
谷塚駅周辺のまちを良くしたい、自分のスキルを生かしてまちづくりに貢献したい人集まれ！谷塚駅周辺のまちを良くしたい、自分のスキルを生かしてまちづくりに貢献したい人集まれ！

新型コロナワクチン情報8面 40～49歳の人へ　8/26㈭から予約受付開始

　　れまで草加駅東口周辺エリアで推進してきたそうかリノベーションまちづくり。この取り組みにより、
　　遊休不動産を活用し、リノベーションスクールから9案件が事業化、オーナー自ら手掛けたものなどを含
めると16もの新しいビジネスが生まれました。文教大学東京あだちキャンパスが開設されたことを契機とし
て、谷塚駅周辺エリアでもリノベーションまちづくりの展開を始めました。谷塚東部ブロック有志の協議会
によるイルミネーション事業・商店会の活性化・市民自らが谷塚について改めて見直し、まちの未来を考え
る「谷塚家守塾」の開催などを通じ、まちに想いのある人達が動き出しています。今年度は地域経営課題の
解決につながるビジネスプランを検討し事業化を目指す「リノベーションスクール＠やつか」を開催します。

こ

リノベーションスクールって何をするの？

　市内外から集まった受講生がチームを組
み、実際の遊休不動産やオープンスペース
などを題材に、地域経営課題の解決につな
がるビジネスプランを検討・提案する短期
集中実践型スクールです。
　最終日には不動産オーナーなどにプレゼ
ンテーションを行い、了承を得られたら事
業化に向け動き出します。

リノベーションスクール＠やつかリノベーションスクール＠やつか
何もないまち－ その思い込み、ぶっ壊せ。

受講生募集中

　実際の空き物件などを題材に
地域経営課題の解決につながる
ビジネスプランを考えます。

　物件にとらわれず、地域資源
（お店や人など）を生かして地
域全体の価値を高めるビジネス
プランを考えます。

ローカルコアビジネスコース エリアマネジメントビジネスコース

◆スクールの流れ（全5回） ◆コースは2種類

問産業振興課☎922-08395922-3406

谷塚家守塾谷塚家守塾

歴史ある浅間神

社歴史ある浅間神
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谷塚駅東口のイルミネー
ショ
ン

谷塚駅東口のイルミネー
ショ
ン

9月22日㈬・29日㈬

10月8日㈮～10日㈰

プレスクール
オンライン開催

ビジネス旅館越後家
★公開プレゼンテーションは
　谷塚文化センター

本スクール

■参加費
　1万5000円（学生5000円）
■定員
　18人 ※選考の上、決定

・ プレスクール
 （谷塚エリアの
　分析）

・ 開校式
・ ガイダンス
・ ユニットワーク

・ 物件視察
・ ユニットワーク
・ ライブアクト

・ ユニットワーク
・ 公開プレゼン
　テーション
・ 閉校式

9/22・29 10/8 10/9 10/10

会場
　8月31日㈫まで
　に専用フォーム
　（QRコード）で。

ω
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■7月の放射線量等　○大気中放射線量（単位：マイクロシーベルト／時）最大値0.08／最小値0.07（市役所前）

新田駅東西口において区
画整理を進めました。

　福祉・医療・子育て・まちづくり等、市
民の皆さんの暮らしに身近な業務を行うた
めの会計です。
　市税は主にこの会計で使われています。

一般会計

　国民健康保険など特定の事業
を行うための会計です。

　事業に必要な資金を
その収入で賄う独立採
算制の会計です。

特別会計

企業会計

　令和2年度末の残高は一般会計、特別会計、
企業会計、土地開発公社の合計で約1000億円
の借り入れがあります。

　10年前と比較し、合計では減少して
いますが、近年一般会計の市債残高が増
加しており、将来に過大な負担を残さな
いように借り入れの抑制をしていく必要
があります。

