▼おもちゃの病院　1/6㊊、2/3㊊10時
～12時　おもちゃの無料修理　部品代
実費　1人2点まで
▼外国籍市民のための日本語教室　
1/14㊋・21㊋、2/4㊋・18㊋10時～12
時
▼ママといっしょにおはなし会　1/27
㊊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
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
2/3㊊10時～12時　手遊び・簡単工作
ほか　乳幼児と保護者対象
▼放課後クラブ　2/6㊍17時～18時…
卓球　1/21㊋、2/18㊋17時～18時…ス
ポーツウエルネス吹矢　1/6㊊・27㊊、
2/3㊊・10㊊16時～17時…楽しく英語
　1/20㊊、2/17㊊16時～17時…将棋　
小学生（英語は4～6年生）対象　保護
者同伴

定員のあるものは1/6㊊8時30分から
各館へ申し込みを

5925-0152

柿木公民館 ☎931-3117

わくわくタウン松原 ☎941-2905

氷川児童センター ☎928-2341

住吉児童館 ☎928-5736

川柳文化センター ☎936-4088

新田西文化センター ☎942-0778

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ⑨情報コーナー「すとりーと」 2020年1月1日号



■越谷いちごタウンの営業開始　1/3
㊎～5/31㊐10時～（いちごがなくなり
次第終了）　詳細は同タウンHPで確
認を　ε越谷いちごタウン☎965-1514

■町制50周年記念事業　松伏町名誉
町民　日本画家　後藤純男展～追想～
　1/22㊌～2/16㊐10時～20時（一部開
館時間変更あり）　会場は中央公民館
　ε企画財政課☎991-1818

■三郷市読書フェスティバル　1/25㊏
13時～16時30分　会場は三郷市文化会

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）
■草加ダンススポーツ連盟フリーダン
ス　1/4㊏13時20分～16時15分　谷塚
文化センター　参加費500円　飲み物
付き　競技選手等男女リボン待機　ト
ライアル等　ε川端☎935-9861
■スポーツウエルネス吹矢体験　1/5
～26の㊐13時～15時　川柳文化センタ
ー　初心者歓迎　体験無料　ε植木☎
090-2253-8475
■スポーツウエルネス吹矢体験会　
1/6㊊・10㊎・11㊏・24㊎・27㊊9時～
11時、1/16㊍11時～13時、1/25㊏13時
～15時　中央公民館　無料　ε田岡☎
090-4335-7987
■スポーツウエルネス吹矢体験会　
1/7㊋・9㊍・19㊐9時30分～11時　瀬
崎コミセン集会室　無料　ε下田☎08
0-5477-3719

▼うたごえひろば　1/17㊎10時～12時
　参加費200円（資料・飲み物代含む）
▼すくすく講座　2/7㊎　絵本カフェ
14㊎　サイコロおもちゃ制作　いずれ
も10時～12時　全2回　乳幼児と保護
者対象　定員12組（1歳以上の保育あ
り）　参加費200円　はさみ・のり持
参
▼新春落語会　2/12㊌13時30分～2時
30分　出演は三遊亭圓雀　定員100人
（当日先着順）
▼すくすくクラブ　2/13㊍10時～11時
30分　手遊び・子育て相談ほか　乳幼
児と保護者対象
▼利用者懇談会　2/19㊌10時～12時　
社会教育関係団体登録更新の説明・意
見交換
▼のびのび広場　2/21㊎10時～11時　
季節のイベント・読み聞かせほか　乳
幼児と保護者対象
▼おもちゃの病院　2/28㊎10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで

▼こころを結ぶ光のひろば　2/4㊋10
時～12時　点字体験ほか
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
2/12㊌10時～　親子友だち作り・簡単
工作ほか　乳幼児と保護者対象
▼利用者懇談会　2/15㊏10時～　社会
教育関係団体登録更新の説明・意見交
換
▼にじいろタイム　2/21㊎11時～12時

