草加人のための情報紙
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SOKA

編集・発行

〒340-8550
☎048-922-0151
（代）
草加市高砂1-1-1 5048-922-3091
ホームページ

松原団地見守りネットワーク・・・ ☎048-933-9500
その他の地域

シルバー人材センター・・・・・・・・・☎048-928-9211

通知は、英語・中国語・ポ
ルトガル語・韓国語にも
対応しています
（気象情報を除く）
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メール

インターネット

アプリ

テレビ

【利用方法】
①マップ
マーク
を選択

②確認したい
河川を選択

情報伝達手段一覧

Yahoo! 防災速報
アプリ
「防災草加」
ＮＨＫ総合1ｃｈ
（ⓓボタン）
テレビ埼玉3ｃｈ
（ⓓボタン）

「防災情報サービス」
ケーブルテレビ J:COM
ラジオ

河川ごとの浸水想定区域を確認

④色分けの
詳細は凡
例マーク
を選択し
確認

災害用伝言板
(web171)に
アクセスできます

草加市ホームページ

AM NHK第１
（594kHz）
FM NACK5（79.5ＭHz）
こしがやエフエム（86.8ＭHz）

Android版

使用方法は市HP
（QRコード）
で▶

防災マップで地図を見ながら今いる場所の情報を確認できます

③浸水想定区域
が表示される

草加お知らせメール※
緊急速報メール（エリアメール等）

報発信アプリ「防災草加」の運
用を開始しました。
市では、避難情報等を素早く
確実に伝えられるよう、このア
プリ以外にも、様々な手段（左
下一覧参照）を活用し情報発信
を行っています。いざというと
きのために、使いやすい方法で
情報を入手できるようにしてお
きましょう。

※ダウンロードや情報の受信にかかる通信料は
かかりますがアプリの登録・利用は無料です。

市の緊急情報をプッシ
ュ通知でお知らせします

配信
開始

ス マートフォン向けの防災情

ダウンロード
はこちら
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で無料配信中

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

防災草加

「防災草加」の3つの特徴
1

検索

草加

草加市防災情報発信アプリ

iOS版

毎月5日・20日発行
草加市市長室広報課

SNS

草加市公式ツイッター
草加市あんしん情報フェイスブック
草加市公式LINE

電話

☎0120-777031

（防災行政無線の放送
内容を確認できます）

※4/19〜23はメンテナンスのため
登録できません

最寄りの避難所へのルートを確認

【利用方法】
①最寄りの
避難所の
マークを
選択

②吹き出しの
［ここへ行く］
を選択
③ルート・距離
・時 間 が 表
示される

避難所の開設状況を確認してから、避難所へ向かってください。
! 避難時は、

あんしんFAX・あんしん電話サービス
情報の入手が難しい世帯に、災害に関わる緊急情報を
自宅のファクスまたは電話でお知らせします。
【お願い】災害時は電話回線が混み合うため、届くまで
に時間がかかる場合がありますので、できる限り左記一
覧の情報伝達手段の利用を優先してください。

利用条件（❶・❷の両方を満たす人）
❶左記一覧の情報伝達手段での取得が難しい世帯

❷防災行政無線の放送が聞こえづらい世帯

登録方法等は
市ホームページ
（QRコード）
または
ハザードマップ
（11ページ）
で。

申 ファクスまたははがき（電話も可）に、世帯
主の氏名、住所、希望するサービスと連絡先
（ファクス番号または電話番号）を記入し危
機管理課へ。

〒340-8550危機管理課☎922-06145922-6591

②

2021年4月20日号

市政情報

草加人のための情報紙

教育長に山本好一郎氏
教育委員会委員に峰﨑隆司氏を任命
市長は、市議会2月定例会で議会の同意を得て、教育長に山本好
一郎氏を、教育委員会委員に峰﨑隆司氏を任命しました。
山本好一郎氏
（任期：4月1日〜令和6年3月31日）
昭和52年早稲田大学理工学部卒業。同55年吉
川町立吉川小学校教諭、平成9年高砂小学校教頭、
同14年埼玉県教育局南部教育事務所主任管理主
事、同17年氷川小学校校長、同19年草加市教育
委員会学校教育部副部長（兼）指導主事、同22年両新田中学校校
長、同26年川村学園川村小学校教頭、同30年草加氷川幼稚園園長
などを歴任。令和2年草加市教育委員会委員に就任。67歳
峰﨑隆司氏
（任期：4月1日〜令和6年9月30日）
昭和54年信州大学理学部数学科卒業、同55年
栄中学校教諭、平成17年埼玉県教育局南部教育
事務所管理担当主任管理主事、同20年草加中学
校教頭、同22年花栗中学校校長、同25年埼玉県
教育局南部教育事務所副所長、同26年栄小学校校長などを歴任。
64歳

楽天ふるさと納税ポータルサイトでもPR開始

ふるさと納税返礼品
協力事業者を募集

市内事業者向け補助金制度
申 5月20日㈭までに産業振興課へ。
□
☎922-3477 Ü 922-3406

詳細は産業振興課または草加市産業振興支援情報サイト「あっ、
そうか.net」（QRコード）で確認を。
中小企業の新製品・新技術開発費用

募集
1件

募集
9件

新・既製品の販路拡大のために、国内外問わず各種展示会（オン
ライン展示会を除く）などへ出展するときに必要な経費の一部を補
助。
■過去の例：建築・建材展、国際宝飾展、中国国際環境保護博覧会
上限
30万円

産業財産権申請費用

募集
4件

産業財産権（特許・実用新案・意匠・商標）の申請に必要な経費
の一部（弁理士費用、海外申請の際の現地代理人費用も対象）を補
助。

設備投資を支援

草加地域経済活性化事業実行委員会事務局
（草加商工会議所内）☎928-8111 Ü 928-8125

地域経済の活性化を図るため、以下の事業補助を行っています。
詳細は同実行委員会事務局で配布する各事業の実施要項（同実行委
員会ホームページからも入手可）で確認してください。
市内リフォーム補助事業
リフォームの発注者に対して請負額の割引を行った場合に補助を
行います。応募多数の場合は抽選。
■限度額 請負額の20％（1事業者あたり上限60万円）
■条 件 ・実行委員会に申請し「認定事業者」となること。
・交付決定後に施工し、令和4年1月31日㈪までに工事
が完了すること。
市内事業所等設備投資支援事業
設備等の新設や更新を行う市内事業者に補助を行います。
■限度額 設備等の取得価格の20％（1事業者あたり上限100万円）
■条 件 新たな商品やサービスの開発、環境に配慮した設備投資
を行い、12月末までに設置が完了していること。