歳　入 

歳　出 

■予算現額
　1188.3億円
■収入済額
　1122.5億円
■収 入 率
　94.5％

■予算現額　1188.3億円
■支出済額　1064.5億円
■執 行 率　89.6％

科目 収入済額(円) 収入率(%)
市税

国庫支出金
市債
県支出金
繰越金
その他
合計

374.7億
428億
85.1億
53億
38.7億
143億

1122.5億

102.9
94.2
69.6
90.9
100.0
95.0
94.5

総務費 土木費

公債費その他

教育費

●収支が分かりやすいよう、一般会計と分けて特別会計と企業
会計を設置しています。

※1　新田西部土地区画整理事業　　※2　新田駅西口土地区画整理事業※1　新田西部土地区画整理事業　　※2　新田駅西口土地区画整理事業

特別会計名 予算現額(円) 収入済額(円) 収入率(％) 支出済額(円) 執行率(％)

交通災害共済事業

新田西部(※1)

駐車場事業

新田駅西口(※2)

国民健康保険

介護保険

後期高齢者医療

合計

100.0 

90.2 

97.9 

58.5 

91.9 

92.3 

92.9 

91.4 

100.0 

107.8 

159.3 

78.2 

95.6 

94.5 

93.5 

94.8 

6442万

1億2874万

8513万

9億9458万

224億2654万

165億8690万

29億8848万

432億7479万

6442万

1億3882万

1億3559万

7億7768万

214億4106万

156億7800万

27億9359万

410億2916万

6442万

1億1617万

8334万

5億8173万

206億1627万

153億1370万

27億7549万

395億5112万

市債

市民1人当たり
約40万円

950

1300
1250
1200
1150
1100
1050
1000

R2R1H29 H30H28H27H26H25H24H23H22

（単位：億円）

1233 1215
1189

1133
1114

1026 1005 1000

10年間で
約233億円減少

1165

1078
1055

●収益的収支…事業活動における収支　●資本的収支…設備投資のための収支●収益的収支…事業活動における収支　●資本的収支…設備投資のための収支

水道事業

収益的収支 資本的収支
区　分

収入

支出

収支

47億3732万

41億9921万

5億3811万

3億    49万

16億1124万

-13億1075万

病院事業

収益的収支 資本的収支

140億5301万

125億9058万

14億6243万

8億  287万

10億1687万

-2億1400万

公共下水道事業

収益的収支 資本的収支

58億3364万

58億6838万

-3474万

25億3617万

40億9188万

-15億5571万

（単位：円）

〇入ったお金（歳入）…1122.5億円
〇使ったお金（歳出）…1064.5億円 差引 58億円※

※事業費を繰り越した23億円を差し引いた35億円が繰越金になります。

支出済額 支出済額

支出済額

101.3億円
（執行率71.8％）

主な事業 市役所本庁舎の建て
替えに向けて、新庁舎
建設工事等を進めて
　います。

主な事業

主な事業

主な事業

103.6億円（執行率82.3％）

支出済額 56.6億円（執行率98.8％）

GIGAスクール構想
に基づき小・中学校
の児童・生徒にタブ
レット端末を配布しま
した。

75.9億円
（執行率82.6％）

支出済額
106億円（執行率91.1％）

庁舎管理、市税の賦課徴収、戸籍の管理など 道路、河川、公園、区画整理など

小・中学校の教育、
公民館、
図書館など

民生費

支出済額

主な事業
良好な保育環境の
ため、やつか保育園、
あおやぎ保育園の
耐震化などを行いま
した。

621.1億円
（執行率94.7％）

子どもや高年者、障がい者の
社会保障など

市の借金（市債）の元金・利子の
返済金

※市債残高は、下のグラフを参照。

衛生費、消防費、
商工費など

新型コロナウイルス感染
症に係る緊急経済対策やワクチン接
種に向けた体制を整えました。

市の財政状況をお知らせします
　市民の皆さんに納めていただいた税金等がどのように使われて
いるかをお知らせするため、令和2年度の財政状況を公表します。
数値は決算見込み額で、実際の決算額とは異なる場合があります。

　市民の皆さんに納めていただいた税金等がどのように使われて
いるかをお知らせするため、令和2年度の財政状況を公表します。
数値は決算見込み額で、実際の決算額とは異なる場合があります。

なお、各図表中の数字は四捨五入した概数のため、合計額と一致
しないことがあります。　
なお、各図表中の数字は四捨五入した概数のため、合計額と一致
しないことがあります。　
問財政課☎922-0761Ü922-1547Ü

