
折り込んである「国民年金特集号」「介護保険特集号」は、抜いて読んでください。

65歳以上の優先接種

新型コロナワクチン
予約枠
拡大 今回は約2万人分を確保。【65歳以上の約65％が予約済み（6/1時点）】

医療機関や最新の情報は
市ホームページから

問い
合わせ

☎0570-666-578草加市新型コロナワクチン
コールセンター （㊏㊐㊗含む午前8時30分～午後5時15分）

草加市文化会館【㊏（午後）・㊐】

予約方法

インターネット予約操作支援

接種会場

各医療機関 ※医療機関により
　開始日が異なります

6月8日（火）午前8時30分から予約受付
6月12日（土）分から選択可能

（約5000人分）

6月17日（木）午前8時30分から予約受付
7月19日（月）分から選択可能
（約1万5000人分）

（予約システム）●インターネット （コールセンター）●電話 ●集団接種 保健センター【㊗除く毎日】
草加市文化会館【㊏（午後）・㊐】
勤労福祉会館【㊏（午後）・㊐】

●個別接種

●受付場所（①②は平日のみ、③は毎日実施）

●持ち物

市内60医療機関
https://soka.hbf
-rsv.jp

☎0570-666-578
※ナビダイヤルでご案内して
　おり、通話料がかかります。
※かけ間違いに注意してください。

市役所、接種会場、医療機関の電話及び窓口では予約できません。
また、予約に関して医療機関へ問い合わせてもお答えできません。
診療の妨げになりますので絶対におやめください。
2回目の予約は、1回目の予約の日付けから3週間後の同時間・同会場
に自動予約されます。
予約後に、予約が完了しているか必ず確認してください。

　3密対策として、入場制限をしているため、
時間前の入場はできません。

接種会場には時間どおりにお越しください。

予約を確約するものでは
ありません。

6月8日（火）からスマートフォン・タブレットを
持っていなくても大丈夫！

場所
① 市役所本庁舎西棟1階 午前8時30分～午後5時15分

② ・公民館（中央・柿木）
・文化センター（新里・谷塚・川柳・新田西） 午前8時30分～午後5時

③ ・であいの森
・ふれあいの里 午前9時～午後5時

受付時間

　パソコンやスマートフォンを持っていない人や操作方法がわから
ない人を対象に接種予約のお手伝いをします。 【必須】

　接種券
【あれば】
　スマートフォン・タブレット　
端末、筆記用具

問新型コロナウイルス対策課☎922-18395927-0501

新規増設

　今回、市内医療機関及び関係機関にご協力いただき、急きょ予約枠を拡大すること
ができるようになりました。
　予約を取り直したい場合は、現在の予約を一度キャンセルした後、再度予約の手続
きを行ってください。

※医療機関は接種券に同封の案内または市ホームページ
で確認を。

※医療機関で接種する際は、必ず健康保険証を持参して
ください。

タブレット
端末の無料
貸し出しあり
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令和3年の市内交通事故状況（前年比）5月20日現在　人身事故165件（－51）　死者5人（＋3）

　市議会6月定例会が、6月3日㈭に開会されました。市長提出議案
は30議案。主な議案は次のとおり。
○草加市税条例等の一部を改正する条例の制定について…地方税法
等の一部改正に伴い、住宅借入金等特別税額控除の要件の拡充と
制度の延長、医療費控除の特例の延長などを行います。

○草加市児童発達支援センター建設工事（建築工事）請負契約の締
結について…療育環境の改善を図るため、草加市児童発達支援セ
ンターあおば学園（青柳六丁目）の園舎を建て替える工事の契約
を締結します。

○財産の取得について…教育環境の向上などを目的に、市立小中学
校の普通教室、特別支援教室等で使用する大型提示装置（ディス
プレイ）等を購入します。

○令和3年度草加市一般会計補正予算（第3号）

　市では、コロナ対策の一環として、仕事をしたい市民の皆さんを支援するため、県やハローワーク等と連携しながら、就職希望者向けの
就職相談や就職支援セミナーを実施するほか、子育て等で外に働きに出られない人などに向けた内職相談を開催しています。
　なお、施設の休館や新型コロナウイルス対策などで変更・中止になることがあります。

　環境保全等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18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１人ずつ
■任　　期　委嘱の日から2年間
■報　　酬　会議1回につき7000円
■公開抽選　6月29日㈫午前10時から西棟第1会議室で
ω6月17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「草加市の環境施策について」（600～800
字）を記入し〒340-8550環境課へ。ファクス、メールでも可。

　環境保全等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18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１人ずつ
■任　　期　委嘱の日から2年間
■報　　酬　会議1回につき7000円
■公開抽選　6月29日㈫午前10時から西棟第1会議室で
6月17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「草加市の環境施策について」（600～800
字）を記入し〒340-8550環境課へ。ファクス、メールでも可。

　就職や再就職に不可欠なスキル等について、
シニア・女性・若者など対象者のニーズに合
わせ講義します。

●就職セミナーは、他市会場でも開催しています。市役所、勤労福
祉会館などで配布するパンフレットや市HPで確認してください。

■埼玉しごとセンター（さいたま市南区沼影1-10-1 ラムザタワー3F）※セミナー開催あり
　〈若者コーナー〉☎048-826-5931　〈ミドル・シニアコーナー〉☎048-826-5611　
　〈女性コーナー〉☎048-826-5601
■【女性向け】埼玉県女性キャリアセンター（さいたま市中央区新都心2-2）
　☎048-601-5810　〈電話相談〉☎048-601-1023
■【高年者向け】公益社団法人草加市シルバー人材センター（草加市手代2-17-17）
　☎928-9211

就職セミナー（要予約）

【全対象】
7/28、8/25、10/27、
11/24、令和4年2/16の㈬
【シニア向け】
6/23、9/22、12/22、
令和4年1/26、3/23の㈬
【女性向け】
6/21、7/19、8/16、
9/13、10/18、11/15、
12/20、令和4年1/17、
2/21、3/14の㈪