▲草加煎餅味比べ詰合せ

令和3年4月1日付人事(理事級）
坂田幸夫
本多秀康

▲シクラメン5号鉢

■3月の放射線量等

上限
50万円

展示会出展費用

氏名

▲ほぼ日のアースボール

上限
150万円

新製品・新技術の開発に必要な経費の一部を補助。審査会でのプ
レゼンテーションを踏まえ決定。審査では、市や商工団体と連携し
た効果的な販路開拓等を行うことができ、かつ、模範的な事例とし
て取り組みの成果等を公表することが可能な企業を優先採択します。
■過去の例：製品の軽量化、耐久性の強化、業界内での新技術、異
業種との共同開発

リフォーム

ふるさと納税制度は、応援したい自治体に寄付の形で税を納めら
れる制度です。市でも平成27年6月より、全国から寄せられたふる
さと納税のお礼として市内製品を贈呈し、PRをしています。
現在取り扱っている「ふるさとチョイス」に加え、6月頃から
「楽天ふるさと納税」での取り扱いを始め、より広く市内製品を
PRできるようになります。
魅力ある市内製品を発信するため、事業者登録にご協力ください。
■登録条件 詳細は、産業振興課へ問い合わせてください。
・市内に事業所を有していること。
・市内事業所等で製造・加工した商品または、市内産の原材料を
使用している商品であること。 ほか
■返礼品の一例

▲季節のオーガニック農産物
（有機認証農産物）

意欲ある中小企業を支援します

市内事業者向け

産業振興課☎922-3477 Ü 922-3406

広報
「そうか」

▲そうかいじゅう（おう
ちでつくろうキット）

新役職

健康福祉部長

旧役職

子ども未来部副部長

健康福祉部特命理事
健康福祉部副部長（兼）
（新型コロナウイルス対策担当） 新型コロナウイルス対策課長

小宮山隆

建設部長

国土交通省

斉藤隆史

建設部理事（兼）副部長

建設部副部長

退職 ※3月31日付。（ ）内は旧役職
斉藤和見（健康福祉部長）
石川直浩（建設部長）

○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0.08（市役所前）

草加人のための情報紙

委員
募集

市政情報

広報
「そうか」

そうか市民大学推進委員
生涯学習課☎922-2819 Ü 922-3498
shogaigaku@city.soka.saitama.jp

そうか市民大学の企画・運営等を行う委員を募集します。
■対
象 市内在住の20歳以上（6月1日現在）で、市の他の審議
会等の委員になっていない人
■募集人数 1人
■任
期 委嘱日から2年間
■報
酬 会議1回につき3000円
■公開抽選 5月20日㈭午前10時から
ぶぎん草加ビル4階教育委員会会議室で
ω5月12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）に委員会等の名称・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「これが、わたしの生涯学習〜きっかけから現
在まで〜」（600〜800字）を記入し〒340-8550生涯学習課へ（ファ
クス、メールも可）。

ほんの少しの心遣いが感染リスク減少につながります

正しいごみの
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つの出し方

廃棄物資源課☎931-3972 Ü931-9993
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、在宅勤務や外出自粛が増え
たことにより、家庭から出るごみの量も急増しています。
ごみを出す際は、感染防止のためにも、分別の徹底やごみの発生
抑制（リデュース）などに協力をお願いします。

1

分別はしっかりと

分別できていないごみは回収されません。
分別に迷ったときは、ごみ分別アプリ(QRコード）
やごみ収集カレンダーを活用してください。

2

iOS版

Android版

ごみ袋にたくさん入れない

マスク・ティッシュは小袋に入れる

マスクやティッシュはウイルスが付着している恐れがあります。
作業員が直接触れることがないよう小袋に入れ、
しっかりと結んでから
ごみ袋に入れましょう。

4

発生抑制（リデュース）に心掛ける

生ごみの水をしっかり切り、かさを減らす・食べ残しをなくす・使い切る
などしてごみ自体出ないよう工夫しましょう。

5

③

市民アンケート調査結果

草加市のイメージ1位は

「 便 利」

広聴相談課☎922-0566 Ü 922-3173
市民の声が反映された市政運営のため、市では2年ごとに市民ア
ンケートを行っています。令和2年9月に18歳以上の市民3500人
（無作為抽出）を対象に調査を行った結果、有効回収数は2189件、
回収率は62.5％でした。主な回答結果は次のとおり。
調査結果は、市役所情報コーナー、中央図書館、公民館・文化セ
ンターなどに配置する冊子、または市ホームページで閲覧できます。
■主な回答結果

1. 暮らしやすさ・定住意向・愛着や誇り
暮らしやすい、どちらかといえば暮らしやすい …
ずっと住んでいたい、当分住んでいたい ………
草加に愛着や誇りを感じている …………………

62.4％
78.1％
58.6％

2. 防災の取り組み
災害時用の食料備蓄について
3日以上暮らせると思う ……… 68.5％
家庭での家具や電化製品の固定について
すべてしている、一部している …………………

61.2％

3. 運動・スポーツ

袋いっぱいにごみが入っていると収集時に中身が飛散するため、作業員
が直接ごみに触れることになります。ごみ袋がいっぱいになる前に袋の
口をしっかり結び、破れていないか確認してから捨てましょう。

