
折り込んである「スポーツ草加」「そうか市議会だより」は、抜いて読んでください。

新型コロナワクチン情報8面
問産業振興課☎922-34775922-3406問産業振興課☎922-34775922-3406

いけだ屋

VICTORY SENBEI
浦和レッズオフィシャルラ
イセンス商品でキリンビ
ール(株)埼玉支社と共同
開発。ビールにぴったりの
燻製風味。

草加亀楽煎餅本舗

うなぎ煎餅
手軽に食べられる「うな
重」がコンセプト。蒲焼き・
タレ・山椒すべて国産にこ
だわった逸品です。

草加煎餅まるそう一福

プロテイン煎餅
1袋のプロテイン含有量
10g。おやつ感覚で手軽
においしくプロテインを
摂取できます。

豊田屋

草加せんべいジェラート
秘伝しょうゆMILK

しょうゆとミルクジェラー
トをMIX。砕いたせんべい
「かけせん」のトッピング
で食感も楽しめます。

山香煎餅本舗

草加せんべいスムージー
草加せんべいの香ばしい
香りとバニラの相性が抜
群。甘みの中に広がるお
せんべいの塩気がやみつ
きになる１杯。

小宮のせんべい

ガレットクロッカン
草加せんべいとアーモン
ドが入ったクッキー。市内
の洋菓子店「ビスキュイト
リークロカンブッシュ」と
のコラボ。

大馬屋

満点せんべい　醤油麹
せんべいの生地を食べや
すく割って揚げ、うま味た
っぷりの醤油麹をふんだ
んに振りかけています。

草加煎餅ほりゐ

ちょこっと割れせん
草加せんべい未体験の人
も嬉しい、お試しにぴった
りの醤油・胡麻・青海苔・海
苔巻きが入っています。

草加堂本店

小袋揚げせん
チリレモン・マヨペッパー・
アンチョビなど珍しい味
の揚げせんを試食感覚の
手軽さで楽しめる小袋サ
イズ。

伝統の技術と味・地域ブランド
　　　　　「草加せんべい」を未来へ

草加煎餅まるそう一福×獨協大学ゼミ

　　加せんべいの歴史は古く、江戸時代からその技術と味が受け継
がれてきました。
　草加煎餅協同組合、草加地区手焼煎餅協同組合並びに草加せん
べい振興協議会は、地域団体商標や地域食品ブランド「本場の本物」
への登録を通じて、地域ブランドを確立してきました。
　また、専門機関により、各せんべい店の製造工程・衛生管理・食品
表示を定期的にチェックすることで、品質管理を徹底しながら、伝統
を守り未来へと継承していく活動を続けています。

草

製造地
❶

草加・八潮・
川口・越谷で製造

材料
❷

関東近県の
うるち米

製造
❸

経験年数10年以
上の職人が管理

焼き方
❹

押し瓦・押し瓦方
式での堅焼き

本場の本物
草加せんべい
の基準

草
加
せ
ん
べ
い

　
　
　
伝
統 
と 
革
新

（左から）獨協大学経済学部
高安ゼミの小野宗介さん、
櫻田真吾さん、酒井真里音
さん、水野郁吹さん、飯塚大
晟さん、岡島直樹さん

▼パッケージを学生が考案。
中身が見えない袋にユニー
クなネーミングをつけ、味を
想像させる割れせん。

　　造中に割れてしまったせんべいを有効活用しながら、若者にも興味を持ってもらえるパッ
ケージを作ろうと学生が提案し商品化。2か月間の限定販売で1200個を完売しました。
　現在は、製造中に出る廃油と米ぬかから石けんを作るプロジェクトを進行中。取り組みによ
り、草加せんべいへの愛着と持続可能な開発目標（SDGs）への理解が深まることを期待します。
　草加煎餅まるそう一福の高橋マネージャーは「地域の伝統を守るためには、新しいアイデア
が必要。若い皆さんと一緒に活動ができ本当にうれしく思う」と話し、学生リーダーの岡島さん
は「地元の大学に通っているが、草加せんべいに馴染みがなかった。草加せんべいと身近な
SDGｓの取り組みをかけ合わせて、より多くの人に発信をしていきたい」と意気込みを話します。

製

市内全47店舗を掲載する
草加せんべいマップを公共
施設等で配布中。お気に入
りを見つけてみては♪

新しい味、
楽しみ方
いろいろ♪

50～59歳の人へ　8/10㈫から予約受付開始

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
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令和3年の市内交通事故状況（前年比）7月20日現在　人身事故223件（－94）　死者5人（＋3）

　特別障害者手当と障害児福祉手当の受給資格の認定を受けている
人に現況届を送付します。必要事項を記入し、8月12日㈭～9月13
日㈪（土・日曜日、祝日を除く）に各担当課へ提出してください。
特別障害者手当
■対 象 者　20歳以上で、常時寝たきりの人や意思疎通が困難な人

等、障がいにより日常生活の中で常時特別な介護を必
要とする人

■手当月額　2万7350円
■支給要件　・施設に入所していないこと

・継続して3か月を超えて病院等に入院していないこ
と

・所得制限限度額を超えていないこと
障害児福祉手当
■対 象 者　20歳未満で、障がいにより日常生活の中で常時介護を

必要とする人
■手当月額　1万4880円
■支給要件　・施設に入所していないこと

・障がいを支給事由とする年金を受給していないこと
・所得制限限度額を超えていないこと

所得制限
　各手当は、障がい者本人またはその配偶者若しくは扶養義務者に
一定額以上の所得があるときは、その年の8月から翌年の7月まで
支給を停止します。
■所得制限限度額の一例（令和3年度）

　特別障害者手当と障害児福祉手当の受給資格の認定を受けている
人に現況届を送付します。必要事項を記入し、8月12日㈭～9月13
日㈪（土・日曜日、祝日を除く）に各担当課へ提出してください。
特別障害者手当
■対 象 者　20歳以上で、常時寝たきりの人や意思疎通が困難な人

等、障がいにより日常生活の中で常時特別な介護を必
要とする人

■手当月額　2万7350円
■支給要件　・施設に入所していないこと

・継続して3か月を超えて病院等に入院していないこ
と

・所得制限限度額を超えていないこと
障害児福祉手当
■対 象 者　20歳未満で、障がいにより日常生活の中で常時介護を

必要とする人
■手当月額　1万4880円
■支給要件　・施設に入所していないこと

・障がいを支給事由とする年金を受給していないこと
・所得制限限度額を超えていないこと

所得制限
　各手当は、障がい者本人またはその配偶者若しくは扶養義務者に
一定額以上の所得があるときは、その年の8月から翌年の7月まで
支給を停止します。
■所得制限限度額の一例（令和3年度）

