
台風26号 台風19号
（H25.10.16）（R1.10.12）

総雨量

浸水面積

床上浸水

床下浸水

231.5mm

41.5mm

57路線

70箇所

312.6ha

19件

138件

276.5mm

42.5mm

3路線

14箇所

18.07ha

0件

2件

時間最大
雨量
通行止め
路線数
道路冠水
箇所

折り込んである「東京2020オリンピック・パラリンピック特集」は、抜いて読んでください。

新型コロナワクチン情報

水害に強いまちを目指して水害に強いまちを目指して  大雨に
負けない

！

流す・貯める・備える 取り組み
問建設管理課 ☎922-2069 5922-3152

新田駅

草加駅

谷塚駅

獨協大学前駅

　台風26号（平成25年）
　の浸水箇所
　台風19号（令和元年）
　の浸水箇所

令和元年の台風19号では
浸水被害が大きく減少 水が溜まりやすい草加市

大雨への備えが大切です
●草加市は、地盤が低いため
　大雨が降ると道路冠水や床
　上・床下浸水などの水害を
　受けやすい地形です。
●排水機場の新設やポンプの
　増強、雨水貯留施設の整備
　などにより、年々被害は減
　少していますが、想定外の
　大雨に備えて普段から準備
　をしておきましょう。

　市内の排水施設で
は、水門を閉めて大
きな川からの逆流を
防ぎつつ、排水ポン
プで小さな川から大
きな川へ排水します。

●水害の恐れがある時は市職員が24時間
　体制で排水機場の運転、道路のパトロ
　ールや交通規制などを行います。
●災害協定を締結した企業などと協力し、
　水防活動を行います。

　大型化する台風や豪雨などで危
険を伴う時に配置することで、安
全を確保しながら、冠水箇所をお
知らせします。

流す

古綾瀬川排水機場神明排水機場

南後谷排水機場

中央ポンプ場

瀬崎排水機場

伝右川排水機場

中井堀排水機場
辰井川排水機場

新里排水機場

横手堀ポンプ場

松江第1排水機場

松江第２排水機場
八潮排水機場松原排水機場

旭排水機場

長栄排水機場

非常時には24時間体制で
水防活動を行います

　市内には地図上の施設のほかにも小規模な排水施設がたく
さんあり、新たに毛長川へ排水するためのポンプを新里防災
広場（新里グラウンド）南側に設置しました。

新里グラウンド南側
の河川にポンプを新設

●側溝や排水溝の清掃をしておく
●こまめに気象情報の確認を
●ハザードマップの確認を
●思いもよらない場所からの浸水対策を

貯める

備える

雨風に強く、人と同じ高さで目立つ！

エアーサンドバックを
活用した交通誘導標を試験導入

市内最大級の
雨水貯留施設が完成
市内最大級の
雨水貯留施設が完成

浸水被害を最小限に抑えるためには、
家庭でできる取り組みや情報収集など、
皆さんの普段からの備えが大切です。

浸水被害を最小限に抑えるためには、
家庭でできる取り組みや情報収集など、
皆さんの普段からの備えが大切です。

　松原四丁目の「（仮称）松原テニスコート」予定地の
下に設置。この施設は、大雨の際、約1万500㎥（25m
プール約22杯分）の雨水を一時的に貯め、河川の水位
が低下した後にゆっくりと河川へ排水します。

皆さんの
力でもっと
強いまちへ

6面 「水のう」を活用した浸水対策を紹介

8面

た

たた

た

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・２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・・・・・・・・・
その他の地域

No.1275

令和 　 年（2021年）

日号20

☎048-922-0151（代）
5048-922-30913

月6



■5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0.08／最小値0.07（市役所前）

　現在使用中の国民健康保険の保険証（兼高齢受給者証）の有効期
限は、7月31日㈯です。8月から使用する保険証は、7月中旬に特定
記録郵便で郵送します。
※郵送数が多いため、届くまでに時間がかかる場合があります。
■70～74歳の国民健康保険の加入者の皆さんへ
　所得などに応じて自己負担割合を記載した「保険証兼高齢受給
者証」を郵送します。

■保険証の記載内容を変更する場合（氏名・世帯主氏名・住所等）
　市民課またはサービスセンターで住民登録情報の変更手続きを
行ってください。手続き後、保険年金課またはサービスセンター
で保険証を差し替えます。

　現在使用中の国民健康保険の保険証（兼高齢受給者証）の有効期
限は、7月31日㈯です。8月から使用する保険証は、7月中旬に特定
記録郵便で郵送します。
※郵送数が多いため、届くまでに時間がかかる場合があります。
■70～74歳の国民健康保険の加入者の皆さんへ
　所得などに応じて自己負担割合を記載した「保険証兼高齢受給
者証」を郵送します。

■保険証の記載内容を変更する場合（氏名・世帯主氏名・住所等）
　市民課またはサービスセンターで住民登録情報の変更手続きを
行ってください。手続き後、保険年金課またはサービスセンター
で保険証を差し替えます。

■商品券の概要　・1冊1万3000円分の商品券を1万円で販売
・1人3冊まで購入可能

■商品券の概要　・1冊1万3000円分の商品券を1万円で販売
・1人3冊まで購入可能

■申込方法　次のいずれかの方法で（1人1回のみ）■申込方法　次のいずれかの方法で（1人1回のみ）

　地域から愛着をもたれる事業所づくりを進める市内事業所を「草
加市うるおい工房」に認定します。認定事業所には認定銘板を授与
するほか広報などでPRします。認定にはプレゼンテーション等の
審査あり。募集要項と申請書は産業振興課で配布するほか、草加市
産業振興支援情報サイト「あっ、そうか.net」からも入手できます。
■対象　市内に主たる事業所を有し、1年以上の事業実績がある。
■要件　次のいずれかに該当し、認定後も継続できる事業所。
①周囲の環境に配慮し、工場外観の美化や植栽などに努めている。
②工場等施設の一部を市民に開放し、地域の交流の場を提供する
など、社会貢献に努めている。