中央公民館 ☎922-5344

　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｣
　2/21㊎13時30分～　胎教と友だち作
り　初妊婦対象
▼子ども料理教室　2/22㊏10時～13時
　小・中学生対象　定員12人　参加費
400円　ミニケーキずし・茶わんむし
・さつまいもの茶巾しぼりほか　エプ
ロン・三角巾・布巾持参
▼インターネットにおける人権に関す
る講座　2/26㊌10時～　講師は県人権
推進課職員　定員50人
▼ファミリーコンサート　3/22㊐16時
開演　出演はジュニアオーケストラ　
「優しいあの子」「A Whole New Wor
ld」ほか　定員400人　è1/6㊊から同
館で整理券配布

▼舞台劇「キッドナップ・ツアー」　
1/26㊐17時30分～　小学5年生以上対
象　定員30人　入場料2500円（19歳
以下1500円）　è1/23㊍までに同館へ
▼すくすくクラブ　1/28㊋10時～12時
　リズム体操・簡単工作ほか　乳幼児
と保護者対象
▼冬の星空観察教室　2/9㊐18時30分
～20時30分　小学生（保護者同伴）対
象　定員40人　懐中電灯持参　è1/31
㊎までに同館へ
▼初めてのパソコン教室　2/12～3/11
（2/19を除く）の㊌10時～12時　全4
回　基礎・文字入力、ワード操作ほか
　成人対象　定員7人　資料代500円　
あればノートパソコン・マウス・AC

谷塚文化センター ☎928-6271

館　定員350人　ε指導課☎930-7758
　
■第55回八潮市内一周駅伝大会　
1/26㊐　全6区間総距離20㎞を走る
115チームの選手に声援を　ε文化ス
ポーツセンター☎996-5126

■ヴィタリ・ユシュマノフ　バリトン
コンサート　2/15㊏14時～15時30分　
会場は中央公民館ホール　ヴェルデ
ィ：オペラ「マクベス」より「慈悲、
尊敬、愛」ほか　定員480人（未就学
児入場不可）　料金1000円（全席自由）
　ε生涯学習課☎984-3563

新里文化センター ☎927-3362

休 日 当 番 医

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。

■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

1/1
㊗

1/2
㊍

1/3
㊎

1/5
㊐

1/12
㊐

1/13
㊗

1/19
㊐

1/26
㊐

2/2
㊐

内科

外科

内科

外科

内科

外科

歯科

内科

外科

内科

外科

内科

外科

松本医院

埼友草加病院

高木クリニック

新島整形外科

山崎胃腸科内科クリニック

石井外科医院

黒野歯科

佐藤医院

高山整形外科

神谷医院

二宮病院

草加西部クリニック

横内整形外科クリニック

☎942-5462

☎944-6111

☎931-3836

☎943-2711

☎928-0011

☎925-4255

☎928-6161

☎925-4952

☎943-6200

☎922-2616

☎941-2223

☎928-3301

☎941-0211

松原2-2-7

松原1-7-22

栄町2-4-17

草加2-4-14

氷川町2129-2

氷川町928

瀬崎1-11-5

谷塚町831

新善町413-2

吉町3-1-3

新栄2-22-23

両新田西町456

松原4-5-8

内科

外科

歯科

内科

外科

歯科

内科

外科

歯科

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

さいわい内科クリニック

メディクス草加クリニック

大里歯科クリニック

小泉歯科クリニック

おかだこどもクリニック

鳳永病院

内田歯科医院

重松歯科医院

新栄1-48-11

旭町6-1-17

氷川町2126-1 ２F

瀬崎7-11-8

旭町1-4-46

氷川町2149-3

氷川町178-3

松原1-1-6-A302

清門3-25-3

谷塚2-12-15

両新田西町446-1

西町655

☎942-1245

☎941-2140

☎927-1155

☎926-8211

☎930-5870

☎920-6161

☎925-4118

☎941-1177

☎941-5214

☎924-2631

☎927-4390

☎922-5310

㊐㊗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

休 日 当 番 医

アダプター持参（貸し出し5台あり）
▼ボイストレーニング講座　2/12㊌・
26㊌13時～15時　成人対象　定員15
人
▼谷塚文化センターまつり　バレンタ
インコンサート　2/14㊎18時～19時30
分　出演は竹花真弓とマリンバ・ヴァ
ーツ　定員200人（当日先着順）
▼谷塚元気ひろば　2/17㊊11時15分市
民活動センター集合16時30分解散　本
所防災館見学　スカート・パンプス不
可　タオル持参　3/23㊊13時～15時　
危機管理課による水害の話と茶話会　
ハザードマップ持参　全2回　65歳以
上対象　定員28人　参加費300円　è
1/21㊋8時30分から同館へ
▼利用者懇談会　2/21㊎13時30分～　
社会教育関係団体登録更新の説明・意
見交換