▶新規で受給資格登録申請する人を対象に、所得制限が導入されま
した。未成年者を含め、本人の前年の所得（1～9月に登録申請の
場合は、前々年度の所得）が所得制限基準額を超えた場合は、障
害要件を満たしていても医療費の支給を受けることができません。

▶所得は年度ごとに判定し、本人の所得が基準額を超えると、その
年の10月から翌年9月末までの診療にかかる医療費助成が停止さ
れます。

▶平成30年12月31日までに受給資格があった人は、経過措置によ
り令和4年10月1日以降の診療分から適用されます。

所得※1制限基準額の一例（令和3年度）

▶新規で受給資格登録申請する人を対象に、所得制限が導入されま
した。未成年者を含め、本人の前年の所得（1～9月に登録申請の
場合は、前々年度の所得）が所得制限基準額を超えた場合は、障
害要件を満たしていても医療費の支給を受けることができません。

▶所得は年度ごとに判定し、本人の所得が基準額を超えると、その
年の10月から翌年9月末までの診療にかかる医療費助成が停止さ
れます。

▶平成30年12月31日までに受給資格があった人は、経過措置によ
り令和4年10月1日以降の診療分から適用されます。

所得※1制限基準額の一例（令和3年度）

ω8月27日㈮（消印有効）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
書を郵送で〒340-8560同病院経営管理課へ。
■試験日：9月4日㈯
■試験内容：一般教養・論文・面接

※面接の詳細は市立病院ホームページで確認を。
■採用人数：若干名
■受験資格等
⑴昭和46年4月2日以降に生まれた人
⑵臨床検査技師の免許及び細胞検査士の
資格を有し、細胞検査士としての実務
経験が15年以上ある人

⑶細胞診断のみでなく、病理標本作製や、
病理解剖などの病理一般業務に従事で
きる人

8月27日㈮（消印有効）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
書を郵送で〒340-8560同病院経営管理課へ。
■試験日：9月4日㈯
■試験内容：一般教養・論文・面接

※面接の詳細は市立病院ホームページで確認を。
■採用人数：若干名
■受験資格等
⑴昭和46年4月2日以降に生まれた人
⑵臨床検査技師の免許及び細胞検査士の
資格を有し、細胞検査士としての実務
経験が15年以上ある人

⑶細胞診断のみでなく、病理標本作製や、
病理解剖などの病理一般業務に従事で
きる人

　介護保険事業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40歳（11月1日現在）以上の市介護保険被

保険者で市の他の審議会等の委員になっていない人
■募集人数　男女1人ずつ
■任　　期　令和3年11月1日～同6年10月31日まで（3年間）
■報　　酬　会議1回につき7000円
■公開抽選　9月7日㈫午前10時から西棟第1会議室で
ω8月31日㈫までに市役所情報コーナー・サービスセンター等で配
布する応募用紙（市販のA4用紙でも可）に審議会の名称・氏名
（ふりがな）・住所・性別・生年月日・年齢・電話番号（あればフ
ァクス番号）・公開抽選日の出欠・現在の職業・主な職歴・地域活
動等の経験・小論文「草加市の介護保険について」（600～800
字）を記入し〒340-8550長寿支援課へ。ファクス、メールでも可。

　介護保険事業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40歳（11月1日現在）以上の市介護保険被

保険者で市の他の審議会等の委員になっていない人
■募集人数　男女1人ずつ
■任　　期　令和3年11月1日～同6年10月31日まで（3年間）
■報　　酬　会議1回につき7000円
■公開抽選　9月7日㈫午前10時から西棟第1会議室で
8月31日㈫までに市役所情報コーナー・サービスセンター等で配
布する応募用紙（市販のA4用紙でも可）に審議会の名称・氏名
（ふりがな）・住所・性別・生年月日・年齢・電話番号（あればフ
ァクス番号）・公開抽選日の出欠・現在の職業・主な職歴・地域活
動等の経験・小論文「草加市の介護保険について」（600～800
字）を記入し〒340-8550長寿支援課へ。ファクス、メールでも可。

■対象となる医療費
　医療機関等で保険診療にかかる医療費の最終的な本人負担額
（1～3割）及び入院時の食事療養標準負担額等の1/2

■対象者
　次の手帳等が交付され、本人の所得が所得制限基準額（右表）
を超えない人。
・身体障害者手帳1～3級
・療育手帳Ⓐ～B
・精神障害者保健福祉手帳1級（精神病床の入院費用は助成対象
外）

・65歳以上で、後期高齢者医療制度の障害認定を受けた被保険
者（主に身体障害者手帳4級の一部や精神障害者保健福祉手帳
1、2級の交付を受けている人、障害基礎年金1、2級の人）

※平成27年4月1日以降に65歳以上になり、新規に手帳を交付され
た人は対象外（すでに重度心身障害者医療費の受給資格があり所
得が所得制限基準内の人は65歳以降も対象です）。

■対象となる医療費
　医療機関等で保険診療にかかる医療費の最終的な本人負担額
（1～3割）及び入院時の食事療養標準負担額等の1/2

■対象者
　次の手帳等が交付され、本人の所得が所得制限基準額（右表）
を超えない人。
・身体障害者手帳1～3級
・療育手帳Ⓐ～B
・精神障害者保健福祉手帳1級（精神病床の入院費用は助成対象
外）

・65歳以上で、後期高齢者医療制度の障害認定を受けた被保険
者（主に身体障害者手帳4級の一部や精神障害者保健福祉手帳
1、2級の交付を受けている人、障害基礎年金1、2級の人）

※平成27年4月1日以降に65歳以上になり、新規に手帳を交付され
た人は対象外（すでに重度心身障害者医療費の受給資格があり所
得が所得制限基準内の人は65歳以降も対象です）。

扶養親族等の人数

0人

1人

2人

3人

4人

360万4000円

398万4000円

436万4000円

474万4000円

512万4000円

628万7000円

653万6000円

674万9000円

696万2000円

717万5000円

支給停止になる所得額※1
本人所得※2 扶養義務者※3所得

※1　所得額とは諸控除後の額です。
※2　特別障害者手当の本人にかかる所得については、非課税の年金等も所得に含みます。
※3　扶養義務者とは障がい者本人と生計を同じくする障がい者本人の直系血族、兄弟姉妹を