③工場見学や作業体験など積極的に受け入れ、モノづくりへの親
しみや理解、興味の喚起などを行っている。

④技術や生産品が本市を代表するもので、本市のイメージアップ
に貢献している。

　地域から愛着をもたれる事業所づくりを進める市内事業所を「草
加市うるおい工房」に認定します。認定事業所には認定銘板を授与
するほか広報などでPRします。認定にはプレゼンテーション等の
審査あり。募集要項と申請書は産業振興課で配布するほか、草加市
産業振興支援情報サイト「あっ、そうか.net」からも入手できます。
■対象　市内に主たる事業所を有し、1年以上の事業実績がある。
■要件　次のいずれかに該当し、認定後も継続できる事業所。
①周囲の環境に配慮し、工場外観の美化や植栽などに努めている。
②工場等施設の一部を市民に開放し、地域の交流の場を提供する
など、社会貢献に努めている。

③工場見学や作業体験など積極的に受け入れ、モノづくりへの親
しみや理解、興味の喚起などを行っている。

④技術や生産品が本市を代表するもので、本市のイメージアップ
に貢献している。

■対　　象　①②全て満たすこと。ただし、対象月が休業・時短営
業の要請に伴う埼玉県感染防止対策協力金の支給対象となってい
る場合は支給対象外。
①まん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業または外
出自粛等の影響を受けている。

②まん延防止等重点措置が実施された月のうち措置の影響を受け
て売り上げが2019年または2020年の同じ月と比べて50％以上
減少している。

■給付月額　中小法人等：上限20万円
個人事業主：上限10万円

ω4・5月分は8月15日㈰まで、6月分は7月1日㈭～8月31日㈫に月次
支援金ホームページ（QRコード）で申し込みを。

■対　　象　①②全て満たすこと。ただし、対象月が休業・時短営
業の要請に伴う埼玉県感染防止対策協力金の支給対象となってい
る場合は支給対象外。
①まん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業または外
出自粛等の影響を受けている。

②まん延防止等重点措置が実施された月のうち措置の影響を受け
て売り上げが2019年または2020年の同じ月と比べて50％以上
減少している。

■給付月額　中小法人等：上限20万円
個人事業主：上限10万円

4・5月分は8月15日㈰まで、6月分は7月1日㈭～8月31日㈫に月次
支援金ホームページ（QRコード）で申し込みを。

　国の決定により、後期高齢者医療保険料の軽減特例措置の内容が
変更されました。令和2年度に7.75割の軽減特例を適用していた人
は、令和3年度以降は制度本来の7割軽減に移行します。
■令和3年度の保険料は7月中旬に納付通知書を発送
　通知書に記載された納付期限までに市指定金融機関等で納付し
てください。また、年金から引き落とされている特別徴収の人は、
保険料額決定通知書を発送します。
　なお、どちらの納付も口座振替に変更できます。希望者は後期
高齢者・重心医療室で手続きしてください。

■後期高齢者医療保険料　軽減特例措置

　国の決定により、後期高齢者医療保険料の軽減特例措置の内容が
変更されました。令和2年度に7.75割の軽減特例を適用していた人
は、令和3年度以降は制度本来の7割軽減に移行します。
■令和3年度の保険料は7月中旬に納付通知書を発送
　通知書に記載された納付期限までに市指定金融機関等で納付し
てください。また、年金から引き落とされている特別徴収の人は、
保険料額決定通知書を発送します。
　なお、どちらの納付も口座振替に変更できます。希望者は後期
高齢者・重心医療室で手続きしてください。

■後期高齢者医療保険料　軽減特例措置

※先着順ではありません。
※申し込み多数の場合は、市民優先で抽選を行います。
※先着順ではありません。
※申し込み多数の場合は、市民優先で抽選を行います。

・1000円券×7枚
・全ての取扱事業者で
　使用可能

・1000円券×7枚
・全ての取扱事業者で
　使用可能

見本
共通券（7000円分）

・500円券×12枚
・大型店（一部除く）以外で
　使用可能

・500円券×12枚
・大型店（一部除く）以外で
　使用可能

専用券（6000円分）
見本

　対象者の所得要件
(同一世帯内の被保険者
及び世帯主の総所得金
額等の合計額)

【令和3年度以降】
43万円+10万円×(年
金・給与所得者の数※
ー1)以下
【令和2年度】
33万円以下

上記のうち、同一世帯
内の被保険者全員が年
金収入80万円以下(他の
各種所得なし)

均等割額の軽減割合
（　）内は軽減後の均等割額

制度本来の
軽減割合

7割
（1万2510円）

7割
（1万2510円）

【特例】
7.75割

（9380円）

7割
（1万2510円）

令和2年度 令和3年度

※年金・給与所得者の数とは
　同一世帯内の被保険者及び世帯主のうち、給与所得がある人（給与収入が55万1000円以上）
または公的年金等所得がある人（公的年金収入が令和3年1月1日時点で65歳以上は125万円
超、65歳未満は60万円超）の数。

※年金・給与所得者の数とは
　同一世帯内の被保険者及び世帯主のうち、給与所得がある人（給与収入が55万1000円以上）
または公的年金等所得がある人（公的年金収入が令和3年1月1日時点で65歳以上は125万円
超、65歳未満は60万円超）の数。

