
問子育て支援センター☎941-67915941-6828

あなたの電話で
つながる

あなたの電話で
つながる笑顔笑顔

い  ち  は  や  くい  ち  は  や  く

☎189へ☎189へ

11月は児童虐待防止推進月間

電話をした人と内容の秘密は守られます（匿名可）。
「心配なサイン」をみつけたら迷わず連絡を!!

24時間365日受付

保護者や子ども
本人からの相談も
できます

☎189

☎#7171

（いちはやく）

（ないない）

または

近くの児童相談所につながります。
児童相談所虐待対応ダイヤル

埼玉県虐待通報ダイヤル

子育てに悩む

頻繁に怪我している
子どもがいる

家出や徘徊、夜間子ども
だけで遊んでいる

子どもの衣服が
汚れている

心
配
な
６
つ
の
サ
イ
ン

子育て支援センター総合相談窓口 「みっけ」子育て支援センター2F
「プチみっけ」市役所第二庁舎2Ｆ

☎941-6791（予約不要）　
平日午前8時30分～午後5時

ぼっくるん

保護者へ

虐待かもと
思ったら

新型コロナワクチン情報8面 11月15日以降の新規の予約を一時休止します

　児童虐待問題は社会全体で取り組むことが必要です。「もしかしたら虐待を
受けているのかもしれない」「近くに子育てに悩んでいる人がいる」こんなと
きはすぐお電話ください。また、「子育てが辛くてつい子どもにあたってしま
う」などの悩みがある人もひとりで悩まず相談してください。その連絡で救わ
れる子どもがいます。

気になる家庭があるけど、自分が連絡したと知られないか心配です。

　匿名で相談できます。秘密は守ります。
「誰にも言えない」「誰にも聞けない」こと、
何でも話してください。

　子育てに関する悩みを何でも気軽に相談してください。市内の
あそび場や幼稚園の情報なども紹介しています。

子育てなんでもダイヤル　☎944-0621　平日午前8時30分～午後5時

※来所相談（面談）も予約不要ですが、家庭児童相談員・ケースワーカーとの面談を希望する人は事前に連絡してください。

怒鳴り声・泣き声が
聞こえる家

保護者が強い不安や
悩みを抱えている

保護者が子育てに
拒否的・無関心である

あなたの勇気を全力で支援します もっと気軽に…

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
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令和3年の市内交通事故状況（前年比）10月20日現在　人身事故322件（－125）　死者6人（＋4）

　看護師養成所等の在学者または令和4年4月在学予定者で、卒業
後、市立病院の看護師として働こうとする人を対象に修学資金を貸
与します。
■募集人数
　若干名
■対象
　貸与を開始した月に看護師養成所等に在学し、卒業後に看護師免
許を取得し、市立病院職員として医療業務に従事しようとする人
■修学資金の額
　看護師養成所等に在学する人　月額7万円
■貸与期間
　令和4年4月から正規の修学期間を終了する月まで
■選考方法
　・書類審査
　・面接
　（予定日：令和4年1月15日㈯）
ω11月22日㈪～12月6日㈪（消印有
効）に、市立病院、市役所総合案内
で配布する申請書等（同病院ホーム
ページからも入手可）を簡易書留等
（持参不可）で〒340-8560市立病
院経営管理課へ。

　住居表示区域（長栄・新栄・清門以外の○丁目と表示されている
区域）内で建物を新築・改築した場合は、条例の規定により住居表
示の番号を取得する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。

　住居表示区域内で近隣宅と同じ住居番号（同じ住所）となってい
ることで郵便物や宅配物の誤配送等の不便が生じることがあります。
　この場合、住居番号変更申請を行うことで、枝番号を使用した住
居番号に変更することができます。なお、変更に伴う登記等の諸費
用は個人負担です。

　ひとり親家庭等に対し、医療費の自己負担の一部を支給します。
受給には、事前にひとり親家庭等医療費受給者証の交付手続が必要
です。対象者は次のとおり手続きを。
■すでに受給している人
　11月30日㈫までに現況届と必要書類を返信用封筒で郵送。案内
と届出用紙一式は10月下旬に送付しています（児童扶養手当の現
況届を提出した受給者は除く）。
■新規で受給する人
　対象に該当する人は、子育て支援課へ問い合わせてください。
〈対象〉
市内に居住する国民健康保険または社会保険の加入者で、次の
いずれかに該当する子※、その父または母、養育者
●父母の離婚や死亡等により父または母あるいは父母と生計を
　別にしている
●父または母に一定の障がいがある
●父または母から1年以上遺棄されている
●父または母が裁判所からDV保護命令を受けた
●父または母が法令により1年以上拘禁されている
●母が未婚で出生した

■所得制限（下表）
　対象者の令和2年中の所得額と扶養人数等で判定。扶養義務者
とは、申請する父母または養育者と生計を同じくする直系血族
（両親、祖父母、子、兄弟姉妹等）。

　病気の早期発見と健康の保持増進のため、人間ドックまたは脳ド
ックいずれかの検査料を助成します。
■対象者
　人間ドック・脳ドック利用時に後期高齢者医療制度加入者で、申
請日時点で後期高齢者医療保険料の未納がない人
■助成額　
　上限2万円（1年度1回限り）
ω被保険者証、人間ドックまたは脳ドックと記載された領収書、印
鑑（スタンプ印不可)、預金通帳を持参し、後期高齢者・重心医療
室へ。

