
折り込んである「国民健康保険特集号」「そうか市議会だより」は、抜いて読んでください。

65歳以上の
高年者対象 新型コロナウイルス新型コロナウイルス
ワクチン接種予約開始ワクチン接種予約開始

・接種は強制ではありません。
・副反応がおこる可能性があります。
・基礎疾患がある人は事前にかか
　りつけ医に相談を。

ワクチン接種についての問い合わせ先
接種時期・場所等

草加市新型コロナワクチン
コールセンター（相談窓口）

㊏㊐㊗を含む
午前8時30分～午後5時15分

☎0570-666-578
5048-927-0501

接種の仕組み、意義、政策等
厚生労働省

新型コロナワクチン
コールセンター

㊏㊐㊗を含む
午前9時～午後9時

☎0120-761-770

副反応等の専門的な相談
埼玉県副反応等に関する
相談窓口（コールセンター）

㊏㊐㊗を含む
24時間対応

☎0570-033-226
5048-830-4808

5/6（木） 午前8時30分から

今回は約5600人分を確保 費用無料
今回の予約は、集団接種のみ
※市内59医療機関での個別接種は、
　6月頃開始予定。次回の予約開始
　は改めてお知らせします。

5月中は全国的にワクチンの供給量が少ないため、しばらくは予約が取りにくい状況が続きます。
今回の予約分はすぐに終了してしまうことが予想されますが、ワクチンは希望者全員が接種
できるよう順次供給されてくる見込みですので安心してお待ちください。

予約受付開始：５月６日（木）午前８時 30分から

インターネット（予約システム）

電話（コールセンター）

●昭和32年４月1日以前生まれの人に接種券等を郵送しています
●接種券に記載の「10桁の予約受付番号」が必要です

予約
方法

インターネットまたは電話で２回分予約

よくある質問AQ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ※全国共通のナビダイヤルで案内しており、通話料がかかります。

☎0570-666-578
午前8時30分～午後5時15分（㊏㊐㊗含む）

https://soka.hbf-rsv.jp

接種の注意点等

市役所・保健センター・医療
機関等の窓口・電話では予約
できません。

どこに行けば
予約できますか？
かかりつけ医でも
予約できますか？

インターネット（予約システ
ム）または電話（コールセン
ター）で予約してください。

Q A
今回は、5月10日（月）～6月13日（日）
の予約を受け付けます。会場は、以下の
①～③から選択できますが、日程が異な
りますので注意してください。いつまでの

予約ができ
ますか？
どの会場が
予約できま
すか？

Q A
集団接種会場・日程
①保健センター（平日）…5/10 ㈪～
②保健センター（土日）…5/22 ㈯～
③勤労福祉会館（土日）…5/29 ㈯～

●予約時間は15分間隔です。
●2回目は約3週間あけて予約します。

予約の候補日は複数用意してください

ワクチンを無駄にしないために、必ず
予約日時に会場へお越しください。
キャンセルする場合は、コールセンタ
ーへ連絡をしてください。なお、1回目
の予約をキャンセルした場合、２回目
の予約も自動でキャンセルとなります。

予約日に行
けなくなっ
た場合は？

Q A

問新型コロナ対策課
　☎922-18395927-0501

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
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☎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・２丁目
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その他の地域
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令和3年の市内交通事故状況（前年比）4月20日現在　人身事故135件（－50）　死者4人（＋3）

　詳細は、市ホームページ掲載の募集要項で確認を（募集要項は、
市役所総合案内、職員課、各サービスセンター等で配布）。
■採用予定日　令和3年10月1日：試験区分C、E、F、H、I、J、K
　　　　　　　令和4年4月1日：試験区分A、B、D、G
■第1次試験　日にち：6月27日㈰
　　　　　　　会　場：市役所等市内公共施設等
　　　　　　　※会場は決定次第個別にお知らせします。
ω5月10日㈪午前8時30分～23日㈰午後11時59分までにインターネ
ット（草加市電子申請・届出サービス）で。

■営業時間短縮要請期間　4月20日㈫～5月19日㈬
■主な支給要件
①4月28日㈬～5月11日㈫：午後8時まで（休業含む）かつ終日酒
類の提供を自粛

②4月20日㈫～27日㈫及び5月12日㈬～19日㈬：午後9時まで（休
業含む）かつ酒類の提供を午後8時まで

③「彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食店＋（プラス）認証
制度」にて現地確認を受け「認証ステッカー」の交付を受けて
いること（現地確認日は事前に予約する必要があります）

■現地確認日　5月7日㈮、10日㈪、11日㈫。

　一定以上の障がいのある人のために使用する軽自動車税（種別
割）を減免します。
■対象　①障がい者本人または障がい者と生計を一にする人が軽自

動車を所有し運転する場合
②障がい者のみで生活する人が所有する軽自動車を常時介
護する人が運転する場合

　軽自動車税（種別割）以外の自動車税（種別割）の減免について
は、越谷県税事務所（☎962-2191）へ問い合わせてください。
　減免は、普通自動車等を含め障がい者1人につき1台まで。
ω5月31日㈪までに市民税課へ。
・5月上旬に郵送する納税通知書に減免の申請書が封入されている
人は、同封の案内通知に従って手続きしてください。

・新たに減免を希望する人は、申請書を郵送しますので市民税課ま
で問い合わせてください。

　なお、車の所有者または運転者が障がい者と別住所の場合は、健
康保険証や源泉徴収票など生計を一にすることが分かる書類、運転
者が常時介護する人の場合は、常時介護の誓約書などが必要です。
減免の対象となる障害等級や必要書類の詳細は、市ホームページま
たは市民税課へ問い合わせてください。

職　種 採用予定
人数

試験
区分 受験資格等

土木技師
(新卒者等対象)

平成8年4月2日以降生まれで、学校教育法による大学以
上を卒業または令和4年3月までに卒業見込みの人。

5人程度

B

事　務 平成8年4月2日以降生まれで、学校教育法による大学以
上を卒業または令和4年3月までに卒業見込みの人。 15人程度A

昭和56年4月2日～平成8年4月1日生まれで、学校教育
法による高等学校以上を卒業した人。

土木技師
(社会人経験者
等対象)

C

建築技師
(新卒者等対象)

平成8年4月2日以降生まれで、学校教育法による大学以
上を卒業または令和4年3月までに卒業見込みの人。

若干名

D

昭和56年4月2日～平成8年4月1日生まれで、学校教育
法による高等学校以上を卒業した人。

建築技師
(社会人経験者
等対象)