☎954-6401子ども急病夜間クリニック（小児科）

■診療時間　㊊～㊎　19時30分～22時30分
　　　　　　㊏、㊐、㊗、年末年始　18時30分～22時30分

※夜間に急変した0～15歳を応急診療します。 ■場所　草加2-21-1　
市立病院心臓・
脳血管センター1階 ☎♯7119

急病への対処・受診の必要性や緊急診療ができる医療機関を看護師が助言
埼玉県救急電話相談

※ダイヤル回線・IP電話は☎048-824-4199

（365日24時間対応）

月 日 診療科 当番医名 住　所 電話番号 月 日 診療科 当番医名 住　所 電話番号

八潮市

松伏町

三郷市

吉川市

越谷市

⑩ 2020年1月1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」



■食べて応援！東北復興支援　1/9㊍
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☎090-1408
-6431
■自然観察会　1/11㊏13時新田駅東口
集合～15時　初春の綾瀬川土手で自然
観察（主に植物）　参加費100円（高
校生以下無料）　申し込み不要　ε菅
☎942-0036
■スポーツウエルネス吹矢体験　1/11
～25の㊏13時～15時　八幡コミセン　
全3回　参加費300円　è山田☎944-88
37
■歴史学講座「創世」タルムードは日
本にいかに紹介されているか－ユダヤ
の商法や金持ちになる方法など－　
1/12㊐13時30分～16時30分　勤労福祉
会館　ε小嶋☎090-1261-7366
■卓球体験　1/14㊋9時～・17㊎11時
～　市民体育館　ε松が根クラブ須藤
☎922-4789
■子育てセミナー「スキンシップのチ
カラ」　1/16㊍10時～11時30分　氷川

正木設備㈱
㈲石田水道
㈱井戸梅
㈲寺島管工設備
三栄工業

栄町３-９-３０
吉町１-５-１２
住吉２-４-３
柳島町１９３-５
苗塚町５５-４

☎９３１-３９３３
☎９２２-２７３６
☎９２２-３４１３
☎９２５-４５６６
☎９２５-７３８４

1/1㊗
1/2㊍
1/3㊎
1/5㊐
1/12㊐

㈱今泉水道
竹内セントラル㈱
㈲駒崎設備
㈲東洋開発

谷塚上町４８３-３
苗塚町４３８-１６
氷川町８１８-３
両新田西町２４６

☎９２７-１０１０
☎９２８-５５２５
☎９２４-４１３６
☎９２８-５５２０

1/13㊗
1/19㊐
1/26㊐
2/2㊐㊐㊗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

休日等上水道工事店

ä1/6㊊～2/20㊍（㊗㊡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。

働く

その他

㊊…市民相談室／第1・3㊍…勤労福祉会館／第2
・4㊍…谷塚文化センター／いずれも10時～12時、
13時～15時　☎941-6111（消費労政係）
ä㊊㊌㊎10時～16時…勤労福祉会館☎048-780-20
34（セカンドキャリアセンター）

㊊～㊎9時30分～16時…消費生活センター（勤労
福祉会館内）☎941-6111（消費労政係）
ä第2㊌19時～21時…勤労青少年ホーム☎928-5550
ä専門相談員が担当　㊊～㊎10時～16時…配偶者
暴力相談支援センター☎922-35625927-4955（人
権共生課）
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
1/9㊍13時30分～16時30分、2/20㊍9時～12時・13
時30分～16時30分…草加市社会福祉協議会☎048-2
63-07815048-261-2626（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

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㊎（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㊊、2/3㊊…住吉児童館☎928-5736
1/16㊍、2/5㊌・20㊍…新栄児童センター☎942-9876
1/9㊍・23㊍、2/13㊍…谷塚児童センター☎925-1856
1/15㊌、2/19㊌…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）