【全対象】
6/11㈮、7/13㈫、8/10㈫、
9/14㈫、10/12㈫、
令和4年1/11㈫、2/8㈫

主な対象

会場

セミナー名

開催日等

問い合わせ
申し込み

就職希望者・再就職希望者など

埼玉県セカンドキャリア
センター就職セミナー

ハローワーク
就職支援セミナー

セカンドキャリア
センター
☎049-265-5844

ω埼玉労働局
　ホームページへ
問くらし安全課
　☎941-6111

勤労福祉会館

　就職活動の方法、応募書類の書き方、面接
応対などについて、対面で相談やお手伝いを
します。県との共催。

就職相談（要予約）

主な対象

会場

開催日等

問い合わせ

就職希望者・再就職希望者など

勤労福祉会館

月・水・金曜日（祝日・年末年始除く）

セカンドキャリアセンター☎049-265-5844

　家庭内でできる仕事を内職相談員が面接し、
紹介します。
※事業所により採用に条件があります。

内職相談（各日先着順）

その他就労に関する支援・相談ができる施設

主な対象

会場

開催日等

問い合わせ

子育てなどで外に働きに出られない人など

月曜日：市役所市民相談室　　木曜日：勤労福祉会館

月・木曜日（祝日・年末年始を除く）

くらし安全課☎941-6111

▲過去の就職セミナーの様子

環境審議会委員
問環境課☎922-1519Ü922-1030
　kankyoka＠city.soka.saitama.jp

Ü

　市議会6月定例会が開会
6月3日㈭から

問くらし安全課☎941-6111Ü941-6157Ü

仕事をしたい、
就職したい人を支援しています

委員
募集

仕事をしたい

就職したい

就職相談 内職相談就職
セミナー

自宅で仕事したい

② 草加人のための情報紙　広報「そうか」市政情報2021年6月5日号



　8月から有効となる国民健康保険の保険証（兼高齢受給者証）と
後期高齢者医療制度の保険証を、それぞれ7月中旬に発送します。
※発送数が多いため、届くまでに時間がかかる場合があります。
※現在の保険証は、8月以降に保険年金課、後期高齢者・重心医療
室、サービスセンターの窓口に返却するか、裁断の上、処分して
ください。

■国民健康保険
　郵送方法：特定記録郵便
　簡易書留郵便での送付を希望する世帯は、6月25日㈮までに160
円分の切手を用意し、保険年金課またはサービスセンターで申請し
てください。
※すでに他の健康保険に加入している場合は、国民健康保険を辞め
る届け出が必要です。加入した職場などの健康保険証、草加市国
民健康保険の保険証、マイナンバーのわかるもの（マイナンバー
カード、通知カード等）の3点を用意し、保険年金課またはサー
ビスセンターで申請してください。

■後期高齢者医療制度
　郵送方法：特定記録郵便（今年度から変更）
　簡易書留郵便での送付を希望する人は、6月25日㈮までに160円
分の切手を用意し、後期高齢者・重心医療室またはサービスセンタ
ーで申請してください。

　ひとり親家庭や父（母）に一定の障がいがある家庭等の保険適用
医療費を、申請に基づき支給します。所得制限等の概要は以下のと
おり。なお、住民税課税者は一部自己負担金があります。
■対象者
　18歳到達後、最初の3月31日までの子どもとその子どもを養育し
ているひとり親（児童に一定の障がいがある場合は20歳になる誕
生日の前日まで）
■所得制限

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、子育てに伴
う負担増加に対し支援を行うため、低所得のひとり親世帯等へ新た
に子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）を支給します。
　住民税非課税の子育て世帯（その他世帯）分に対しての給付金に
ついては、決まり次第、市ホームページ等でお知らせします。
■対象者　①～③のいずれかに該当するひとり親世帯の人
　①4月分（5月11日支給）の児童扶養手当受給者
　②公的年金等を受給していることにより、4月分の児童扶養手当

を受給していない人で、令和元年中の公的年金を含む収入が児
童扶養手当を受給している人と同じ水準だった人

　③新型コロナウイルス感染症の影響を受け家計が急変するなど、
令和2年2月以降の収入が児童扶養手当を受給している人と同じ
水準となっている人

■支給額
　児童1人につき5万円
■支給の手続き
〈①の対象者〉5月11日㈫に児童扶養手当の登録口座に支給しま
した。

〈②、③の対象者〉申請が必要です。
　※児童扶養手当を受給しておらず、ひとり親家庭等医療費受給

者証が手元にある人で申請が可能と思われる人などへ、子育
て支援課から郵送で申請書を郵送しました。

■申請方法（②、③の対象者のみ）
　令和4年2月28日㈪（必着）までに郵送で申請書及
び簡易な収入額の申立書（市ホームページ（QRコー
ド）から入手可）、その他必要書類を〒340-8550
子育て支援課へ。

　次の理由などにより奨学金の返済が困難な場合は、返済を猶予し、
状況に応じた返済計画とすることができる場合があります。希望す
る人は、総務企画課までご相談ください。
〇生活保護受給　　〇非課税等経済的困難
〇離職直後　　　　〇卒業後1年以内で低所得

注意：返済猶予が認められた場合でも、返済額が免除されるもので
はありません。返済猶予期間の満了後、猶予していた金額を返済す
る必要があります。

　経済的理由で高校・短大・大学・専門学校等への就学が困難な人
に奨学金を貸し付けます。貸し付けは審査の上決定し、8月から開
始します。
■条件　①～④全てを満たす人
　①市内に1年以上居住している。
　②学校長の推薦がある。
　③他の奨学金に相当する貸し付けを受けていない。
　④1年以上1都6県（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・群馬県