E

社会福祉士 昭和56年4月2日以降生まれで、社会福祉士資格を有す
る人。 若干名F

保健師
【令和4年4月
1日付採用】

昭和51年4月2日以降生まれで、保健師免許を有する人
または3月までに取得見込みの人。

5人程度
G

昭和51年4月2日以降生まれで、保健師免許を有する
人。

保健師
【令和3年10月
1日付採用】

H

看護師
昭和51年4月2日以降生まれで、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。

若干名I

臨床心理士 昭和51年4月2日以降生まれで、臨床心理士または臨床
発達心理士の資格を有する人。 若干名J

事　務
(障がい者対象)

昭和51年4月2日～平成15年4月1日生まれで、学校教育
法による高等学校以上を卒業・障がい者手帳の交付を受
けている人のうち、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人。
⑵活字印刷文による出題に対応できる人。
※「障がい者手帳」とは、身体障害者手帳、療育手帳、
精神障害者保健福祉手帳のことをいいます。

若干名K

■採用予定日　令和3年9月1日または令和4年4月1日
■採 用 人 数　看護師…既卒：10～15人程度、新卒10～15人程度
■第1次試験　日時：6月5日㈯午前8時45分～

会場：市立病院　心臓・脳血管センター5階大講堂
内容：論文・面接

ω5月28日㈮（消印有効）までに郵送で市立病院、市職員課、各サー
ビスセンターで配布する申込書（同病院ホームページからも入手
可）を〒340-8560同病院経営管理課へ。

　令和3年9月1日または令和4年4月1日
　看護師…既卒：10～15人程度、新卒10～15人程度
　日時：6月5日㈯午前8時45分～
会場：市立病院　心臓・脳血管センター5階大講堂
内容：論文・面接

5月28日㈮（消印有効）までに郵送で市立病院、市職員課、各サー
ビスセンターで配布する申込書（同病院ホームページからも入手
可）を〒340-8560同病院経営管理課へ。

　都市計画について意見を述べ、検討する市民委員を募集します。
■対　　象　市内在住の20歳以上（7月1日現在）で、市の他の審議

会等の委員になっていない人。
■募集人数　男女各1人
■任　　期　7月1日～令和5年6月30日
■報　　酬　会議1回につき7000円
ω6月4日㈮までに市役所情報コーナー・サービスセンター等で配布
する応募用紙（市販のＡ4用紙でも可）に審議会の名称・氏名(ふり
がな）・住所・性別・生年月日・年齢・電話番号（あればファクス
番号）・公開抽選日の出欠・現在の職業・主な職歴・地域活動等の
経験・小論文「地域で取り組むまちづくりについて」（600～800
字）を記入し〒340-8550都市計画課（ファクス、メールでも可）へ。
公開抽選は6月14日㈪午後2時から市役所仮庁舎（FTビル）4階C会議
室で。

　都市計画について意見を述べ、検討する市民委員を募集します。
■対　　象　市内在住の20歳以上（7月1日現在）で、市の他の審議

会等の委員になっていない人。
■募集人数　男女各1人
■任　　期　7月1日～令和5年6月30日
■報　　酬　会議1回につき7000円
6月4日㈮までに市役所情報コーナー・サービスセンター等で配布

する応募用紙（市販のＡ4用紙でも可）に審議会の名称・氏名(ふり
がな）・住所・性別・生年月日・年齢・電話番号（あればファクス
番号）・公開抽選日の出欠・現在の職業・主な職歴・地域活動等の
経験・小論文「地域で取り組むまちづくりについて」（600～800
字）を記入し〒340-8550都市計画課（ファクス、メールでも可）へ。
公開抽選は6月14日㈪午後2時から市役所仮庁舎（FTビル）4階C会議
室で。

職　種 受験資格等

看護師
既卒：昭和46年4月2日以降生まれで、看護師免許を有する人。

新卒：昭和61年4月2日以降生まれで、令和4年3月までに看護師免許を　
　　　取得見込みの人。

希望日の2日前までに埼玉県中小企業支援相談窓口へ
電子申請：上記QRコード　電話申請：☎0570-550-811
問い合わせ：☎0570-000-678

希望日の2日前までに埼玉県中小企業支援相談窓口へ
電子申請：上記QRコード　電話申請：☎0570-550-811
問い合わせ：☎0570-000-678

予約
方法

草加市新規採用職員募集
問職員課☎922-0983Ü922-3098Ü

令和3年10月1日、令和4年4月1日採用

埼玉県感染防止対策
協力金（第9期）のご案内
問産業振興課☎922-3477Ü922-3406Ü

飲食店の皆さまへ

市立病院新規採用職員募集
問市立病院経営管理課☎946-2200Ü946-2211Ü

令和3年9月1日、令和4年4月1日採用

障がい者の
軽自動車税を減免
問市民税課☎922-1049Ü920-1502Ü

都市計画審議会委員
問都市計画課☎922-1802Ü922-3145
　toshikeikaku＠city.soka.saitama.jp

Ü

　

委員
募集

【県】予約フォーム

② 草加人のための情報紙　広報「そうか」市政情報2021年5月5日号



　令和3年度草加市プレミアム付商品券の取扱事業者を募集します。
換金手数料などの費用は一切不要です。また、昨年度の取扱事業者
へは案内を5月6日㈭に送付します。
申し込みに関する問い合わせ　
　令和3年度草加市プレミアム付商品券実行委員会（草加市商店連
合事業協同組合内）☎928-8121へ。（平日午前10時～午後4時）
■募集期限　一次受付：5月24日㈪まで
　　　　　　二次受付：7月20日㈫まで
■申込方法　実行委員会ホームページ（QRコード）
または草加市商店連合事業協同組合、産業振興課で配
布する申込書をファクス（Ü048-227-2567）で同実行
委員会へ。

　あおば学園の途中入園希望者のための入園相談会を行っています。
■日　　時　申し込み後に決定
■会　　場　あおば学園仮設園舎
■対　　象　3歳以上（4月1日現在）のおおむね歩行可能な知的障

がいのある未就学児
■必要書類　入園相談会申込書、心身状況表、診断書
※必要書類等はあおば学園、子育て支援センターで配布（市ホーム
ページ、そうか子育て応援・情報サイトぼっくるんからも入手
可）。申込期限までに書類が揃わない場合は連絡してください。

ω毎月20日（必着）までに必要書類を〒340-0013松江2-3-60あおば
学園へ郵送または持参。

　市では不幸な猫を減らすため、野良猫や地域猫の不妊去勢手術費
用を一部補助します。希望者は手術前に相談してください。予算に
達し次第締め切ります。なお、飼い猫の不妊去勢手術は対象外です。
■対象（①～④を全て満たす場合）

