
新型コロナワクチンの接種券を発送します新型コロナワクチンの接種券を発送します
12～64歳の人へ 最新の情報等は

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）
問新型コロナウイルス対策課☎922-18395927-0501

次のⒶⒷいずれかの項目に該当する人
Ⓐ次のいずれかの病気・状態で、通院・入院している人

BMI30以上の人（目安：身長170㎝で体重87㎏、身
長160㎝で体重77㎏）
※BMI＝体重(㎏)÷身長(m)÷身長(m)

Ⓑ

慢性の呼吸器の病気
慢性の心臓病（高血圧を含む）
慢性の腎臓病
慢性の肝臓病（肝硬変など）

血液の病気（鉄欠乏性貧血を除く）

免疫の異常に伴う神経疾患・神経筋疾患

染色体異常

睡眠時無呼吸症候群

□
□
□
□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

インスリン・飲み薬で治療中の糖尿病、ほかの病気を
併発している糖尿病

ステロイドなどの免疫機能を低下させる治療を受けて
いる

神経疾患・神経筋疾患により身体機能が衰えた状態
（呼吸障害など）

重症心身障害（重度の肢体不自由・重度の知的障害が
重複した状態）

重い精神疾患（精神疾患の治療で入院している・精神
障害者保健福祉手帳を所持している・自立支援医療
(精神通院医療)で「重度かつ継続」に該当する）、
知的障害（療育手帳を所持している）

●今回の接種券は対象者が約17万人となるため、予約の混雑緩和等を考慮
　し、年齢層ごとに順次発送します。世帯ごとではなく、一人ずつの発送です。
●発送日以降12歳になる人には、原則、誕生日以降に発送します。（国のワク
　チン接種事業は令和4年2月28日で終了予定です。）
●予約は電話（コールセンター）及びインターネット（予約システム）で受け付
　けます。詳細は接種券と同封の案内を確認してください。

接種券発送日

60～64歳の人
55～59歳の人
16～54歳の人
12～15歳の人

7月   1日（木）
7月10日（土）
7月16日（金）
   ８月上旬

対象 接種券発送日

予約開始日（いずれの日も午前8時30分から開始）

（郵送数が多いため届くまでに数日かかる場合があります）

基礎疾患がある人（♥）
高年者施設等の従事者

エッセンシャルワーカー(★)
60～64歳の人
50～59歳の人
40～49歳の人
16～39歳の人
12～15歳の人

7月26日（月）から受付開始

8月   2日（月）から受付開始
8月   5日（木）から受付開始
8月12日（木）から受付開始
8月19日（木）から受付開始
9月   1日（水）から受付開始

対象 予約開始日

基礎疾患がある人は、事前にかかりつけ医に相談のうえ、ワクチン接種
を受けるかどうか決めてください。また、必ず予診票に病名を記入して、
接種日当日にお持ちください。

※県の大規模接種会場でも優先予約が可能です。インターネットで予約をする際、基礎疾患がある人、高年者施設等の従
事者、エッセンシャルワーカーの人は、該当する項目を選択する欄があ
ります。

65歳以上の人も引き続き予約できます。
接種を希望する人はお早めに!

●事前にインターネット予約が必要です。
●会場により接種の対象年齢が異なりますので、その都度ご確認ください。

♥ 基礎疾患がある人

医療分野

教育・保育分野

介護事業者等

小・中・高等学校などの教職員、
保育士、幼稚園教諭、児童クラブ
支援員など

柔道整復師、鍼師（はり師）、
灸師（きゅう師）など

在宅サービス（訪問・通所等）、
障がい者（児）支援など

　市では、身体的な接触が多く、感染が懸念される
次の分野の職種の人に優先接種を行います。

防衛省・
自衛隊  
HP

埼玉県
HP

埼玉県の集団接種会
場は8月（予定）から
新たに越谷、川越、熊
谷の３か所が追加さ
れる予定です。

草加市の市区町村コード「112216」

接種券が届いた人は、国や県の大規模接種会場も利用できます。

生活維持に欠かせない業務を行う人のことです。

★ エッセンシャルワーカーとは

8面をご覧くださいすでに予約済みの人で大規模接種会場に変更したい人 予約操作支援 8面をご覧ください

免疫の機能が低下する病気（治療や緩和ケアを受けて
いる悪性腫瘍を含む）

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
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令和3年の市内交通事故状況（前年比）6月20日現在　人身事故199件（－65）　死者5人（＋3）

■第1次試験　日時　8月7日㈯午前8時45分～
会場　市立病院 3階 講堂
内容　論文、面接

■採用予定人数
【看護師】既卒：5人程度　新卒：5人程度
【理学療法士・言語聴覚士】若干名

ω7月30日㈮までに市立病院（同病院
ホームページからも入手可）、市職員
課、各サービスセンターで配布する試
験申込書に記入し、同病院経営管理課
へ郵送（消印有効）。
■受験資格等

■第1次試験　日時　8月7日㈯午前8時45分～
会場　市立病院 3階 講堂
内容　論文、面接

■採用予定人数
【看護師】既卒：5人程度　新卒：5人程度
【理学療法士・言語聴覚士】若干名
7月30日㈮までに市立病院（同病院

ホームページからも入手可）、市職員
課、各サービスセンターで配布する試
験申込書に記入し、同病院経営管理課
へ郵送（消印有効）。
■受験資格等

■70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額■70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額

■70歳未満の人の自己負担限度額■70歳未満の人の自己負担限度額

　医療費が高額になるとき、事前に「限度額適用認定証」（右表区
分：オ、低所得Ⅰ・Ⅱの人は「限度額適用・標準負担額減額認定
証」、70歳以上75歳未満で右表区分：一般、現役並み所得者Ⅲの
人は「保険証兼高齢受給者証」）を医療機関等に提示することで、
窓口での支払いが外来・入院それぞれ自己負担限度額までとなりま
す。
■申請期間
7月19日㈪～8月31日㈫
※土曜日、祝日を除く

■申請方法
　8月1日㈰から有効な「限度額適
用認定証」等の申請を受け付けます。
所得区分の確認等は、保険年金課へ
問い合わせてください。
　なお、サービスセンターでは申請できません。