扶養人数

0人

1人

2人

3人

4人

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

父・母・養育者

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

扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者

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

誤配送が
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

郵便物の誤配送で困っていませんか？

※子の年齢要件：18歳到達後最初の3月31日まで。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。

市立病院の看護師を
目指す人に
修学資金を貸与
問市立病院経営管理課☎946-2200Ü946-2211Ü

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☎922-1949Ü922-3148Ü

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

人間ドック・脳ドック
検査料を助成
問後期高齢者・重心医療室☎922-1367Ü922-3178Ü

後期高齢者医療制度加入者
提出は

「郵送」で

延ばそう!健康寿命

現況届の提出は11月30日㈫までに郵送で

② 草加人のための情報紙　広報「そうか」市政情報2021年11月5日号



　家具転倒防止器具（L字金具）は建物と家具を固定するもので、1
世帯あたり家具3個、取り付け費用9000円まで助成します。
■対象　15歳未満・65歳以上・障害
者手帳を所有する人のみで構成する世
帯で、市税等の滞納がないこと。
　賃貸住宅に住んでいる人は、壁に穴
を空ける必要があるため、住宅所有者
の同意書が必要です。
ω事前申し込み制。業者に依頼する前
に危機管理課へ連絡・申請を。

　市の特別職である市議会議員、市長、副市長、教育長、病院事業
管理者及び各種審議会等の委員報酬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（令和4年1月1日現在）で、草加市特別職報
酬等審議会公募委員の経験がなく、市の他の審議会等の委員になっ
ていない人。
■募集人数
　1人
■任期
　令和4年1月1日から2年間
■報酬
　会議1回につき7000円
■公開抽選（選考人数が募集人数を超えない場合は抽選しません）
　12月16日㈭午前9時から市役所西棟第3会議室で
ω11月30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・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
「草加市の特別職の報酬等について」（600～800字）を記載し〒
340-8550職員課へ（ファクス、メールでも可）。

　10月7日㈭に市内で震度5弱の地震が発生しました。阪神・淡路
大震災では、家具等の転倒により多くの命が失われました。いつ起
こるか分からない大地震、右記助成制度を活用するなどして対策を
とりましょう。
　また、家具転倒防止器具を取り付ける18歳以上の人や市内事業者
に工具（電動ドライバー・間柱センサー）を無料で貸し出します。

　令和4年4月1日～同5年3月31日に市（水道事業を含む）及び草加
八潮消防組合が発注する「建設工事」、「設計・調査・測量」、
「土木施設維持管理業務」の入札への参加希望者は、資格審査を申
請してください。
　申請は、県電子入札共同システム参加自治体との共同窓口で受け
付け。申請要領は契約課で配布（県ホームページからも入手可）。

　ごみ収集カレンダーは、3～4月に配布する可燃ごみ・不燃ごみ・
資源物等の収集日を記載したA4版16ページのカラー冊子です。
　この冊子に広告を掲載する広告主を募集します。掲載は審査の上、
決定します。応募多数の場合は、抽選で決定します。
■募集枠数
　12枠
■規格
　縦2.5cm×横12cm
■カレンダー使用期間
　令和4年4月～同5年3月（1年間）
■掲載料
　1枠5万円（1社2枠まで）
　掲載位置やページ指定はできません。また、金額の表示や他社と
の比較・抽象的な表現等は不可。
ω11月19日㈮までに廃棄物資源課で配布（市ホームページからも
入手可）する申込書、掲載希望原稿（紙及び電子媒体）、会社概要
（市外事業者は法人市民税及び固定資産税の直近の納税証明書）を
添えて同課へ。

建設工事、設計・調査・測量、土木施設維持管理業務

　令和4年4月1日～同5年3月31日に市（水道事業を含む）、草加八
潮消防組合及び市立病院が発注する「物品納入、施設維持管理業務
等」の入札への参加希望者は、それぞれ資格審査を申請してくださ
い。
　申請には、12月1日㈬に市または市立病院ホームページに掲載予
定の最新の様式を使用してください。前回の申請書類は使用不可。

物品納入・施設維持管理業務

県電子入札共同システムに未登
録の事業所

県電子入札共同システムに登録済で
あるが、申請自治体、業種、業務等の追
加登録を希望する事業所

対象事業者

12月1日㈬～17日㈮ 12月1日㈬～24日㈮受付期間

郵送申請（消印有効、持参不可）申請方法

〒330-9301埼玉県総務部入札審査課審査担当（工事）書類の送付先

新規受付 追加受付

12月1日㈬から市立病院ホームページ
に掲載予定（同病院管理課でも配布）

12月1日㈬から市ホームページ
に掲載予定（契約課、水道総務
課、草加八潮消防局企画課でも
配布）

12月20日㈪～令和4年1月14日㈮受付期間

郵送申請（消印有効、持参不可）申請方法

書類の入手先

〒340-8550契約課 〒340-8560市立病院施設管理課書類の送付先

市（水道事業を含む）及び
草加八潮消防組合 市立病院

家具転倒防止器具（L字金具）取付費用を助成

見　本

▲令和3年度草加市ごみ収集カレンダー
広告欄

問職員課☎922-0985Ü922-3098
　shokuinka＠city.soka.saitama.jp

Ü

特別職報酬等審議会

問危機管理課☎922-0614Ü922-6591Ü

家具転倒防止対策を支援

問契約課☎922-1129Ü922-3091
　水道総務課☎920-5677Ü925-5046

草加八潮消防局企画課☎924-2111Ü928-8454
市立病院施設管理課☎946-2200Ü946-2211

競争入札参加希望者受け付け（追加分）

ごみ収集カレンダー
広告主募集
問廃棄物資源課☎931-3972Ü931-9993Ü

令和4年度委員
募集

もしもに備えて早めの地震対策を！

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③市政情報 2021年11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、消毒
・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】