①申請者が市内在住者
②市内に生息するが飼い主がいない、または地域
住民が適切に管理している猫

③耳カット処理
④指定協力病院（市ホームページで確認可）での
不妊去勢手術

■補助額
　去勢(オス)…7000円　不妊(メス)…9000円
　※期間内申請者1世帯につき5匹まで
■手続き方法
　手術前に事前協議書を提出し、手術した後、手術前・後（耳カッ
ト処理が分かるもの）の猫の写真、手術費の領収書の写しを添付し
た交付申請書を提出してください。
■捕獲用罠の貸し出し（要予約）
　補助事業利用者へ捕獲用罠を最長で14日間貸し出します。
■注意点
・事前協議書受理日の翌日から90日経過または11月30日㈫までに
交付申請書の提出がない場合は無効となります。
・病院の都合により手術を受けられない場合があります。
・不妊去勢手術を行った猫はできるだけ適切に飼育できる飼い主を
見つけてください。市では生きている猫の引き取りは行いません。
・予算の執行状況により、申請受付の一時見合わせまたは申請件数
を制限する場合があります。

■対象（①～④を全て満たす場合）

■補助額

■手続き方法

■捕獲用罠の貸し出し（要予約）

■注意点
・
・
・
・

■定期相談会（中止の場合あり。来所前に開催状況の確認を）
　事前予約不要　第2金曜日　午後1時30分～4時　市民相談室
■行政相談委員宅への電話相談
　醍醐洋子さん（氷川町☎925-1930）
　中村久夫さん（中根三丁目☎936-0054）
　山川邦子さん（栄町二丁目☎931-8689）
　竹村博之さん（遊馬町☎925-4151）
　山口久男さん（遊馬町☎925-0795）
■総務省関東管区行政評価局（きくみみ埼玉）「行政苦情110番」
　〈電話・ファクスで相談〉☎0570-090110Ü048-600-2336
　〈インターネットで相談〉「行政相談受付」で検索

　行政相談は、担当行政機関とは異
なる立場から、行政などへの苦情や
意見、要望を受け、その解決や実現
を促進するとともに、行政の制度や
運営の改善に生かす仕組みです。
　行政相談委員は、民間の有識者の
中から総務大臣が委嘱しており、公
平・中立な第三者の立場で国の仕事
に対する苦情等の解決を図り、皆さ
んの声を行政運営に役立てています。
　難しい手続きは不要です。相談は
無料、相談者の秘密は固く守ります。
気軽に相談してください。

　子どもの発達や学校生活の様子について、気になることがあれば
相談してください。いずれも予約制。秘密厳守。安心して相談を。
■在学児の発達相談・教育相談
　小・中学生の家庭生活等の心配事、発育・発達の様子等の相談
■就学予定児の就学相談
　令和4年4月小学校入学予定児の相談。特別支援学級や特別支援
学校への就学を考えている人は、早めに相談を。
■ことば（きこえ）の相談
 令和4年4月小学校入学予定児の発音の
誤りや言葉のつまり等に関する相談
■不登校等の教育相談
　小・中学生に関する相談
■いじめ等の悩み相談（予約不要）
　フリーダイヤル☎0120-384783
（市教育委員会指導課につながります）

　心身の発達に支援が必要な3歳児以上の未就学児の療育・支援等
を行い、学校教育の基礎となる心と身体を保護者とともに育ててい
く施設です。

あおば学園ってこんなところ

児童発達支援センター
「あおば学園」入園相談会
問あおば学園☎Ü936-4972

子どもの様子が気になったら
教育支援室へ
ご相談ください

野良猫の不妊去勢手術費の
一部を補助します

年度途中の入園希望者向け

□申5月10日㈪～11月30日㈫にくらし安全課へ。
　☎922-3642Ü922-1030
　kurashianzen@city.soka.saitama.jp

令和3年度草加市
プレミアム付商品券
問産業振興課☎922-3073Ü922-3406

国の仕事に関する相談は
行政相談委員へ
問広聴相談課☎922-0566Ü922-3173

□申教育支援室へ。☎933-7591Ü933-7590□申 Ü

事業者
募集

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③市政情報 2021年5月5日号



・体調不良者の利用禁止

・利用人数の制限

・換気の徹底

・利用責任者が参加者を把握

・密閉、密集、密接を避ける
・マスクの着用
・こまめに手洗い
・うがい
・検温、健康チェックし、体調
　不良を感じたら外出しない

●広報「そうか」掲載の催事は、
　感染防止策を講じて開催します。
●公共施設を利用する時は、基本ルール
　と運営基準を守ってください。

※状況により中止・延期となる場合があります。
　詳細は市HPまたは各担当課へ確認してください。

基本ルール

【主催者と参加者】【主催者】 　草加市がまん延防止等重点措置の対象区域に指定されたため、5/31㊊ま
で市内公共施設の利用及び事業・イベントの制限を以下のとおり行います。
■対応内容
・市などが主催する事業・イベント、水曜夜間窓口は午後８時まで。
・公共施設、学校開放の利用は午後８時まで。
・感染リスクの高い、次の用途での施設利用は不可。
　カラオケ、合唱、コーラス、歌唱、息を吹く楽器の利用、入浴サービス、
会食を伴う活動（バーベキュー含む）。
※引き続き「であいの森」「ふれあいの里」の浴場及びカラオケの利用、
会食を伴う活動も休止。
詳細や最新情報は市HPで確認してください。

問新型コロナウイルス対策課　☎922-18395927-0501

施設利用、事業・イベント、夜間窓口
5/31㊊午後８時まで

歌唱や会食を伴う活動等での施設利用を休止

　6/12㊏に中央公民館で開催する青少
年の主張大会の作文を募集します。
●テーマ　「未来に向けて考えること
（希望・提案・将来の夢）」「日常生
活や学校生活の中でチャレンジしてい
ることや感じていること」「大人に訴
えたいこと」など。
●規定　小・中学生の部　400字詰め
原稿用紙3～4枚（1200字以上）、高校
生等の部　同原稿用紙6枚以内。応募
は1人1点。作品の返却不可。
●対象　市内在住・在学の小学4年生
～高校生及び同年代の人。
è5/17㊊（必着）までに、市内小・中
・高校を通じて、または市青少年健全
育成市民会議事務局（勤労青少年ホー
ム内）へ。☎928-6421Ü928-9632

　10/10㊐11時30分開演。会場は草加
市文化会館。ダンスパフォーマンスを
行う団体・サークル対象（市外も可）。
参加費1団体1万円と1人につき1000円
（別途ステージ料負担あり）。申込締