■持ち物
　保険証、世帯主と限度額適用認定証が必要な人のマイナンバー
のわかるもの（マイナンバーカード、通知カード等）

　医療費が高額になるとき、事前に「限度額適用認定証」（右表区
分：オ、低所得Ⅰ・Ⅱの人は「限度額適用・標準負担額減額認定
証」、70歳以上75歳未満で右表区分：一般、現役並み所得者Ⅲの
人は「保険証兼高齢受給者証」）を医療機関等に提示することで、
窓口での支払いが外来・入院それぞれ自己負担限度額までとなりま
す。
■申請期間
7月19日㈪～8月31日㈫
※土曜日、祝日を除く

■申請方法
　8月1日㈰から有効な「限度額適
用認定証」等の申請を受け付けます。
所得区分の確認等は、保険年金課へ
問い合わせてください。
　なお、サービスセンターでは申請できません。

■持ち物
　保険証、世帯主と限度額適用認定証が必要な人のマイナンバー
のわかるもの（マイナンバーカード、通知カード等）

　多様化する災害や事故、複雑化する都市構造等に的確に対応し、
管内約34万人の安全・安心を共に守る意欲のある人材を募集しま
す。詳細は消防組合各施設で配布する募集要項及び試験申込書（消
防組合ホームページから入手可）で確認してください。
■第1次試験
日時　9月19日㈰午前9時30分～
会場　受験票送付時に確認してください
内容　教養試験、論文（高校卒は作文）

■採用予定人数　若干名
ω7月20日㈫～8月6日㈮（必着）に申込書
を草加八潮消防局総務課へ（持参可）。
■受験資格等

　多様化する災害や事故、複雑化する都市構造等に的確に対応し、
管内約34万人の安全・安心を共に守る意欲のある人材を募集しま
す。詳細は消防組合各施設で配布する募集要項及び試験申込書（消
防組合ホームページから入手可）で確認してください。
■第1次試験
日時　9月19日㈰午前9時30分～
会場　受験票送付時に確認してください
内容　教養試験、論文（高校卒は作文）

■採用予定人数　若干名
7月20日㈫～8月6日㈮（必着）に申込書

を草加八潮消防局総務課へ（持参可）。
■受験資格等

※1　総所得金額（給与所得や事業所得等の合計額）、土地の譲渡等による所得等から基礎控除
額（43万円）を差し引いた金額。

※2　市民税・県民税均等割非課税世帯の人が、過去1年間に91日以上入院した場合、入院時の
食事代が減額になります。91日以上入院していることが分かる領収書を持参し、保険年金
課に申請してください。

※3　過去12か月以内に高額療養費の支給が4回以上ある場合の4回目以降の限度額です。た
だし、70歳以上75歳未満場合、回数の計算は外来のみで該当のあった月を除きます。

※4　1年間（8月～翌年7月）で支払う外来の限度額の合計額に、年間14万4000円の上限が設
けられています。

※5　低所得Ⅱの区分の人が過去1年間に91日以上入院した場合、入院時の食事代が減額にな
ります。入院したことが分かる領収書を保険年金課に持参し、申請してください。

※1　総所得金額（給与所得や事業所得等の合計額）、土地の譲渡等による所得等から基礎控除
額（43万円）を差し引いた金額。

※2　市民税・県民税均等割非課税世帯の人が、過去1年間に91日以上入院した場合、入院時の
食事代が減額になります。91日以上入院していることが分かる領収書を持参し、保険年金
課に申請してください。

※3　過去12か月以内に高額療養費の支給が4回以上ある場合の4回目以降の限度額です。た
だし、70歳以上75歳未満場合、回数の計算は外来のみで該当のあった月を除きます。

※4　1年間（8月～翌年7月）で支払う外来の限度額の合計額に、年間14万4000円の上限が設
けられています。

※5　低所得Ⅱの区分の人が過去1年間に91日以上入院した場合、入院時の食事代が減額にな
ります。入院したことが分かる領収書を保険年金課に持参し、申請してください。

基準総所得金額※1
901万円超または未申告世帯

25万2600円+(医療費の総額ー84万
2000円)×1％
(14万100円※3)

基準総所得金額
600万円超～901万円以下

16万7400円+(医療費の総額ー55万
8000円)×1％
(9万3000円※3)

基準総所得金額
210万円超～600万円以下

8万100円+(医療費の総額ー26万
7000円)×1％
(4万4400円※3)

基準総所得金額210万円以下 5万7600円
(4万4400円※3)

市民税・県民税均等割非課税世帯※2 3万5400円
(2万4600円※3)

ア

イ

ウ

区　分 自 己 負 担 限 度 額

エ

オ

課税所得690万円以上

課税所得
380万円以上690万円未満

課税所得
145万円以上380万円未満

市民税・県民税均
等割非課税世帯

25万2600円+(医療費の総額ー84万2000円)
×1％
(14万100円※3)
16万7400円+(医療費の総額ー55万8000円)
×1％
(9万3000円※3)
8万100円+(医療費の総額ー26万7000円)
×1％
(4万4400円※3)

区　分 外来
<個人単位>

外来＋入院
<世帯単位>

現
役
並
み
所
得
者

一般または未申告世帯

低所得Ⅱ※5

低所得Ⅰ

8000円

8000円

2万4600円

1万8000円※4 5万7600円
(4万4400円※3)