3

2021年4月20日号

カラスに注意！ごみ散乱防止用ネットを活用

カラス等が荒らしたごみは作業員が直接手に
触れて収集しています。感染リスクを下げる
ため、ごみ散乱防止用ネットで隙間ができな
いようにしっかり覆いましょう。

ごみを出す時は、収集日の朝、
明るくなってから午前8時までに
出してください。

週1回以上運動・スポーツに
取り組んでいる …………………

38.3％

4. 医療
一次医療機関の
「かかりつけ医」
がいる …………………………… 64.9％
市立病院が二次医療機関であることを
知っている ………………………………………… 61.7％
※二次医療機関とは、一次医療機関である
「かかりつけ医」
から紹介を受けた、検
査が必要な人、急を要する人、症状が重い人の診療や手術等を行う医療機関

5. 市が目指すべき将来像
1位 医療体制が整った安心して暮らせるまち
2位 防災意識の高い、災害に強いまち
3位 事故・犯罪対策の充実した安全なまち

6. 市政やまちづくりについての意見・要望（自由記入）
市政の進め方、道路の整備
（歩道確保、幅員
拡張、段差の解消など）、行政サービスの改 ……1296件
（661人）
善、公園の整備、増設、清掃など
このまちをさらに良くしたいという思いに溢れた回答を多数いただきました。

○PM2.5
（単位：マイクログラム／㎥）最大値34.3／最小値2.9（花栗中学校内）

貴重なご意見をありがとうございました
○給食の放射性物質の検出なし

④

2021年4月20日号

情報コーナー「すとりーと」

情報コーナー

草加人のための情報紙

広報
「そうか」

・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

4月の
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。

納税
・
納付

日曜・夜間納税窓口 ・納税課

市役所第2庁舎

9時〜12時30分
夜間 ㊌
（㊗・㊡を除く）21時まで

日曜

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。

基本ルール
・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

【主催者と参加者】
・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

※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。

コンビニ交付サービス一時休止
4/21㊌9時〜11時、5/1㊏〜5㊗は終
日マイナンバーカード（個人番号カー
ド）によるコンビニ等に設置している
すべての証明書等の交付サービスが利
用できません。ε◇住民票、印鑑登録
証明書、戸籍証明書等…市民課☎
922-1526Ü 920-1501◇課税・非課税証
☎
明書、所得証明書…市民税課☎922-10
☎
49Ü 920-1502◇納税証明書…納税課☎
922-1098Ü 920-1502
ゴールデンウィーク中の
緊急時の手話通訳依頼方法
5/3㊗〜5㊗のゴールデンウィーク期
間に緊急で手話通訳が必要となった場
合は、住所・氏名・ファクス番号・依
頼内容・時間・行き先・通訳との待ち
合わせ時間と場所を記入し、Ü 997-41
19（夜間、㊏㊐㊗の緊急時の依頼方法
と同様）へファクスしてください。消
防局が受け付けを代行し、手話通訳者
を派遣します。なお、救急車や消防車
が必要な場合は、Ü119（消防局）へ。
è 事前に分かっている場合は、4/30㊎
12時までに草加市社会福祉協議会へ。
Ü 932-6781
☎932-6770
☎
児童扶養手当・特別児童扶養手当
4月分以降の手当額改定なし
現在の児童扶養手当・特別児童扶養
手当の手当額は、毎年の消費者物価指
数の変動に応じて手当額を改定する物

納税は便利な口座振替で

新型コロナウイルス感染症県民サポートセンター☎0570-783-770

●広報「そうか」掲載の催事は、

【主催者】

・後期高齢者・重心医療室

価スライド措置が取られています。令
和3年度は、消費者物価指数の変動が
なかったことから、児童扶養手当額・
特別児童扶養手当額の改定はされませ
☎
ん。ε子育て支援課☎922-1476（児童
扶養手当）、☎922-1483（特別児童扶
☎
Ü
養手当） 922-3274
放課後子ども教室の
児童サポーターを募集
児童サポーターは、小学校で開設し
ている放課後子ども教室の運営や子ど
も達の活動の見守りなどを行う有償の
ボランティアです。子どもを支援する
地域活動に関心のある77歳以下対象。
活動する小学校は、原則住居地の小学
校区（近隣の学校を紹介する場合もあ
り）。活動時間はいずれも14時〜17時
30分頃。小学校と活動曜日は、高砂小
（㊌㊍㊎）、氷川小（㊌㊎）、谷塚小
・川柳小・松原小・瀬崎小（㊊）、花
栗南小（㊋）、西町小・新里小・八幡
北小（㊌）、稲荷小・小山小・新田小
（㊍）、栄小・青柳小・両新田小（㊎）。
è 5/7㊎までに子ども育成課へ。☎92
☎
2-1064Ü 922-3274

ふるさとまちづくり
応援基金助成事業実績報告会

企画展「端午の節句展」
4/27㊋〜5/30㊐。会場は歴史民俗資
料館。収蔵品の五月人形や、市民が制
作した「つるし飾り」等を展示するほ
か、屋上からは「鯉のぼり」を吊るし
Ü 922-1117
☎
ます。ε同館☎922-0402
シルバーカルチャー教室
■認知症予防のための脳トレそろばん
5/4㊗・11㊋9時〜11時。全2回。会
場は草加市文化会館。定員10人。参加
è 4/21㊌
費1500円。そろばん持参。è
☎
からシルバー人材センターへ。☎9289211Ü 928-9209
地域包括支援センター（包）
介護者のつどい
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 5/7㊎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）☎
☎959-9133Ü 92
2-3801
■介護者のつどい 5/11㊋13時15分〜
14時45分。会場は草加市文化会館。ε
新田東部（包）☎
☎932-6775Ü 932-6779
■介護者のつどい 5/12㊌13時〜14時
30分。会場はであいの森。ε草加川柳
Ü 931-0993
（包）☎932-7007
☎
柿木田んぼへ
野鳥を見に行こう