　防災行政無線を使ったJアラート全
国一斉情報伝達訓練を行います。
●日時　5/19㊌11時～
●放送内容　（チャイム）→これはJ
アラートのテストです×3回→こちら
は防災草加です→（チャイム）
ε危機管理課☎922-0614Ü922-6591

　子ども・子育て応援の活動内容をア
ピールする団体等を募集します。7/9
・8/13・9/10の㊎9時～12時。会場は
子育て支援センター。子育て応援隊に
登録している団体・個人対象。定員各
日1組（応募多数の場合は抽選。複数
団体のコラボ可）。ワークショップや
講座などができます（禁止条件あり）。
入場は来場者・主催者含めて11人まで。
詳細は市HPで確認を。応募用紙は市
HP・ぼっくるんほか、同センター・
プチみっけで配布。è5/20㊍までに応
募用紙を子育て支援センターへ。☎94
1-6819Ü941-6828

　赤十字会員とは年額2000円以上を
出資し、日本赤十字社の活動を支援す
る人。町会・自治会の協力により会員
増強運動を実施します。活動資金は、
災害救護活動、国際救援活動、各種講
習会、医療事業など様々な活動のため
に使われます。理解と協力をお願いし
ます。ε日本赤十字社埼玉県支部草加
市地区（福祉政策課内）☎922-1234Ü
922-1066

　自動車税（種別割）・軽自動車税
（種別割）は、5/31㊊までに指定の金
融機関、郵便局、コンビニエンスストア、
スマートフォン決済アプリ（PayPay、
LINEPay、PayB）で納めてください。
自動車税（種別割）のみWebサイト
「Yahoo!公金支払い」を使用したクレ
ジットカード納付やインターネットバ
ンキング等を利用したペイジー納付が
利用できます。ε自動車税コールセン
ター☎0570-012-229、軽自動車税は市
民税課☎922-1049Ü920-1502

　6/1を基準日として、全国全ての事
業所と企業を対象に「令和3年経済セ
ンサス－活動調査」を実施します。こ
の調査は全産業分野における事業所や
企業の経済活動の状態などを明らかに
するとともに、各種統計調査の基礎と
なる情報整備を目的とした、国の調査
の中でも特に重要で大規模な統計調査
です。調査票は、県知事が任命した調
査員が調査員証と従事者用腕章を身に
着け、直接配布または国から郵送され
ます。なお、新型コロナウイルス感染
防止のため、原則調査員による調査票
の回収は行いません。インターネット
や郵送での回答に協力をお願いします。
ε庶務課☎922-0973Ü922-1108

　民生委員・児童委員は、日常生活で
の困りごとや心配ごとなどの相談に応
じ、行政や専門機関へとつなぐパイプ
役を担う「行政委嘱のボランティア」
です。ひとり暮らし高年者の見守りや、
地域の行事に参加し相談しやすい環境
をつくると共に、活動に必要な研修に
参加し研鑽を積んでいます。また、民
生委員・児童委員の中には児童に関す
る活動を専門に担う主任児童委員がい
ます。民生委員・児童委員には守秘義
務がありますので、安心して相談して
ください。ε草加市社会福祉協議会☎
932-6770Ü932-6779

切は5/25㊋。詳細は同館で配布する募
集要項（同館HPからも入手可）で確
認を。ε草加市文化会館☎931-9325Ü
936-4690

　申告・納付期限の延長に伴い、令和
2年分の｢所得税及び復興特別所得税｣
と｢消費税及び地方消費税｣の振替納税
の口座振替日が変更されました。振替
日の2～3日前には、預貯金口座の残高
を確認ください。納付税額の全額を一
括して引落します。残高不足などで預
貯金口座から引落しできない場合は、
4/16㊎にさかのぼって延滞税がかかり
ます。
●口座振替日【振替納税の場合】
・所得税及び復興特別所得税…5/31㊊
・消費税及び地方消費税…5/24㊊
　なお、確定申告書で所得税の延納届
出額を記載し、延納手続きを利用して
いる人の振替日は変わらず5/31㊊です。

ε川口税務署☎048-252-5141

草加ふささらダンス
フェスティバル参加団体募集

子育て支援センターで子ども・
子育て活動をPRしませんか

Jアラート訓練放送
5/19㊌11時

令和2年分の所得税・消費税の
口座振替日の変更

令和3年経済センサス
活動調査に協力を

5/12は
民生委員・児童委員の日

青少年の主張大会
作文募集

5月は自動車税の納期です　

赤十字会員増強運動に協力を

④ 2021年5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」

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

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。

“「つづけよう」「ひろげよう」省エネ・節電” 5～10月夏のライフスタイルキャンペーン

▶固定資産税・都市計画税 第1期
▶軽自動車税（種別割） 全期

5月の
納税
・
納付 5/31㊊までに市指定金融機関・

コンビニ、スマートフォン決済で

日曜・夜間納税窓口市役所第2庁舎
・納税課
・後期高齢者・
　重心医療室

日曜
夜間

9時～12時30分
㊌（㊗・㊡を除く）21時まで

※5月中は20時まで



≪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）　

マタニティクラス両親学級　è5/6㊍から電話・市HPで
ô8～10月出産予定の初妊婦と夫　ë各10組　ö6/16㊌　①9時10分～②9時55分～
③13時10分～　ù沐浴実習、妊産婦の栄養、分娩の経過

みんなの健康 問健康づくり課 〒340ｰ0016  中央1ｰ5ｰ22（保健センター）※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

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、定員を減らして実施しています。内容や申請方法を変更しているものがありますので、市HP等で最新の情報を確認してください。

■転入者は母子健康手帳を準備の上、健康づくり課へ連絡を

こんにちは赤ちゃん訪問
ô令和3年4月生まれ（妊産婦・新生児訪問をした家庭を除く） ö5月下旬～6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 乳幼児相談　è電話で

ô乳幼児と保護者 ë10組 ö6/9㊌9時30分～11時20分　ù保健師・栄養士の育児・栄養
相談離乳食講習　è電話・市HPで

初期
中期
後期・完了期

ô4～6か月児　ë各回12組　ö5/26㊌13時15分～
ô6～8か月児　ë各回12組　ö5/26㊌10時～
ô8か月～1歳2か月児　ë各回12組　ö5/31㊊10時～