令和２年度
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○PM2.5（単位：マイクログラム／㎥）最大値22.0／最小値0.1（花栗中学校内）　○給食の放射性物質の検出なし

❶QRコードを読みとるか、ID（@city_soka)を追加する。
❷LINEメニューから画面に表示される「届く情報を選ぶ」を
選択。

❸届いたメッセージに記載のリンク先をクリックし、
取得したい情報を選択して登録完了。

　戦没者等の遺族に第11回特別弔慰金を支給します。請求期限を過
ぎると申請することができなくなりますので注意してください。
■対象者
　戦没者等の死亡当時の遺族で、令和2年4月1日（基準日）におい
て、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法
による遺族年金」等を受ける人（戦没者等の妻や父母等）がいない
場合に、次の順番による先順位の遺族1人に支給。
⑴基準日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給
権を取得した人

⑵戦没者等の子
⑶戦没者等の①父母、②孫、③祖父母、④兄弟姉妹
　※戦没者等の死亡当時の生計関係等により順番が変わります。
⑷上記⑴～⑶以外の戦没者等の三親等以内の親族（甥、姪等）
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有した
人に限る。

■支給内容　額面25万円、5年償還の記名国債
ω令和5年3月31日㈮までに、請求者の戸籍抄本（基準日以降に発
行したもの）、印鑑、本人確認書類（運転免許証・健康保険証等）、
代理人の場合は委任状を持参し同課へ（請求者により必要書類が異
なるため、申請前に確認を）。

　生活習慣病は自覚症状が現れにくい病気です。定期的な健診で、
自分の体をしっかり知ることが健康維持への第一歩です。
■対 象 者　草加市国民健康保険に加入する40～74歳の人
■実施期間　12月17日㈮まで
※対象者に受診券を発送済み（7～9月までの加入者は手続きした
月の翌月末頃に発送）。

■はがきによる受診勧奨を行います
　7月1日現在、特定健診を受診していない一部の人へ8月27日㈮に
はがきを発送します（受診済みの場合は行き違いのためご容赦くだ
さい）。

❶QRコードを読みとるか、「t-soka@sg-p.jp」
へ件名や本文を空白のままメールを送る。

❷届いたメールに記載のリンク先をクリック。
❸取得したい情報を選択して登録完了。

メールで受け取りたい人

LINEで受け取りたい人

◀スマート
フォン・PC

◀フィーチャ
ーフォン・
ガラケー

市からの情報を手軽に受け
取りたいなあ。

「草加お知らせメール」を活用ください！
登録をおすすめする３つのポイント

1メールやLINEに自動配信！
　登録したスマートフォンなどで、災害や防犯、新型コロナ
ウイルス感染症に関する情報等が受け取れます。
2ホームページにすぐアクセスできる！
　配信情報には市ホームページなどへ、すぐにアクセスでき
るようにアドレスが付いていて詳細確認が簡単です。
3届く情報を選べる！
　取得したい情報だけを届くように設定できます。
〈選べる配信情報〉
❶災害・気象等❷新型コロナウイルス感染症❸交通安全・
防犯❹犯罪情報官NEWS（県警配信）❺行政情報❻イベ
ント❼子育て❽健康・福祉❾障がい福祉

　市議会6月定例会で議会の同意を得て、次の14人に決定しました。
任期は令和3年9月1日～同6年8月31日。
■農業委員会委員（敬称略・年齢は9月1日時点）
石関 博幸（52歳）、井上 曻（70歳）、鈴木 裕介（41歳）、篠宮 
健次郎（74歳）、田中 光彦（51歳）、豊田 恭市（70歳）、豊田 林
一（68歳）、中村 隆（73歳）、蓮沼 泰文（67歳）、舩渡 政道（65
歳）、横山 勲（55歳）、横山 伸夫（49歳）、渡邊 明男（61歳）、
土佐 一仁（49歳）

　第三者からの請求で本籍入りの住民票等を交付した場合に、住民
票等に記載されている本人に交付事実を通知する「本人通知制度」
を実施しています。詳細は市ホームページで確認してください。
■対象　市の住民基本台帳、市が編製した戸籍、戸籍の附票に記載