・栃木県・茨城県）居住で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。

■貸付月額
　〇高校・高専・専修学校…国・公立1万円、私立2万円
　〇短期大学・大学…国・公立1万5000円、私立3万円
■返済
　貸付期間が終了した月の翌月より6か月経過後から、国・公立は
貸付期間の2倍、私立は3倍の期間で均等月払い。
■個別相談
　総務企画課で随時受け付け。開庁時間に来られない人は同課へ連
絡を。

・6月までの申請は令和元年中、7月以降の申請は令和2年中の所得
額と扶養人数等で判定します。
・所得額とは、所得控除後の金額に、前夫(妻)から受け取った養育
費の8割を加算し、一律控除（8万円）を差し引いた額（他にも諸
控除が受けられる場合あり）
・扶養義務者とは、申請者の直系血族（両親・祖父母・子ども・孫
等）や兄弟姉妹のうち申請者と生計を同じくする人等

　　申請者の配偶者（一定の障がいがある場合）にも、扶養義務者
と同じ所得制限があります。

192万円未満

230万円未満

268万円未満

306万円未満

344万円未満

236万円未満

274万円未満

312万円未満

350万円未満

388万円未満

0人

1人

2人

3人

4人

扶養人数
所得制限額

父・母・養育者 扶養義務者等

奨学金貸付金返済の猶予

ひとり親家庭等に
医療費の一部を支給
問子育て支援課☎922-1476Ü922-3274Ü

奨学資金貸付制度の活用を

子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯分）を支給
問子育て支援課☎922-1476Ü922-3274
　厚生労働省コールセンター☎0120-400-903（平日9時～18時）

Ü

□申7月8日㈭までに総務企画課へ。☎922-2619Ü928-1178Ü

国民健康保険と
後期高齢者医療制度の保険証を
８月から切り替え
問国民健康保険
　　…保険年金課☎922-1592Ü922-3178
　後期高齢者医療制度
　　…後期高齢者・重心医療室☎922-1367Ü922-3178

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③市政情報 2021年6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】

　まん延防止等重点措置期間延長と、市内での連日の感染確認を受け、
6/30㊌まで公共施設の利用及び事業・イベント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、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。
ε総合政策課☎922-0749Ü927-4955

詳細は各施設に問い合わせてください

施設利用、事業・イベント、夜間窓口
6/30㊌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

　令和3年度の国民健康保険税の納税
通知書を6月中旬に発送します。
　なお、保険税を納める義務は世帯主
にあり、世帯主本人が国民健康保険に
加入していない場合でも、世帯の中に

加入者がいれば納税通知書は世帯主宛
てに送付されます。ε保険年金課☎
922-1592Ü922-3178

　現況届は毎年6/1現在、受給者（保
護者）が児童を監護しているか（面倒
を見ているか）、所得制限限度額を超
えていないかを確認するためのもので
す。
　対象者には5月末に現況届を送付し
ましたので、必要書類を揃えて6月中
に返送してください。現況届の提出が
ない場合、受給資格があっても6月分
以降の手当は支給されません。早めの
手続きをお願いします。
■現況届に必要な書類
①住民票上、児童が受給者と別居して

　令和3年度市民税・県民税の税額決
定通知書兼納税通知書を6月中旬に発
送します。
■通知書が届く人　昨年中に収入があ
り課税対象となる人。ただし、勤務先
から市民税・県民税が給与天引きされ
る人は、すでに勤務先に通知している
ため発送しません。
■通知書が届かない人　昨年中の収入
が少なく非課税となる人。
　なお、令和3年1/1現在市内在住で、
昨年中に公的年金以外の収入があるが
勤務先から給与支払報告書の提出がな
く、令和2年分所得税及び復興特別所
得税の確定申告または令和3年度市民
税・県民税申告をしていない人は、申
告が必要ですので確認をお願いします
（個人年金は公的年金以外の収入にあ
たります）。また、収入がない場合で
も、行政サービスの利用などのために
市民税・県民税申告が必要な場合があ
ります。ε市民税課☎922-1042Ü920-
1502

　作業期間は6～12月。水道メーター
は、水道の使用水量を正確に計量する
ため、計量法によって8年に1回取り替
えることが義務付けられています。そ
のため、令和3年度取り替え対象とな
る水道メーターの取り替え作業を行い
ます。対象となる地域には上下水道部
から通知後、身分証明書を携帯した指
定の工事業者が取り替えに伺います。
給水装置に異常が見つかった場合の修
理費用は有償です。メーターの周囲に
障害物があると作業に支障が出る場合
がありますので、事前に移動するなど
の協力をお願いします。ε水道営業課
☎927-2220Ü927-1561

　小児慢性特定疾病の受給者証を持ち、
引き続き治療が必要な20歳未満の人対
象。è6/14㊊～7/30㊎(㊏㊐㊗を除く)
に申請書、指定医が作成する医療意見
書、健康保険証の写し、課税（非課
税）証明書（税額・所得金額が記載さ
れたもの）などを草加保健所へ郵送。
☎925-1551Ü925-1554

　令和4年4月入園希望者（令和4年4/1
現在3歳以上）と令和3年度中の入園希
望者（同3年4/1現在3歳以上）の個別
見学を受け付けています。日時は申し
込み後に決定します。èあおば学園へ。
☎Ü936-4972
～あおば学園とは～
　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。

　がんの早期発見のため、検診の受診
を推進しています。対象者に子宮頸が
ん検診、乳がん検診の無料クーポン券
を送付しました。検診日時と受診方法
等は同封の通知で確認してください。
●子宮頸がん検診　20歳（平成12年
4/2～同13年4/1生）対象
●乳がん検診　40歳（昭和55年4/2～
同56年4/1生）対象
ε健康づくり課☎922-0200Ü922-1516

いる場合…監護・生計同一関係申立書
②児童が実子でない場合…監護・生計
維持関係申立書
　詳細は同封の案内を確認してくださ
い。ε子育て支援課☎922-1476Ü922-
3274