続、借金、交通事故の問題などあらゆ
è
る法律問題にお応えします。è埼玉弁
Ü 962-1422
☎
護士会越谷支部☎962-1188
（平日10時〜16時30分）
コロナ禍を乗り越えるための
健康体操教室
5/15㊏・29㊏、6/5㊏・19㊏9時30分
〜10時30分。全4回。会場は八幡コミ
è
セン。定員25人。室内靴持参。è4/22
☎Ü 93
㊍9時30分から同コミセンへ。☎
5-4878
少林寺拳法連盟指導者講習会
5/30㊐9時〜17時。会場は記念体育
館。審査基準と指導法。少林寺拳法有
è 5/5㊗までに
段者対象。定員30人。è
☎
電話で草加市スポーツ協会へ。☎9286361Ü 922-1513
人形劇団むすび座
「チト〜みどりのゆびをもつ少年」
6/20㊐14時開演。会場は草加市文化
会館。原作はモーリス・ドリュオンの
「みどりのゆび」。人形と映像を使用
した躍動感あふれる演出で子どもから
大人まで楽しめる作品です。料金は大
人2500円、4〜18歳1500円（全席指定、
当日各500円増し。3歳以下のひざ上鑑
è
賞無料）。è4/24㊏10時から同館ほか
Ü 936-46
☎
プレイガイドで。☎931-9325
90

5/9㊐8時50分柿木公民館集合、12時
解散。会場は柿木田んぼ。小学生（保
護者同伴）以上対象。定員30人。双眼
è 環境課へ。メール（QRコ
鏡持参。è
Ü 922-1030
☎
ード）でも可。☎922-1519
健康づくりウオーキング
〜運動不足を解消しよう〜
5/9㊐9時まつばら綾瀬川公園集合、
12時解散。市内のチェックポイントを
正しいウオーキングで回り、汗を流し
て免疫力を高めましょう。小学生以上
è
対象。定員100人。è4/21㊌9時から記
念体育館、市民体育館、市民温水プー
ル、そうか公園各窓口へ。ε草加市ス
Ü 922-1513
☎
ポーツ協会☎928-6361
地元弁護士による
無料法律相談会

4/29㊗13時30分〜14時30分。会場は
5/11㊋13時30分〜16時。会場は中央
高砂コミセン。令和2年度に助成を受
けた団体の活動実績報告会を行います。 公民館。相談は1人30分以内。5/3の
è
「憲法記念日」の行事として、埼玉弁
定員15人。è4/28㊌までに市民活動セ
Ü
護士会越谷支部の弁護士が、離婚、相
☎
925-1872
ンターへ。☎920-3580

子どもと大人のためのダンス
「日本昔ばなしのダンス」
7/3㊏14時開演。会場は草加市文化
会館。「かさじぞう」「つるのおんが
えし」など誰もが知っている昔ばなし
をダンスカンパニーコンドルズの近藤
良平などの振り付け・出演のダンスで
舞台化。料金は一般2500円、子ども
（3歳〜中学生）1500円、一般と子ど
も各1人のペア券
3500円（全席指定、
2歳以下の入場 不
可 ） 。 è 4 /24㊏
10時から同館HP
ほかプレイガイド
Ü
☎
で。☎931-9325
近藤良平 ⓒHARU
936-4690

ミニ情報、みんなの健康、となりまちは5日号、相談案内、公民館、図書館、児童館情報は20日号に掲載します。

草加人のための情報紙

情報コーナー「すとりーと」

広報
「そうか」

市民救命員養成講習会
5/22㊏13時〜17時。会場は記念体育
館。スポーツやレジャー活動での事故
による傷病者への救命・救急法。16歳
以上対象。定員20人。参加費2000円。
室内靴、写真（3㎝×3㎝）持参。動き
è
やすい服装で。è4/21㊌から電話で草
Ü 92
☎
加市スポーツ協会へ。☎928-6361
2-1513
そうか市民大学
前期講座

⑤

食生活改善推進員のおすすめレシピ

生涯学習体験講座
è
è開催日の3日前までに生涯学習課へ。
☎
☎922-2819Ü 922-3498
■健康とは何か「休養、食事、運動に
ついて」の講座と体操 5/17㊊・24㊊
10時〜12時。全2回。会場は中央公民
館。定員20人。資料代200円
■心と脳が喜ぶ3色パステルアートを
描いてみよう 5/21㊎10時〜11時30分。
会場は草加市文化会館。定員10人。材
料費200円
■プリザーブドフラワー作り＆プリン
セスヒールアレンジ 5/26㊌10時〜11
時30分。会場は中央公民館。定員20人。
材料費2000円。はさみ・木工用接着剤
・ピンセット
・空のペット
ボトル2本・
割りばし・持
ち帰り用袋持
参
■やってみよう！フラダンス 6/2㊌
・9㊌13時30分〜15時。全2回。会場
は中央公民館。定員15人
■家族で楽しめるおもしろマジック
6/7㊊10時〜12時。会場は新里文化セ
ンター。定員15人。材料費500円。赤
ペン・黒ペン・はさみ・スティックの
り持参
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コロナに負けないからだづくり
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。
vol.9

テリヤキチキンバーガー

■材料（2人分） バンズ…50g×2つ／鶏もも肉（皮なし）…120g
／Ⓐ（酒…小さじ1/2／みりん…小さじ1/2／しょうゆ…小さじ1/2
／しょうがすりおろし…小さじ1/2 ）／キャベツ…2枚（90g）／ Ⓑ
（しょうゆ…小さじ2／みりん…小さじ１と1/2／砂糖…小さじ2／
酒…小さじ1／しょうがすりおろし…小さじ1/2／片栗粉…小さじ
1/2）／マヨネーズ…大さじ1
作り方

1人分
Point

286kcal

食塩 2.0g

市内小・中学校の給食で大人気のメニュー
です。

氏。会場は中央公民館。定員30人。受
講料4000円
高年者向け
ふれあいの里講座
①習字教室 5/10・24、6/14・28の㊊
9時30分〜11時。全4回。60歳以上対
象。定員8人。筆、下敷き、硯、文鎮
持参。
②ここから始めよう介護予防運動 5/
11・18、6/1・8の㊋13時30分〜14時
30分。全4回。ストレッチを取り入れ
た介護予防運動。軽運動ができる60歳
以上対象。定員15人。
è①は4/23㊎、②は4/22㊍のいずれも
è
☎
10時から電話でふれあいの里へ。☎92
0-6222Ü 920-6251
はつらつ元気体操教室