☎928-8121
（平日午前10時～午後4時）

問い合わせ先
令和3年度草加市プレミア
ム付商品券事業実行委員会
（草加市商店連合事業協同
組合）へ。

☎0120-211-240
（毎日午前8時30分～午後7時）

問い合わせ先
経済産業省
月次支援金
事務局

インターネット
【6月24日㈭午前9時～】

専用申込はがき
【案内冊子に付属】

・広報そうか7月5日号と同時配布
・必要事項を記入し郵送（必着）

購入申込フォーム（QRコード）
に必要事項を入力

問産業振興課☎922-3073Ü922-3406Ü

国民健康保険
保険証を7月中旬に郵送
問保険年金課☎922-1592Ü922-3178Ü

8月から
使用

草加市うるおい工房
事業所
募集

軽減特例措置の変更
問後期高齢者・重心医療室☎922-1367Ü922-3178Ü

購入申込の受付開始

後期高齢者医療保険料

市内外に企業アピール・
イメージアップに

□申7月16日㈮までに産業振興課へ。☎922-3477Ü922-3406□申 Ü

中小法人・個人事業主
のための月次支援金

まん延防止等重点措置の影響緩和発行総額13億円！プレミアム率30％

購入申込期間：6月24日㈭～7月21日㈬（必着）

問産業振興課☎922-3477Ü922-3406Ü

② 草加人のための情報紙　広報「そうか」市政情報2021年6月20日号



○PM2.5（単位：マイクログラム／㎥）最大値22.3／最小値3.9（花栗中学校内）　○給食の放射性物質の検出なし

　草加らしい魅力あるまちづくりを推進していくため、平成20年に
策定された「草加市景観計画」を改定しました。
　改定に当たっては、第四次草加市総合振興計画の策定、草加市都
市計画マスタープランの改定、社会環境・価値観の変化、市民ワー
クショップや事業者アンケートなどを参考に改定しました。
■改定のポイント
・市内10のコミュニティブロックごとの景観の特徴や景観づくり
の方針を設定
・草加松原を生かした「にぎわい交流エリア」の景観づくりの方針
を設定
・まちづくりが進んでいる地区を景観重点地区として位置付け
・1人で始められる身近な景観づくりの視点やアイデアを掲載
■ぜひ手にとってみてください
　冊子は、市ホームページ、市内各公共施設で閲覧できるほか、都
市計画課、市役所情報コーナー、中央図書館で販売しています（1部
500円）。また、身近なことから始めら
れる景観づくりのアイデアなどをまと
めた「草加市景観づくりの手引き」を、
都市計画課、市役所情報コーナー、コ
ミセンほかで配布しています。

【市内交通事故の特徴】
■発生時間帯：午前6時～10時、午後4時～8時の通勤時間帯
■主な原因：安全不確認、前方不注意
■年齢：40代が最も多く、次いで50代、65歳以上 

【自転車を利用する皆さんへ】
自転車安全利用五則を守りましょう。
①自転車は車道が原則、歩道は例外
②車道は左側を通行
③歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行
④安全ルールを守る
⑤子どもはヘルメットを着用

【歩行者の皆さんへ】
•横断歩道では左右の確認・
手を挙げるなど横断する意
思を明確に伝えましょう。

•夜間は反射材や明るい色の
服を身に付けましょう。

■対象者　世帯全員の収入総額が月額15万8000円以下で、①～⑧
の要件を満たす世帯。

　①現に同居し、または同居しようとする親族がいる【2人以上の
世帯向け住戸希望者のみ】

　②高年者、障がい者、離職退去者の単身世帯【単身世帯向け住戸
希望者のみ】

　③現に住宅に困窮していることが明らか
　④市内に1年以上住所を有している
　⑤市税等を滞納していない
　⑥住民基本台帳に記録され、在留資格が永住者【外国人のみ】
　⑦暴力団員でない
　⑧収入要件・入居者資格要件を満たす
ω 7月1日㈭～21日㈬（消印有効）に資産活用課へ。申請者及び入
居しようとする親族の個人番号（マイナンバー）が必要です。詳細
は7月1日㈭から資産活用課、市役所総合案内、サービスセンター
で配布する募集案内（市ホームページからも入手可）で確認を。

　子ども・子育て支援新制度や次世代育成支援対策等について意見
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（8月19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　8月19日～令和5年8月18日
■報　　酬　会議1回につき7000円
■公開抽選　7月27日㈫午後2時から市役所第二庁舎小会議室で
ω 7月16日㈮までに市役所情報コーナー、サービスセンターほかで
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「草加市子どもプランの理念『子どもも親もい
きいき 子どもにやさしく安心して子育てできるまち そうか』を実
現するための草加市と家庭と地域の役割について」（600～800
字）を記入し〒340-8550子育て支援課へ（ファクス、メールでも
可）。

　昨年の交通死亡事故発生件数が2件だったのに対し、今年はすで
に5件発生し、尊い命が失われる大変深刻な状況となっています。
　交通事故は生活を一変させ、場合によっては被害者や加害者の家
族の人生まで変えてしまいます。一人ひとりが交通ルールを守り、
自分の命を守る行動をとることが何よりも重要です。

交通事故に遭わない、起こさない

■住居表示区域内※で建物を新築・改築した場合
　条例の規定により住居表示のために届け出が必要です。届け出
後、住居表示の付定通知書と住居番号表示板を交付します。
　※長栄・新栄・清門以外の○丁目と表示されている区域
■近隣宅と同じ住所で困ったことはありませんか？
　近隣宅と同じ住所（住居番号）の場合、住居番号変更申請を行う
ことで、枝番号を使用した住居番号に変更でき、郵便物や宅配物の
誤配等が解消されます。なお、変更に伴う登記等の諸費用は個人負
担となります。

お隣の郵便が
届いて困るわ

高砂一丁目
1番1号

高砂一丁目
1番1号

誤配が
なくなって
一安心

高砂一丁目
1番1号

高砂一丁目
1番1-1号

例

住居番号
変更申請

市営住宅入居者募集 子ども・子育て会議委員
問子育て支援課☎922-3492Ü922-3274
　sienka@city.soka.saitama.jp

Ü

　

市内で交通死亡事故が
多発しています
問交通対策課☎922-1641Ü922-1030

「草加市景観計画 2020－2035」
の冊子が完成
問都市計画課☎922-1790Ü922-3145

申請は原則
「郵送」で

問資産活用課☎922-1798Ü924-3739

交通ルールを守り、自分の命を守る行動を

はじめてみよう！一人ひとりができる景観づくり

委員
募集

住居表示区域内での
新築・建て替え時には、
住居表示の届け出を
問建築安全課☎922-1949Ü922-3148

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③市政情報 2021年6月20日号



審議会　5/26にリサイクルセンターで発生し
た火災事故により、同施設の稼働が停
止し、現在、粗大ごみの処理が滞って
います。このため、当面の間、環境業
務センターへの粗大ごみの持ち込みを
「9時～12時までのみ」の受け付けと
し、13時～16時までの持ち込みを休止
します。なお、粗大ごみ受付センター
への電話による問い合わせは通常通り
行っています。また、可能な限り粗大
ごみ等のリデュース（ごみを発生させ
ない）にもご協力ください。詳細は市
HPまたは、ごみ分別アプリ（QRコー
ド）で確認を。ε廃棄物資源課☎931-
3972Ü931-9993

☎
Ü

　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。
■人権推進審議会〈人権共生課☎922-
0825Ü927-4955〉…7/8㊍10時～　紅
藤カナダビル2階職員研修室で　定員2
人（当日先着順）

☎
Ü

　狂犬病予防注射は毎年1回、4/1～6/
30に受けることが義務付けられていま
すが、新型コロナウイルス感染症拡大
防止の観点から、令和3年度の予防注
射は12/31までに受ければ、接種日に
関わらず、本来の期間内に注射を受け
たものとみなします。注射がまだ済ん
でいない場合は、12/31までに動物病
院で受けて、くらし安全課で手続きを