■内容
①全体説明（約1時間）　市の保育の
　特徴・保育園と幼稚園の違い、保育
　料、保育時間などの説明
②個別相談（全体説明終了後、希望者
　のみ）　手続きの説明・子育て相談
※8/24㊋のみ、私立保育所・幼稚園の
　ブース開設あり。各園職員から説明
　を聞くことができます。

＜午前の部＞10時～12時30分
＜午後の部＞14時～16時30分

　定員各40人（8/24㊋は定員なし）。
・入場は保護者1人（乳幼児の同伴
　可）
・新型コロナウイルス感染症拡大予防
　のため、保育は実施しません。
■予約方法
6/7㊊から事前予約フォー
ム（QRコード）で。市HP
からも可。
ε保育課☎922-1491Ü922-3274

日程 予約
6/24㊍
7/16㊎
8/24㊋
9/22㊌

高砂コミセン
中央公民館
草加市文化会館
勤労福祉会館

要
要
不要
要

会場

児童手当・特例給付現況届
提出は6月中に

水道メーターの取り替え
通知後に無償作業します

小児慢性特定疾病医療費
支給継続申請の受付開始

市民税・県民税の税額決定
通知書兼納税通知書を発送

児童発達支援センターあおば学園
見学受け付け

子宮頸がん・乳がん検診の
無料クーポン券送付

国民健康保険税
納税通知書を発送

令和4年保育園等入園予定児
保護者のための
すくすく子育て説明会

④ 2021年6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。

愛犬の散歩時はリード・ふん袋・水と、マナーを忘れずに。

▶市県民税（普通徴収） 第1期
▶国民健康保険税（普通徴収） 第1期
▶介護保険料（普通徴収） 第1期

6月の
納税
・
納付 6/30㊌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

※6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　è電話・市HPで
ô9～11月出産予定の初妊婦と夫　ë各10組　ö7/7㊌　①9時10分～②9時55分～③
13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5月生まれ（妊産婦・新生児訪問をした家庭を除く） ö6月下旬～7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 ö7/14㊌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　ö6/30㊌13時15分～
ô6～8か月児　ë各回12組　ö6/30㊌10時～
ô8か月～1歳2か月児　ë各回12組　ö6/29㊋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12月生まれ
ô平成30年3月生まれ

ö7/6㊋・20㊋
ö6/8㊋・22㊋

時間等の詳細は
個別通知に記載

ê6月末
ê5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）・胃内視鏡検診…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　ö11/30㊋まで　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（65歳以上は結核含む）　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　ö12/17㊎まで　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指定医療機関へ（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）
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）

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

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）　ö12/17㊎まで

口腔がん検診
視触診

ô50歳以上　ö令和4年1/28㊎まで　ß700円

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）

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、㊌…瀬崎・八幡コ
ミセン、㊍…稲荷コミセン、㊎…氷川・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（オンラインも可）

看護師による
地域健康相談
栄養相談è

　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
週間前までに各担当事務局へ連絡を。
■公民館運営審議会〈中央公民館☎
922-5344Ü925-0152〉…6/25 ㊎ 15 時
～　中央公民館第 1会議室で　定員 5
人（当日先着順）
■男女共同参画審議会〈人権共生課☎
922-0825Ü927-4955〉…6/28 ㊊ 14 時
15 分～ 市役所西棟第 1・2会議室で　
定員 2人（当日先着順）
■情報公開・個人情報保護審議会〈庶務
課☎922-0954Ü922-3091〉…6/30 ㊌ 10
時30分～ 市役所西棟第1～3会議室で　
定員2人（当日先着順）

　体が気温の
上昇に慣れて
いないこの時
期は、熱中症
になる人が増
える時期でも
あります。市
内では、公共
施設のほか、
草加市薬剤師会加盟薬局を暑さをしの
ぐ一時休息所「クールオアシス」とし
て設置しています（新型コロナウイル
スの感染予防に配慮しています）。こ
のポスターを目印に気軽に立ち寄って
ください。
■普段から気をつけること
・1時間あたりコップ半分程度の水分
　補給を。汗をかいたらスポーツドリ
　ンクなど塩分を含んだ飲料で補給を。
・マスク着用により水分摂取が少なく
　なります。いつも以上の補給を。
・寝る前にもコップ１杯程度を摂取。

・高年者や持病のある人は室内でも注
　意を。エアコンや扇風機を活用しま
　しょう。
■おかしいと思ったら
・熱中症の症状はめまい、頭痛、吐き
　気、倦怠感など。おかしいと思った
　ら、涼しい場所に避難し、医療機関
　に相談を。
・疑われる人がいたら、涼しい場所へ
　避難させ、衣服を緩めて体を冷やす
　とともに水分や塩分の補給を。
・意識がない、けいれんを起こしてい
　るなどは重症。すぐに119番通報を。
ε健康づくり課☎922-0200Ü922-1516

　対象者に成人歯科健診受診通知票を
送付しました。口の健康を守ることは
体の健康を守るひとつの方法です。通
知に記載の指定医療機関に問い合わせ
の上、受診を。費用500円。転入等で通
知票が届かない人は連絡してください。
●対象者
40歳：昭和56年4/2～同57年4/1生

45歳：昭和51年4/2～同52年4/1生
50歳：昭和46年4/2～同47年4/1生
55歳：昭和41年4/2～同42年4/1生
60歳：昭和36年4/2～同37年4/1生
65歳：昭和31年4/2～同32年4/1生
70歳：昭和26年4/2～同27年4/1生
●受診期間
令和4年1/28㊎まで
ε健康づくり課☎922-0200Ü922-1516

　6月は「食育月間」、毎月19日は「食
育の日」です。新型コロナウイルス感
染防止のため免疫力を上げるにも、バ
ランスよく、規則正しく食べることが
大切です。市HP（QRコード）では、赤
ちゃんから高年者までの健やかな食生
活に役立つ情報を掲載しています。ぜ
ひ家庭での食生活に活用してください。
●もう一皿、野菜を食べよう！
　野菜はビタミンやミネラルを豊富に
含み、血圧を安定させたり、血糖値の
上昇を穏やかにしたりする働きがあり