いいます。

※1　所得額とは諸控除後の額です。
※2　特別障害者手当の本人にかかる所得については、非課税の年金等も所得に含みます。
※3　扶養義務者とは障がい者本人と生計を同じくする障がい者本人の直系血族、兄弟姉妹を

いいます。

扶養親族等の数

基準額※2

なし

360万4000円

1人

398万4000円

2人

436万4000円

※1　所得とは諸控除後の額です(税法上の控除とは異なります)。
※2　扶養親族等の数が1人増えるごとに38万円を加算。
※1　所得とは諸控除後の額です(税法上の控除とは異なります)。
※2　扶養親族等の数が1人増えるごとに38万円を加算。

平成31年1月1日から所得制限が導入されました

介護保険推進委員会
問長寿支援課☎922-1342Ü922-3279
　　　　　　　chojushien＠city.soka.saitama.jp

Ü

　　　　　　　

市立病院新規採用職員
＜臨床検査技師＞

令和４年４月1日採用

問市立病院経営管理課☎946-2200Ü946-2211Ü

委員
募集

職員
募集現況届の提出はお早めに

特別障害者手当、障害児福祉手当

問（特別障害者手当）障がい福祉課☎922-1436Ü922-1153
　（障害児福祉手当）子育て支援課☎922-1483Ü922-3274

Ü

Ü

重度心身障害者医療費の助成 問後期高齢者・重心医療室☎922-1035Ü922-3178Ü

重い障がいのある人を対象に医療費助成を行います

② 草加人のための情報紙　広報「そうか」市政情報2021年8月5日号



　両館への送迎バスは、曜日によってコースを
替えて運行していましたが、9月1日㈬から、
であいの森は「獨協大学前〈草加松原〉駅コー
ス」、ふれあいの里は「草加コース」のみを毎
日運行します。施設を利用される際は注意して
ください。各停車場所や時間などは、市ホーム
ページまたは各施設で確認してください。

　対象者へ8月中旬に通知を送付します。同封
の口座振込依頼書に必要事項を記入し、返信用
封筒で返送するか、長寿支援課へ提出してくだ
さい。
■支給方法
　現金を指定の口座に振り込み
■支給対象者・支給額
　5月1日現在、市内に住民登録があり、8月1
日現在、引き続き市内に居住している下表の人

　～たくさんのご応募ありがとうございました～
　同商品券は、7月21日㈬に申込受付を終了し、発行数10万冊に対
し9万1821人から26万887冊の申し込みがありました。今後は、申
し込みいただいた市内在住の人を対象に抽選を実施します。抽選の
結果、当選した人にのみ8月13日㈮に購入引換はがきを実行委員会
から発送します。落選者には通知しません。
■引換販売期間　8月23日㈪～9月6日㈪
■引換場所・持ち物　購入引換はがきに記載
※代理購入可能です。
※購入後の返金、購入引換はがき及び商品券は再発行できません。

　国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者等で、新型コ
ロナウイルス感染症の影響により次のいずれかに該当する人は、申
請により保険税（料）の全部または一部減免が受けられます。
■減免額・減免となる世帯
　 ▼対象1  全額減免
　新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、
または重篤な傷病を負った世帯の人

　 ▼対象2  一部減免
　被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の収入が、新型コロ
ナウイルス感染症の影響により昨年に比べ著しく減少したなどの
場合で、次のア～ウの要件に全て該当する世帯の人
ア生計維持者の令和3年の事業収入等（事業収入・給与収入・不
動産収入・山林収入）が令和2年に比べ30％以上減少する見込
みである

イ生計維持者の令和2年の所得合計が1000万円以下
ウ収入減少が見込まれる所得以外の令和2年の所得合計が400

万円以下
※令和3年3月加入者の令和2年度分の保険料（普通徴収の納期限が
令和3年4月以後の人のみ）は、令和2年と令和元年の収入を比較
して30％以上減少していること等が要件です。

■申込期限
　原則として、納税通知書に記載された最初の納期限まで

■新しい主な運行ルート
【午前便】　獨協大学前〈草加松原〉駅前（9:20）→　であいの森（9:40）
【午後便】　であいの森（13:30）→　獨協大学前〈草加松原〉駅前（13:47）
　　　　　　であいの森（15:30）→　獨協大学前〈草加松原〉駅前（15:47）
【午前便】　草加神社バス停（9:37）→　ふれあいの里（9:55）
【午後便】　ふれあいの里（12:50）  → 　草加神社バス停前（13:05）
　　　　　　ふれあいの里（15:30）  → 　草加神社バス停前（15:50）

☎928-8121
（平日午前10時～午後4時）

問令和3年度草加市プレミアム付商品券
事業実行委員会事務局（草加市商店連合
事業協同組合内）へ。

ご自身が対象かどうかや、申請に必要な書類等
は、市ホームページまたは各担当窓口で確認し
てください。

年　齢

満99歳（白寿）

満88歳（米寿）

5万円

3万円

大正10年8月2日～同11年8月1日

昭和7年8月2日～同8年8月1日

生　年　月　日 支 給 額

　国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者が、新型コロ
ナウイルス感染症の感染などを理由に仕事を休んだことで、給与が
受けられなかった場合に傷病手当金が支給されます。
■対象者
　次の⑴～⑵の要件に全て該当する人
⑴勤務先から給与の支払いを受けている被用者であること
⑵新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑いによる療養の
ため、就労ができなかった期間が連続して4日以上あり、その療
養のため受けられなかった給与があること

■支給対象期間
　就労ができなかった期間（4日目から起算）
■支給額※1

傷病手当金の支給

保険税（料）の減免

であい
の森

ふれあい
の里

発
発
発
発
発
発

着
着

着
着
着
着

　　直近の継続した3か月間
　　の給与収入の合計額　

支給対象と
なる日数※2×  2/3  ×÷  就労　  日数(                                                                             　　　　)

※1　支給額の上限あり。また、給与を受けることができる人は、支給額の減額また
は不支給となる場合があります。

※2　支給対象期間のうち、就労を予定していた日数。

敬老祝金を贈呈
問長寿支援課☎922-1342Ü922-3279Ü

問産業振興課☎922-3073Ü922-3406Ü

当選した人にはがきを送付
ご長寿のお祝いに

送迎バス運行ルートを変更であいの森・ふれあいの里 9月1日から
問長寿支援課☎922-1342Ü922-3279　であいの森☎936-2791Ü936-2792　ふれあいの里☎920-6222Ü920-6251Ü Ü Ü