狂犬病予防注射
12/31までに受けましょう

粗大ごみ持ち込み受付時間を
短縮しています

　7/1㊍～8/22㊐。会場は歴史民俗資
料館。近年の発掘調査の成果を踏まえ、
古代の草加の実態と発掘調査の仕事を
紹介します。
■展示解説　7/10㊏、8/22㊐14時～15
時。当日直接会場へ
■講座「土の中からのメッセージ～発
掘調査から見えた新たな事実～」　7/
17㊏14時～16時。定員30人。è6/22
㊋から電話で同館へ。☎922-0402Ü92
2-1117

è

☎ Ü

企画展「きて、みて、感じて
草加の歴史－遺跡から見る草加－」

　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　7/2㊎13時15分～
14時45分。会場は高砂コミセン。ε草
加東部・草加稲荷（包）☎959-9133Ü92
2-3801
■介護者のつどい　7/13㊋13時15分～
14時45分。会場は草加市文化会館。ε
新田東部（包）☎932-6775Ü932-6779
■介護者のつどい　7/14㊌13時～14時
30分。会場はであいの森。ε草加川柳
（包）☎932-7007Ü931-0993
■脳力アップいきいき教室　7/2、9、
16、30の㊎10時～12時。会場は氷川
コミセン。体を動かしながら脳を鍛え
る運動。65歳以上対象。定員20人。室
内靴持参。è6/21㊊から草加西部（包）
へ。☎946-7030Ü942-7582
■認知症サポーター養成講座　7/29㊍
18時30分～20時。会場は草加市文化会
館。認知症の理解や認知症の人との接
し方。認知症に興味・関心のある人対
象。定員30人。è6/21㊊から新田東部
（包）へ。☎932-6775Ü932-6779

☎ Ü

☎ Ü

☎ Ü

è

☎ Ü

è

☎ Ü

地域包括支援センター（包）
介護者のつどい・介護予防教室等

　会場は中央図書館。ε人権共生課☎
922-0825Ü927-4955
■男女共同参画パネル展　Women現
代の吟子たちに聞く　6/23㊌～28㊊
（最終日は15時まで）。様々な困難を
乗り越え日本で最初の公認女性医師に
なった荻野吟子にちなみ、男女共同参
画に功績のあった人や団体を県が表彰
する「さいたま輝き荻野吟子賞」。同
賞受賞者のインタビューを通し、自分
らしく生きるためのヒントや様々な苦
労や壁にぶつかる中でどのように乗り
越えたか等を紹介します。
■平和パネル展「原爆と人間」　6/30
㊌～7/12㊊。昭和20年8/6広島市、8/9
長崎市の原爆投下後の惨状の写真ほか

☎
Ü

人権啓発パネル展

男女共同参画文芸作品募集　
テーマ『夜明け』

男女共同参画セミナー「ママと
子どもの防災バッグのつくり方」

してください。また、市と協定を結ん
でいる動物病院であれば、その場で狂
犬病予防注射済票を受け取ることがで
きます。詳細は市HPで確認を 。εくら
し安全課☎922-3642Ü922-1030☎ Ü

の展示。市民の皆さんと作った折り鶴
オブジェ「平和への羽ばたき」、
DVD・書籍等の平和関連資料も同時
展示します。一人でも多くの人に戦争
とその被害の実情を伝え、平和の大切
さ、命の尊さについて次世代に伝えま
す。平和ネットワーク草加との共催。

　「明けない夜」はありません。性別

【iOS版】 【Android版】
　7/15㊍10時～11時30分。会場は新里
文化センター。小学生以下の子どもの
保護者対象。定員40人。キッズスペー
スあり。災害時に持ち出す防災バッグ
の中身について、子どもを守るための
視点から考えてみませんか。もしもの
時に役立つ便利グッズや子どものいる
家庭ならではのポイントなども分かり
やすく伝えます。è6/21㊊から氏名・
電話番号・同伴する子の人数と年齢を
同センターへ。☎927-3362Ü920-1504

è

☎ Ü

や世代を超え、「夜明け」を待ち望ん
でいる人々の希望となるような“文”や
“絵手紙”を届けてみませんか。募集は
短文（100字程度）、俳句、川柳、短
歌、絵手紙。用紙は自由（はがき、原
稿用紙ほか）。作者名を必ず明記して
ください。作品は7/30㊎～8/31㊋（㊏
㊐㊗、8/4㊌を除く）男女共同参画さ
わやかサロンに展示します。è7/1㊍
～27㊋に同サロンへ。☎931-9325（内
線50）Ü936-4690

è

☎
Ü

ふみ

④ 2021年6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。

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

いざというときのためにハザードマップで事前の備えを

・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】

▶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

■かかりつけ医がいる人
　かかりつけ医に電話で相談してく
ださい。
■かかりつけ医がいない人

　近くの医療機関の連絡先、受付時
間が調べられます。医療機関に事前
予約の上、受診してください。
※事前連絡をせずに医療機関に行く
と、受診できない場合があります。

埼玉県指定診療・検査
医療機関検索システム

埼玉県受診・相談センター

感染症県民サポートセンター

【受診先の確認・受診を迷う場合】

☎048-762-8026Ü048-816-5801
［9時～17時30分（㊏㊐㊗を含む）］
【受診先の確認・一般的な質問】

☎0570-783-770Ü048-830-4808
［24時間年中無休］
※ファクスの場合、回答までに時間
がかかる場合があります。
【救急の場合】
　迷わず119番へ連絡してください。

Ü

Ü

発熱など症状があるときの
受診の流れを確認しましょう

新型コロナウイルス感染症  問い合わせ先



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

川柳文化センター ☎936-4088

定員のあるものは6/21㊊
8時30分から各館へ申し込みを

5925-0152

高年者向け

è開催日の3日前までに生涯学習課へ。
☎922-2819Ü922-3498
■プリザーブドフラワー夏アレンジ　
7/16㊎10時～11時30分。会場は谷塚文
化センター。定員15人。材料費2000円。
ハサミ・ボンド・新聞紙・持ち帰り用
袋持参
■親子で学ぶカラダ健康講座～姿勢が
良い子はぐんぐん伸びる～　8/5㊍10
時～12時。会場は新田西文化センター。
小学1～3年生と保護者対象。定員10組。
室内靴・靴下・フェイスタオル持参