ます。1日350g以上、目安は1日5～6皿
（1食1～2皿）です。もう一皿多く食
べたり、いつものメニューに野菜を添
えたりしてみましょう。彩りもよくな
り、食卓を豊かにしてくれます。
ε健康づくり課☎922-0200Ü922-1516

熱中症に気をつけて
「クールオアシスそうか」の利用を

『健康はお口から』
成人歯科健診受診通知票を送付

審議会
6月は「食育月間」
もう一皿、野菜を
食べよう！

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6月5日号



⑥ 2021年6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。

シルバーカルチャー教室

高年者向け

　介護者のつどいは介護をしている人、
していた人、する予定の人対象。
■介護者のつどい　6/12㊏13時30分～
15時。会場は新里文化センター。ε谷
塚西部（包）☎929-0014Ü929-5222
■認知症介護者のつどい　6/16㊌13時
15分～14時30分。会場は勤労福祉会館。

ε

☎ Ü

地域包括支援センター（包）
介護者のつどい・介護予防教室

　7/3㊏～12/6㊊10時～11時30分また
は13時30分～15時。全16回。会場は
ふれあいの里。健康・口腔・栄養・教
養講座、介護予防運動を行います。60
歳以上対象。定員15人（平成30年度卒
業の第1期生も申込可）。è6/9㊌10時
から電話でふれあいの里へ。☎920-62
22Ü920-6251

è

☎
Ü

ふれあいカレッジ
～介護予防と健康づくり～

ε新田西部（包）☎946-0520Ü946-0523
■介護者のつどい　6/16㊌18時30分～
20時。会場は旧かっぱ天国。ε草加安
行（包）☎921-2121Ü928-8989
■ゆる体操～いつまでも若々しく～　
6/16㊌14時～15時30分。会場は苗塚会
館。筋力低下を防いで転倒防止を。65
歳以上対象。定員15人。è6/7㊊から草
加安行（包）へ。☎921-2121Ü928-8989
■体操教室　6/16㊌14時～15時30分。
会場はふれあいの里。指導員による効
果的な体操の指導と運動。65歳以上対
象。定員20人。è6/7㊊から谷塚西部
（包）へ。☎929-0014Ü929-5222
■はつらつバルーン体操　6/23㊌13時
30分～14時30分。会場は川柳文化セン
ター。いろいろな体力プログラムで楽
しく体力づくり。65歳以上対象。定員
30人。室内靴持参。è6/7㊊から草加
川柳（包）へ。☎932-7007Ü931-0993

ε ☎ Ü

ε

☎ Ü

è

☎ Ü

è

☎ Ü

è

☎ Ü

■英会話入門　6/11・25、7/2の㊎15
時～16時30分。全3回。会場は勤労青
少年ホーム。定員10人。参加費2000円
（教材費別）。è6/7㊊からシルバー人
材センターへ。☎928-9211Ü928-9209

è

☎ Ü

普通救命講習Ⅰ

　7/3㊏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10人。応募多数の
場合は抽選。è6/25㊎までに北分署へ。
☎944-7301Ü944-8188

è

☎ Ü

みんなでまちづくり会議

　7/12㊊16時～18時。会場は高砂コミ
セン。議題は「SDGsの視点から考え
る草加のまちづくり」。まちづくり活
動をしている人、これから始めたい人
対象。定員30人。è6/30㊌までにみん
なでまちづくり課へ。☎922-0796Ü92
2-3406

è

☎ Ü

60歳からのスポーツサロン

　身体を動かす実技中心の講座です。
60歳以上対象。定員各35人。室内靴持
参。保険料実費負担。è 6/11㊎（必
着）までに往復はがきに種目・住所・
氏名・年齢・電話番号を記入し、〒34
0-8550スポーツ振興課へ。☎922-2861
Ü922-3172
■民踊　6/25～8/6（7/23を除く）の
㊎10時～12時。会場は中央公民館
■レクリエーションダンス　6/30～8/
18（7/28、8/11を除く）の㊌9時15分
～11時。会場は谷塚文化センター

è

☎
Ü

みんなで楽しく頭の体操

　6/11・18・25の㊎10時～11時。会場
はふれあいの里。簡単な体操とドリル
問題。60歳以上対象。εふれあいの里
☎920-6222Ü920-6251

ε

☎ Ü

にこにこサロン楽楽（らくらく）

　6/15㊋13時30分～14時30分。会場は
ふれあいの里。ぬりえ・おりがみ・簡
単なゲームほか。60才以上対象。εふ
れあいの里☎920-6222Ü920-6251

ε

☎ Ü

シニア大学まなびあい

　7/3㊏・17日㊏、8/26㊍、9/16㊍、
10/21㊍、11/18㊍、12/16㊍13時30分
～15時。全7回。会場はふれあいの里。
60歳以上対象。定員15人。è6/8㊋10
時から電話でふれあいの里へ。☎920-
6222Ü920-6251

è

☎
Ü

傾聴ボランティア
養成講座初級

　7/20㊋13時～16時30分。会場は草加
市文化会館。修了後に一人暮らしや日
中独居の高年者宅などを訪問して話し
相手となる「傾聴（おしゃべり）ボラ
ンティア」として活動できる人対象。
定員25人。è7/15㊍までに社会福祉協
議会へ。☎932-6770Ü932-6779

è

☎ Ü

優良運転者の表彰

　5年以上の無事故・無違反の交通安
全協会員を表彰します。è7/1㊍～30
㊎に草加地区交通安全協会（草加警察
署内）で配布する申込用紙に必要書類、
無事故・無違反証明書（有料。発行に
2週間程度かかります）を添えて、同
協会事務局へ。☎944-6241Ü951-3468