幼児健康診査
1歳7か月児
3歳3か月児

ô令和元年11月生まれ
ô平成30年2月生まれ

ö6/1㊋・15㊋
ö5/11㊋・25㊋

時間等の詳細は
個別通知に記載

ê5月末
ê4月末

母子保健　

■対象年齢は令和4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
  ※胃内視鏡検診は①②③は2000円、④⑤は無料
■はがきの記入事項…希望検診名・住所・氏名・生年月日・電話番号
■胃・乳・大腸がん検診…個別か集団のどちらか一方のみ。
■乳がん（個別・集団）検診…妊娠中・授乳中・断乳後6か月以内・乳房整形・ペース
メーカー使用者は対象外
■肝炎ウイルス・口腔がん・乳がん（個別）・胃がん（個別）検診…健康づくり課の受
診通知票発行後に指定医療機関へ

成人保健

ô20歳以上　ö6/1㊋～11/30㊋　ß頸部1700円、頸部・体部
2500円（医師が必要と認め本人同意の場合のみ）

ô40歳以上（結核のみ65歳以上）　ö7/1㊍～9/30㊍　ßX線
800円、かく痰900円（医師が必要と認め本人同意の場合のみ）

ô30歳以上　ö6/1㊋～12/17㊎　ß500円

子宮がん検診
子宮頸部の細胞検査

大腸がん検診
便潜血反応検査

肺がん・結核検診
胸部X線検査

個別検診（à指定医療機関）受診通知票不要　è指定医療機関（健康カレン
ダー、市HPに掲載。保健センター、公共施設にも配置）へ
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）

個別検診（à指定医療機関）要受診通知票
èはがき・市HPで（9/19㊐消印有効）

集団検診（à保健センター）要受診通知票（定員あり）
èはがき・市HPで（9/19㊐消印有効）

ô50歳以上（前年度未受診者）　ö7/1㊍～12/20㊊
ß3500円　ê6月上旬～

乳がん検診（定員あり）
マンモグラフィ検査

ô40歳以上（前年度未受診者）　ö6/1㊋～11/30㊋
ß1300円　ê5月下旬～

肝炎ウイルス検診
Ｂ・Ｃ肝炎検査

胃内視鏡検診（定員あり）

ô40歳以上（同検診未受診者）　ö6/1㊋～12/17㊎
ê5月下旬～

口腔がん検診
視触診

ô50歳以上　ö5/20㊍～令和4年1/28㊎　ß700円

ô40歳以上（前年度未受診者）
ß1300円

ô30歳以上　ß胃がん900円、
大腸がん500円

乳がん検診
マンモグラフィ検査

胃がん・大腸がん検診
バリウムX線・便潜血反応検査

希望日は記入せず
申し込みを
検診日時は
受診通知票に記載

健康相談など　è電話で
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・柳島コミセン、㊌…瀬崎・八幡コミセン
ö㊊～㊎（申し込み時調整）　à保健センター、コミセン（オンラインも可）

看護師による
地域健康相談
栄養相談è

　5/21㊎14時～16時。会場は歴史民俗
資料館。東福寺にある欄間の彫刻を彫
ったとされる彫工のお話と欄間に刻さ
れた古代中国の孝行説話「二十四孝」
について。定員30人。è5/7㊎から電
話で同館へ。☎922-0402Ü922-1117

　草加が誇る地場産業、せんべい・皮
革・ゆかた染めを、見て・買って・体
験できる伝統産業展示室ぱりっせが、
リニューアルオープンしました。
●場所　草加市文化会館1階
●開館時間　10時～17時
●休館日　第1㊌、年末年始
　草加の地場産業の歴史や道具、製造
工程が展示され、小学校の見学コース
にもなっています。草加松原の散策時
は、ぜひお立ち寄りください。εぱり
っせ☎Ü931-1970

　6/5㊏9時～12時。会場は八潮消防署。
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15人。応募多数
の場合は抽選。è5/30㊐までに八潮消
防署へ。☎998-0119Ü997-8519

　9/4㊏・5㊐に草加市文化会館で開催
します。発表人数が3～15人で、市内
に活動拠点を置く団体、または小・中
学校、高校、大学のクラブ対象。詳細

は市HPまたは文化観光課ほかで配布
する申込用紙で確認を。è5/6㊍～31
㊊に申込用紙を同課へ。メール（QR
コード）・ファクスでも可。☎922-29
68Ü922-3406

　市の審議会等を傍聴できます。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
週間前までに担当事務局へ連絡を。
■上下水道事業運営審議会〈水道総務
課☎920-5677Ü925-5046〉…5/21㊎10
時～　水道庁舎会議室で　定員2人
（当日先着順）
■安全安心まちづくり推進協議会〈く
らし安全課☎922-3607Ü922-1030〉…
5/21㊎14時～　勤労福祉会館視聴覚室
で　定員5人（当日先着順）
■廃棄物減量等推進審議会〈廃棄物資
源課☎931-3972Ü931-9993〉…5/21㊎
15時30分～　リサイクルセンタープラ
ザ棟第1会議室で　定員5人(当日先着
順)
■地域経営委員会〈総合政策課☎922-

0749Ü927-4955〉…5/27㊍10時30分～
　市役所西棟第1・2会議室で　定員2
人（当日先着順）
■ふるさとまちづくり応援基金助成事
業公開審査会〈市民活動センター☎92
0-3580Ü925-1872〉…5/29㊏13時～　
高砂コミセン集会室で　定員10人（前
日までに同センターへ）
■人権推進審議会〈人権共生課☎922-
0825Ü927-4955〉…6/1㊋10時30分～
　市役所西棟第2・3会議室で　定員2
人（当日先着順）

　特別支援学校への就学、転学、進学
希望者・保護者等対象。室内靴持参。
ε教育支援室☎933-7591Ü933-7590
■草加かがやき特別支援学校（松原
4-6-1）☎946-2131Ü946-5670　見学
・学校説明会（希望日5日前までに要
申込）…［小学部］6/10㊍、9/7㊋
［中学部］6/7㊊、9/2㊍

■越谷特別支援学校（越谷市船渡500）
☎975-2111Ü973-1182　学校公開…
［小・中学部、高等部］5/28㊎、6/24
㊍、7/15㊍、9/2㊍、10/14㊍［高等
部］11/25㊍［年中・年少］12/17㊎、
令和4年1/24㊊、同4年2/18㊎、同4年
3/9㊌。時間はいずれも10時～11時10
分。個別相談は11時20分～11時50分
（要申込）

伝統産業展示室「ぱりっせ」が
リニューアルオープン

特別支援学校
見学・学校説明会、学校公開

れきみん講座　東福寺欄間、
嶋村円鉄と「二十四孝」

審議会

普通救命講習会Ⅰ
市民音楽祭
参加団体募集

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」 2021年5月5日号
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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。