　埼玉県における段階的緩和措置等の終了に伴う市内公共施設の利用及び
事業・イベントについては、県の方針を踏まえ、以下のとおりとします。
■対応内容
・公共施設、学校開放を通常運用時間に戻します。
・カラオケ、合唱、コーラス、歌唱、会食を伴う活動での利用を再開します。
※であいの森の入浴サービスは、準備が整い次第再開予定です。再開日は
改めて市HPでお知らせします。
※ふれあいの里の入浴サービスは、漏水のため当面の間休止。
・「草加市公共施設利用に関する新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイド
ライン」に基づき、施設及び利用用途ごとに三密（密閉・密集・密接）を
回避する対策を講じてください。
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・イベントの制限を解除
歌唱や会食を伴う活動等での施設利用を再開
※高年者福祉施設入浴サービスを除きます

■対象　保護者や同居者の就労等によ
り放課後保育を必要とする小学生（令
和4年4月現在）
■必要書類　児童クラブ入室申込書・
稼働証明書等保育を必要とすることを
証明する書類
■書類配布　子ども育成課・各児童ク
ラブ・子育て支援センターで配布(市
HPからも入手可）
è①郵送申込　11/18㊍（消印有効）
までに、特定記録郵便で子ども育成課

へ。郵送料は自己負担。
②会場申込　11/20㊏～23㊗9時～17時
に中央公民館へ。
ε子ども育成課☎922-1448Ü922-3274

　援助が必要な親族などを無償で世話
しているケアラーは、支援の手が届き
にくく社会問題化しています。特にヤ
ングケアラーと定義される18歳未満の
ケアラーは学業や進路に大きな影響が
あり深刻な問題になっています。全国
に先駆けケアラー支援条例を制定した
埼玉県では、11月をケアラー月間と定
め、ケアラーやヤングケアラー支援に
ついて考えるフォーラムを11/23㊗13
時～15時30分にオンラインで開催しま
す（è11/19㊎までに県HP内申込専用
フォームで）。また、社会全体で支え
られるよう、団体や事業者等による
「ケアラー支援宣言」を募集、周知し
ます。この機会にケアラーやヤングケ
アラーについて考えてみませんか。詳
細は県HPで確認してください。ε県
地域包括ケア課☎048-830-3266Ü048-
830-4781

　障がい者用駐車場は、車椅子使用者
や体の不自由な高年者、障がい者など、
車の乗り降りや移動に配慮が必要な人
のための、幅の広い駐車区画です。必
要がない人は駐車しないよう、皆さん
の協力をお願いします。ε県福祉政策
課☎048-830-3391Ü048-830-4801

　11/12㊎～18㊍8時30分～19時（13
㊏・14㊐は10時～17時）。専用☎057
0-070-810。女性をめぐる様々な人権
問題について専用電話による相談を受
け付けます。法務局職員と人権擁護委
員が対応し、秘密は厳守します。εさ
いたま地方法務局人権擁護課☎048-85
9-3507

　YouTube草加市公式チャンネル（QR
コード）で放映中のオリンピック聖火
リレーの様子をアコスビジョンでも放
映します。アコスビジョンは11/18㊍
までの㊋～㊍、11/19㊎～12/31㊎は毎
日、毎時12～13分に放映（変更の場合
あり）。ε広報課☎922-0549Ü922-30
41

■対象
保育園、認定こども園の保育部分、地
域型（小規模・家庭的）：保護者の就
労や疾病等により保育を必要とする乳
幼児
家庭保育室：保護者の就労や疾病等に
より保育を必要とする生後6週以上満2
歳未満の乳幼児
■書類配布　保育課・各保育所等・子
育て支援センターで配布（市HPから
も入手可）
è11/20㊏～23㊗9時～17時に中央公民
館へ（11/23㊗まで保育課窓口では受
け付けません）。
・入場は保護者1人で。
・公共交通機関での来場に協力を。
ε保育課☎922-1491Ü922-3274

　市では、介護や障がい、疾病などで
援助が必要な親族などを世話している
ケアラーの相談に応じています。一人
で悩まず、話してみませんか。相談窓
口の一覧は公民館・文化センター、コ
ミセンなどで配布します。ε福祉政策
課☎922-1234Ü922-1066

　オリジナル作品のPRや展示・販売
に利用してみませんか。市内企業・在
住者対象。料金は展示1日2500円、販

売1日3750円。è利用希望日2か月前の
1～21日に物産・観光情報センターへ。
☎921-1800Ü921-1811

　明治4（1871）年11月14日に「埼玉
県」が誕生しました。埼玉150周年特
設WEBサイト「Colorful」（QRコード）
で県の歴史や、著名人のインタビュー、
各企業・団体と連携し製作した150周
年記念商品などを紹介しています。ε