①柳島コミセン 5/11〜6/22の㊋ ②
瀬崎コミセン 5/10〜6/21の㊊ 自宅
è 生涯学習課へ。まいぷれ（QRコー でもできるストレッチや筋力運動。い
Ü 922-3498
ド）でも可。☎922-2819
☎
ずれも9時15分〜10時15分。全7回。お
■笛の魅力を探る土曜日 7/3・17、 おむね65歳以上対象。定員20人。室内
è
9/25、10/23・30の㊏14時〜15時40分。 靴持参。èいずれも4/22㊍10時から①
全5回。会場は中央公民館。プロの演 柳島コミセンへ。☎
☎Ü 928-2321、②瀬
奏家、楽器奏者による、様々な笛のリ 崎コミセンへ。☎
☎Ü 924-5300
レー講座（コンサート形式）。定員80
伝統文化親子教室
人。参加費5000円（1回の場合1200円）
■草加郷土学〜江戸初期伊奈氏と草加
日本の伝統文化や生活文化等に触れ
および武蔵東部農村〜 6/3・10・ る教室に参加する小・中学生を募集し
24、7/8の㊍14時〜15時30分。全4回。 ます。親子での参加可。ε生涯学習課
会場は中央公民館。講師は高崎経済大 ☎
☎922-2819Ü 922-3498
学名誉教授の和泉清司氏。定員30人。 ■和装礼法親子教室 12月までの月1
受講料4000円
回㊐11時〜13時。会場は高砂コミセン。
è
■大相撲を楽しむ 5/25㊋、6/1㊋10 定員20人。è中山へ。
☎
☎090-4604-4286
時〜11時30分。全2回。会場は高砂コ ■親子日本舞踊クラブ 5/15〜12月の
ミセン。講師は峰崎部屋所属幕内格行 月2回㊏14時〜15時30分。会場は谷塚
司の木村銀治郎氏。定員30人。受講料 文化センター。定員20組。扇子代2000
è
2000円
円。浴衣・帯の貸し出しあり。è中村
■星空さんぽ 6/11〜7/2の㊎13時30 へ。☎090-9965-3278
☎
分〜15時。全4回。講師はサイエンス ■睦会茶道親子教室 5/16〜令和4年1
ライターの梅本真由美氏、国立天文台 月の月1回㊐13時〜16時。会場は原町
野辺山宇宙電波観測所助教の梅本智文 コミセン。定員15人。参加費1回300円

①鶏もも肉は半分に切り、Ⓐの調味料を合わせて、30分ほど漬ける。
②キャベツは千切りにし、さっと茹でる。
③オーブンを200℃に余熱しておき、クッキングシートを敷いた天
板に①をのせて、20分程焼く。
④Ⓑの調味料を鍋に入れ、かき混ぜながら弱火で煮立たせて、た
れを作る。
⑤③に④のたれをかけ、キャベツ、マヨネーズとともにバンズで
はさむ。

è
è白井へ。☎080-5441-5321
☎
■新田西地区いけばな親子教室 5/29
〜令和4年1月の月1回㊏14時〜16時。
会場は新田西文化センター。幼児（保
護者同伴）、高校生も可。華道展に出
品予定あり。定員20人。参加費1回700
è
〜1000円（花材費込み）。è北岡へ。
☎
☎090-1880-3271

5925-0152
定員のあるものは4/21㊌
8時30分から各館へ申し込みを

新田西文化センター

☎942-0778

▼ママといっしょにおはなし会 4/26
㊊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 定員5組
▼おもちゃの病院 5/3㊗10時〜12時
おもちゃの無料修理 部品代実費
1人2点まで
▼放課後クラブ 5/6㊍17時〜18時…
卓球 5/7㊎16時30分〜17時…体幹強
化・柔軟性UP 5/17㊊16時〜17時…
将棋 5/18㊋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 5/
8㊏・15㊏10時〜12時
▼ホッとひと息「子育てサロン」
5/10㊊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 簡単工作・
手遊びほか 定員各回10人
▼サークル応援講座「バレエ赤いく
つ」 5/10㊊・17㊊17時〜18時30分
バレエの基礎・入門編 3歳〜小学生
対象 定員30人
▼はつらつ元気体操教室 5/13〜6/24
の㊍9時15分〜10時15分 全7回 体
力測定・ストレッチほか 65歳以上対
è
象 定員10人（抽選） è4/25㊐まで

柿木公民館

☎931-3117

▼おはなしの時間 4/28㊌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
▼おもちゃの病院 5/10㊊10時〜12時
おもちゃの無料修理 部品代実費
1人2点まで

四季を通して和舟を体験してみませんか
ε文化観光課☎922-0151
（代）Ü 922-3406

季節ごとに変わる草加松原の新
たな魅力を川面から発見してみて
はいかがでしょうか。
■会場 綾瀬川第2ラグーン
■定員 各便9人（当日先着順）
日にち

受付時間

出発時間

5/2㊐
6/13㊐
7/11㊐

9時15分〜

1便
2便
3便

9時30分
10時30分
11時30分

9時30分〜

1便
2便
3便
4便
5便

10時
11時
12時
13時
14時

8/29㊐
9/26㊐
10/17㊐
11/3㊗

⑥

2021年4月20日号

情報コーナー「すとりーと」

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

4/25㊐ 東京菅工機材㈱ 住吉1-14-20
☎927-0041
長栄1-779-1-R1 ☎942-1200
29㊗ 萬設備
谷塚文化センター

☎928-6271

▼親子で楽しもう こどもの日 4/28
㊌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〜おおむね3歳と保護者対象 鯉の
ぼりのバッグ・兜作りほか 定員各回
5組
▼パントマイムショー 5/23㊐11時〜
12時 4歳以上対象 定員60人 参加
費4歳〜小学生1000円・中学生以上15
00円
▼谷塚元気ひろば 5/24㊊13時〜14時
30分 お話の会 65歳以上対象 定員
24人
▼すくすくクラブ 5/28㊎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〜おおむね3
歳と保護者対象 簡単工作・大型絵本
ほか 定員各回10人