è

☎ Ü

　6/24㊍10時～12時または30㊌14時～
16時。会場は草加市文化会館。簡単な
手話と聴覚障がい者とのコミュニケー
ションを学びます。中学生以上対象。
定員各15人。è草加市社会福祉協議会
へ。メール（QRコード）も可。☎932-
6770Ü932-6781　

手話体験講座

　6/13㊐14時～15時。会場は歴史民俗
資料館。昭和時代初期製作のフロア型
機械式蓄音機で、懐かしのSPレコード
を鑑賞します。ε同館☎922-0402Ü92
2-1117

歴史民俗資料館
蓄音機コンサート

　6/25㊎14時～16時。会場は歴史民俗
資料館。未知の疫病や災厄に対し、草
加の先人たちは心から恐れ、神・仏に
平癒を祈りました。その一端をご紹介
します。定員30人。è6/6㊐から電話
で同館へ。☎922-0402Ü922-1117

れきみん講座
草加地域の悪疫退散について

　7/3㊏9時45分～。会場は中央図書館。
NHKスペシャルデジタルリマスター版
映像の世紀から第9集「ベトナムの衝
撃」と第10集「民族の悲劇果てしな
く」を上映し、平和のあり方を考えま
す。定員30人（応募多数の場合は抽
選）。è6/21㊊（必着）までに、はが
きに住所・氏名・電話番号を記入し、
〒340-8550人権共生課「平和DVD上映
会」係へ。1通で2人まで可（氏名を明
記）。メール（QRコード）も可。☎
922-0825Ü927-4955

平和DVD上映会
「ベトナムの衝撃」
「民族の悲劇果てしなく」

　6/26㊏10時～16時。会場は伝統産業
展示室「ぱりっせ」。動物アクセサリ
ーづくりなどのレザークラフト体験を
行います。1回500円。εぱりっせ☎
Ü931-1970

草加の地場産業
レザークラフト体験

　6/27㊐9時30分～11時。会場は市民
体育館。正しいラジオ体操を身につけ、
ラジオ体操指導員として活動しません
か。講師は元NHKテレビ・ラジオの体
操指導者の長野信一氏と現アシスタン
トの戸塚寛子氏。定員100人。保険料
50円。室内靴持参。è6/7㊊からスポ
ーツ振興課へ。メール（QRコード）も
可。☎922-2861Ü922-3172

ラジオ体操
指導者養成講習会

　7月の河川愛護月間にちなみ、市内
の川・橋・水辺を題材にした写真を募
集します。入賞作品は7/21㊌～8/16㊊、
葛西用水緑橋・であいの森で展示しま
す。市内で撮影した未発表作品で、四
つ切りまたは六つ切り相当のカラー写
真、1人5点まで。è6/30㊌までに河川
課で配布する応募用紙を作品に添えて
同課へ。☎922-2172Ü922-2124

7月は河川愛護月間
川などを題材にした写真募集

　10/10㊐10時～。会場は県内の大学
等。国家資格等を取得または施設等に
おいて相談援助業務に従事した期間が
5年以上かつ900日以上の人対象。受験
料1万3800円。試験案内（申込用紙）
は介護保険課、草加市社会福祉協議会
で配布中。è6/30㊌までに申込用紙を
県社会福祉協議会へ。☎048-824-3111
Ü048-822-1449

県介護支援専門員
実務研修受講試験

　6/16㊌～21㊊（最終日は15時まで）。
会場は中央図書館。差別や偏見などに
よる人権侵害のない社会の実現を目指
し、市は令和2年6月、人権尊重都市を
宣言しました。多種多様な人権問題に
ついて考える契機として人権啓発パネ
ル展を開催します。ε人権共生課☎92
2-0825Ü927-4955

人権啓発パネル展
人権尊重都市宣言と様々な人権

　6/20㊐～。会場は工業団地公園野球
場・総合運動場。市野球連盟登録チー
ム対象。参加費1万4000円。è6/11㊎
までにチーム名・代表者名をメールで
草加市野球連盟（QRコード）へ。ε
そうか公園☎931-9833Ü935-9833

市民体育祭市長旗争奪
市民軟式野球大会

　7/13㊋・14㊌10時～15時30分。全2
日。会場は草加市文化会館。定員40人。
講師は埼玉県立大学教授の川越雅弘氏
ほか。制度概要や介護の基礎・実態を
学びます。介護予防・日常生活支援総
合事業の通所介護・訪問介護のサー
ビス提供はNPO法人や民間企業、住民
ボランティアでも、介護福祉士・看護
師等の有資格者やこの研修修了者が担
うことができます。è6/30㊌までに草
加市社会福祉協議会へ。☎932-6770Ü
932-6779

介護予防・日常生活支援
総合事業担い手研修会

ドナルド・キーン先生と草加のゆかり展
6/10㊍～25㊎10時～16時（15㊋・16㊌を除く）　

　漸草庵「百代の過客」の命名・揮ごう者で、市の文化芸術振興に寄与さ
れたドナルド・キーン先生。誕生月の6月に先生をしのび、感謝の意を込め、
写真や資料で市とのゆかりを辿ります。また、手書きの原稿や生前の愛用
品も展示します。会場のお休み処では、幼少期の愛犬をモチーフにした上
生菓子を期間限定で提供します（抹茶付き500円）。

草加市文化会館 931-9325Ü936-4690ε草加市文化会館☎931-9325Ü936-4690 漸草庵 お休み処
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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。
■草加市ダンススポーツ連盟　6/6㊐
13時20分～16時15分　谷塚文化セン
ター　競技選手リボン待機　参加費
500円　飲み物ご持参ください　ε川
端☎935-9861
■スポーツウエルネス吹矢体験会　
6/8㊋13時～15時、6/13㊐・26㊏9時～
11時　瀬崎コミセン　無料　ε石井☎
090-9310-5460
■スポーツウエルネス吹矢体験会　6/
10㊍・15㊋・20㊐・22㊋・29㊋9時～