県県民広聴課☎048-830-3192Ü048-82
2-9284

聖火リレーの感動を
もう一度　アコスビジョン、
YouTubeで放映

保育所等の4月入園・入室受付
11/20㊏～23㊗　中央公民館

放課後児童クラブ4月入室
申込受付中

家族をケアする人の相談に応じます
「ケアラー相談窓口」

11月は「ケアラー月間」
フォーラムをオンラインで開催

全国一斉「女性の人権ホットライン」
強化週間　専用相談電話を開設

11・12月は障がい者用駐車場
マナーアップキャンペーン強調月間

物産・観光情報センターで作品PR
多目的スペース利用者募集

11/14は県民の日　
県誕生150年目を
祝おう

④ 2021年11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。

新型コロナの影響で催し・施設・窓口等に変更の場合あり。事前に確認を。

▶国民健康保険税（普通徴収） 第6期
▶後期高齢者医療保険料（普通徴収） 第5期
▶介護保険料（普通徴収） 第6期

11月の
納税
・
納付 11/30㊋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



≪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10月生まれ（妊産婦・新生児訪問をした家庭を除く） ö11月下旬～12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　ö11/30㊋13時15分～
ô6～8か月児　ë各回12組　ö11/30㊋10時～
ô8か月～1歳2か月児　ë各回12組　ö11/29㊊10時～

マタニティクラス両親学級　è12/1㊌から電話・市HPで
ô令和4年3月～5月出産予定の初妊婦と夫　ë各10組　ö令和4年1/19㊌　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、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 ö12/3㊎9時30分～11時20分 ù保健師・栄養士の育児・栄養相談

幼児健康診査
1歳7か月児
3歳3か月児

ô令和2年5月生まれ
ô平成30年8月生まれ

ö12/7㊋・21㊋
ö11/9㊋・15㊊

時間等の詳細は
個別通知に記載

ê11月末
ê10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

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）

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

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）

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、㊎…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

マタニティサロン　è電話で
ô妊婦と夫　ë20人　ö12/15㊌13時～14時30分　ù歯科講話、マタニティレシピ&
離乳食の紹介

　11/5㊎～。2022年の干支寅（とら）のイ
ラストが入った手拭いを販売しています。は
んてん型・絵馬型の2種類。いずれも大700
円、小400円。ε物産・観光情報センター☎
921-1800Ü921-1811

干支柄の手拭い販売

　草加柿木産業団地地区及び獨協大学
前〈草加松原〉駅西側地区における建
築物等の整備方針等を定める地区計画
及び地区整備計画構想案の閲覧・公聴
会を行います。
■閲覧　11/19㊎～12/3㊎（㊏㊐㊗は
除く）。場所は都市計画課
■公聴会　12/23㊍14時～。会場は草
加市文化会館。市内に住所または土地
・建物を有する人で、公聴会で意見を

述べたい人は、12/3㊎（必着）までに閲
覧場所にある申出書を都市計画課へ。
応募多数の場合は選定。申出がない場
合は中止（公聴会の無い場合は開催日
の10日前までに告示。市HPにも掲
載）。なお、対象区域内の権利者で地
区整備計画の原案に意見のある人は、
12/10㊎（必着）までに閲覧場所にある
意見用紙を同課へ。ε同課☎922-0183
Ü922-3145

　11/7㊐13時～17時。会場は草加マル
イ正面口前。出演はSTAT、シュガー
ヒルバンド、そうか音楽院。ε草加市
文化会館☎931-9325Ü936-4690

　12/2・9・16の㊍10時～12時。全3回。
会場は高砂コミセン。定員15人。材料
費500円。裁縫道具、赤・白糸持参。
è11/8㊊10時から同コミセンへ。☎Ü
920-3066

■蓄音機コンサート「流行歌特集」　
11/14㊐14時～15時。昭和時代初期に
製作された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。予
約不要。
■れきみん講座「そうかの昔ばなし」
　11/26㊎14時～16時。定員30人。
è11/6㊏から電話で歴史民俗資料館へ。
☎922-0402Ü922-1117

　埼玉県・東京都など10都県市が連携
して、再生可能エネルギー電力（自然
の電気）をグループ購入する「みんな
でいっしょに自然の電気」キャンペー
ンを実施しています。家庭、商店、小
規模オフィス等対象。参加登録後、事
務局から提示されるプラン（電気代・
電力会社等）を検討し、納得したら契
約を。内容に不満があれば契約しなく
ても大丈夫です。è令和4年1/31㊊ま
でにキャンペーン専用HP（QRコード）
から登録。εみんなでいっしょに自然
の電気事務局☎0120-267-100（携帯電
話・PHSは☎0570-058-100）

　市の審議会等を傍聴できます。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。
■都市計画審議会〈都市計画課☎922-
1802Ü922-3145〉…11/15㊊10時30分
～　紅藤カナダビル職員研修室で　定
員2人（15分前に抽選）
■介護保険推進委員会〈長寿支援課☎
922-1342Ü922-3279〉…11/17㊌15時
30分～　保健センター集団指導室で　

定員2人（当日先着順）
■在宅医療・介護連携推進委員会〈長
寿支援課☎922-2862Ü922-3279〉…11/
25㊍14時～　保健センター予防検診室
で　定員2人（当日先着順）
■子ども・子育て会議〈子育て支援課
☎922-3492Ü922-3274〉…11/30㊋10
時～　松ロイヤルビル6階会議室で　
定員2人（当日先着順）