川柳文化センター

☎936-4088

▼はつらつ元気体操教室 5/11〜6/22
の㊋13時15分〜14時15分 全7回 ス
トレッチ・筋力トレーニングほか お
おむね65歳以上対象 定員25人
▼おはなしの広場 5/14㊎・28㊎11時
15分〜11時45分 手遊び・紙芝居ほか
乳幼児と保護者対象 定員5組
▼プールのヤゴ救出大作戦 5/15㊏9
時30分〜11時 幼児・小学低学年は保
護者同伴 定員20人
▼おもちゃ病院 5/21㊎10時〜12時
おもちゃの無料修理 部品代実費 1
人2点まで
▼粋生き教室 6月〜令和4年2月（8月
を除く）の月1回10時〜12時 全8回
座学・体操ほか おおむね60歳以上対
象 定員15人 è 4/21㊌から年会費
3500円を持参し同館窓口へ

新里文化センター

☎927-3362

▼すくすく講座「簡単ハンドメイド
ボードゲームを作ろう」 5/7㊎10時
〜10時40分、11時〜11時40分 乳幼
児の保護者対象（子ども同伴可） 定
員各3組 参加費100円（お菓子代）
▼親子でエクササイズ 5/10〜6/14の
㊊10時〜11時 全6回 2歳〜未就園児
と保護者対象 定員10組 参加費200円
▼すくすくクラブ 5/13㊍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 簡単工作・読み聞かせほか
定員各回10人
▼うたごえひろば 5/14㊎10時〜12時
定員60人（当日先着順） 参加費100
円（資料代含む）
▼のびのび広場 5/21㊎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
▼押し花絵教室 5/21㊎10時〜12時
花の額アート 成人対象 定員8人
参加費1000円
▼おもちゃの病院 5/28㊎10時〜12時
おもちゃの無料修理 部品代実費
1人2点まで

中央公民館

☎922-5344

▼こころを結ぶ光のひろば 5/11㊋10
時〜12時 視覚障がいについての相談
コーナー・点字体験ほか 定員10人
▼はつらつ元気体操教室 5/13〜6/24
の㊍13時15分〜14時15分 全7回 ス
トレッチ・筋力トレーニングほか 65
歳以上対象 定員30人
▼フラワーアレンジメント体験 5/15
㊏10時〜12時 小・中学生対象 定員
10人 参加費800円
▼利用者懇談会 5/16㊐・17㊊10時〜
事業・利用方法等の説明、意見交換
利用サークル・団体対象
▼ホッとひと息「子育てサロン」 5/
19㊌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 親子友だち
作り・手遊びほか 定員各回5組
▼チャレンジシニア運営委員会 5/19
㊌10時〜12時 10月からの講座内容の
会議 高年者対象 定員5人
▼にじいろタイム 5/21㊎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人
▼マタニティー「だっこままぎゅっ」
5/21㊎13時30分〜 胎教と友達作り
初妊婦対象 定員10人

5922-3274
定員のあるものは4/22㊍
10時から各館へ申し込みを

新栄児童センター

☎942-9876

▼大切な家族へのプレゼント作り 5/
6㊍・7㊎15時30分〜 小学生対象
▼おもちゃ病院 5/14㊎10時〜12時
おもちゃの無料修理 部品代実費 1
人2点まで

谷塚児童センター

☎925-1856

▼おもちゃ病院 4/22㊍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
▼脳トレボードゲーム「ウボンゴ」
5/1㊏14時〜 小学生対象 定員4人
▼けん玉で遊ぼう 5/5㊗〜29㊏10時
〜16時 5/30㊐のけん玉チャレンジに
向けて技に挑戦 小学生対象
▼母の日制作「ホワイトボード作り」
5/7㊎14時45分〜15時30分 3歳以上

草加人のための情報紙

5/2㊐
3㊗
4㊗
5㊗

正木設備㈱

栄町3-9-30

㈱井戸梅

住吉2-4-3

㈲石田水道
三栄工業

吉町1-5-12
苗塚町55-4

の幼児と保護者対象 定員5組、8㊏14
時〜 小学生対象 定員5人
▼ママのためのリフレッシュヨガ 5/
15㊏10時15分〜 定員10人
▼ともだち文庫の「おはなしポケッ
ト」 5/17㊊11時〜 読み聞かせ・わ
らべ唄 乳幼児と保護者対象