1万5000円

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

職種 受験資格等試験区分

大学卒

短大卒

高校卒

消防士

平成8年4月2日以降生まれで、大学以上を卒業または
令和4年3月卒業見込みの人

平成10年4月2日以降生まれで、短期大学を卒業または
令和4年3月卒業見込みの人

平成12年4月2日以降生まれで、高等学校を卒業または
令和4年3月卒業見込みの人

職種 受験資格等 採用予定日

看護師

理学療法士

言語聴覚士

既卒：11月1日
新卒：令和4年
　　　4月1日

令和4年4月1日

平成4年4月2日以降生まれで、理学療法士の免許
を有するまたは令和4年3月31日までに理学療法士
の免許を取得見込みの人

昭和60年4月2日以降生まれで、言語聴覚士の免許
を有するまたは令和4年3月31日までに言語聴覚士
の免許を取得見込みの人

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
31日までに免許を取得見込の人

■注意点
・保険税を滞納している世帯は限度額適用認定証等の交付が
できません。納付を済ませた上で申請してください。

・直近1か月以内に納付書等で納付した場合は、収納状況が
確認できる領収書を持参してください。

・世帯の中に所得の申告をしていない人がいると、右表区
分：アで判定されます。収入の有無に関わらず、所得の申
告を済ませた上で申請してください。

・9月以降に申請した場合は、申請月の1日から有効な限度
額適用認定証等を交付します。

■注意点
・保険税を滞納している世帯は限度額適用認定証等の交付が
できません。納付を済ませた上で申請してください。

・直近1か月以内に納付書等で納付した場合は、収納状況が
確認できる領収書を持参してください。

・世帯の中に所得の申告をしていない人がいると、右表区
分：アで判定されます。収入の有無に関わらず、所得の申
告を済ませた上で申請してください。

・9月以降に申請した場合は、申請月の1日から有効な限度
額適用認定証等を交付します。

職員
募集

令和3年度限度額適用認定証の
申請受け付けを開始
問保険年金課☎922-1593Ü922-3178Ü

草加八潮消防組合
新規採用職員

令和4年4月1日採用

医療費が高額になる方へ

問草加八潮消防局総務課☎924-2112Ü928-8338Ü

市立病院
新規採用職員

令和3年11月1日・令和4年4月1日採用

問市立病院経営管理課☎946-2200Ü946-2211Ü

職員
募集

② 草加人のための情報紙　広報「そうか」市政情報2021年7月5日号



　市内で製造された独自性のある優れた工業製品や技術、食品を
「草加モノづくりブランド」として認定します。
　認定された製品・技術・食品は、市や草加商工会議所ホームペー
ジで紹介するほか、草加モノづくりブランドのロゴマークの使用や
展示会でのPRなど、認知度向上や販路拡大などに向けた様々な支
援が受けられます。
■対象　市内事業所で製造または企画開発された工業製品・技術・
食品で、すでに一般に販売や実用化されているもの。
■応募資格　市内で1年以上継続して事業を営んでいる企業で、次
の⑴～⑶のいずれかに該当する企業
⑴市内に本社を有する中小製造業者
⑵本社が市外だが、市内に開発部門や製造部門の事業所があり、
該当事務所で対象製品を開発または製造している中小製造業者

⑶中小企業が主たる構成者となって活動している協同組合等の団
体、任意グループ

ω 11月12日㈮までに草加商工会議所、産業振興課で配
布する応募用紙（「あっ、そうか .net」ホームページ
（QRコード）からも入手可）に必要書類を添えて〒340-
0016中央2-16-10同会議所へ。

　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、低所得のふたり親世帯等へ新た
に子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。すでに本給付金の
ひとり親分を受給している人は支給対象外です。
■対象者
〈支給対象者1〉
　ア～ウのいずれかに該当する人で、令和3年度分の住民税均等割
が非課税の人
ア令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を受給して
いる人

イ児童手当の支給対象外である平成15年4月2日から同18年4月1
日までの間に出生した児童を養育している人

ウ令和3年4月1日から同4年2月28日までに児童が出生等したた
め、令和3年5月分以降の児童手当または特別児童扶養手当を
受給する人

〈支給対象者2〉
　上記ア～ウのいずれかに該当する人で、令和3年度分の住民税均
等割課税対象だったが、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3年1月以降の収入が住民税均等割非課税の
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
・支給対象者1のアに該当する人は6月28日㈪に通知
を発送しました。
・通知が届いた人は、7月9日㈮に児童手当または特
別児童扶養手当の登録口座へ支給します。
・支給対象者1のウに該当する人は、随時振込となります。
　支給対象者1に該当する人で未申告の人、イの人、支給対象者2に
該当する人は、令和4年2月28日㈪までに申請してください。詳細
はホームページ（QRコード）で確認してください。

　市内の介護事業所で働く人で、介護職員初任者研修をこれから受
講しようとする人または受講を終えた人に対して受講料等の一部を
補助します。
■申請者　介護サービス事業者が受講料を全額負担：事業所
　　　　　受講者本人が受講料を全額または一部負担：受講者本人
※介護サービス事業者と受講者で折半などにより受講料を負担した
場合は、受講者分のみが補助対象になります。

■補助対象
　⑴～⑶の全て満たす人が受講した介護職員初任者研修の受講料及
び教材費（他の公的助成を受ける人は対象外）
⑴令和2年4月1日以降に「介護職員初任者研修」を修了した人
⑵市内の介護サービス事業所に3か月以上継続して就業し、実績
報告時に同一の事業所に就業している人

⑶介護サービス事業所に直接雇用されていて、1週間当たりの所
定労働時間が20時間以上の人

■補助額　上限6万円（1人1回まで）
■申請期間　7月15日㈭～令和4年3月15日㈫
　※予算額に達した時点で終了。
■申請方法　介護保険課で配布する申請書（市ホームページ（QR
コード）からも入手可）に必要書類を添付し、同課へ持参。

　新型コロナウイルス感染症の影響等で収入が減少し、社会福祉協
議会による総合支援資金特例貸付の再貸付まで終了した世帯等に対
し、支援金を最長3か月間支給します。
■支給月額（支給期間は申請月より最長３か月間）
　単身世帯：6万円　2人世帯：8万円　3人以上世帯：10万円
■対象
・総合支援資金特例貸付の再貸付が終了した人など
・収入（均等割非課税）や資産が一定の基準以下の人
・ハローワークに求職を申し込み、誠実かつ熱心に求職活動する人
■申請方法
　郵送申請のみ（支給対象の可能性がある世帯へ申請書を郵送）。
　8月31日㈫（消印有効）までに必要書類を記入の上、同封する返
信用封筒にて提出してください。詳細は市ホームページで確認して
ください。