高年者向け

　5/20㊍・27㊍10時～12時。全2回。
会場は新田西文化センター。定員10人。
費用1500円。そろばん持参。è5/6㊍
からシルバー人材センターへ。☎928-
9211Ü928-9209

è

☎
Ü

創業「はじめの一歩を踏み出そう」セミナー
　創業に必要な心構えやポイントについて事例を交えて説明します。
■日時　5/22㊏13時30分～16時30分
■会場　草加商工会議所　　■定員　20人
è5/19㊌までに同会議所へ
創業塾
　創業計画の立て方、創業に必要な知識を集中的に学びます。
■日時　6/12～7/10の㊏13時30分～17時30分（全5回）
■会場　草加商工会議所ほか　　■定員　15人　
■受講費　4000円（教材費込み）
■受講特典
　①株式会社等設立時の登録免許税の軽減
　②日本政策金融公庫等の創業関連融資利用者に利子の一部補助
è6/7㊊までに草加商工会議所、産業振興課ほかで配布する申込書
（パンフレット）を同会議所へ。申込フォーム（QRコード）・フ
ァクスでも可。

è

è

　国指定重要無形民俗文化財に指定されている淡路人形浄瑠璃の公演です。ゲ
ストは津軽三味線奏者の木乃下真市。2つの伝統芸能をお楽しみください。
■日時　6/13㊐13時30分開演　　
■会場　草加市文化会館　　
■出演　淡路人形座、木乃下真市（津軽三味線）
■演目　「傾城阿波の鳴門　順礼歌の段」「戎舞」
■料金　3500円（全席指定、未就学児の入場不可）
è5/15㊏10時から草加市文化会館ほかプレイガイドへ。☎931-9325Ü936-4690è ☎ Ü

　大学教授等、専門家に学ぶ体験型の全5回の講義で、小学校では体験できない
ことが楽しく学べます。対象は小学5・6年生。定員34人（応募多数の場合は自
由記述欄に基づき選考）。è5/31㊊までに生涯学習課へ。マイ・ステージ（QR
コード）からも可。☎922-2819Ü922-3498

è

☎ Ü

シルバーカルチャー教室
認知症予防のための
脳トレそろばん

　5/20・27、6/3・10・17の㊍9時30分
～11時。全5回。60歳以上対象。定員6
人。材料費500円。水彩画材セット、
2B以上の鉛筆、消しゴム持参。è5/7
㊎10時から電話でふれあいの里へ。☎
920-6222Ü920-6251

è

☎
Ü

ふれあいの里
はじめての水彩画

　5/14㊎（時間は申込時に指定）。会
場は高砂・氷川・瀬崎・稲荷・原町・
柳島・八幡コミセン。後日、ゴーヤの
成長を記録・報告した人には記念品を
贈呈します。1人4株まで（各コミセン
100株）。袋持参。è5/6㊍～12㊌に
環境課へ。☎922-1519Ü922-1030

è

☎ Ü

みどりのカーテンでエコ生活を

　スポーツや文化活動を通じて、高年
者が気軽に健康づくりに取り組める1
年間を通じた講座です。6/1㊋～令和4
年3/24㊍9時30分～10時45分。会場は

体力＆仲間づくりに
オールドカレッジ

地域包括支援センター（包）
介護者のつどい・介護予防教室

　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。介護予防教室は楽
しく筋トレ・脳トレを行います。
■介護者のつどい　5/8㊏13時30分～
15時。会場は新里文化センター。定員
10人。ε谷塚西部（包）☎929-0014Ü92
9-5222
■認知症介護者のつどい　5/19㊌13時
15分～14時30分。会場は勤労福祉会館。
ε新田西部（包）☎946-0520Ü946-0523
■介護者のつどい　5/19㊌18時30分～
20時。会場は旧かっぱ天国。ε草加安
行（包）☎921-2121Ü928-8989

ε ☎ Ü

ε ☎ Ü

ε

☎ Ü

　5/9㊐15時～16時。会場は歴史民俗
資料館。昭和初期につくられた蓄音機
で懐かしのSPレコードの音色を鑑賞し
ます。ε同館☎922-0402Ü922-1117

れきみん蓄音機コンサート

①Let's!!リズム体操　6/1・15・29、
7/6・20、8/3の㊋13時～14時30分。全
6回。60歳以上対象。定員20人。室内
靴、ヨガマットまたはバスタオル持参。
②絵手紙教室　6/2・16・30、7/7・21
の㊌10時～11時30分。全5回。60歳以
上対象。定員13人。材料費400円。野
菜や果物、筆拭き用ティッシュ持参。
è①5/7㊎から、②5/11㊋から電話で
であいの森へ。☎936-2791Ü936-2792
è

Ü

であいの森講座

■誰でもできる気功　5/14㊎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。
è5/6㊍から草加東部・草加稲荷（包）
へ。☎959-9133Ü922-3801
■ピカッとブレイン　5/19㊌14時～15
時。会場はふれあいの里。脳トレ中心
の介護予防教室。65歳以上対象。定員
20人。室内靴持参。è5/7㊎から谷塚
西部（包）へ。☎929-0014Ü929-5222
■ゆる体操～いつまでも若々しく～　
5/19㊌14時～15時30分｡会場は苗塚会
館｡運動機能向上プログラムで転倒し
にくい体をつくる。65歳以上対象｡定
員15人。è5/6㊍から草加安行（包）へ。
☎921-2121Ü928-8989
■笑いと音楽のハーモニー　5/21㊎13
時30分～14時30分。会場は勤労福祉会
館。65歳以上対象。定員30人。è5/10
㊊から新田西部（包）へ。☎946-0520Ü
946-0523
■はつらつバルーン体操　5/26㊌13時
30分～14時30分。会場は川柳文化セン
ター。運動プログラムで楽しく体を動
かす介護予防運動と体操。65歳以上で
軽い運動のできる人対象。定員30人。
è5/6㊍から草加川柳（包）へ。☎932-7
007Ü931-0993

è

☎ Ü

è

☎ Ü

è

☎ Ü

è

☎ Ü

è ☎
Ü

みどりのカーテンで、温暖化防止＆
まちなか緑化に貢献してみませんか

市民体育館、中央公民館。内容はリズ
ム体操・健康体操・音楽会ほか。65歳
以上対象。定員60人。室内靴持参。è
5/18㊋（必着）までに往復はがきに住
所・氏名・年齢・電話番号を記入し〒
340-8550スポーツ振興課へ（応募多数
の場合抽選）。☎922-2861Ü922-3172