広報
「そうか」

☎931-3933
☎922-2736
☎922-3413
☎925-7384

▼初めてのお誕生会 5/25㊋13時〜
会場はコンフォール松原19号棟 令和
2年5月生まれ対象 定員10人 è 5/7
㊎13時から電話で同館へ

住吉児童館

☎928-5736

▼ABCで遊ぼう 4/26㊊15時30分〜
16時30分 3歳（保護者同伴）〜小学
氷川児童センター ☎928-2341
生対象 定員10組
▼館庭で迷路作り 4/29㊗13時15分〜 ▼足型アートでこいのぼり 5/5㊗11
14時15分、15時15分〜16時15分 小 時〜15時
学生〜18歳対象
▼大好きな人へプレゼント 5/6㊍・7
▼子ども歳時記 5/1㊏〜5㊗13時15分 ㊎16時〜 ありがとうのカード作り
〜14時15分、15時15分〜16時45分
小学生対象 定員各10人
アルミ板にタガネで模様をつけたもの ▼こぶたのしっぽ 5/12㊌11時〜 パ
で鯉のぼり作り 幼児（保護者同伴） ネルシアター 乳幼児と保護者対象
定員10組
〜18歳対象
▼おもちゃ病院 5/6㊍13時〜14時30 ▼ふれあいグラウンド・ゴルフ 5/15
時 おもちゃの無料修理 部品代実費 ㊏10時30分〜（雨天中止） 小学生〜
1人2点まで
高年者対象 定員20人
▼みなクル工房「母の日ポップアップ ▼おもちゃ病院 5/15㊏13時30分〜15
カード」 5/8㊏13時15分〜14時15分、 時 おもちゃの無料修理 部品代実費
15時15分〜16時15分 幼児（保護者
1人2点まで
同伴）〜18歳対象 定員各6人
▼スプリング親子コンサート 5/19㊌
▼ママヨガ 5/11㊋13時30分〜14時10 11時〜 出演はぽこあぽこ 乳幼児と
分 0〜3歳児と保護者対象 定員6組
保護者対象 定員10組
▼おもちゃばこ・ONLINE 5/12〜26
の㊌13時15分〜14時15分 オンライ
☎946-3000 5944-3800
ン会議システムZoomを使っての交流
遊びの場 0〜3歳と保護者対象
子ども読書の日4/23㊎、こどもの読
▼ひ革工房 5/15㊏13時15分〜14時15 書週間4/23㊎〜5/12㊌ 「いっしょに
分、15時15分〜16時15分 レザーツ よもう、いっぱいよもう」
リー作り 幼児（保護者同伴）〜18歳 ■お楽しみ袋（図書3冊を1セット）の
対象 定員各6人
貸し出し ①0〜2歳、②3〜5歳、③小
▼栽培クラブ 5/16㊐14時〜 旬な野 学1・2年生、④小学3・4年生、⑤小学
菜の植え付け 幼児（保護者同伴）〜 5・6年生の5グループ 定数各グルー
18歳対象
プ10袋 4/23㊎よりなくなり次第終了
▼ダーツカフェ 5/16㊐17時〜18時
■大人映画会 5/9㊐14時〜15時40分
中学生〜18歳対象 定員6人
「最高の人生のつくり方」 成人対
è4/21㊌9時から同館2
象 定員20人 è
わくわくタウン松原 ☎941-2905
階事務室で整理券配布 12時から電話
▼リリアンストラップ 5/10㊊〜21㊎ でも可
（㊋を除く）15時〜 会場はコンフォ ■家庭向け読み聞かせ講習
ール松原19号棟 小学生対象 定員各 会「絵本で子育て」 5/14
è5/6㊍13時から電話で同館へ
8人 è
㊎10時30分〜11時30分 0
▼ピヨピヨ広場 5/18㊋・25㊋10時〜、 〜1歳児と保護者対象 定員8組 è
è4/
11時〜 会場はコンフォール松原19号 21㊌9時から電話で同館へ。同館HP
棟 令和2年4/2以降に生まれた乳児と （QRコード）でも可
保護者対象 定員各回8組 è 参加希 ■おはなし会 5/15㊏11時30分〜12時
望日の1週間前の㊋13時から電話で同
幼児（保護者同伴）〜小学生対象
館へ
定員5組（当日先着順）
▼おもちゃ病院 5/21㊎13時30分〜15 ■絵本の読み聞かせと紙芝居 ㊌15時
時 会場は子育て支援センター おも 30分〜15時50分（3歳以下対象）、㊎
ちゃの無料修理 部品代実費 1人2点 11時〜11時20分（幼児以上対象）、㊏
まで
㊐14時30分〜14時50分（幼児以上対
▼ビーズキーホルダー 5/24㊊〜28㊎ 象） 定員各5組（当日先着順）
（25㊋を除く）15時〜 会場はコンフ ■地域開放型図書室
ォール松原19号棟 小学生対象 定員
㊐10時〜16時、
西町・川柳
各5人 材料費50円 è 5/17㊊13時か
（年末年始・蔵書点検日を除く）
・高砂小
ら電話で同館へ

ミニ情報、みんなの健康、となりまちは5日号、相談案内、公民館、図書館、児童館情報は20日号に掲載します。

草加人のための情報紙

情報コーナー「すとりーと」

広報
「そうか」

㊐㊗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）。

休 日 当 番 医

⑦

休日当番医
QRコード

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）
。

受診時は、必ず事前に電話連絡を。

!

2021年4月20日号

5/5㊗

いまじょう
クリニック

新田駅前内科
クリニック

メディカルハブ
クリニック

草加きたや
クリニック

おぎ野医院

草加パートナーズ内科・
糖尿病クリニック

9時〜12時・14時〜17時

旭町6-1-17 1F

9時〜12時・14時〜17時

金明町371 2F

9時〜12時・14時〜17時

9時〜12時・14時〜17時

北谷1-22-13

金明町516-1-1

9時〜12時・14時〜17時

内科

5/4㊗
内科

5/3㊗
内科

5/2㊐
内科

4/29㊗
内科

内科

4/25㊐

稲荷3-13-23

9時〜12時・14時〜17時

栄町2-11-9 4F

☎933-0015

山崎クリニック

鳳永病院

埼友草加病院

草加脳神経外科
クリニック

正務医院

メディクス草加
クリニック

9時〜12時

中央2-4-11

9時〜12時・14時〜17時

谷塚2-12-15

16時〜19時

松江2-3-26

☎935-4838

☎951-4018

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）

談

☎944-6111
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。

※ダイヤル回線・IP電話は

案

内

野島歯科
クリニック

さくら歯科医院

波多野歯科医院

9時〜12時

☎922-6878

☎954-6401

総合相談センター
（電話・来所）

すこやか相談会

（裁判・離婚・相続・多重債務など）

ä㊋㊌、第1・4㊎13時20分〜16時20分

女性の法律相談（裁判・離婚など）

ä第2㊍13時20分〜16時20分

司法書士による相談（相続・登記など）

ä第1㊍・3㊎9時〜12時

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4㊍9時〜12時

（子育て相談・情報提供）

（妊娠・出産に関する相談）

育児電話相談（0歳〜就学前

の子どもの育児全般）

住宅・不動産・マンション・特許など）

保育ステーション育児相談

行政相談（国の仕事に関する意見・要望） 第2㊎13時30分〜16時

（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

身体障がい者援護相談 第3㊌10時〜12時…市民相談室☎922-14365922-1153
（電話・来庁）

☎934-1182

☎928-6480
かわづ歯科
9時〜12時

松江6-2-21

☎951-2585

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
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）
4/26㊊、5/17㊊…住吉児童館☎928-5736
5/20㊍…新栄児童センター☎942-9876
4/22㊍、5/13㊍…谷塚児童センター☎925-1856
4/21㊌、5/19㊌…氷川児童センター☎928-2341
㊊〜㊎8時30分〜17
時…保健センター☎922-0204・☎922-0200

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
㊊〜㊏9時〜16時30分…保育ステーション☎9201120