「政治倫理の確立のための草加市長の資産等の公開に関する条例」
に基づき、令和2年12月31日現在の市長の資産等並びに令和3年4月
1日現在で報酬を得て職についている会社等を公開します。
■建物

■所得金額：1954万3038円
■自動車（100万円を超えるもの）：普通自家用車2台
■会社等：埼玉県都市競艇組合（議員）、東埼玉資源環境組合（理
事）、草加八潮消防組合（管理者）、㈲エスアイエス（代表取締役）

所　在　地
草加市稲荷四丁目35番地15
　　　稲荷六丁目816番地2
　　　稲荷六丁目907番地1
　　　稲荷六丁目907番地2

575万2646円
58万7479円
156万3943円
70万2648円

127.51㎡
 77.76㎡
 96.05㎡
 48.02㎡

面　積 固定資産税課税標準額

子育て世帯生活支援特別給付金
（その他世帯分）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☎0120-811-166（平日9時～18時）

Ü

介護職員初任者研修費用を補助
問介護保険課☎922-1032Ü922-3279

草加モノづくりブランド
製品・技術・食品を募集

問草加モノづくりブランド実行委員会事務局（草加商工会議所内）
　☎928-8111Ü928-8125

介護事業所で働く皆さんを応援します！

新型コロナウイルス感染症
生活困窮者自立支援金

市長の資産等を公開
問庶務課☎922-0954Ü922-3091

問生活支援課　生活困窮者自立支援金担当専用ダイヤル
　☎924-2825Ü928-6635

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③市政情報 2021年7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】

■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（㊊～㊏（㊗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
がかかる場合もあります。
【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

　市からのお知らせをメールに加えて
「草加市公式LINE」でも受け取ること
ができるようになりました。
【配信情報】災害・気象、新型コロナ

ウイルス感染症、交通安全・防犯、犯
罪、イベント、子育て、健康・福祉、
障がい福祉、行政に関する情報
【登録方法】①QRコード
を読み取り。②「草加市公
式LINE」を友だち追加③
「草加市LINE」を開き、メッセージ画
面下部のメニューから「届く情報をえ
らぶ」を押す。④受信したメッセージ
の案内どおりに登録を行う。
ε危機管理課☎922-0614Ü922-6591

　10/10㊐11時30分開演。会場は草加
市文化会館。大学生以上対象。定員20
人。7/23㊗ほか8回程度のレッスンへ

　専用申込はがきが付いた冊子「購入
方法と販売事業者（使えるお店）のご
案内」を広報そうか7/5号と同時に配
布しています。申込方法や販売事業者
情報など詳細は冊子または実行委員会
HP（QRコード）で確認してください。
はがきの申込締切は7/21㊌（必着）。
余裕をもって投函してください。ε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）☎928-8121（平日10時～16時）、
産業振興課☎922-3073Ü922-3406

　食品衛生法が改正され営業届出制度
が創設されました。「営業届出」は、
野菜や果物の販売業、弁当の販売業な
どが該当し、11/30㊋までに管轄の保
健所に提出をする必要があります（食
品衛生申請等システムによるオンライ
ン提出も可）。ε草加保健所☎925-15
51、県食品安全課☎048-830-3608Ü04
8-830-4807

①多目的スペース　市内企業・在住者
対象。料金：展示1日2500円、販売1
日3750円。利用日：9月以降。
②ショーウインドー　市内企業対象。
料金：1か月700～1500円。利用日：
令和4年１～3月。
③チャレンジショップ　市内在住者対
象。料金：1か月400～1440円。利用
日：令和4年1～3月。
è①は希望日の2か月前の1～21日、②
③は7/21㊌までに物産・観光情報セン
ターへ。☎921-1800Ü921-1811

　児童、高年者、障がい者への虐待を
発見した、虐待を受けている、虐待を
してしまったなどの場合は、「埼玉県
虐待通報ダイヤル＃7171（IP電話など
つながらない場合は☎048-762-7533）」
に電話してください。ε県福祉政策課
☎048-830-3391Ü048-830-4801

　7/13㊋～8/13㊎。場所は全国の宝く
じ売り場。今年のサマージャンボ宝く
じは、1等・前後賞合わせて7億円。サ
マージャンボミニも同時発売。収益金
は市町村の明るく住みよいまちづくり
に使われます。ε財政課☎922-0761Ü
922-1547

　防衛省では、①一般曹候補生②自衛
官候補生を募集します。いずれも18～
32歳対象。受付期間は①9/6㊊まで、
②通年受付。ε自衛隊朝霞地域事務所
へ。☎048-466-4435

　9/10㊎まで、工事のため閉鎖します。
第4駐車場内駐輪場をご利用ください。
ε資産活用課☎922-1798Ü924-3739

の参加必須。参加費1万5000円（衣装
代含む）。申込期間は7/6㊋9時～16㊎
20時必着。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同館☎931-9325Ü936-4690

　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、～7/7㊌、22㊗～27㊋、30㊎～8/3
㊋、6㊎～9㊡、12㊍～17㊋、20㊎～
23㊊、9/1㊌～5㊐、17㊎～20㊗、30㊍
～10/5㊋。会場はボートレース戸田。
ε財政課☎922-0761Ü922-1547

　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。
■障がい児支援協議会〈子育て支援課
☎922-1483Ü922-3274〉…7/16㊎10時
～　市役所第二庁舎第1･2委員会室で
　定員2人（当日先着順）
■防災会議〈危機管理課☎922-0614Ü
922-6591〉…7/27㊋9時30分～　高砂
コミセンで　定員5人（当日先着順）
■国民健康保険運営協議会〈保険年金
課☎922-1592Ü922-3178〉…8/6㊎13
時30分～　市役所第二庁舎第1･2委員
会室で　定員2人（当日先着順）

　就業規則や労働条件、トラブル事例
とその対処法などを学ぶセミナー動画
を自宅や職場で視聴できます。講師は
特定社会保険労務士の高木美香さん。
配信期間は令和4年3/25まで。勤労者
・就活中等の人対象。è県労働セミナ
ーHPで登録を。ε県多様な働き方推
進課☎048-830-4515Ü048-830-4821