傷病手当金支給・保険税（料）減免
問国民健康保険（傷病手当金について）☎922-1593Ü922-3178
　　　　　　　（保険税減免について）☎922-1592Ü922-3178
　後期高齢者医療☎922-1367Ü922-3178

Ü

Ü

Ü

国民健康保険・後期高齢者医療制度

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い収入
が減少してしまった人等に対して、保険税（料）
の減免及び傷病手当金の支給をします。

新型コロナウイルス感染症対策関連

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③市政情報 2021年8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

　家庭で不要となった茶碗や皿等のせ
ともの類を拠点回収していますが、持
ち込まれた不要品に回収できないもの

が多く見受けられます。出す前にもう
一度確認してください。
■回収できるもの
　新品またはそのまま使用可能なせと
もの類（陶磁器製の茶碗や皿、コップ
等の食器類）
■回収できないもの
　食器以外のもの（植木鉢やつぼ等）、
陶器以外のもの（木製のお椀や土鍋
等）、一部に金属や木材・プラスチッ
クが付いているもの、割れたり欠けた
りしているものや汚れが激しいもの、
店舗等で使用していたもの
■回収場所（直接持参してください）
①環境業務センター　第2㊐9時～15時
②リサイクルセンター　第4㊏9時～15
時
ε廃棄物資源課☎931-3972Ü931-9993

　中止となった市民音楽祭にかわる発
表の場として、課題曲を披露する動画
をYouTube文化観光課チャンネルで配

　高年者がいきいきと活動するオール
ドカレッジで軽体操や音楽会などを企
画・開催する運営スタッフを募集しま
す。9月の㊋、10月～令和4年3月の㊍
いずれも9時30分～11時（月1～4回程
度）。会場は市民体育館・中央公民館
ほか。55～65歳対象。募集は2人。
è8/31㊋までにスポーツ振興課へ。☎
922-2861Ü922-3172

　マイナンバーカードの受取予約は9
月に集中することが予想されます。4
月末までにマイナンバーカードを申請
し、マイナポイントを希望している人
は、早めの受取予約をお願いします。
ε市民課☎922-0274Ü920-1501

信します。対象は令和4年2/4㊎までに
映像を提出でき、3人以上で活動する
市内音楽団体及び市内小・中・高、大
学の団体。課題曲：旋律・和声演奏は
草加市PRアニメ主題歌「心が帰る場
所」、リズム演奏は5分以内の曲。è9/1
㊌までに文化観光課ほかで配布する申
込用紙（市HPからも入手可）を同課
へ。郵送、メール（QRコード）でも可。
☎922-2968Ü922-3406

　市の審議会等を傍聴できます。なお、
市内在住の聴覚障がい者で手話通訳者
の派遣を希望する場合は、会議開催1
週間前までに各担当事務局へ連絡を。
■人権推進審議会〈人権共生課☎922-
0825Ü927-4955〉…8/18㊌14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）
■子ども・子育て会議〈子育て支援課
☎922-3492Ü922-3274〉…8/20㊎11時

～　高砂コミセン集会室で　定員5人
（当日先着順）
■地域経営委員会〈総合政策課☎
922-0749Ü927-4955〉…8/20㊎10時30
分～　市役所西棟第1･2会議室で　定
員2人（当日先着順）
■環境審議会〈環境課☎922-1519Ü92
2-1030〉…8/23㊊10時～　市役所西棟
第1･2会議室で　定員2人（当日先着順）
■防災会議〈危機管理課☎922-0614Ü
922-6591〉…8/24㊋9時30分～　高砂コ
ミセン集会室で　定員5人（当日先着順）
■男女共同参画審議会〈人権共生課☎
922-0825Ü927-4955〉…8/25㊌14時～
　市役所西棟第1･2会議室で　定員2人
（当日先着順）
■介護保険推進委員会〈長寿支援課☎
922-1342Ü922-3279〉…8/25㊌14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）
■在宅医療・介護連携推進協議会〈長
寿支援課☎922-2862Ü922-3279〉…
8/26㊍14時～　高砂コミセン集会室で
　定員2人（当日先着順）

（1）中古住宅取得支援事業補助金
　諸経費の最大40万円を補助。
対象世帯　18歳未満の子が3人以上ま
たは2人（条件付き）の世帯。
対象住宅　戸建住宅：床面積100㎡以
上、マンション：床面積80㎡以上また
は5室以上
（2）住宅供給公社助成金
　（1）に併せて最大10万円を助成。
対象　（1）の対象となる中古住宅の取
得に併せて①親世帯と同居または近居
する場合または②県内のリフォーム業
者により1件20万円（税込）以上のリ
フォーム工事をする場合。
è令和4年3/15㊋までに県住宅課へ。
定員に達し次第終了。☎048-830-5563
Ü048-830-4888

　10/2㊏・3㊐に中央公民館で展示す
る生け花作品を募集します。作品は
90×90㎝以内で展示できるもの。生
け込みは10/1㊎15時から同館で。出品
料1000円（高校生以下は無料、1人1
点のみ）。花材費は自己負担。定員20
人（抽選）。è9/1㊌までに申込用紙
またははがきに住所・氏名・電話番号
・所属団体を記載し、〒340-8550文化
観光課へ。ファクス、メール（QRコ
ード）でも可。☎922-2968Ü922-3406

　8/24㊋8時50分獨協大学
東棟ラウンジ集合、11時解散（小雨決
行）。同大学キャンパス等を歩きなが
ら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。獨協大
学・そうか生きもの調査運営委員会と
の共催。è環境課へ。メール（QRコ
ード）も可。☎922-1519Ü922-1030

è

Ü

市民音楽祭
スペシャルムービー
参加募集

オールドカレッジ
運営スタッフ募集

せともの類の無料回収

審議会

多子世帯向け
中古住宅取得補助金

マイナンバーカードの
受取予約はお早めに

草加市華道展
作品募集

生きもの調査会

④ 2021年8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。

▶市県民税（普通徴収）  第2期
▶国民健康保険税（普通徴収）  第3期
▶後期高齢者医療保険料（普通徴収）  第2期
▶介護保険料（普通徴収）  第3期

8月の
納税
・
納付 8/31㊋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）20時まで



≪凡例≫ô対象　ö日時　é受付時間　ë定員　à会場　ß費用　ù内容　è申し込み　Ò所要時間　Ñ持ち物　ê通知時期（対象者へ通知あり。転入者・通知が届かない場合は連絡を）　