　令和3年4～10月に寄せられた善意で
す（敬称略）。
≪新型コロナウイルス感染症対策に関
する事業へ≫
▼500万円　株式会社エンスカイ（市
内）　▼23万円　瀬崎共同学童保育所
及び瀬崎児童クラブ父母会OB会
≪道路整備に関する事業へ≫
▼500万円　株式会社エンスカイ（市
内）
≪緑化保全に関する事業へ≫
▼19万2858円　株式会社ダイエー（江
東区）
≪子育てに関する事業へ≫
▼2万4562円　埼玉土建一般労働組合
草加支部
≪被災者支援に関する事業へ≫
▼3万円　草加測量・設計・調査技術
研究会
≪使途指定なし≫

▼64万7000円　明治安田生命保険相互
会社越谷支社
ε財政課☎922-0761Ü922-1547

　11/9㊋はシステムメンテナンスのた
め中央図書館HP、公民館・文化セン
ター図書サービスを休止します。ε中
央図書館☎946-3000Ü944-3800

　11/13㊏・14㊐は電気設備点検・館
内消毒のため臨時休館します。εであ
いの森☎936-2791Ü936-2792

屋外で楽しむ♪音楽の街コンサート

歴史民俗資料館

パッチワークでクリスマス
タペストリー作り

都市計画変更に係る
構想案の閲覧と公聴会

自然の電気の共同購入
「みんなでいっしょに
自然の電気」
キャンペーン実施中

図書館サービスの休止

であいの森

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11月5日号



⑥ 2021年11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。

秋季全国火災予防運動

　9月30日現在、市内の火災発生件数は35件で、火災による死者3人、負傷
者3人です。住宅火災による死傷者を出さないため、住宅用火災警報器を設
置しましょう。住宅用火災警報器は定期的に点検を行い、作動状況を確認
してください。

〇住宅防火対策の推進（住宅用火災警報器の設置及び維持管理）
〇放火火災防止対策の推進
〇特定防火対象物等における防火安全対策の徹底
〇製品火災の発生防止に向けた取り組みの推進

【いのちを守る10のポイント】
・寝たばこはしない・ストーブの周りに燃えやすい
ものを置かない・火のそばを離れない・コンセント
はほこりを清掃し不要なプラグは抜く・安全装置の
付いた機器を使用する・住宅用火災警報器を定期的
に点検し10年目安に交換する・寝具・衣類・カーテ
ン等は防炎品を使用する・消火器等を設置し使い方
を確認しておく・避難経路・方法を常に確保してお
く・防火防災訓練等、地域ぐるみの防災対策を行う

草加八潮消防局予防課 996-0660Ü997-1300ε草加八潮消防局予防課☎996-0660Ü997-1300
11/9㊋
～15㊊

重
点
目
標

子ども・親子向け

高年者向け

■イギリス英会話入門　11/16・30の
㊋13時30分～15時。全2回。会場は中
央公民館。定員10人。参加費1700円。
è11/8㊊からシルバー人材センターへ。
☎928-9211Ü928-9209
è

Ü

DV防止啓発＆「セクシャルハラス
メントのない社会へ」パネル展

30代・40代でも大丈夫！
正社員になろう
プロジェクト
合同企業説明会・面接会

　11/12～25は「女性に対する暴力を
なくす運動」期間、11/25は「女性に
対する暴力撤廃国際日」と定められて
おり、配偶者等からの暴力（DV）、
セクハラ、ストーカーなど、性別に基
づく女性への暴力は、女性への著しい
人権侵害であり、男女共同参画社会を
形成していく上で克服すべき重要な課
題です。11/25㊍まで…DV防止啓発ミ
ニコーナー、11/11㊍～19㊎…「セク
シャルハラスメントのない社会へ」パ
ネル展。㊏㊐㊗・11/10㊌を除く9時30
分～17時。会場は男女共同参画さわや
かサロン（草加市文化会館内）。ε人
権共生課☎922-0825Ü927-4955Ü

シルバーカルチャー教室

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

　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　11/13㊏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）☎929-0014Ü
929-5222
■認知症介護者のつどい　11/17㊌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　11/17㊌18時30分
～20時。会場は旧かっぱ天国。ε草加
安行（包）☎921-2121Ü928-8989
■ピカッとブレイン　11/17㊌14時～
15時。会場はふれあいの里。あたまの
体操で認知症予防。65歳以上対象。定
員20人。è11/8㊊から谷塚西部（包）へ。
☎929-0014Ü929-5222
■いきいき体操教室　11/18㊍14時～
15時30分。会場は花栗会館。運動機能
向上プログラムで転倒しにくい身体を
つくる。65歳以上対象。定員15人。
è11/9㊋から草加安行（包）へ。☎921-
2121Ü928-8989
■誰でも出来る気功　11/19㊎9時15分
～10時40分。会場は高砂コミセン。気
功の基本を学ぶ。65歳以上対象。定員
30人。室内靴持参。è11/8㊊から草加
東部・草加稲荷（包）へ。☎959-9133Ü
922-3081

Ü

Ü

Ü

è

Ü

è

Ü

è

Ü

地域サイクリングクラブ
「ツール・ド・そうか」体験会

　12/11㊏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確認
や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。è11/6㊏から電話で市民
温水プールへ。☎936-6824Ü935-8981