草加ふささらダンスフェスティバル
ジャズダンス参加者募集

物産・観光情報センターで
オリジナル製品をPRしませんか

ボートレース事業の
収益金で道路整備

労働法の基礎セミナー（動画配信）
～労働契約・労働条件～

食品の営業届出制度創設
経過措置期限は11月末

令和3年度草加市
プレミアム付商品券
購入申込は7/21㊌まで ７月は虐待ゼロ推進月間

サマージャンボ宝くじ発売

LINEで市の最新情報をキャッチ

自衛官を募集

第二庁舎北側駐輪場を閉鎖します

審議会

④ 2021年7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。

7/7㊌は聖火リレー。7時55分～8時20分、谷古宇橋周辺を一時通行止め

▶固定資産税・都市計画税  第2期
▶国民健康保険税（普通徴収）  第2期
▶後期高齢者医療保険料（普通徴収）  第1期
▶介護保険料（普通徴収）  第2期

7月の
納税
・
納付 8/2㊊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



≪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）　

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6月生まれ（妊産婦・新生児訪問をした家庭を除く） ö7月下旬～8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

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　ö7/28㊌13時15分～
ô6～8か月児　ë各回12組　ö7/28㊌10時～
ô8か月～1歳2か月児　ë各回12組　ö7/21㊌10時～

幼児健康診査
1歳7か月児

3歳3か月児

ô令和2年1月生まれ
ô平成30年4月生まれ
ô平成30年5月生まれ

ö8/3㊋・24㊋
ö7/13㊋・27㊋
ö8/2㊊・31㊋

時間等の詳細は
個別通知に記載

ê7月末
ê6月末
ê7月末

マタニティクラス両親学級　è電話・市HPで
ô10～12月出産予定の初妊婦と夫　ë各8組　ö8/4㊌　①9時10分～②9時55分～　
ù沐浴実習、妊産婦の栄養、分娩の経過、乳房ケア講話

乳幼児相談　è電話で
ô乳幼児と保護者 ë10組 ö8/10㊋9時30分～11時20分　ù保健師・栄養士の育児・栄
養相談

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・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）　ö12/20㊊まで
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

■部門・要件　小説（3～30枚）、児童文学（5～10枚）、評論
（5～15枚）、随筆（3～5枚）、自由詩（30行以内）。いずれ
も400字詰め原稿用紙で。1人1編まで。
　短歌・俳句・川柳は各5首・句以内。カット絵ははがき版～
A5版で点数制限なし（掲載は白黒です）。
※未発表作品に限ります。
※小・中学生の評論、小学生の随筆は応募不可。
■対象　市内在住・在勤・在学・市内公共施設等で活動する市
民団体等に所属している人及び大田原市または昭和村在住者
ω9/10㈮（消印有効）までに作品に応募部門、題名、氏名（ふ
りがな）、年齢、住所、電話番号、所属団体（学生は学校名と
学年）、ペンネームの場合は本名を記入し、〒340-8550文化観
光課へ。郵送の場合は、封筒に「ふれあい文芸草加」と朱書き
してください。メールの場合は、件名を「ふれあい文芸草加」
とし、添付データはPDF形式で送付してください。

問文化観光課☎922-2968Ü922-3406
　*bunkakanko@city.soka.saitama.jp

作品募集作品募集
ふれあい文芸草加
あなたの作品を発表してみませんか

　8/20㊎・25㊌・27㊎・31㊋、9/10
㊎の9時～17時のうち、1日2～6時間。
会場は社会福祉活動センター。認知症
高年者のいる家族が外出時や介護疲れ
で休息が必要な時に、高年者宅を訪問
し見守りや話し相手をする支援員（有
償ボランティア）として活動できる40
歳以上対象。定員20人。è7/16㊎まで
に長寿支援課、公民館・文化センター、
コミセン、シルバー人材センターで配
布する申込書をシルバー人材センター
へ。☎928-9211Ü928-9209

　介護の仕事は人を支え社会を支える
やりがいのある仕事です。県では介護
の仕事に興味のある人を幅広く支援し
ています。
■介護職員雇用推進事業
　介護事業所への就職希望者対象。介
護職員初任者研修の受講から県内介護
事業所への就職までを支援。説明会は

7/14㊌9時30分～12時。会場はアコス
会議室A。
■介護助手の養成・確保
　60歳未満で主に短時間勤務希望者対
象。介護施設等で介護助手として働く
ための研修（無料）の受講から就職ま
でを支援。研修会は7/21㊌9時30分～
12時40分。会場はアコス会議室B。
ε㈱シグマスタッフ大宮支店(県委託
事業受託者)☎048-782-5173

　9/9・16・30、10/14・28、11/11・
25、12/16の㊍10時～12時。全8回。オ
ンラインで開催。子どもの行動に焦点
を当てた親子の関わり方を学びます。
講師は獨協大学地域と子どもリーガル
サービスセンター相談員の内山明子氏。
未就学児の保護者対象。定員6人（応
募多数の場合は抽選）。獨協大学地域
と子どもリーガルサービスセンターと
の共催。è8/20㊎までに応募フォーム
（QRコード）で子育て支援センター
へ。☎941-6819Ü941-6828

認知症高年者の家族を支援する
やすらぎ支援員養成講座

子育て支援講座
～ペアレント
トレーニング講座～

社会を支える介護の仕事
就職希望者を応援します

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7月5日号
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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。

子ども・親子向け

歴史民俗資料館で楽しもう

高年者向け

■蓄音機コンサート　7/11㊐10時～11
時。昭和初期製作のフロア型機械式蓄
音機の音を鑑賞。当日直接会場へ
■れきみん講座「日光道中宿駅につい
て」　7/11㊐14時～16時。定員30人
è7/6㊋から電話で同館へ。☎922-04
02Ü922-1117
è ☎
Ü