è

☎ Ü

生涯学習体験講座

　7/18㊐9時～。会場は記念体育館。
参加費一般1500円・高校生800円・中
学生以下500円。ε草加市スポーツ協
会☎928-6361Ü922-1513☎ Ü

市民体育祭
バドミントン大会

　7/27㊋（予備日28㊌）9時～。会場
はそうか公園。男女別シングルス。小
学生対象。定員50人。参加費1000円。
è7/6㊋（必着）までに往復はがきに
住所、氏名、生年月日、性別、電話番
号、学校名、学年、保護者氏名、所属
団体名を記入し〒340-0022瀬崎6-31-1
草加市スポーツ協会へ。☎928-6361Ü
922-1513

è

☎ Ü

ジュニアテニスゲームレッスン大会

　中学生対象（⑦は親子に限り小学生
も可）。è6/21㊊から勤労青少年ホー
ムへ。☎928-5550Ü928-9632
①美文字講座　7/10㊏10時30分～12時
　定員14人　受講費500円　ノート持
参
②身近な昆虫を写そう　7/10㊏14時～
16時　定員5人　受講費200円　カメラ
またはスマートフォン持参
③身体のバランスを整え、楽しくダン
スを踊りましょう　7/17㊏10時～12時
　定員15人　受講費200円　ダンスシ
ューズまたは室内靴持参
④骨盤エクササイズ　7/20㊋10時～12
時　定員25人　受講費200円　ヨガマ
ットまたは敷物持参
⑤紙バンド工作（手提げBag）　7/24
㊏14時～17時　定員7人　受講料500
円　はさみ・木工用接着剤・洗濯バサ
ミ10個持参
⑥「Let's美ボディ」をイスで体験　8/
7㊏10時～12時　定員25人　受講料
200円　ヨガマットまたは敷物持参
⑦親子で書道（夏休みの宿題を仕上げ
よう）　8/8㊐10時30分～12時　定員
25人　受講料300円　書道用具・半紙
・墨液・宿題プリント持参
⑧初めてのお箏　8/28㊏13時30分～15
時30分　定員8人　受講料500円　あれ
ば箏爪持参

è

☎ Ü

勤労青少年ホーム夏期講座

　7/12㊊・13㊋は施設点検のため休館
します。
▼こころを結ぶ光のひろば　7/6㊋10
時～12時　点字体験ほか　定員10人
▼スポーツウエルネス吹矢体験　7/7
～21の㊌14時～16時　全3回　成人対
象　定員20人　参加費500円
▼にじいろタイム　7/16㊎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10組
▼マタニティー「だっこままぎゅっ」
　7/16㊎13時30分～　胎教と友達作り
　初妊婦対象　定員10人
▼ホッとひと息「子育てサロン」　7/
21㊌10時～10時40分…0～1歳6か月と
保護者、11時～11時40分…1歳7か月
～3歳と保護者　親子友だち作り・手
遊びほか　定員各回5組
▼パーカッション（打楽器）講座「め
ざせスーパーキッズ」　7/26㊊～30㊎
10時30分～12時　小学3～6年生対象
　定員14人　講座経験者のアシスタン
トも募集　講師はパーカッショニスト
竹花真弓氏、赤羽一則氏
▼はじめてのクラッシックバレエ　7/
26㊊14時～16時　小学生対象　定員
20人
▼バレエ体験　7/27㊋10時～11時45分
　小学生対象　定員45人
▼ブレイクダンス講座　7/27㊋13時～
15時　小学生対象　定員20人　参加費
500円
▼伝統文化茶道教室　7/28㊌、8/4㊌
10時～12時　全2回　小・中学生対象
　定員10人　参加費600円
▼盆踊り教室　7/28㊌13時～15時　小

学生対象　定員30人
▼できるかな？トリック工作　8/4㊌
13時30分～15時30分　小学生と保護
者対象　定員10組　参加費300円

▼歌声喫茶銀河～七夕の集い～　7/11
㊐13時30分開演　ピアノ・ハーモニカ
・三味線・ギターなどに合わせて歌い
ましょう　「七夕さま」「バラが咲い
た」ほか　成人対象　定員50人　参加
費500円　抽選会あり　è7/1㊍8時30
分から同館へ
▼高年者のひろば　7/13㊋13時30分～
15時　危機管理課による「市の災害に
ついて」　60歳以上対象　定員25人
▼すくすくクラブ　7/16㊎10時～10時
40分…0～1歳6か月と保護者対象、11
時～11時40分…1歳7か月～3歳と保護
者対象　七夕工作・大型絵本ほか　定
員各回7組
▼大人の体験講座「捨てる部分を使っ
た野菜作り」　7/20㊋10時～12時　キ
ャベツ作り　成人対象　定員10人
▼谷塚元気ひろば　7/26㊊13時～14時
30分　認知症サポーター講習　65歳以
上対象　定員20人
▼伝統文化茶道教室　7/28㊌・29㊍13
時30分～15時30分　全2回　小学生対
象　定員15人　参加費600円

▼すくすくクラブ　7/8㊍10時～10時
40分…0～1歳6か月と保護者対象、11
時～11時40分…1歳7か月～3歳と保護
者対象　手遊び・子育て相談ほか　定
員各回10人
▼のびのび広場　7/16㊎10時～11時　
季節のイベント・読み聞かせ　乳幼児
と保護者対象
▼おもちゃの病院　7/23㊗10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで

è

▼おはなしの広場　7/9㊎10時30分～
11時15分　手遊び・紙芝居ほか　乳幼
児と保護者対象　定員5組
▼おもちゃ病院　7/16㊎10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
▼伝統文化茶道教室　7/29㊍10時～12
時、13時～15時　小学生対象　定員各
10人　参加費300円
▼夏の星空観察教室　8/20㊎18時30分
～20時30分　会場は柿木公民館　小学
生（保護者同伴）対象　定員30人