è

Ü

ジュニア手作り教室
牛乳パックのペン立て作り

　11/27㊏10時～12時30分。会場はふ
れあいの里。小学生対象。定員10人。
手拭きタオル持参。参加費300円。è
11/8㊊10時から電話でふれあいの里へ。
☎920-6222Ü920-6251

è

Ü

めざそう！プラチナキッズ
体力UPプログラム追加募集選考会

　12/3㊎・7㊋17時30分～19時。会場
は記念体育館。県主催の「彩の国プラ
チナキッズ」を目指す体力UPプログ
ラムの参加者選考会を実施します。小
学2～3年生対象。定員各30人。è11/
6㊏から草加市スポーツ協会HPで。☎
928-6361Ü922-1513

è

Ü

覚えておきたい
スポーツ現場での応急処置

　12/4㊏16時～18時。会場は記念体育
館。スポーツ活動中の突発的に発生す
る外傷に対する手当の正しい知識と技

　11/20㊏10時30分～15時（売り切れ
次第終了）。会場は物産・観光情報セ
ンター。姉妹都市福島県昭和村の特産
品や農産物、からむしの葉をねり込ん
だ新製品「からむしようかん」の販売。
ε文化観光課☎922-2403Ü922-3406Ü

昭和村いいがなうめぇがな市

　中学生以上対象。保護者同伴に限り
⑤は4歳～小学生、⑦は小学生も可。
人数は定員、金額は参加費。è11/6㊏
から勤労青少年ホーム窓口へ。☎928-
5550Ü928-9632

è

Ü

勤労青少年ホーム　冬期講座

　11/30㊋14時～15時30分。会場は草
加市文化会館。市内の福祉事業者によ
る就職相談会。無資格・未経験で働け
る職場もあります。詳細は県福祉人材
センターHPで。ε県福祉人材センタ
ー☎048-833-8033Ü048-833-8062Ü

福祉の仕事　地域就職相談会

　12/4㊏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。è11/18㊍までに青柳
分署へ。☎931-3973Ü931-3982

è

Ü

普通救命講習Ⅰ

　11/24㊌12時～16時。会場は大宮ソ
ニックシティ地下展示場。就職氷河期
世代であるおおむね30～40代の正社員
就職希望者対象。県内企業50社が参加。
正社員になるための研修や個別就職相
談も同時開催。要事前予約。è県正社
員になろうプロジェクト事務局HP（QR
コード）へ。☎0120-555-843

è

■はつらつバルーン体操　11/24㊌13
時30分～14時30分。会場は川柳文化セ
ンター。ボール等を使用した体操。65
歳以上対象。定員30人。室内靴持参。
è11/8㊊から草加川柳（包）へ。☎932-
7007Ü931-0993
■能力アップいきいき体操　12/3・10
・17・24の㊎10時～12時。全4回。会
場は氷川コミセン。体を動かしながら
脳を鍛える。65歳以上対象。定員20人。
室内靴持参。è11/24㊌から草加西部
（包）へ。☎946-7030Ü942-7582
■認知症サポーター養成講座　11/26
㊎10時～11時30分。会場は高砂コミセ
ン。認知症についての理解を深め地域
で支える。定員30人。è11/8㊊から草
加東部・草加稲荷（包）へ。☎959-9133
Ü922-3801

è

Ü

è

Ü

è

Ü

術を習得します。指導は県柔道整復師
会草加八潮支部。18歳以上対象。定員
20人。室内靴持参。è11/6㊏から電話
で草加市スポーツ協会へ。☎928-6361
Ü922-1513

è

Ü

①手書きで年賀状（筆やペンで美しい
手書きの年賀状を書きます）　11/13
㊏10時30分～12時　14人　500円　筆
ペン・小筆・書道具持参
②コアトレ＆簡単ダンスでウエストの
くびれ!!　12/5㊐13時30分～15時30分
　20人　200円　ヨガマット・室内靴
持参
③「木の葉でポストカード」をつくろ
う！　12/5㊐14時～16時　5人　200円
　カメラ（スマートフォンも可）・ハ
サミ・ピンセット持参
④やさしい社交ダンスを楽しく踊りま
しょう！　12/11㊏10時～12時　20人
　200円　ダンスシューズ（室内靴）持参
⑤親子と楽しく社交ダンスを踊りまし
ょう！　12/12㊐10時～12時　20人　
200円　ダンスシューズ（室内靴）持参
⑥骨盤エクササイズ～姿勢・骨格矯正
～　12/21㊋10時～12時　20人　200
円　ヨガマット持参
⑦親子で書道（書初めを仕上げよう！）
　12/28㊋15時30分～17時　25人　300
円　書道具・学校の手本持参

にこにこサロン楽楽
　11/15㊊13時30分～14時30分。会場
はふれあいの里。簡単なゲーム・ぬり
え・おりがみほか。60歳以上対象。ε
ふれあいの里☎920-6222Ü920-6251Ü

ボッチャを体験してみよう
　12/1㊌10時～11時。会場はであいの
森。60歳以上対象。定員12人。è11/
10㊌10時から電話でであいの森へ。☎
936-2791Ü936-2792