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7月生まれ（妊産婦・新生児訪問をした家庭を除く） ö8月下旬～9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　ö8/25㊌13時15分～
ô6～8か月児　ë各回12組　ö8/25㊌10時～
ô8か月～1歳2か月児　ë各回12組　ö8/30㊊10時～

マタニティクラス両親学級　è電話・市HPで
ô11月～令和4年1月出産予定の初妊婦と夫　ë各10組　ö9/8㊌　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 ö9/1㊌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2月生まれ
ô平成30年5月生まれ

ö9/7㊋・13㊊
ö8/31㊋

時間等の詳細は
個別通知に記載

ê8月末
ê7月末

母子保健　

■対象年齢は令和4年3/31現在
■がん検診の無料対象者…①75歳以上②65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制度被保
険者③非課税者(世帯全員）④生活保護受給者⑤中国残留邦人等支援給付制度適用者
  ※胃内視鏡検診は①②③は2000円、④⑤は無料
■はがきの記入事項…希望検診名・住所・氏名・生年月日・電話番号
■胃・乳・大腸がん検診…個別か集団のどちらか一方のみ。
■乳がん検診…妊娠中・授乳中・断乳後6か月以内・乳房整形・ペースメーカー使用者
は対象外
■肝炎ウイルス・口腔がん・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）　ö9/30㊍まで　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

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　ß900円

乳がん検診
マンモグラフィ検査

胃がん検診
バリウムX線

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

　姉妹都市福島県昭和村を訪れ、草加では味わうことのできない自然体
験を楽しみましょう。
■日　程　9/18㊏・19㊐の1泊2日（バスで片道約4時間半）

9/18㊏7時30分草加駅西口集合
■宿　泊　2つの村内宿泊施設から選択（下表）
■内　容　農作物収穫体験、矢ノ原湿原散策、喰丸小見学ほか
■定　員　20人
■対　象　市内在住・在学者（高校生以下は保護者同伴）
■参加費

　8月は食品衛生月間です。コロナに加え食中毒にも注意しましょう。
・手を洗う　帰宅時、トイレ後、調理前、生肉・生魚・卵を取り扱う
　前後、顔やマスクに触れた後、食べる前はよく手を洗いましょう 
　（2回洗いが効果的）。
・まな板、包丁を使い分ける　生肉・生魚を切るときは、まな板・包
　丁は別のものを用意して使い分けると安全です。

・作った料理はすぐに食べる　時間が経つほど食中毒の原因菌が増殖
　します。持ち帰りやデリバリーした料理も速やかに食べましょう。
・保存は冷蔵庫へ　食中毒菌は10～50℃で増殖しやすいため、小分け
　にして、すぐに冷蔵庫に入れましょう。
・保冷剤等を活用　買い物時は、保冷剤や保冷ボックス等を活用して
　持ち帰りましょう。

・加熱する　ほとんどの細菌やウイルスは加熱によって死滅します。
　加熱は中心部の温度が75℃で1分以上が目安です。「かき混ぜる、
　全体が沸騰するまで、全体を均一に」がポイントです。持ち帰りや
　デリバリーした料理も、温められるものは、電子等レンジを用いて、
　しっかりと加熱しましょう。
・調理器具の殺菌　調理器具はしっかり洗浄・消毒しましょう。洗剤
　でよく洗ってから熱湯や漂白剤で殺菌しましょう。

※施設詳細は市HPで確認を。料金には2日目昼食代と各種体験料を含む。
民宿松屋宿泊者はしらかば荘の日帰り入浴利用可（500円）。
è8/20㊎（必着）までに希望宿泊施設、参加希望者全員の住所、氏名
（ふりがな）、年齢、性別、電話番号を記入し〒340-0013松江6-1-1共栄
旅行サービス（☎932-4236Ü932-4237）へ。ファクス、メール（QRコー
ド）も可。1組5人まで。重複応募は無効。申込多数の場合は抽選。結果
は8/31㊋以降に通知します。

ε文化観光課☎922-2403Ü922-3406 ε健康づくり課☎922-0200Ü922-1516

秋の実りを楽しもう
昭和村秋の体験ツアー

宿泊先 対 象
中学生以上
小学生以下
一律民宿松屋

料 金
1万2170円
9820円

1万2300円

昭和温泉しらかば荘
（1人部屋は2000円追加）

\食中毒予防の三原則/
つけない・増やさない・やっつける
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る
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⑥ 2021年8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。

草加川柳地区・
草加西部地区
コミュニティプラン
地区別懇談会

子ども・親子向け

高年者向け

　コミュニティプランの策定に向けて
住んでいる地区のまちづくりについて
語り合う懇談会を開催します。各地区
に関わりのある人対象。
●草加川柳地区　8/23㊊、11/21㊐。
会場は川柳文化センター
●草加西部地区　8/27㊎、11/19㊎。
会場は氷川コミセン
　いずれも18時30分～21時。定員各回
30人。
è8/16㊊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・参加希望地区に対する想い・
所属団体等を都市計画課へ。ファクス、
メール（QRコード）も可。☎922-1802
Ü922-3145

è

Ü

つるし飾り制作講習会

　子どもたちの健やかな成長を願い、
おひなさま用「つるし飾り」を布ちり
めん等で制作し、来年の歴史民俗資料
館「桃の節句展」で展示します。11/3
㊗・10㊌・17㊌・24㊌13時～16時。
全4回。会場は同館。定員16人。参加

ジュニア卓球大会
　9/25㊏9時～。会場は市民体育館。
中学生男女別3ダブルス団体戦。定員
18チーム（1チーム6～8人）。参加費1
チーム1000円。è8/6㊎～27㊎に電話
で草加市スポーツ協会へ。☎928-6361
Ü922-1513

è

Ü

60歳からのスポーツサロン
■民踊　9/3～10/15の㊎10時～12時。
会場は勤労福祉会館。
■レクリエーションダンス　9/1～10/
27の㊌（9/15を除く）9時15分～11時。
会場は中央公民館。
　いずれも全7回。60歳以上対象。定
員35人。室内靴持参。保険料実費負担。
è8/13㊎（必着）までに往復はがきに
種目・住所・氏名・年齢・電話番号を
記入し、〒340-8550スポーツ振興課へ。
☎922-2861Ü922-3172