シルバーカルチャー教室

■簡単手作りパン教室　7/14㊌新田西
文化センター、21㊌中央公民館。いず
れも9時30分～12時30分。定員各10人。
1回1700円（材料費込み）。エプロン、
三角巾、布巾2枚、持ち帰り容器持参
■一眼レフカメラ基礎講座　7/16㊎、
8/6㊎13時～15時。全2回。会場は草加
市文化会館。定員10人。参加費1200円。
カメラ、取扱説明書持参
è7/6㊋からシルバー人材センターへ。
☎928-9211Ü928-9209
è

☎ Ü

中川河川敷で
生きもの調査会

　7/22㊗8時柿木公民館集合、11時解
散。中川河川敷で生きものを観察しま
す。小学生以上対象。定員30人。双眼
鏡持参。è環境課へ。メール（QRコ
ード）も可。☎922-1519Ü922-1030

è

☎ Ü

のんびりヨガ

　7/14～8/18の㊌9時30分～10時30分。
全6回。会場はふれあいの里。60歳以
上対象（今年度初参加者優先）。定員
15人。ヨガマット等持参。è7/6㊋10
時から電話でふれあいの里へ。☎920-
6222Ü920-6251

è 10
時 ☎

Ü

にこにこサロン楽楽（らくらく）

　7/15㊍13時30分～14時30分。会場は
ふれあいの里。60歳以上対象。ぬりえ
・おりがみ・簡単なゲームなど。εふ
れあいの里☎920-6222Ü920-6251

ε

☎ Ü

おやこでたいそう！

　7/29㊍～31㊏15時～16時。会場は柳
島コミセン。ボールやロープなどを使
って楽しく体を動かします。3～5歳児
と保護者対象。定員各日10組。è7/6
㊋10時から電話で同コミセンへ。☎
Ü928-2321

è

☎
Ü

飾り巻き寿司を作ろう!

　7/23㊗10時～13時。会場はふれあい
の里。60歳以上対象。定員8人。エプ
ロン・三角巾またはバンダナ・巻きす
持参。参加費500円。è 7/7㊌10時か
ら電話でふれあいの里へ。☎920-6222
Ü920-6251

è

☎
Ü

ハンドベルを奏でよう

　8/4・18、9/15・29、10/6・20の㊌
10時～11時30分。全6回。会場はであ
いの森。60歳以上対象。定員16人。手

河川環境展作品展示

　7/21㊌～8/16㊊。会場はであいの森、
葛西用水緑橋。7月の河川愛護月間に
あわせて公募し、皆さんから寄せられ
た市内の川・橋・水辺の写真や絵画を
展示します。ε河川課☎922-2172Ü92
2-2124

ε ☎ Ü

普通救命講習Ⅰ

　8/7㊏9時～12時。会場は青柳分署。
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。è7/22㊗までに青柳分
署へ。☎931-3973Ü931-3982

è

☎ Ü

　8/29㊐15時30分開演。会場は草加市
文化会館。市民73人で創り上げるオリ
ジナル音楽劇。料金一般1000円、3歳
～中学生500円（全席指定、2歳以下の

　草加川柳地区と草加西部地区ではコミュニティプランの策定を目指し、
今年度から地区の皆さんとの話し合いを行います。これに先立ち、コミュ
ニティ単位でのまちづくりの必要性や、まちに対する思いを共有するため、
東京大学小泉秀樹教授による講演と意見交換会を行います。オンライン参
加もできます。
■日　　　時　7/28㊌18時30分～20時
■会場・定員　アコスホール（10人）、氷川コミセン・川柳文化センター

（各20人）、オンライン参加（Zoom使用。定員なし）
■対　　　象　草加川柳地区・草加西部地区に関わりのある人
è7/21㊌までに、氏名（ふりがな）・住所・年齢・電話番号・メ
ールアドレス・希望の参加会場を申込フォーム（QRコード）で
都市計画課へ。電話・ファクスでも可。☎922-1802Ü922-3145Ü

市民参加型舞台公演
「LIFE GOES ON !!
～ぼくらのいのちはとまらない～」

　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　7/10㊏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　7/21㊌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　7/21㊌18時30分～
20時。会場は旧かっぱ天国。ε草加安
行（包）☎921-2121Ü928-8989
■誰でも出来る気功　7/16㊎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。
è7/6㊋から草加東部・草加稲荷（包）
へ。☎959-9133Ü922-3801
■ゆる体操～いつまでも若々しく～　
7/21㊌14時～15時30分。会場は苗塚会
館。65歳以上対象。定員15人。è7/6
㊋から草加安行（包）へ。☎921-2121Ü
928-8989
■栄養講座・体操教室　7/21㊌14時～
15時30分。会場はふれあいの里。65歳
以上対象。定員20人。è7/6㊋から谷
塚西部（包）へ。☎929-0014Ü929-5222
■はつらつバルーン体操　7/28㊌13時
30分～14時30分。会場は川柳文化セン
ター。65歳以上対象。定員30人。室内
靴持参。è7/6㊋から草加川柳（包）へ。
☎932-7007Ü931-0993

ε Ü

ε Ü

ε

Ü

Ü

Ü

Ü

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

　7/13・20、8/17、9/7・14の㊋13時
30分、または15時（内容は同じ）。定
員各回9人。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。è同
センターへ。☎928-9211Ü928-9209

草加市シルバー人材センター
入会説明会

　8/20㊎9時30分～11時30分。会場は
東埼玉資源環境組合第一工場（越谷
市）。3R講座とごみ処理施設見学。小
学生と保護者対象。定員80人。è8/10
㊋（必着）までに往復はがきに住所・
参加者全員の氏名・児童の学年を記入
し、〒343-0011増林3-2-1東埼玉資源
環境組合計画課へ。同組合HPからも
可。☎966-0121

夏休み親子スクール
3Rでごみを減らそう

ひざ上鑑賞無料）。è7/17㊏10時から
同館HP・電話で。窓口販売は7/18㊐
10時から同館で。☎931-9325Ü936-46
90

■認知症サポーター養成講座　7/16㊎
14時～15時30分。会場はであいの森。
定員20人。è7/6㊋から草加川柳（包）
へ。☎932-7007Ü931-0993Ü