その他

福祉・介護
（電話・来所）

9時〜12時

高砂1-3-1 3F

にんしん出産相談室ぽかぽか 助産師・保健師などが担当

くらしの法律総合相談（税・労働・年金・ ä
第3㊍13時30分〜15時30分

ボランティア相談

9時〜12時

金明町255-1 2F

■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

電話のかけ間違いに注意してください。

弁護士による法律相談

氷川町2149-3

☎920-6161

高砂2-7-1-604

4/21㊌〜5/20㊍
（㊗㊡を除く）
相談は無料 äは要予約

9時〜12時・14時〜17時

☎936-7422

夜間に急変した0〜15歳を応急診療します。

☎048-824-4199

青柳5-12-13

☎949-6112

子ども急病夜間クリニック
（小児科）

☎♯7119

9時〜12時・14時〜17時

歯科

埼玉県救急電話相談

相

9時〜12時

西町520-4

栄町2-1-33 1F

歯科

こばやし
歯科医院

9時〜12時・14時〜17時

歯科

草加松原
整形外科医院

松原1-7-22

歯科

☎924-2631
歯科

外科・午後

☎924-1375

9時〜12時・14時〜17時

外科

☎936-3636
外科

☎941-7800
外科

☎943-8292
外科

☎954-5362
外科

外科・午前

☎941-2140

（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
地域包括支援センター 31-0993／草加安行☎921-21215928-8989／草加西部☎
（高年者のこと全般）
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
女性の生き方
内
女性の生き方なんでも ä㊍、第1㊏11時〜16時…草加市文化会館 ☎931-9325○
相談
50（さわやかサロン）

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）

ä 第2㊌19時〜21時…勤労青少年ホーム☎928-5550

配偶者等からの暴力相談

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）

人権相談

4/28㊌13時〜16時…八幡コミセン☎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

㊊〜㊎（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作成補助・助成金の活用等）
3580
市民活動相談 （団体の会則

市民税務・経営相談

働く
内職相談

㊊…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）

就職相談

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）

防災テレフォンサービス

▶防災行政無線放送

☎0120-777031

㊊〜㊎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）

（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

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）
げつすいきん

じ

じ

こくさいそうだん

外国籍市民相談（市役所での ㊊㊌㊎9時〜17時…国際相談コーナー☎922-2970
て つづ

にゅうがくてつづ

せいかつぜんぱん

手続き・入学手続き・生活全般）
でんわ

らいちょう

（電話・来庁）

▶火災・防災情報

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

㊋㊍9時〜17時（来庁は予約制）…人権共生課☎
922-0825

☎997-8511

ＱＲコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

⑧

2021年4月20日号

できごとまちかど

草加人のための情報紙

広報
「そうか」

65歳以上の高年者へ4月26日から

新型コロナウイルスワクチン接種券を発送
新型コロナウイルス対策課
☎922-1839Ü927-0501

！

国からのワクチン供給スケジュールが未確定のため、記載の情報は変更
となる可能性があります。

詳しくは広報そうか4月20日と同時配布の「臨時号」や
「市ホームページ」でお知らせしています。
この封筒が届きます！

・接種券
・接種のご案内
・予診票（記入例を含む）
・接種の説明書 が入っています

見本

教えて！コロナワクチン

Q A

Q. ワクチンはどれくらい届いているの？

Q. 接種券が来たらすぐに予約できるの？
A. 予約は5月6日㈭午前8時30分から開始
します。接種券に記載の予約受付番号を用意し、

インターネットまたは
電話（コールセンター）で予約してください。

A. 国からのワクチン供給は、4月26日の週に975
回分が配送される予定となっています。
Q. 接種はいつから、どの会場でできるの？

※ワクチンは、希望されるすべての人が接種できるように順次供給さ
れますが、 4・5月は国からの供給量が少ないため、しばらく予
約が取りにくい状況が続きます。希望者は必ず接種できるので、安
心してお待ちください。

インターネット予約

A. 接種は5月10日㈪から、保健センターで集団
接種（平日のみ）を開始します。
https://soka.hbf-rsv.jp

シェアサイクル＆パリポリくんバス
活用ください
交通対策課☎922-1641 Ü 922-1030

密を避けられるサイクリングは
運動不足解消にも。谷塚地区6か
所のサイクルポートで電動アシスト
付き自転車が待機しています。利用
申し込みは専用アプリ「HELLO
CYCLING（ハローサイクリング）」
から。

15分70円

5日

4月

市民が安らぐ公園を目指して

水質改善・活性化装置寄付贈呈式
修景池を
キレイに
します！

装置とボードの前にて 左から浅井昌志市長、中村孝明会長

12時間最大1000円
このマークが目印⇒

▲HELLO
CYCLING

5年間の試験運行を終えた北東ル
て
ートと南西ルートの2路線は、検証
てくれ
利用し
♥
う
と
の結果、本格運行になりました。
ありが
換気は随時行われ、約3分間で車
内空気が入れ替わります。試験運行2年目
の青いバスで運行する新田ルートも含め、
皆さんのご利用をお待ちしています。

令和3年4月1日現在

午前8時30分〜午後5時15分
（㊏㊐㊗を含む）

で き ご と まち かど

谷塚地区
6か所で稼働中

パリポリくんバス

市の人口

草加市新型コロナ
ワクチンコールセンター

☎0570-666-578

※ワクチンの供給量の増加にあわせて、土・日曜日の集団接種や個別
接種を実施します。

シェアサイクル

電話予約

そうか公園の修景池の水質改善に役立てるために、一般社団法人
草加市建設業振興会から「水質改善・活性化装置」が贈られまし
た。同装置は、極めて微細な気泡を池に放出することで、藻の分解
を促進し池の水質を改善するもので、薬品を使用せず人体や自然に
安全な装置です。
現地で行われた贈呈式で、同振興会中村会長は「コロナ禍であま
り外出できませんが、市のシンボルであるそうか公園を訪れた人が
修景池を楽しんでもらえるような公園になってほしい」と話されま
した。また、浅井市長は「修景池の水質が改善されることでより市
民の皆さんに潤いや安らぎのある公園になることを期待していま
す」と謝辞を述べました。

25万579人（男12万6712人・女12万3867人）/前月比413人増/世帯数12万828世帯