è

Ü

市民体育祭

■ソフトバレーボール交流大会　9/12
㊐9時40分～。会場は記念体育館。［混
合の部］フリー（男女各2～8人）・
180歳以上（平均年齢45歳以上）・
220歳以上（平均年齢55歳以上）、
［レディースの部］フリー（女性8人以
内）。参加費1チーム3000円
■剣道大会　9/19㊐9時50分～。会場
は記念体育館。個人戦は小・中学生対
象、団体戦（5人制）は小学4～6年生
対象。参加費1種目1000円。
èソフトバレーボールは8/22㊐まで、
剣道は8/8㊗までに電話で草加市スポ
ーツ協会へ。☎928-6361Ü922-1513

è

Ü

普通救命講習Ⅲ
　9/4㊏9時～12時。会場は草加消防署
西分署。乳幼児の心肺蘇生法・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。è8/18㊌まで
に草加消防署西分署へ。☎925-3251Ü
925-3269

è

Ü

獨協大学オープンカレッジ

●特別講座「日本語再点検－ことばの
不思議を考える－」　8/21㊏14時～15
時30分。何故ことばは「時代と共に変
わる」のかを探り、そこからこれから
の日本語はどうあれば良いのか、皆さ
んと一緒に考えます。講師は同大学講
師でアナウンサーの梅津正樹氏。オン
ライン（Zoom）で開催。è8/17㊋ま
でに同大学HPへ。
●秋期講座　全36講座を10月から開講
します。講座は全てオンライン（Zoom）
で開催。受講料等詳細は同大学HPへ。
－主な講座－
・カント『永遠平和のために』を読む
・ゼミナール「企業価値」入門
・現代世界と自由権の苦境
・バイクで走って見た世界
・楽典（音楽通論）
・武者の世の探訪
・スイス文化史入門
・英語、ドイツ語ほか諸言語

è

聴覚障がい者のひろば
講演「抗体・免疫とは？」

　8/29㊐10時～12時。会場は谷塚文化
センター。講演「抗体や免疫ってどん
なもの？ワクチンって何？」（手話通
訳・要約筆記あり）。講師は市立病院
薬剤部の伊藤剛貴氏・本石寛行氏。聴
覚障がい者、音声または言語機能障が
い者やその家族、聴覚障がい福祉関係

地域包括支援センター（包）
介護者のつどい・介護予防教室

　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　8/14㊏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　8/18㊌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　8/18㊌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　8/18㊌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。è8/6㊎から谷塚西部（包）へ。
☎929-0014Ü929-5222

ε Ü

ε Ü

ε

Ü

è

Ü

ヘルスメイト養成講座
おとなのための食育講座

　9/3・17、10/1・15、11/5・19、
12/3の㊎10時～11時30分。全7回。会
場は保健センター。栄養バランス・食
中毒予防・食育講義、運動実習、食生
活改善推進員活動の基本的な知識ほか。
定員15人。è8/6㊎から健康づくり課
へ。☎922-0200Ü922-1516

è

Ü

　8/25㊌18時～20時。会場は市民活動
センターまたはオンライン（Zoom）。
講師はNPO法人NPOくまがや理事の生
越康治氏。感染症の影響で大幅な縮小
をしてきた団体の活動をオンラインを
併用し再開するためのポイントを学び
ます。定員はオンライン30人、会場10
人。è8/6㊎～23㊊にメール（QRコー
ド）に住所・氏名・電話番号・参加方
法（会場またはオンライン）を市民活
動センターへ。会場希望者は電話、フ
ァクスも可。☎920-3580Ü925-1872

è

Ü

　昭和20年、広島で一緒に被爆し生き別れた幼馴染の「和美ちゃん」と
「はぁちゃん」。75年後、奇跡の再会で明かされた当時の真実とは。
　「はぁちゃんへの手紙」は、実在する幼馴染の2人の被ばく証言や手紙、
被爆者の証言集などから書き上げられた作品です。
脚本を書き上げた市内在住の俳優暁つきさんによ
る上演と、「和美ちゃん」こと土田和美さん（埼
玉県原爆被害者協議会理事）のお話しで平和の尊
さを改めて考えます。
■日時　9/25㊏14時～15時45分
■会場　中央図書館
■定員　40人（応募多数の場合は抽選）
■出演　暁つき（俳優）
è8/31㊋まで（必着）に、はがきに住所・氏名・電話番号、
手話通訳希望の有無、車いす利用者はその旨を記入し、〒
340-8550人権共生課へ。1通2人まで（記名）。メール（QRコ
ード）でも可。☎922-0825Ü927-4955

è

Ü

　「お客さん同士を繋げられる場所」としてカフェMIA 
MIAをオープンしたアリソン理恵氏と、公共空間の活用を
公民連携で実践している青木純氏がトークセ
ッション形式で、人と人を繋げる場所づくり
・まちづくりへの想いをお話します。
■日時　8/26㊍18時～19時30分
■会場　イマジンビル（瀬崎4-5-37）　オンライン配信も予定
■対象　谷塚で何か始めたい人　　■定員　40人
■講師　アリソン理恵氏　カフェMIA MIA、ギャラリー I AM店主／一級

建築士事務所ara主宰
青木純氏　㈱まめくらし・㈱nest代表取締役

è8/19㊍までに申込フォーム（QRコード）へ。電話、ファ
クスも可。
è

　8/24・31、9/7・21の㊋10時～12時。
全4回。会場は中央公民館。音楽に合
わせて楽しく体操しませんか。定員40
人。è8/6㊎からスポーツ振興課へ。
☎922-2861Ü922-3172
≪一本棒・バッテン棒体操≫
　新聞紙で作った棒を使ったいつでも
どこでもできる市オリジナルの体操で
す。健康運動指導士で草加健康体操の
会会長の田邉雅子さん考案。立ちあが
り2人1組になりステップを踏む一本棒
と、いすに座り2本の棒を目印にステ
ップを踏むバッテン棒の2種類があり
ます。