è

Ü

Let’s !!リズム体操

　12/10・24、令和4年1/7・21、2/4・
18の㊎13時～14時30分。全6回。会場
はであいの森。60歳以上で今年度初参
加者優先。定員20人。室内靴、ヨガマ
ット等持参。è11/9㊋10時から電話で
であいの森へ。☎936-2791Ü936-2792

è

Ü

リンリン♪にこにこクリスマス

　12/10㊎10時～11時30分。会場は保
育ステーション。簡単リース作り・ふ
れあい遊びほか。1歳以上の未就学児
と保護者対象。定員15組。è11/18㊍
9時から電話で保育ステーションへ。
☎920-1120Ü920-1101

è

Ü
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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　
11/6㊏・27㊏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
■八幡ダンスサークルフリーダンス　
11/6㊏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
■草加水彩画の会展　11/8㊊～12㊎10
時～17時（初日は13時から、最終日は
16時まで）　アコスギャラリー大　良
い仲間と共に良い作品をめざして第2
回作品展　ε佐藤☎929-0357
■スポーツウエルネス吹矢体験会　
11/9㊋13時～15時　11/19㊎・27㊏9時
～11時　瀬崎コミセン　無料　ε石井
☎090-9310-5460
■あみもの体験会　11/11㊍10時10分
～13時　勤労福祉会館　テーマ：カラ
フルソックスその他　定員4人　毛糸
代1000円　εあみものを楽しむ会植竹
☎931-4809
■スポーツウエルネス吹矢体験会　
11/12㊎・23㊗13時～15時　11/16㊋・
21㊐・30㊋、12/3㊎9時～11時　中央公
民館　無料　ε関根☎090-4062-1356
■卓球体験　11/12㊎11時～13時　
11/16㊋9時～11時　市民体育館　ε松
が根クラブ須藤☎922-4789

■油絵炎展　11/13㊏～17㊌10時～17
時（初日は13時から、最終日は16時ま
で）　アコスギャラリー大　ε宇田川
☎922-2572
■スポーツウエルネス吹矢体験　11/
13～27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
■フォークダンス体験会　11/19㊎、
12/10㊎11時～13時　市民体育館　参
加費1回300円　è森川☎922-0697
■介護者サロン「らくだ」　11/19㊎
　さかえ～る　「こもれび」　11/25
㊍　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」　11/20
㊏10時～12時　中央公民館　12/7㊋13
時30分～15時30分　氷川平成塾　介護
に困ったら参加してください　ε山田
☎928-5332
■ミシン洋裁基礎講座　11/21㊐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
■彩り会第12回油絵展　11/22㊊～25
㊍10時～17時（初日は12時から、最終
日は16時まで）　アコスギャラリー大
　ε並木☎943-5501
■中川野鳥観察会　11/23㊗9時～12時
　集合①獨協大学前〈草加松原〉駅8時
30分②八潮団地バス停9時　どなたで
もどうぞ　飲み物・筆記用具あれば双
眼鏡　参加費100円　è菅☎942-0036
■ほかほか肉まん作り　11/23㊗10時
～　中央公民館　講師は北京出身の解

è

è

è

è

クリスマス親子レクリエーション

　12/18㊏10時～11時30分。会場は市
民体育館。親子でいろいろなレクリエ
ーションを体験。年少～年長児と保護
者対象。参加費1組500円。è11/6㊏か
ら電話で市民体育館へ。☎Ü936-6239

è

Ü

令和4年度採用　臨時的任用教職員
・非常勤講師・事務員説明会

　小・中学校いずれかの教員免許、養
護教諭免許、栄養士免許の所有者対象
（令和4年3/31までの取得見込者も可。
事務職員は特別な免許不要）。11/30
㊋、12/3㊎。いずれも18時～。会場は
草加市文化会館。市HPにある希望調
書と免許状（所有者のみ）を持参し直
接会場へ。上記以外の個別説明も可。
ε学務課☎922-2674Ü928-1178Ü

公園維持管理等作業員
（会計年度任用職員）

　勤務は㊊～㊎8時30分～17時15分。
場所はみどり公園課。自動車運転のほ
か公園施設修繕等もあり。普通自動車
第一種運転免許（AT車限定不可）以
上所有者対象。募集は1人。月給15万
2746円（地域手当含む）。期末手当、
通勤手当、社会保険等あり。面接は
12/16㊍。採用は1/1付。è12/10㊎
（必着）までに指定申込書（市HPか
ら入手可）と免許証の写しをみどり公
園課へ。☎922-1973Ü922-3145

è

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）

さん　皮から手作り、他2品本場の家
庭料理　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　
11/27㊏10時～12時　草加市文化会館
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☎94
6-5152
■氷川ダンス倶楽部フリーダンス　
11/28㊐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
■よもう会の小さな朗読発表会　11/
29㊊13時30分～16時　新里文化セン
ター　花籠に月をいれて・雪おなごほ
か　入場無料　ε藤田☎080-5046-7499
■獨協インターナショナル・フォーラ
ム「アルベール・カミュ：生きること
への愛」　12/3㊎午後・4㊏終日　オ
ンライン開催　獨協大学HPから事前
申込　ε国際交流センター☎946-1918
■草加市ダンススポーツ連盟　12/4㊏
13時15分～16時10分　谷塚文化セン
ター　競技選手男女リボン待機　トラ
イアル有　飲み物付き　参加費500円
　ε川端☎935-9861
■フリーダンスパーティー　12/5㊐13
時15分～16時10分　中央公民館2階　
競技選手リボン待機　飲み物付き　参
加費700円　ε斎藤☎924-3682
■松尾芭蕉杯カヌー大会参加者募集　
12/19㊐　綾瀬川第2ラグーン　大人レ
ーシング・スラローム各3km、子ども
1km　各20人　参加費大人のみ1000円
　è12/10㊎までに中島☎931-3844