▼ママといっしょにおはなし会　6/28
㊊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
▼放課後クラブ　7/1㊍17時～18時…
卓球　7/2㊎16時30分～17時…体幹強
化・柔軟性UP　7/19㊊16時～17時…
将棋　7/20㊋16時30分～17時30分…ス
ポーツウエルネス吹矢　小学生対象
（保護者同伴）
▼外国籍市民のための日本語教室　7/
3～17の㊏10時～12時
▼ホッとひと息「子育てサロン」　7/
5㊊10時～10時40分…0～1歳6か月と
保護者対象、11時～11時40分…1歳7
か月～3歳と保護者対象　七夕工作・
手遊び　定員各回10人
▼おもちゃの病院　7/5㊊10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで、
▼あなたの色、わたしの色～性別違和
を乗り越えて～　7/11㊐13時30分～15
時30分　LGBTの1つであるトランスジ
ェンダーについて　講師は元柔道家清
水尚雄氏　中学生以上対象　定員70人
è生涯学習情報サイト「マ
イステージ」（QRコード）
からも可

è

子ども・親子向け

■材料（2人分）　いわし…2尾（可食部130g）／小麦粉…小さじ2／
油…小さじ2／小松菜…2株（80g）／長ねぎ…3㎝（10g）／いりごま
…小さじ1/4／Ⓐ（しょうゆ…大さじ1／みりん…小さじ2／砂糖…小
さじ1／しょうが汁…小さじ1）／ご飯…300g

①いわしは頭とお腹を切って内臓を取り、手開きし、中骨・背骨をとる。
※購入時に下処理をしてもらえる場合もあります。

　小松菜は長さ2㎝に切ってゆでる。長ねぎは白髪ねぎにする。
②フライパンに油を熱し、小麦粉をまぶしたいわしを皮目から焼く。
裏返して、全体に火が通ったら取り出す。

③②のフライパンにⒶを入れて軽く煮立てたら、いわしを戻し入れ、
からめる。

④器にご飯を盛り、小松菜、かば焼きを乗せ、③のたれをかける。ご
まを振りかけ、白髪ねぎを乗せる。
Point　旬のいわしを暑い時期に合うようアレンジしました。

　いわしを、あじやさんま等に代えても美味しいです。

①

②

③②のフライパンに を入れて軽く煮立てたら、いわしを戻し入れ、
からめる。

④器にご飯を盛り、小松菜、かば焼きを乗せ、③のたれをかける。ご
まを振りか
Point

　栄養バランスが整い、美味しく作れ
るレシピをご紹介！毎日の献立にお役
立てください。

いわしのかば焼き丼vol.11
作り方

1人分 409kcal 1.4g食塩

　6月は「食育月間」です。市HP（QRコ
ード）では食生活に役立つ情報を掲載
しています。併せて活用してください。

コロナに負けないからだづくり
食生活改善推進員のおすすめレシピ
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▼元気ルームMINI　7/1㊍10時～12時
　ホール自由開放　乳幼児と保護者対
象
▼おもちゃの病院　7/12㊊10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼わくわく料理教室　7/29㊍10時～13
時　小学生対象　定員8人　参加費500
円
▼ジェルキャンドル作り教室　7/31㊏
10時～11時　小学生対象　定員7人
▼ミニソーラーカーを作ろう　8/4㊌
10時～12時　小学3～6年生対象　定員
10人　参加費700円

▼おもちゃ病院　6/24㊍、7/15㊍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
▼ストロー鉄砲　6/25㊎、7/9㊎14時
45分～15時30分　3歳以上の幼児と保
護者対象　定員各5組、7/4㊐14時～　
小学生対象　定員5人
▼脳トレボードゲーム「ウボンゴ」　
7/3㊏14時～　小学生対象　定員4人
▼ママのためのリフレッシュヨガ　7/
17㊏10時15分～　定員10人
▼ともだち文庫の「おはなしポケッ
ト」　7/19㊊11時～　読み聞かせ・わ
らべ唄　乳幼児と保護者対象　定員10
組

▼ABCで遊ぼう　6/28㊊15時30分～16
時30分　3歳（保護者同伴）～小学生
対象　定員10組
▼読み聞かせ「バンビ」　7/5㊊11時
～　乳幼児と保護者対象　定員10組
▼こぶたのしっぽ　7/7㊌11時～　パ
ネルシアター　乳幼児と保護者対象　
定員10組
▼親子で水遊び　7/13㊋10時45分～11
時30分　3歳以上の幼児と保護者対象
　定員10組
▼親子コンサート　7/14㊌11時～　ピ
アノと歌のデュオ　出演はぽこあぽこ
　乳幼児と保護者対象　定員10組
▼おもちゃ病院　7/17㊏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

▼クリアファイル扇子　6/28㊊～7/9
㊎（㊋を除く）15時～　会場はコンフォ
ール松原19号棟　小学生対象　定員各
5人　è6/21㊊13時から電話で同館へ
▼フェルト小物入れ　7/12㊊～21㊌
（13㊋を除く）15時～　会場はコンフ
ォール松原19号棟　小学生対象　定員
各5人　è7/5㊊13時から電話で同館へ
▼ピヨピヨ広場　7/13㊋・20㊋10時～、
11時～　会場はコンフォール松原19号棟
　令和2年4/2以降に生まれた乳児と保
護者対象　定員各回8組　è参加希望
日1週間前の㊋13時から電話で同館へ
▼おもちゃ病院　7/16㊎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
▼初めてのお誕生会　7/19㊊10時～　
会場はコンフォール松原19号棟　令和
2年7月生まれ対象　定員10人　è7/1
㊍13時から電話で同館へ
▼夏休み工作週間　7/26㊊・27㊋…手
すきはがき　28㊌…紙パック小物入れ

è

è

è

7 è

柿木公民館 ☎931-3117

新栄児童センター ☎942-9876

定員のあるものは6/21㊊
10時から各館へ申し込みを

5922-3274

5☎946-3000 5944-3800

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

　29㊍…スノードーム　30㊎…うちわ
　8/2㊊…偏光板で遊ぼう　いずれも
会場はコンフォール松原19号棟　小学
生対象　詳細はHPで確認を　è7/12㊊
13時から電話で同館へ（1人2つまで）

▼パパとアスレチック　6/27㊐、7/4
㊐10時～12時　0～3歳と保護者対象　
定員5組
▼プラバン工作　6/27㊐13時15分～、
15時15時～　幼児（保護者同伴）～18
歳対象　定員各6人
▼おもちゃ病院　7/1㊍13時～14時30
時　おもちゃの無料修理　部品代実費
　1人2点まで
▼くるくる天の川　7/4㊐13時15分～
14時15分、15時15分～16時15分　織
姫・彦星の動くおもちゃ作り　幼児
（保護者同伴）～18歳対象　定員各6人
▼おもちゃばこ・ONLINE　7/7～28
の㊌13時15分～14時15分　オンライ
ン会議Zoomを使っての交流遊び場　0
～3歳と保護者対象
▼ガチャ玉でハンマー投げのおもちゃ