è

Ü

一本棒・バッテン棒体操教室

まちづくり講座「with
コロナ時代の市民活動は
楽しみながら　第1話」

ε同大学エクステンションセンター☎
946-1678
ε

暁 つき

青木 純 氏

者等対象。定員35人。è草加市社会福
祉協議会へ。メール（QRコード）も
可。☎932-6770Ü932-6781

è

Ü

費2000円。裁ちばさみ・チャコペン・
布用接着剤持参。è8/14㊏から電話で
同館へ。☎922-0402Ü922-1117

è

Ü

アリソン 理恵氏

人権共生課☎922-0825Ü927-4955ε人権共生課☎922-0825Ü927-4955

平和の日講演会
一人芝居「はぁちゃんへの手紙」 まちの学校  あたらしいパブリック

～一杯でまちの空気を温める
　　　　　　コーヒー屋さんの物語～
産業振興課☎922-0839Ü922-3406ε産業振興課☎922-0839Ü922-3406
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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。
■獨協大学夏休み図書館開放　～9/22
㊌9時～19時（㊐㊗・8/9㊡～16㊊休
館）　高校生・予備校生対象　生徒証
必携　詳細はHP参照　ε獨協大学図
書館閲覧係☎946-1806

ε

☎

■卓球体験　8/6㊎13時～・10㊋9時～
・17㊋11時～　勤労福祉会館　1回100
円　ε旭会高橋☎944-2111
■スポーツウエルネス吹矢体験会　8/
7㊏・21㊏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　8/7
・21・28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
■草加ダンススポーツ連盟　8/8㊗13
時15分～16時10分　谷塚文化センター
　競技選手等男女リボン多数待機　参
加費500円　飲み物付き　ε川端☎93
5-9861
■スポーツウエルネス吹矢体験会　8/
9㊡・26㊍13時～15時　8/13㊎・20㊎
・23㊊・29㊐9時～11時　中央公民館
　無料　ε関根☎090-4062-1356
■卓球体験　8/10㊋9時～11時・13㊎
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
■ゆるゆるヨガ　8/15㊐・29㊐13時30
分～14時30分　中央公民館　ヨガマッ
ト（バスタオル）・水持参　動きやす
い服装で　参加費500円　èサークル
中国大好き武藤☎090-3574-1031
■スポーツウエルネス吹矢体験会　8/
17㊋13時～15時　8/31㊋9時～11時　
瀬崎コミセン　無料　ε石井☎090-93
10-5460
■不登校相談会　8/19㊍15時30分～16
時50分　草加市文化会館第2研修室　
不登校に悩む生徒・保護者対象　εそ
うか不登校支援ネット森泉☎932-5139

ε ☎

ε ☎

è ☎

ε ☎

ε ☎

ε ☎

è

☎

ε ☎

ε

☎

■ルピナス絵画グループ展　8/20㊎～
25㊌10時～17時（初日は13時から、
最終日は12時まで）　アコスギャラリ
ー　会員による油絵・水彩画約40展を
展示　ε西村☎941-4512
■ポールウオーキングを体験してみよ
う　8/21㊏9時30分～12時　草加市文
化会館2階研修室　どなたでも参加可
　参加費500円　èひまわり健康ウオ
ーキング☎080-4878-0101
■介護者の集い「オアシス」　8/21㊏
10時～12時　中央公民館　8/24㊋10時
30分～12時　瀬崎平成塾　9/7㊋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　8/22㊐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
■全集中で考えぬこう！弁護士と学ぶ
刑事裁判の原則　8/23㊊12時～16時　
Zoomで開催　小学5・6年生対象　定
員30人　è獨協大学地域と子どもLSC
☎946-1781
■健康吹矢体験会　8/23㊊・30㊊13時
～15時　氷川平成塾　無料　ε野村☎
080-3027-4054
■K-POPで楽しく踊ろうキッズダン
ス　8/25㊌17時30分～18時30分　勤労
青少年ホーム軽体育室　年中～小学生
対象　定員20人　参加費200円　è飯
島☎090-5450-4853
■遺言書の書き方と終活を学ぼう　8/
28㊏10時～12時　中央公民館第2会議
室　一般対象　定員10人　参加費無料
　è遺言相続後見ネット☎946-5152

ε ☎

è

☎

ε

☎

è ☎

è

☎

ε ☎

è

☎

è ☎

いやしの足湯

　8/31㊋～9/6㊊10時～13時40分。会
場はふれあいの里。60歳以上対象。定
員24人。タオル持参。è 8/10㊋10時
から電話で同館へ。☎920-6222Ü920-
6251

è

☎ Ü

かけはしサロン

　9/8㊌13時～14時。会場はであいの
森。パラリンピック競技のボッチャを
体験してみよう。60歳以上対象。定員
12人。è8/11㊌10時から電話で同館へ。
☎936-2791Ü936-2792

è

☎ Ü
俳句教室

　9/1㊌、10/6㊌、11/3㊗、12/1㊌13
時30分～15時30分。会場はふれあいの
里。初心者も安心して参加を。新しい
ことにチャレンジしませんか。60歳以
上対象。定員10人。è8/9㊡10時から
電話で同館へ。☎920-6222Ü920-6251

è

☎ Ü

スローストレッチで筋力アップ

ドレミ♪でスッキリ教室

　9/2・30、10/7・21、11/4・18の㊍。
10時～11時。全6回。会場はであいの
森。60歳以上対象。定員20人（今年度
初参加者優先）。室内靴・ヨガマット
持参。è8/6㊎10時から電話で同館へ。
☎936-2791Ü936-2792

è

☎ Ü

　介護予防ケアプランを作成するプラ
ンナー（職務限定正規職員、契約職員
のいずれか）を募集します。資格要件
あり（介護支援専門員・普通自動車運
転免許）。è草加市社会福祉事業団へ。
☎930-0311Ü930-0313

谷塚中央・谷塚東部地域包括
支援センターで働く専門職員

　音楽や軽運動を取り入れた認知症予
防教室です。
●谷塚文化センター
　9/6～12/6の㊊9時15分～10時30分。
定員25人。
●中央図書館
　9/3～11/19の㊎13時15分～14時30分。
定員25人。
　いずれも全12回。65歳以上で、物忘
れ等認知症が心配な人対象。動きやす
い服装、運動靴で。è8/10㊋～16㊊にè

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）

電話で長寿支援課へ。☎922-2862Ü92
2-3279

☎ Ü

休日等上水道工事店

㈲東洋開発
㈲駒崎設備
㈲イワセポンプ店
㈲東洋開発
㈲井戸浅水道工事店

両新田西町246
氷川町818-3
手代3-11-8
両新田西町246
八幡町802

☎928-5520
☎924-4136
☎922-2429
☎928-5520
☎931-3330

8/7㊏
8㊗
9㊡
14㊏
15㊐

㊏㊐㊗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

愛里歯科
9時～12時
草加4-5-1 １F
☎950-8787

ラウレア歯科クリニック
9時～12時
中央2-2-17-2
☎951-3210

土谷メディカルクリニック
9時～12時、14時～17時

谷塚町629
☎928-0228

さくら整形外科
9時～12時、14時～17時

谷塚上町235-1
☎921-7155

内
科

外
科

歯
科

8/8㊗ 8/9㊡

正務医院
9時～12時、14時～17時

青柳5-12-13
☎936-7422

内
科

外
科

歯
科

ハーモネスタワークリニック
9時～12時・14時～17時

松原1-1-6　3F
☎942-7111

8/15㊐

内
科

外
科

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。

!