è

è

è

休日等上水道工事店 萬設備
正木設備㈱

長栄1-779-1-R1
栄町3-9-30

☎942-1200
☎931-3933

11/7㊐
14㊐

㊐㊗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

草加循環器クリニック
9時～12時・14時～17時

氷川町2131-6
☎927-4811

ハート薬局草加店☎920-6010

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

山崎クリニック
9時～12時
中央2-4-11
☎924-1375

そうごう薬局草加店☎928-1431

11/7㊐

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

メディカルハブクリニック
9時～12時・14時～17時

金明町516-1-1
☎943-8292

マーガレット薬局☎999-5030

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

11/14㊐

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。!



聲の形
こえ かたち

　令和4年3月に予定していた草加松原太鼓橋ロードレース大会
は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、開催を見送
り、令和4年度に延期します。

　聴覚障がいのある少女と、孤立した少年の交流を描いたアニ
メーション映画「聲の形」（日本語字幕付き）を上映します。
　作品を通じ、手話や聴覚に障がいのある人への理解を深めま
す。
■日時　12月5日㈰午後2時～4時30分
■会場　中央公民館
■定員　180人（定員に達し次第終了）
ω11月19日㈮までに申込フォーム（QRコード）
または障がい福祉課で配布する申込用紙（市ホー
ムページからも入手可）をファクスで同課へ。

第1回目…11月21日㈰
第2回目…令和4年2月11日㈷
会　　場…川柳文化センター

第1回目…11月19日㈮
第2回目…令和4年2月4日㈮
会　　場…氷川コミセン

　いずれも午後6時30分～9時。各地区に関わりのある人対象。
定員各回40人。
ω11月17日㈬までに氏名・住所・年代・電話番号・メールアド
レス・興味があるテーマ・所属団体等を都市計画課へ（ファク
ス、メールも可）。

　23日・24日草加市文化会館で開催。24日のファイナルコンサート
では、草加-日本国際ハープコンクール優勝者の石丸瞳さんの演奏
のほか、特別ゲストのチェロ奏者ドミトリー・フェイギンさんと5
台のハープアンサンブルが共演。「白鳥（C.サン=サーンス）」な
どが披露され、美しい弦の音色に多くの観客が癒されていました。
　来場者からは「ハープとチェロの合奏が、5人のハープ奏者の白
鳥のような白いドレス姿と相まって、とても幻想的だった」などの
声が寄せられました。

10月かどまちごとでき

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

新型コロナワクチン情報 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

　市内の接種予約状況が落ち着いてきたため、「全ての集団接種会
場」と「一部の個別接種会場（医療機関）」の新規の接種予約を一時
休止します。
　今後は、一部を除く個別接種会場で、接種予約を継続します。接
種を希望する人や、これから12歳の誕生日を迎える人は、予約シス
テムまたはコールセンターで予約してください。

10月24日現在 草加市の年代別接種率※

国際ハープフェスティバルメーンコンサート

希望する人は早めに予約を

草加市手話言語条例制定記念

問障がい福祉課
　☎922-1436Ü922-1153
　shogaifukusi@city.soka.saitama.jp

コミュニティプランの
策定に向けた懇談会

【草加川柳地区・草加西部地区】

問都市計画課☎922-1802Ü922-3145
　 toshikeikaku@city.soka.saitama.jp

※ナビダイヤルで案内（通話料がかかります。）
☎0570-666-578https://soka.

hbf-rsv.jp

●予約システム ●電話（コールセンター）

※年代別人口のうち、市予約システム予約件数と職域・市外接種者数を合計した人の割合
　（見込も含む）

集団接種会場（全て）
個別接種会場（一部） 11月15日㈪以降の新規の接種予約を一時休止します

問草加松原太鼓橋ロードレース大会実行委員会事務局
　（スポーツ振興課内）☎922-2861Ü922-3172

草加松原太鼓橋ロードレース大会

11月7日㈰
午前8時30分～
草加松原遊歩道
（外環道路側からスタート）

※荒天時は8日㈪

草加の冬の風物詩

松のこも巻き

ⓒ大今良時・講談社/映画 聲の形製作委員会

草加川柳地区 草加西部地区

第2回目
テーマ

住んでいる・
活動している地区の

まちづくりについて
語り合おう

映画上映会

こも巻きは、越冬する虫の習性を利用した、
江戸時代から伝わる害虫駆除方法です。

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

第1回目
テーマ

まちのイメージを
共有しよう

まちに必要なこと・
やりたいことを出し合おう

延期

40%
65歳以上

60～64歳

50～59歳

40～49歳

30～39歳

20～29歳

12～19歳

50% 60% 70% 80% 90% 100%

草加人のための情報紙　広報「そうか」⑧ イベント情報　できごとまちかど2021年11月5日号

市の人口　令和3年10月1日現在　25万816人（男12万6746人・女12万4070人）/前月比8人増/世帯数12万1419世帯
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