ä第3㊍13時30分～15時30分
…高砂コミセン

相　談　案　内

■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

コミセン大会議室　参加費200円　保
育無料（前日までに要連絡）　ε家庭
倫理の会石野☎090-9203-4244
■彩の会展（油絵）　1/16㊍～20㊊10
時～17時（初日13時から、最終日15時
まで）　アコスギャラリー　ε柳堀☎
090-7287-4009
■不登校相談会　1/16㊍15時30分～16
時50分　勤労福祉会館第5会議室　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☎932-5139
■スポーツウエルネス吹矢体験会　
1/18㊏・25㊏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」　1/18㊏
10時～12時　中央公民館　1/28㊋10時
30分～12時　瀬崎平成塾　2/4㊋13時
30分～15時30分　氷川平成塾　ε山田
☎928-5332
■2020年度見学説明会「草加ジュニ
ア陸上クラブ」　1/18㊏10時～　氷川
小校庭　新小学1～6年生対象　時間厳
守（予約不要）　説明会後、後日の体

験練習受付　ε杉本☎090-9426-9844
■水蓮会書道書き初め展　1/18㊏13時
～18時、19㊐9時～16時　勤労福祉会
館　書き初めほか500点以上展示　ε
須賀☎090-1213-4559
■空手道無料体験会　1/19㊐・26㊐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
栁田☎080-5419-2027
■八幡ダンスサークルフリーダンス　
1/19㊐13時15分～16時15分　谷塚文化
センター　ミキシング、トライアルあ
り　飲み物付き　参加費500円　ε髙
野☎090-4385-2781
■ふれあいダンスパーティー　1/19㊐
13時30分～16時30分　中央公民館　
参加費500円　εH&Yダンスサークル
佐藤☎090-8036-8059
■ロボット★プログラミング！親子で
体験&見学会　1/25㊏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

■講演会｢利根川東遷～江戸・草加を
守った川筋移動｣　1/25㊏10時～11時
30分　中央公民館　定員24人　参加費
500円(小中高生無料)　è江戸の文化
歴史を楽しむ会福本☎080-6551-0070
■遺言書の書き方と終活を学ぼう　
1/25㊏10時～12時　市民活動センター
　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
■草加オープンバドミントン大会　
2/1㊏9時～　記念体育館　男・女ダブ
ルス戦　一般1500円・高校生800円・
小中学生500円　è1/16㊍までに〒
340-0012神明2-2-45矢島☎5925-4981
■障害年金・成年後見無料相談会　
2/2㊐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
■草加市コミュニティ協議会正規職員
募集　高卒以上の市民対象　募集は若
干名　勤務はコミセン　試験日1/26㊐
　受験案内は各コミセンで配布中　
è1/23㊍までに同協議会☎922-6327

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ⑪情報コーナー「すとりーと」 2020年1月1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



Android用Android用Android用iPhone用iPhone用iPhone用

　年始の可燃ごみ収集は1月4日㈯から。1月のみ不燃ごみ・資源物
収集の水・木・金コースが1週後にずれます。月・火コースは通常
どおりです。ごみ収集カレンダーや草加市ごみ分別アプリで確認し
てください。
　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。

　年始の可燃ごみ収集は1月4日㈯から。1月のみ不燃ごみ・資源物
収集の水・木・金コースが1週後にずれます。月・火コースは通常
どおりです。ごみ収集カレンダーや草加市ごみ分別アプリで確認し
てください。
　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。

　年始の可燃ごみ収集は1月4日㈯から。1月のみ不燃ごみ・資源物
収集の水・木・金コースが1週後にずれます。月・火コースは通常
どおりです。ごみ収集カレンダーや草加市ごみ分別アプリで確認し
てください。
　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。