袋代110円。è 7/8㊍10時から電話で
であいの森へ。☎936-2791Ü936-2792

è

☎ Ü

●黄色い網目の細かいネット（大
3m×4m、小2m×3m）で、ごみ
全体を包み込むようにかけ、ネット
の端に重石などを置き、めくられな
い・隙間を作らないようにすると効
果的です。
●緑色の網目の粗いネットを使用して
いる場合やネットが破損した場合な
どは、新しいネットと交換できます。
環境業務センター、リサイクルセン
ター、くらし安全課窓口へ。

●生ごみは十分に
水を切り、小袋
に入れ、カラス
に見つからない
ように、新聞紙
等で包み、ごみ
袋の中心に入れ
るようにしまし
ょう。

ε廃棄物資源課
　☎931-3972Ü931-9993Ü

「３つの工夫」で
　　　カラスからごみを守ろう！

キックオフイベントを開催
コミュニティプラン策定に向けた

ごみ出しは収集日の朝、明るくなってから8時までに。
ルールとマナーを守りましょう。

生ごみを減らそう！
餌を発生させない1

ごみ散乱防止ネットでガードしよう！3

生ごみを隠そう！
カラスは視覚が優れています2

緑色のネットは、
黄色いネットに交換を！

ダメだ～

お買い物は
必要な分だけ

●買いすぎない、
使い切る、食
べ切るを心掛
けましょう。
●市では、生ご
み処理容器等
の購入設置者
への補助を行
っています。

草加川柳
&

草加西部
地区
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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　7/
6㊋・25㊐9時～11時　7/11㊐13時～
15時　瀬崎コミセン　無料　ε石井☎ε ☎

090-9310-5460
■たまrin子育てセミナー「子どもの
自主性を育てるには」　7/8㊍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
■卓球体験　7/9㊎・16㊎11時～13時
　市民体育館　ラリー中心です　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　7/
9㊎13時～15時　7/15㊍・18㊐・20㊋
・22㊗・29㊍9時～11時　中央公民館
　無料　ε関根☎090-4062-1356
■スポーツウエルネス吹矢体験会　7/
10㊏・17㊏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　7/10
～31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
■介護者サロン「らくだ」　7/16㊎　
わ～くわっく草加　「こもれび」　7/
22㊗　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」　7/17㊏
10時～12時　中央公民館　7/27㊋10時
30分～12時　瀬崎平成塾　8/3㊋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　7/18㊐9時～
13時　新田西文化センター　洋裁の基
礎を学び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　7/

ε

☎

ε

☎

ε ☎

ε ☎

è

☎

ε

☎

ε

☎

è ☎

18㊐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
■不登校相談会　7/21㊌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
■草加ダンススポーツ連盟　7/22㊗13
時15分～16時10分　谷塚文化センター
　飲み物付き　競技選手等男女リボン
多数待機　参加費500円　ε川端☎93
5-9861
■七夕まつり・中国家庭料理　7/23㊗
10時～14時　中央公民館　中国伝統行
事のお祝いを暑気祓いで　文化交流し
ましょう　参加費1500円　èサーク
ル中国大好き武藤☎090-3574-1031
■遺言書の書き方と終活を学ぼう　7/
24㊏10時～12時　草加市文化会館第2
会議室　一般対象　定員13人　参加費
無料　è遺言相続後見ネット☎946-51
52
■夏休みカヌー教室　7/25㊐9時～11
時　綾瀬川第2ラグーン　マスク着用
　小学生以上対象　定員10人　無料　
è草加パドラーズ中島☎931-3844
■公募いいとも絵画展　7/25㊐～31㊏
10時～17時（最終日は16時まで）　ア
コスギャラリー大　60作品を展示　ε
川上☎080-2342-3961
■八幡ダンスサークルフリーダンス　
7/25㊐13時15分～16時15分　谷塚文化
センター　ミキシング、トライアル有。
飲み物付き　参加費500円　ε飯塚☎
090-4958-9229

ε

☎

ε

☎

ε ☎

è

☎

è ☎

è ☎

ε

☎

ε ☎

コミセン・ミニコミセン

　8/14㊏～15㊐は館内消毒のため、全
てのコミセン・ミニコミセンを休館し
ます。εみんなでまちづくり課☎922-
0796Ü922-3406

ε ☎
Ü

　7/27㊋、8/3㊋、13㊎9時30分～11時
30分。全3回。会場はふれあいの里。
小学生対象。定員12人。参加費500円。
エプロン・タオル持参。è7/8㊍10時
から電話でふれあいの里へ。☎920-62
22Ü920-6251

うつわを自分で作ってみよう
ジュニア陶芸教室

　勤務は㊊～㊎7時～19時の内の7時間
45分。場所は保育園。有資格者対象。
月給17万6172円～20万340円。社会保
険・雇用保険、賞与、有給休暇等あり。
è保育課等で配布する会計年度任用職
員申込書（市HPからも入手可）を同
課へ。☎922-1491Ü922-3274

保育園の保育士
（会計年度任用職員）

■「古代の土器」について調べよう　
7/17㊏10時～12時。定員10人。色鉛筆
持参
■竹工作　8/7㊏10時～12時　竹かざ
ぐるま、または竹水鉄砲。定員各6人。
軍手持参
■藍染めハンカチ作り　8/21㊏・22㊐
10時～12時。定員各10人。参加費300
円

歴史民俗資料館
夏の体験教室

　日本語をもっと勉強したい人、宿題
に困っている人のために、あなたの国
の言葉を話せる人や、日本語を教えて
くれる人が待っています。
　7/29、8/5・12・19・26の㊍13時～
16時。会場は中央図書館。è㊊㊌㊎
に国際相談コーナーへ。メール（QR
コード）も可。☎922-2970Ü927-4955