è

作り　7/10㊏13時15分～14時15分、
15時15分～16時15分　小学生～18歳
対象　定員各6人
▼スポーツ＆レク　7/11㊐13時15分～、
15時15分～　モルック（雨天時ペタン
ク）　小学生～18歳対象
▼パパと遊ぼう「水鉄砲」　7/18㊐10
時30分～11時30分（雨天中止）　3歳以
上の未就学児と保護者対象　定員6組
▼家族で水遊び　7/23㊗10時30分～11
時30分　幼児とその家族　定員5組
▼くるくるリサイクル　7/26㊊～30㊎
10時30分～11時30分（雨天中止）　
洋服の交換会　乳幼児の保護者対象

▼作って飾ろう七夕飾り　7/1㊍～7㊌
15時30分～　小学生対象
▼おもちゃ病院　7/9㊎10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
▼竹とんぼ作り　7/10㊏15時～17時　
小学生対象
▼ふれあいグラウンド・ゴルフ　7/17
㊏14時～15時　小学生対象

くるくるリサイクル

　7/13㊋、システムメンテナンスのた
め同館HP、草加市電子図書館、公民
館・文化センター図書室サービスを休
止します。
■工作会　7/3㊏13時30分～13時55分、
14時5分～14時30分　七夕飾り作り　
幼児（保護者同伴）～小学生対象　定
員各5組　è6/21㊊9時から4階児童室
で整理券配布
■大人映画会　7/11㊐14時～15時30分
　「ああ栄冠は君に輝く」　成人対象
　定員20人　è6/21㊊9時から同館2階
事務室で整理券配布　12時から電話で
も可
■夏の人形劇　7/17㊏13時30分～14時
15分　定員12組（1組3人まで）　幼児
（保護者同伴）～小学生対象　出演は
ハメハメハ　オリジナル物語子狐と子
狸のばけっこ対決ほか　è
6/21㊊9時から同館HP（QR
コード）で。電話でも可
■小学生のための読み聞かせ　7/18㊐
11時～11時20分　小学生と保護者対象
　定員5組（当日先着順）
■親子で笑おう！夏の図書館寄席　7/
31㊏　落語「茄子娘」・読み聞かせ
「モチモチの木」・草加民話「長泉寺
の狸」、8/1㊐　落語「鼓ヶ滝」・読
み聞かせ「はじめてのおつかい」・草
加民話「毛長沼」　いずれも14時～16
時　出演は三遊亭圓雀　幼児～小学生
と保護者対象　定員各30人（1家族（4
人まで）㊏㊐のいずれか）　è6/27㊐
から電話で同館へ
■絵本の読み聞かせと紙芝居　㊌15時
30分～15時50分（3歳以下対象）、㊎
11時～11時20分（幼児以上対象）、㊏
㊐14時30分～14時50分（幼児以上対
象）　定員各5組（当日先着順）

è

è

è

è

西町・川柳
・高砂小 

■地域開放型図書室
㊐10時～16時、
（年末年始・蔵書点検日を除く）

　浸水というと、玄関口など外から水が入るこ
とを想像しますが、建物周辺が浸水すると洗濯
機、風呂場の排水口やトイレなどから水が逆流
し噴きあがるこ
とがあります。
水のうなどの重
石をのせて逆流
を防ぎましょう。

　水のうを箱にいれ、ブルーシートで包むとさらに
強度が増します。止水板の
固定にも使用できます。

●洗濯機や風呂
場の排水口に
置く

●トイレの便器
に入れる

●風呂場は浴槽に水を溜めておくと逆流を防ぎ、いざという時の生活用水
にも使用できます。

ポリタンク
などでも代用
できます。

ε建設管理課☎922-2069Ü922-3152

1面の
続き

家の思わぬ場所から
浸水する可能性があります

たくさんの雨が降ると…

【1】逆流を防ぐため排水場所に置く

【2】玄関前・車庫などに置いて水の侵入を防ぐ

活用例

　水のうは、準備や後片付けが簡単。ごみ袋など家庭
にあるもので手軽に作れるので覚えておくと便利です。

水のうの作り方
①ごみ袋（45L）を2枚用意する
②ごみ袋を2重にし、半分まで水を入れる
③ごみ袋の空気を抜いて口を結ぶ

水深が浅い段階の浸水・逆流防止に「水のう」

詳しくは
市HPへ
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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

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ⑦情報コーナー「すとりーと」 2021年6月20日号

ＱＲコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

㊊…市民相談室／㊍…勤労福祉会館／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☎049-265-5844
（セカンドキャリアセンター）

内職相談

就職相談

女性の生き方なんでも
相談

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
第3㊌10時～12時…市民相談室☎922-14365922-1153
（障がい福祉課）
㊊～㊏9時～17時…新田西部☎946-05205946-0523／新
田東部☎932-67755932-6779／草加川柳☎932-700759
31-0993／草加安行☎921-21215928-8989／草加西部☎
946-70305942-7582／草加東部・草加稲荷☎959-9133
5922-3801／谷塚西部☎929-00145929-5222／谷塚中
央・谷塚東部☎929-36135933-9380

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）

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）

ä㊋㊌、第1・4㊎13時20分～16時20分

ä第2㊍13時20分～16時20分
ä第1㊍・3㊎9時～12時

行政相談（国の仕事に関する意見・要望）第2㊎13時30分～16時

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）

ä第3㊍13時30分～15時30分…高砂コミセン

ä㊍、第1㊏11時～16時…草加市文化会館 ☎931-9325○内
50（さわやかサロン）

㊊～㊎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）

㊊～㊎（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）

6/23㊌13時～16時…川柳文化センター☎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

人権相談

助産師・保健師などが担当　㊊～㊎8時30分～17
時…保健センター☎922-0204・☎922-0200

にんしん出産相談室ぽかぽか
（妊娠・出産に関する相談）

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）

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・電話）

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

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）

配偶者等からの暴力相談

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・☎922-0200※㊋9時30
分～12時は各保育園でも育児電話相談を実施