è

☎ Ü

ゴーヤの苗
無料配布

　6/12㊏8時市民温水プール駐車場集
合。安全に走行するためのルール指導
や日常のメンテナンス方法を学び、ツ
ーリングを行います。18歳以上対象。
定員10人。参加費1000円。ヘルメット
（無い人は要相談）、スポーツサイク
ル持参。è5/6㊍9時から電話で市民温
水プールへ。☎936-6824Ü935-8981

地域サイクリングクラブ
「ツール・ド・そうか」体験会

傾城阿波の鳴門　順礼歌の段 戎舞 木乃下真市

日時 会場 講義内容
入学式、フランス語で友達を作れる
ようになろう
地球儀の歴史と地球儀作り
天文台マダムとワクワク星空たんけん
大人になったらなにになりたい？
自分に合う会社を選んでみよう！
火星たんけん物語をつくろう、修了式

獨協大学

稲荷コミセン
高砂コミセン

獨協大学

高砂コミセン

7/17㊏9時20分～12時40分

8/5㊍10時～11時30分
9/18㊏10時30分～12時

10/16㊏10時～11時30分

11/27㊏10時～12時15分

創業「はじめの一歩を踏み出そう」
セミナー＆創業塾

夢をカタチに　草加で創業！

「淡路人形浄瑠璃」草加公演2021

子ども大学そうか　
入学生募集中！

人が舞い、人形が踊る

草加商工会議所 928-8111Ü928-8125ε草加商工会議所☎928-8111Ü928-8125
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防災テレフォンサービス ▶防災行政無線放送　☎0120-777031　▶火災・防災情報　☎997-8511 ＱＲコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

※感染症の影響で催事の中止・変更の
場合があります。εèに確認を。
■スポーツウエルネス吹矢体験会　5/
7㊎・9㊐・14㊎・18㊋・21㊎・25㊋
・28㊎9時～11時　中央公民館　無料
　ε田岡☎090-4335-7987
■第14回油絵サークルキャンバス展
　5/7㊎～13㊍10時～18時（初日は12
時から、最終日は16時まで）　アコス
ギャラリー　会員の作品約30点展示　
入場無料　ε鈴木☎936-3589
■スポーツウエルネス吹矢体験会　5/
8㊏・22㊏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
■スポーツウエルネス吹矢体験　5/8
～29の㊏13時～15時　八幡コミセン　
全4回　参加費無料　用具不要　è山
田☎944-8837
■歴史学講座「創世」紀元四世紀に侵
攻してきた西方軍船団の船子たち－イ
リ族と騎馬民族［牛飼い］　5/8㊏13
時30分～16時30分　草加市文化会館　
ε小嶋☎090-1261-7366
■不登校相談会　5/10㊊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☎932-5139
■卓球無料体験　5/11㊋9時～、5/18

ε

ε

ε

è

ε

ε

子ども・親子向け ㊋11時～　勤労福祉会館　ε旭会高橋
☎944-2111
■卓球無料体験　5/11㊋9時～11時、
14㊎11時～13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会　5/
11㊋13時～15時、5/23㊐9時～11時　
瀬崎コミセン　無料　ε関根☎090-40
62-1356
■たまrin子育てセミナー「子育てに
関わる人たちとの関わり方　ママ友
編」　5/13㊍10時～11時30分　氷川コ
ミセン大会議室　参加費200円　ε家
庭倫理の会草加市石野☎090-9203-4244
■介護者の集い「オアシス」　5/15㊏
10時～12時　中央公民館　5/25㊋10時
30分～12時　瀬崎平成塾　6/1㊋13時
30分～15時30分　氷川平成塾　ε山田
☎928-5332
■ミシン洋裁基礎講座　5/16㊐9時30
分～13時　勤労福祉会館　洋裁の基礎
を学び作品を作りましょう　材料費10
00円　è竹花☎090-6657-4005
■八幡ダンスサークルフリーダンス　
5/16㊐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飯
塚☎090-4958-9229
■車いすを希望する社会福祉団体募集
　草加市スポーツ少年団がプルタブを
集めて購入した車いすを寄贈します　
è5/20㊍までに草加市スポーツ少年団
事務局☎927-6774
■介護者サロン「らくだ」　5/21㊎　
わ～くわっく草加　「こもれび」　5/

ε

ε

ε

ε

ε

è

ε

è

　6/12～令和4年1月の月1回㊏14時～
16時。会場は草加市文化会館。幼児
（保護者同伴）、小・中学生（保護者
同伴可）、高校生対象。定員20人。参
加費1回900～1200円（花材費込み）。
なお、10月開催予定の市華道展に出品
する予定です（草加市華道協会・市の
共催）。è黒崎☎090-1460-2705ε生
涯学習課☎922-2819Ü922-3498

è ε

Ü

伝統文化親子教室
草加松原地区いけばな親子教室

①包括的支援事業を実施する地域包括
支援センター職員（保健師、正看護師、
社会福祉士、主任介護支援専門員）　
正看護師は地域ケア・地域保健等に関
する経験があり、かつ高齢者に関する
公衆衛生業務経験を1年以上有する人
②介護予防ケアプランを作成するプラ
ンナー（介護支援専門員）
ε草加安行（包）☎921-2121Ü928-8989ε Ü

草加安行地域包括支援センターで
働く専門職員

27㊍　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
■サークルホワイト油絵展　5/22㊏～
26㊌10時～17時（初日は12時から、
最終日は16時まで）　アコスギャラリ
ー　ε松山☎922-9076
■色えんぴつ画野の花展　5/22㊏～27
㊍10時～17時（初日は13時から、最終
日は16時まで）　アコスギャラリー小
　草花を中心に個性豊かに描きました
是非お越し下さい　ε大道☎925-7684
■氷川ダンス倶楽部フリーダンス　5/
23㊐13時15分～16時10分　谷塚文化
センター　飲み物付き　男女競技選手
・会員多数待機　参加費700円　ε太
田☎090-3520-7309
■中国文化講座　5/23㊐13時30分～16
時　中央公民館　講師：曹文平女士　
70～80年代と現代中国を庶民視線で話
します　500円（懇親会あり）　èサー
クル中国大好き武藤☎090-3574-1031
■家庭婦人バスケットボール教室　5/
25、6/1・8・22の㊋11時～13時　市民
体育館　保険代1850円　è家庭婦人
草加クラブ高柳☎080-1035-8939
■遺言書の書き方と終活を学ぼう　5/
29㊏10時～12時　中央公民館第2会議
室　一般対象　定員10人　参加費無料
　è遺言相続後見ネット☎946-5152
■バレーボール体験教室　6/4・18・
25の㊎9時～11時　市民体育館　全3回
　女性対象　初心者大歓迎　ε家庭婦
人バレーボール草加クラブ太田☎080-
5417-0556