大里内科医院
9時～12時・14時～17時

氷川町178-2
☎925-3118
セイムス氷川薬局
☎922-7328

あさこ小児科内科医院
9時～12時・14時～17時

高砂2-2-31
☎922-2517
たかさご薬局
☎922-4619

第一薬局ハーモネス店
☎942-4496

あおば薬局
☎929-3133

雄飛堂薬局草加店
☎999-5601院内処方
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防衛省・
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　各賞授賞式のほか、市内中学生による「おくのほそ道」原文群
読や最終選考委員による講評、ドナルド・キーン賞大賞受賞者の
川本皓嗣氏による特別講演を行います。
■日時　9月23日㈷午後2時～
■会場　草加市文化会館　■定員　550人
ω往復はがきに代表者の住所・電話番号・全員の氏
名と「奥の細道文学賞、ドナルド・キーン賞授賞式
観覧希望」の旨を記入し〒340-8550文化観光課へ
（メールも可）。1回の応募で5人まで。重複応募は
無効。

　東京2020オリンピック・パラ
リンピック競技大会と開催時期
が重なるため、秋頃の開催を検
討していましたが、新型コロナ
ウイルス感染症拡大の状況から
来場者の健康と安全が確保でき
ないとの実行委員会の判断によ
り中止を決定しました。楽しみ
にしていた皆さん
には申し訳ありま
せんが、ご理解を
お願いします。

　早朝、小雨の中、まつばら綾瀬川公園から聖火リレーがスタートしました。
聖火ランナーの皆さんは様々な思いや感謝を胸に笑顔で走り抜けました。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

問オリンピック・パラリンピック推進室☎922-3493Ü922-3172問オリンピック・パラリンピック推進室☎922-3493Ü922-3172

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

　・事前にインターネットの予約が必要です。草加市の市区町村コード「112216」
　・会場により接種の対象年齢が異なります。その都度ご確認ください。

奥の細道文学賞、ドナルド・キーン賞
授賞式観覧者募集
問文化観光課☎922-2968Ü922-3406
　 bunkakanko@city.soka.saitama.jp
問文化観光課☎922-2968Ü922-3406
　 bunkakanko@city.soka.saitama.jp

問みんなでまちづくり課
　☎922-0796Ü922-3406
問みんなでまちづくり課
　☎922-0796Ü922-3406

ランナーの皆さん、おつかれさまでした！

堀切実
（国文学者）

長谷川櫂
（俳人）

黒田杏子
（エッセイスト・俳人）

☎0570-666-578

インターネットまたは電話で2回分予約予約
方法

接種予約
について

●市役所、接種会場、医療機関の電話や窓口では予約できません。
●2回目の接種は、3週間後の同会場・同時間で自動予約されます。

インターネット
（予約システム）

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。

電話（コールセンター）

海外渡航用接種証明
「ワクチンパスポート」

申請は
郵送で

■最終選考委員（敬称略）

7日 草加松原で聖火リレーが実施されました！

特別講演
「芭蕉に学ぶ俳句の急所」
川本皓嗣氏
（東京大学名誉教授）

①レバーハープアンサンブル“アル
ペジオ”の美しい響きが華を添えて
②浅井市長が点火棒で大高姫菜さ
ん【彩の国プラチナキッズ修了生】
のトーチに点火③サポートランナー
と一緒に聖火出発④細谷好正さん
【草加松原原点の会発起人】⑤伊藤
寿行さん【地域ランニングクラブ草
加JOGS所属】⑥⑦百代橋を走る
佐藤理子さん【プロスノーボーダ
ー】⑧市内小学校代表のサポートラ
ンナーに証明証を授与⑨大役を果
たした市内在住ランナーの皆さん

　県内で行われる東京2020パラリンピック聖火リレーにあわせ、パ
ラリンピックの聖火の火をランタンに灯し展示します。聖火を間近で
見ることができるまたとないチャンスです。またオリンピック・パラリン
ピックに向けた市の取り組み展示も行います。
■日時　8月19日㈭午後2時～7時　■会場　であいの森

　市内小・中学校から応募された348作品のうちの入賞作
品35点を展示。

草加市民納涼大花火大会
開催中止

パラリンピックの聖火が草加に
東京2020パラリンピック聖火ビジット

草加市2020絵画コンテスト入賞作品巡回展示

①

②

③

④

⑤

⑥ ⑦

⑧

⑨

対 象 者　日本から海外渡航する際、入国時に防疫措置の緩和を必要とする人
必要書類　●申請書（市ホームページ（右上QRコード）から入手可）

●旅券（パスポート）の写し（身分事項記載のページ。旧姓・別姓・別名を使用
の場合、旧姓などが併記された確認書類を添付）
●本人確認できるもの（運転免許証、住民票などの写し）
●接種済証（接種券）、接種記録書、予診票（本人控え）のいずれかの写し
●返信用封筒（A４サイズを1枚封入できるもの。返信先を記載し必要料金分
の切手貼付）
※第三者による申請は、委任状、第三者本人の確認書類の写しも必要

申請方法　必要書類を〒340-0016 中央1-5-22 新型コロナウイルス対策課へ郵送
発行は2週間ほどかかります。

7月

60歳以上の人

優先接種対象者※

50～59歳の人

12～49歳の人

8月8日㈷まで 午前10時～午後6時

8月10日㈫～31日㈫ 午前9時～午後5時

期　　間 会　　場

アコスギャラリー（小）

であいの森

ワクチンの供給状況を踏まえ、広報そうかや
市ホームページで改めてお知らせします。

予約受付中
（※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）

8/10㈫午前8時30分から
予約受付開始

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8月5日号

市の人口　令和3年7月1日現在　25万727人（男12万6717人・女12万4010人）/前月比24人増/世帯数12万1233世帯


	210805_01
	210805_02
	210805_03
	210805_04
	210805_05
	210805_06
	210805_07
	210805_08