　出生届、婚姻届などの戸籍に関する届け出は、市役所第二庁舎警
備員室で受け付けます。また、日曜窓口（午前9時～午後0時30分）
は、1月5日㈰から開始します。

　出生届、婚姻届などの戸籍に関する届け出は、市役所第二庁舎警
備員室で受け付けます。また、日曜窓口（午前9時～午後0時30分）
は、1月5日㈰から開始します。

　出生届、婚姻届などの戸籍に関する届け出は、市役所第二庁舎警
備員室で受け付けます。また、日曜窓口（午前9時～午後0時30分）
は、1月5日㈰から開始します。

■日時　2月9日㈰・16日㈰　午前10時30分～正午
■会場　市民体育館集合　　■定員　30人
■対象　大会に参加する18歳以上のランニング初心者
ω1月6日㈪午前9時から電話で草加市体育協会へ。
☎928-6361Ü922-1513

　ランニング初心者でも気軽に参加できる大会です。「仮装の部」
では優秀な仮装ランナーに「仮装賞」が贈られます。
　東京2020オリンピック聖火リレーが通る草加松原を、沿道からの
声援を受けながら爽やかに駆け抜けてみませんか。
ω1月13日㈷までに大会公式ホームページ（QRコード）
で。定員になり次第締め切ります。

　1日、東京2020パラリンピック競技大会の開催に向けて、障がい
者スポーツをもっと知ってもらおうと、記念体育館などを会場に、
パラリンピック種目の車いすバスケットボールやボッチャ、全国障
害者スポーツ大会種目の
フライングディスクなど
が体験できるパラスポー
ツフェスタ2019が開催さ
れました。参加者からは、
「パラアスリートのすご
さを実感できる貴重な体
験でした」との声が聞か
れました。
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　2日、3年に1度の改選を迎え、266人の民生委員・児童委員の皆さ
んへ委嘱状が伝達されるとともに、退任される57人の皆さんへ感謝
状が贈呈されました。「民生委員・児童委員」は、地域の身近な相
談役として高年者や障がいのある人、子育て中の人などが、安心し
て暮らせるよう活動しています。地域の実情をよく知り、熱意のあ

る皆さんで、地域と行政をつな
ぐ役割を担い、地域福祉の増進
にご尽力いただいています。
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12月かどまちごとでき

■可燃ごみ

■し尿くみ取り
　1月4日㈯から

■不燃ごみ・資源物

　ごみ収集日、種類別のごみの出し方などを簡単に検索できるほか、
収集日のお知らせ機能などもあるスマートフォン向けの無料アプリ
です。通信料は利用者負担となります。

　ごみ収集日、種類別のごみの出し方などを簡単に検索できるほか、
収集日のお知らせ機能などもあるスマートフォン向けの無料アプリ
です。通信料は利用者負担となります。

※松並木の部・仮装の部については、コースが一部変更していますのでご注意ください。

※収集日はごみ収集カレンダー等で確認してください

市役所業務市役所業務

草加市ごみ分別
アプリを配信中

戸籍の届け出は年始も受け付け

年始のごみ収集業務等

問市民課☎922-0151㈹

問廃棄物資源課☎931-39725931-9993

民生委員・児童委員委嘱状伝達式
及び退任者感謝状贈呈式

パラスポーツフェスタ2019

3/8日
開催
草加松原太鼓橋
ロードレース大会

草加松原太鼓橋
ロードレース大会

年始の可燃ごみの収集年始の可燃ごみの収集

1月6日㈪から

1月4日㈯から

問スポーツ振興課☎922-28615922-3172

事前練習会
初めての人も一緒に走りましょう！

1月13日㈷締め切り間近！

 コース 開始日 
 月・木 1月6日㈪から
 火・金 1月7日㈫から
 水・土 1月4日㈯から

 コース 1月のみ
 第1・3㈬ 第2・4㈬
    〃　㈭    〃　㈭
    〃　㈮    〃　㈮
 第2・4㈬ 第3・5㈬
    〃　㈭    〃　㈭
    〃　㈮    〃　㈮

 種目  距離 スタート時間 定員 参加費  
 松並木の部  10km 午前9時 ２２００人 ３０００円  
 　仮装の部(高校生以上)    （中学生１５００円） 

草加宿の部  小学5・6年生 １．２km 午前10時４５分 １５０人 １５００円   小学3・４年生  午前１１時 １５０人  

草加人のための情報紙　広報「そうか」⑫ まちの話題・できごとまちかど2020年1月1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

次回の広報そうかは2月5日発行です
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