ε

ε

ε

ε

è

è

è

ε

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）

9時～12時・14時～17時
栄町2-11-9 ４F
☎933-0015

しんえいクリニック
9時～12時・14時～17時

新栄4-2-5
☎941-5211

波多野歯科医院
9時～12時
高砂1-3-1 3F
☎928-6480

かわづ歯科
9時～12時
松江6-2-21
☎951-2585

草加松原整形外科医院
16時～19時
松江2-3-26
☎935-4838

山崎クリニック
9時～12時
中央2-4-11
☎924-1375

メディクス草加クリニック
9時～12時・14時～17時

氷川町2149-3
☎920-6161

内
科

外
科

歯
科

歯
科

5/5㊗ 5/9㊐

豊田クリニック
9時～12時
柿木町1127-1
☎930-3636

内
科

外
科
・
午
前

外
科
・
午
後

内山内科小児科医院
9時～12時・14時～17時

高砂2-6-4
☎922-0963

草加松原整形外科医院
16時～19時
松江2-3-26
☎935-4838

5/16㊐

内
科

外
科
・
午
前

外
科
・
午
後

草加パートナーズ内科
・糖尿病クリニック

休 日 当 番 医 ㊐㊗等の救急患者や負傷者の診療は、下表の医療機関で行います
（保険証持参）。

市立病院（☎946-2200）では表内の医
療機関（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
　㊊～㊎ 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

子ども急病夜間クリニック（小児科）
夜間に急変した0～15歳を応急診療します。

☎954-6401

埼玉県救急電話相談

※ダイヤル回線・IP電話は
☎048-824-4199

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

受診時は、必ず事前に電話連絡を。!

休日等上水道工事店
三栄工業
㈱今泉水道
竹内セントラル㈱

苗塚町55-4
谷塚上町483-3
氷川町2112-6

☎925-7384
☎927-1010
☎928-5525

5/5㊗
9㊐
16㊐

㊐㊗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



　コロナ禍で商店会の売り上げが低迷する中、再生を目指す谷塚駅
東口商店会が、「皆さんにもっと地域のお店を知ってもらいたい」
「文教大学生にも手に取ってもらいたい」とPR冊子「ヤツカノキザ

シ」を市の事業者連携型
売上V字回復チャレンジ
事業補助金を活用して作
成。

  　冊子は、飲食店やサー
ビス店など計58店舗の情
報や、神社・商店街・大
学・相撲部屋を写真とコ
ラムで紹介しています。

　5月16日は松尾芭蕉が「おくの
ほそ道」の旅に出立し草加市を訪
れたとされる日。その日を記念
し、松尾芭蕉翁像（札場河岸公
園）のお身拭いを行います。
　参加希望者は当日直接集合場所
へ。
■集合日時
　5月16日㈰午後1時
■集合場所
　草加宿芭蕉庵(札場河岸公園内）

　草加の皮革産業を学び、実際に本革を使って製作する全3回の
講座です。
■受講料　5000円（別途教材費3500円）　■定員　15人

4月かどまちごとでき 　15・16日、谷塚駅東口
で同商店会により「ヤツ
カノキザシ」街頭配布が
行われました。冊子を受
け取った大学生からは
「学校が移転したばかり
でまだ草加のことをよく
知らないので、この冊子
を頼りにお店巡りをした

い」「知らないお店がたくさん
載っているので、楽しみながら
谷塚のまちを知っていきたい」
などの声が聞かれました。
　冊子は同商店会加盟店で入手
することができます。

草加の皮革産業の歴史や多種多様な素材を学ぶ
■日時　7月10日㈯午後2時～3時30分
■会場　草加市文化会館

▲冊子を受け取る文教大学生

▲マイ・ステージ

ω5月6日㈭から生涯学習課へ。 922-2819 922-3498ω5月6日㈭から生涯学習課へ。☎922-2819Ü922-3498

問文化観光課☎922-2403Ü922-3406問文化観光課☎922-2403Ü922-3406

松尾芭蕉翁像の
　　お身拭い

文化観光課☎922-2968Ü922-3406
　オリンピック・パラリンピック推進室☎922-3493Ü922-3172
問文化観光課☎922-2968Ü922-3406
　オリンピック・パラリンピック推進室☎922-3493Ü922-3172

お身拭い終了後、草加宿芭蕉庵で記念証のお渡
しと呈茶サービスが楽しめるほか、松尾芭蕉・
おくのほそ道についての講話も行います。

　草加市はコロンビア共和国のホストタウ
ンです。同国パラリンピック水泳選手へ向
けた市民の応援俳句を展示します。

コロンビア共和国パラリンピック水泳選手へ
市民からの応援俳句を展示

おくのほそ道　草加松原国際俳句大会
外国語俳句入賞作品を展示

　「おくのほそ道　草加松原国際俳句大会」の作品
募集に先立ち、前回大会で入賞した外国語俳句作品
を展示します。

そうか市民大学って?

2
・
3
日
目

1
日
目

5月16日はおくのほそ道「旅立ちの日」

5月19日㈬～6月14日㈪　会場：中央図書館

そうか市民大学 前期講座
◆まちの匠～作る・皮革講座～　初級コース◆

■地元の皆さんや文教大学の学生に喜んでもらえたら嬉しい

～コロンビアを俳句で応援しよう～
おくのほそ道

草加松原国際俳句展

谷塚駅東口商店会PR冊子「ヤツカノキザシ」
発行＆街頭配布

　市民が企画運営し、学びを通して自分をつ
くる、人と出会う、まちをつくることを目指
し、例年前期・後期・特別公開講座を行って
います。
　1講座につき過半数のコマに出席すると、原
則2単位修得（特別公開講座を除く）。20単
位以上修得した人には修了証を交付します。

　そうか市民大学や生涯学習体験講座など皆さんの
「学び」を支援するイベントを掲載しています。

みどころ

①

みどころ

②

本革を使ってスマートフォンポシェット・眼鏡ケース
を製作
■日時
　7月24日・31日の㈯
　いずれも午後1時15分
～4時30分

■会場
　草加市文化会館 ▲スマートフォンポシェット ▲眼鏡ケース

生涯学習情報提供サイト
「マイ・ステージ」の活用を

草加人のための情報紙　広報「そうか」⑧ イベント・講座情報、できごとまちかど2021年5月5日号

市の人口　令和3年4月1日現在　25万579人（男12万6712人・女12万3867人）/前月比413人増/世帯数12万828世帯
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