è

Ü

外国籍の
児童・生徒のための
サマースクール2021

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）

がいこくせき

じどう せいと

にほんご おしこと ば はな ひと

ひと ま

もく じ

じ かいじょう ちゅうおう としょかん

こくさいそうだん

か

げつすいきん

こま ひと くに

にほんご べんきょう ひと しゅくだい

　いずれも小学生（保護者同伴）対象。
è7/10㊏から電話で同館へ。☎922-04
02Ü922-1117
è ☎
Ü

柳島クリニック
9時～12時・14時～17時

柳島町650
☎927-7911

ウエルシア草加柳島店☎920-1914

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

7/11㊐

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

内藤クリニック
9時～12時・14時～17時

住吉1-2-28
☎922-6011
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

7/18㊐

内
科

外
科
・
午
前

外
科
・
午
後

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

㈲東洋開発
正木設備㈱
㈲東洋開発
㈲石田水道

両新田西町246
栄町3-9-30
両新田西町246
吉町1-5-12

☎928-5520
☎931-3933
☎928-5520
☎922-2736

7/10㊏
11㊐
17㊏
18㊐

㊏㊐㊗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



①メッセージ写真
　英語のメッセージ（英語が苦手な人は日本
語でも可）を書いた紙を持った人物写真。
②メッセージ動画（15～60秒）
　英語のメッセージ（英語が苦手な人は日本
語でも可）を話す人物動画。内容を申込用紙
に記入（字幕用）
③過去の姉妹都市交流事業において撮影した人
物写真　撮影日、場所を申込用紙に記入

　予約が取れた人たちは「家か
ら徒歩で来られる場所で助かっ
た」「瀬崎の町会の住民で幸せ
です」と喜び、浅古ブロック長
は「困っている住人がいる時こ
そ町会が頑張る時。4町会の会
長ほか、婦人部や若者の協力が
あって実現した。人の絆は心強
くて嬉しいものですね」とお助
け隊に感謝していました。

ω8月31日㈫までに文化観光課ほかで配布する申込用紙（市ホ
ームページでも入手可）に写真または動画、20歳未満の人は保
護者の同意書を添えて草加市国際交流協会事務局（文化観光課
内）へ（メールも可）。提出された写真や動画を取り込んだ
CD-R等は返却しません。

　これから谷塚で新しいことを始めようとしている人たちに向
けて、地域にユニークな仕事（＝生きがい）を生み出すことを
目指し活動する舟木公一郎氏を招いた講演を行います。講演で
は、シェアキッチンやURと連携した野菜の出張販売など様々
な事業を実施する舟木氏が、寂しかった商店街で、地域の経済
循環の活性化と創業支援を行いながら、どのように「生きが
い」につながる「ナリワイ」を作り出したのかを話します。
■日時　8月2日㈪午後6時～7時30分
■会場　ビジネス旅館越後屋(瀬崎3-35-34)
■定員　40人
ω7月26日㈪までに草
加市電子申請・届出サ
ービス（QRコード）
で。電話、
ファクスで
も可。

　瀬崎第1、2、3町会と谷塚コリーナ
自治会で構成する谷塚東部ブロック
（浅古八郎ブロック長）は、瀬崎コミ
センで高年者計43人のワクチン予約の
お手伝いを行いました。お助け隊のメ
ンバーは町会有志や文教大学あだちキ
ャンパスの学生など約60人。

6月かどまちごとでき

　アメリカ合衆国カリフォルニア州にあるカーソン市と草加市は、昭和54年に国際姉妹都市提携を行い、青少年使節団の相互派遣（ホ
ームステイ）を行うなど、交流を深めてきましたが、コロナ禍により直接的な交流が困難となっています。そこで、メッセージを込め
た動画をカーソン市と草加市で贈り合う交流を行います。

　草加ふささら祭り実行委員会（佐々木勲会長）は、新型コロ
ナウイルス感染症の状況から、来場者の健康と安全が確保でき
ないと判断し中止を決定しました。今後は感染症の動向に注視
しつつ、令和4年度の開催に向けた準備を進めていきます。

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

17・18日 絆の強みを再確認
町会主催のワクチン予約「お助け隊」

We'll get
through this
together

(共に乗り越えよう)

国際姉妹都市 問草加市国際交流協会事務局（文化観光課内）
　☎922-2403Ü922-3406
　sia021sia@gmail.com

問草加市国際交流協会事務局（文化観光課内）
　☎922-2403Ü922-3406
　sia021sia@gmail.com

新型コロナワクチン情報
1面の続き 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

大規模接種会場での接種に変更した人は、予約のキャンセルを忘れずに

●キャンセルしなかった場合、これ
から予約をする人の接種の機会が
失われてしまいます。必ずキャンセ
ルしてください。
●１回目の接種に来なかった場合、2
回目の予約は自動的にキャンセルさ
れます。
（2回目の予約のキャンセルはコール
センターへ）

予約の支援・予約の確認・変更・キャンセルをお手伝い

電話
コールセンター
☎0570-666-578
インターネット
予約システム
（QRコード）
https://soka.hbf-rsv.jp

カーソン市へメッセージを贈ろう!

皆さんから寄せられた
写真や動画を1つの動画に編集して贈ります

キャンセル方法

次の写真や動画を募集中
たくさんのご応募お待ちしています♪まちの学校

～小さく始めた人たちが変えた、
　　　　　　寂しかった商店街の日常～

8月31日
まで開設

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の

インターネット予約操作支援

ミ ド リ ノ

カリフォルニア州
カーソン市 草加市

メッセージは
見やすく書いてね

舟木 公一郎氏
シェアキッチンMIDOLINO_
代表。個性を活かした仕事づ
くり/協業をテーマに武蔵野市
で「MIDOLINO_」を開設。リ
ノベーションまちづくりを実践し、4年間で13店舗
のシャッターを開けることに助力。行政に依存しな
い地域自治、日本円がなくても生きていける社会の
実現を目指す。

動画は10月下旬にYouTube文化観光課チャンネルで公開予定で
す。過去の姉妹都市交流事業に参加した人、カーソン市との国
際交流に興味がある人などどなたでも気軽にご参加ください。

草加ふささら祭り実行委員会（みんなでまちづくり課）
　☎922-0796Ü922-3406
問草加ふささら祭り実行委員会（みんなでまちづくり課）
　☎922-0796Ü922-3406

草加ふささら祭りの開催中止令和
3年度

受付場所（①②は平日のみ、③は毎日実施）

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

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7月5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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