ε

☎

ε ☎

子ども・親子向け

11時　中央公民館　無料　ε関根☎09
0-4062-1356
■たまrin子育てセミナー「子どもの
能力を引き出すほめ方・しかり方」　
6/10㊍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
■スポーツウエルネス吹矢体験　6/12
～26の㊏13時～15時　八幡コミセン　
全3回　参加費無料　用具不要　è山
田☎944-8837
■スポーツウエルネス吹矢体験会　6/
13㊐・26㊏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
■不登校相談会　6/17㊍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

ε ☎

ε

☎

è

☎

ε ☎

ε

☎

　7/11㊐10時～15時（雨天時18㊐）。
会場はそうか公園。テント張りなど初
心者に向けたキャンプ体験を行います。
小学生と保護者対象。定員15組。参加
費1組1500円。è6/6㊐から電話でそ
うか公園へ。☎931-9833Ü935-8510

è

☎ Ü

初めての
親子デイキャンプ

　10/10㊐11時30分開演。会場は草加
市文化会館。小学3年生～高校生対象。
定員40人。7/22㊗ほか8回程度のレッ
スンへの参加必須。参加費小・中学生

草加ふささらダンスフェスティバル
キッズダンス参加者募集

保育園夏期アルバイト
（会計年度任用職員）

■介護者サロン「らくだ」　6/18㊎　
わ～くわっく草加　「こもれび」　6/
24㊍　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
■介護者の集い「オアシス」　6/19㊏
10時～12時　中央公民館　6/22㊋10時
30分～12時　瀬崎平成塾　7/6㊋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　6/20㊐9時30
分～13時　新田西文化センター　洋裁
の基礎を学び素敵な作品を作りましょ
う　材料費1000円　è竹花☎090-6657-
4005
■氷川ダンス倶楽部フリーダンス　6/
20㊐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・
会員多数待機　参加費700円　ε太田

ε

☎

ε

☎

è ☎

ε

　6/20㊐10時～12時または13時30分～
15時30分。会場はふれあいの里。定員
各4人。小学3～6年生対象。参加費300
円。白い靴下持参。è6/7㊊10時から
電話でふれあいの里へ☎920-6222Ü92
0-6251

è

☎ Ü

かけはしサロン

ジュニア茶道教室

　7/14㊌13時～14時。会場はであいの
森。講話「水分補給について」・体操
ほか。60歳以上対象。定員10人。è6/
9㊌10時から電話でであいの森へ。☎
936-2791Ü936-2792

è

☎
Ü

草加市文化会館

　6/15㊋・16㊌は館内消毒のため臨時
休館します。ε草加市文化会館☎931-
9325Ü936-4690

ε ☎
Ü

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）

☎090-3520-7309
■彩の会展（油絵）　6/24㊍～28㊊10
時～17時（初日は13時から、最終日は
15時まで）　アコスギャラリー　ε柳
堀☎090-7287-4009
■遺言書の書き方と終活を学ぼう　6/
26㊏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
■中国茶で語りましょう　6/27㊐13時
30分～　中央公民館　アイヤー！ビッ
クリな中国体験を中国茶をいただきな
がら交流　参加費500円　èサークル
中国大好き武藤☎090-3574-1031
■フルートだよ！全員集合！～地域の
フルート愛好家による演奏会　7/4㊐
13時～　中央公民館　ゲストさかはし
矢波（東京フィル）　定員100人　ε草加
松原笛の会ひまわり☎090-1607-8917

☎

ε

☎

è ☎

è

☎

ε

☎

8000円、高校生9000円（衣装・保険
料等含む）。申込期間は6/7㊊9時～18㊎
20時。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☎931-9325Ü936-4690

ε

☎ Ü

　勤務は7/1～8/31の㊊～㊎8時30分～
17時のうち週19時間以内。時給1083
円（保育士資格者1120円）。高校生以
下は不可。場所は市内公立保育園。è
6/16㊌までに会計年度任用職員申込書

è

記念体育館・市民体育館
・吉町テニスコート

　6/7㊊は施設整備のため終日休館し
ます。ε草加市スポーツ協会☎928-63
61Ü922-1513

ε ☎
Ü

と資格証の写しを保育課へ持参。☎92
2-1491Ü922-3274

☎
Ü

佐藤医院
9時～12時・14時～17時

谷塚町831
☎925-4952
院内処方

草加松原整形外科医院
16時～19時
松江2-3-26
☎935-4838
院内処方

草加松原整形外科医院
16時～19時
松江2-3-26
☎935-4838
院内処方

豊田クリニック
9時～12時
柿木町1127-1
☎930-3636

アイン薬局☎954-9193

豊田クリニック
9時～12時
柿木町1127-1
☎930-3636

アイン薬局☎954-9193

内
科

外
科
・
午
前

外
科
・
午
後

6/6㊐ 6/13㊐

山崎クリニック
9時～12時
中央2-4-11
☎924-1375

そうごう薬局☎928-1431

内
科

外
科
・
午
前

外
科
・
午
後

神谷医院
9時～12時・14時～17時

吉町3-1-3
☎922-2616

アイセイ薬局☎926-2330

草加松原整形外科医院
16時～19時
松江2-3-26
☎935-4838
院内処方

6/20㊐

内
科

外
科
・
午
前

外
科
・
午
後

みなみ草加クリニック
9時～12時・14時～17時

新里町107-1
☎924-0600

薬局薬泉堂☎924-1566

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）。薬局は当番医周辺の営業している薬局です（時間は各局へ問い合
わせてください）。市立病院周辺の薬局は㊐㊗も交代で営業しています。