子育て支援コーディネーターが担当　10時～12時
（住吉のみ10時30分～11時30分）
6/24㊍、7/8㊍…谷塚児童センター☎925-1856
7/5㊊…住吉児童館☎928-5736
7/7㊌・15㊍…新栄児童センター☎942-9876

すこやか相談会
（子育て相談・情報提供）

㊊㊌㊎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

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

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）

6/21㊊～7/20㊋
（㊗㊡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。

ä
相　談　案　内

働く

女性の生き方

福祉・介護 その他

草加西部クリニック
9時～12時・14時～17時

両新田西町456
☎928-3301

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

6/20㊐ 6/27㊐

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

中田医院
9時～12時・14時～17時

中央2-16-43
☎922-2111
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

7/4㊐

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

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
㊏㊐㊗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

㈲やまと水道
東京管工機材㈱
㈲東洋開発
萬設備

氷川町429-4
住吉1-14-20
両新田西町246
長栄1-779-1-R1

☎927-8519
☎927-0041
☎928-5520
☎942-1200

6/20㊐
27㊐

7/  3㊏
4㊐



　草加の四季の魅力を写した自慢の作品を募集。入賞作品は市のPRに活用します。
■対　象　令和2年9月30日以降に撮影した未発表の自作品
■テーマ　草加の四季折々の自然景観、祭り、郷土芸能、文化財、風物、各種イ

ベント等を撮影したもので、草加の観光宣伝に役立つ写真
■サイズ　カラープリント4つ切り、ワイド4つ切り、A4（家庭用プリンターでの

印刷可）の
いずれか

■審査員　草加市観光
協会会員

ω9月30日㈭（消印有
効）までに草加市観光
協会事務局（文化観光
課内）で配布する応募
票（市ホームページか
らも入手可）を写真の
裏に貼り付け、同協会
事務局へ。

　草加の夏の風物詩「草加朝顔市」を開催
します。会場では浴衣姿の「草加さわやか
さん」が朝顔選びをお手伝いします。
　スタンプラリー参加で観光グッズをプレゼント!
■日時　7月4日㈰午前9時～正午（売り切れ次第終了）
■会場　まつばら綾瀬川公園　※駐輪場あり
■種類　大輪アサガオ（暁シリーズ）、

曜白アサガオ（星咲きシリーズ）
■価格・数量　1鉢1500円（限定300鉢）
※会場が例年と異なるほか、朝顔のみの販売
となりますのでご注意ください。

　ライトアップされた幻想的な草加松
原を歩いてみませんか。来場には事前
登録が必要です。詳しくは専用ホーム
ページ（QRコード）で確認を。
■日時　7月4日㈰午後6時～8時
■会場　草加松原遊歩道　※駐車場なし
■内容　草加松原のライトアップ、松並木イルミ

ネーション、ミニテント休憩所、草加松
原夢祭り生配信（WEB配信）

　浴衣姿で国指定名勝「おくのほそ道の風景地　草加松原」の散
策や記念撮影など、草加の夏のひとときを楽しんでみませんか。
　浴衣は女性用14種類、男性用4種類。着付けのほか、かばんや
ゲタなどの貸し出しも行っています。
■受付期間　7月1日㈭～9月中旬頃

※月曜日、8月13日㈮～16㈪は休館
■受付時間　午前11時～午後2時（最終返却時間は午後3時30分）

※駐車場なし
■費　　用　1500円（着付け代等込み）
■特　　典　呈茶（お菓子付き）が200円で楽しめます。
ω3日前までに草加宿神明庵（☎Ü948-6882）で配布する申込用紙
（同館ホームページ、市ホームページからも入手可）を同館へ。

進捗状況
（6月11日現在）

●集団接種会場には時間どおりにお越しください。

新型コロナワクチン 問い
合わせ

草加市新型コロナワクチンコールセンター
☎0570-666-578

㊏㊐㊗を含む午前8時30分～午後5時15分

問草加市観光協会事務局
（文化観光課内）

☎922-2403Ü922-3406

問草加市観光協会事務局
（文化観光課内）

☎922-2403Ü922-3406

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

問新型コロナウイルス対策課☎922-1839Ü927-0501問新型コロナウイルス対策課☎922-1839Ü927-0501

草加朝顔市

草加松原夢祭り

草加の地場産業を肌で体験

浴衣の
着付け・
レンタル

！ 接種当日の注意

65歳以上の優先接種

　入場制限をしているため、予約時間前の入場はできません。
●医療機関で接種（個別接種）する際は、必ず健康保険証を持参してください。

今後のスケジュール
●7月上旬以降16～64歳の人に順次、接種券を送付し
ます。
●年齢や基礎疾患の有無により、予約開始時期が変わ
ります。
●60～64歳及び基礎疾患がある人の予約方法等は、
広報そうか7月5日号でお知らせします。また、それ
以外の人についても順次広報そうか、市ホームペー
ジでお知らせします。　

①市役所本庁舎西棟1階、②公民館、③文化センター、④であ
いの森、⑤ふれあいの里で実施（①～③は平日のみ）。来所時
は接種券を持参してください。

接種の予約
インターネット（https://soka.hbf-rsv.jp）または電話
（コールセンター☎0570-666-578）で予約できます。

詳細は市ホームページ｢コロナワクチンQ＆A｣
(QRコード)でもご案内しています▶

草加市観光協会事務局（文化観光課内）☎922-2403Ü922-3406問草加市観光協会事務局（文化観光課内）☎922-2403Ü922-3406

7/4㈰
同日開催
いずれも

雨天決行、荒天中止

対象人数：約6万3000人 　予約済人数：約4万4500人（予約率70％）

操作方法が分からない・スマートフォン等をお持ちでない人などへ

インターネット予約操作支援をご活用ください

国や埼玉県の大規模接種会場も利用できます

▲予約システム

草
加
の
四
季

観
光
写
真
コ
ン
ク
ー
ル

作
品
募
集

予約制

賞金等賞 点数

1

1

1

2

6

1

1

3万円

1万円

1万円

1万円

5000円

トロフィー

楯

観光協会会長賞

草加松原賞

そうか桜（しだれ桜）賞

特選

佳作

東武よみうり新聞社賞

フォトライフサポートセンター賞

草加人のための情報紙　広報「そうか」⑧ イベント情報2021年6月20日号

市の人口　令和3年6月1日現在　25万703人（男12万6721人・女12万3982人）/前月比65人増/世帯数12万1160世帯
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