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
㈲イワセポンプ店
㈲井戸浅水道工事店
㈲やまと水道

手代3-11-8
八幡町802
氷川町429-4

☎922-2429
☎931-3330
☎927-8519

6/6㊐
13㊐
20㊐

㊐㊗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



　これからの多様な生き方を考えてみませんか。西原さつき氏によ
る講演のほか、共創や理解浸透・風土づくり等のダイバーシティ＆
インクルージョン(※)に取り組み、独自の商品開発や企業運営を行
っている(株)丸井グループによる発表も行います。
※個々の違いを受け入れ、認め合い、生かしていくこと
■定員　230人（応募多数の場合は抽選）
ω6月30日㈬（必着）までにはがきに住所・氏名・電話番号・手話
通訳希望の有無・車いす利用者はその旨を記入し、〒340-8550人権
共生課「人権啓発講演会」係へ（メールでも可）。1通で2人まで可
（氏名を明記）。重複応募不可。

　令和4年1月10日㈷に開催する「新成人のつどい」の企画・運
営等を行う実行委員を募集します。
■対象　平成13年4月2日～同14年4月1日生まれの市内在住者
■内容　式典内容や案内状の検討（7月から月1回程度委員会を

実施）、当日の司会進行ほか
ω6月30日㈬までに氏名・住所・連絡先を生涯学習
課へ（ファクス、マイ・ステージ（QRコード）で
も可）。

　「そうかリノベーションまちづくり構想検討委員会」の委員長
で、そうかリノベーションまちづくりでは総合プロデューサーとし
て家守会社の経営指導などを務めている清水義次氏が、谷塚の未来
を自分たちでつくりたいと考える人たちに向けて、谷塚駅周辺エリ
アを変えるために「今、聞いてほしいこと」をお話しします。
■日時　6月29日㈫午後6時～7時30分　■定員　50人
■会場　藤白家（谷塚一丁目22-22）
ω6月22日㈫までに草加市電子申請・届出サービス
（QRコード）で（電話、ファクスも可） 。

■対象　15歳以上（中学生を除
く）の市内在住・在勤・在学者
と市内公共施設で活動している
団体等の人
■募集部門　日本画、洋画、彫
刻、工芸、書、写真
■出品料　1点につき1000円
（各部門1人1点。彫刻・工芸は
2点まで可）
■申し込み　文化観光課・公民
館ほかで配布（市ホームページ
からも入手可）する応募要項を
確認の上、作品に申込書と出品
料を添えて作品搬入時にアコス
会議室・ギャラリーへ。
■作品搬入日　10月8日㈮・9
日㈯いずれも午前10時30分～午
後5時

⑴日本語俳句「一般の部」「小・中・高校生の部」
いずれも雑詠句2句・テーマ句1句で1組とし、郵送、持
参、専用ホームページ上の投句フォームからのいずれか。

⑵外国語俳句の部（英語・フランス語）
専用ホームページ上の投句フォームからのみ。
※⑴⑵ともに応募数に上限はありません。1人何回でも可能です。

●日本語俳句「一般の部」
雑詠句2句、テーマ句1句の計3句1組で1000円
●日本語俳句「小・中・高校生の部」、外国語俳句の部　無料

西原さつき氏　乙女塾project主宰・俳優
　幼少期より男性として生を受けたことに違和感を覚え、26歳
に性別適合手術を受ける。学生服の共同開発や学校での講演
会、テレビドラマなど幅広く活動。

清水義次氏　(株)アフタヌーンソサエティ代表
　千代田区、北九州市、岩手県紫波町など全国で、民間のみな
らず公共の遊休不動産を活用し、エリア価値を向上させるリノ
ベーションまちづくり事業をプロデュースしている。

問文化観光課
　☎922-2968Ü922-3406
問文化観光課
　☎922-2968Ü922-3406

問人権共生課☎922-0825Ü927-4955
　 jinken-kyosei@city.soka.saitama.jp
問人権共生課☎922-0825Ü927-4955
　 jinken-kyosei@city.soka.saitama.jp

問〒340-8550文化観光課☎922-2968Ü922-3406問〒340-8550文化観光課☎922-2968Ü922-3406

作品募集中

LGBT
人権啓発講演会

について考える

7/17㈯午後2時
会場：アコスホール

草加市美術展
10月22日㈮～30日㈯開催

「新成人のつどい」
　　　実行委員募集
問生涯学習課☎922-2819Ü922-3498
　shogaigaku@city.soka.saitama.jp
問生涯学習課☎922-2819Ü922-3498
　shogaigaku@city.soka.saitama.jp

問産業振興課☎922-0839Ü922-3406問産業振興課☎922-0839Ü922-3406

まちの学校
～谷塚を変えるリノベーションまちづくり～

「草加松原・松並木・松」の
いずれかを詠んだもの
※日本語俳句のみ。

応募
方法

●日本語俳句

選 者(敬称略) 投 句テーマ

投 句料

●外国語俳句

黒田 杏子

▲市ホームページ

井上 康明 長谷川 櫂 ディヴィッド・
バーレイ

おくのほそ道
草加松原
国際俳句大会
作品募集

7月16日㈮～9月17日㈮募集
期間

募集
部門

日本語俳句 一般の部
日本語俳句 小・中・高校生の部
外国語俳句の部（英語・フランス語）

俳聖松尾芭蕉が『おくのほそ道』の旅の冒頭に訪れた歴史ある宿場町、草加。旅立ちから330年を記念して開催した前回大会では国
内外から数多くの作品が寄せられました。今回も、日本語と英語・フランス語による俳句作品を募集します。奮ってご応募ください。
受賞作品の発表は令和4年2月を予定。詳細は市ホームページ・文化観光課及び市内公共施設で配布する募集要項をご確認ください。

テーマ句雑詠句
（自由句）1 2

草加人のための情報紙　広報「そうか」⑧ イベント・講座情報2021年6月5日号

市の人口　令和3年5月1日現在　25万638人（男12万6730人・女12万3908人）/前月比59人増/世帯数12万1047世帯
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