されている人
■登録方法

　市民課または各サービスセンターに本人確認書類（運転免許証・
健康保険証等）を持参してください。
※本人以外の申し込みは、同世帯の家族でも委任状が必要です。

　市ホームページから「本人通知制度事前登録申込書」を入手（連
絡先は平日の日中連絡できる電話番号を記入）し、登録者の本人確
認書類（運転免許証・健康保険証等）のコピーを添えて〒340-8550
市民課へ。

窓口受付

郵送受付

　4～6月分の市長交際費、議長交際費など全ての交際費を公開。項
目は、支出年月日・目的・相手方（病気見舞いは除く）、金額の4
項目。公開は3か月ごとに行い、市ホームページと市役所情報コー
ナーで閲覧できます。
■交際費支出件数・金額（概要）
議長…2件・1万8200円。なお、市長、教育委員会、上下水道部、
市立病院事業管理者、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農
業委員会の支出はありません。

登録方法 そんな
時は…

問福祉政策課☎922-1234Ü922-1066Ü

特別弔慰金

問保険年金課☎922-1593Ü922-3178

問危機管理課☎922-0614Ü922-6591

特定健診で生活習慣病の
予防・早期発見を！

草加お知らせメール
情報収集を簡単・便利に♪

手続きはお済みですか 農業委員会委員が決定

問市民課☎922-1526Ü920-1501Ü

不正取得による権利侵害防ぐ
住民票等の本人通知登録を

問庶務課☎922-0954Ü922-3091Ü

交際費の執行状況

申請
受付中
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令和4年4月小学校入学予定児の
健康診断

介護保険料徴収員（会計年度任用職員）

　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　9/3㊎13時15分～
14時45分。会場は高砂コミセン。ε草
加東部・草加稲荷地域（包）☎959-9133
Ü922-3801
■介護者のつどい　9/8㊌13時～14時
30分。会場はであいの森。ε草加川柳
（包）☎932-7007Ü931-0993
■介護者のつどい　9/14㊋13時15分～
14時45分。会場は草加市文化会館。ε
新田東部（包）☎932-6775Ü932-6779
■サステナブル体操　9/2㊍13時30分
～14時30分。会場は勤労福祉会館。い
つまでも錆びない身体をつくるための
講義と体操。65歳以上対象。定員30人。
è8/23㊊から新田西部（包）へ。☎946-
0520Ü946-0523
■はつらつバルーン体操　9/8㊌13時
30分～14時30分。会場は川柳文化セン
ター。体操プログラムではつらつと暮
らせる体力づくり。65歳以上対象。定
員30人。室内靴持参。è8/23㊊から草
加川柳（包）へ。☎932-7007Ü931-0993

ε

☎
Ü

ε

☎ Ü

ε

☎ Ü

è ☎
Ü

è

☎ Ü

草加市遺族会への入会を

　8/27㊎～9/2㊍8時30分～19時（8/28
㊏・29㊐は10時～17時）。相談専用☎
0120-007-110（無料・IP電話不可）。
法務局職員と県子ども人権委員会委員
が相談に応じます。εさいたま地方法
務局人権擁護課☎048-859-3507

　戦没者の慰霊行事への参加や供え物
配布等の活動を行う草加市遺族会では、
新規会員を募集しています。年会費は
遺族年金受給者等4000円、特別弔慰金
受給者等2000円。戦没者を末永く慰霊
し、戦争体験を後世に伝え平和を維持
するという役割・使命を永く継続する
ため、戦没者の孫・曽孫等の若い世代
の応募もお待ちしています。ε福祉政
策課☎922-1234Ü922-1066

成年後見なんでも電話相談

　9月は、九都県市合同の成年後見制
度普及促進月間です。成年後見制度を
知りたい人、利用をお考えの人の疑問
に、後見実務に詳しい弁護士、司法書
士、社会福祉士がお答えします。9/4
㊏10時～16時。☎048-710-5040（当日
のみ）ε県地域包括ケア課☎048-830-
3251Ü048-830-4781

　平成27年4/2～同28年4/1生まれ対象。
会場は入学予定の小学校。日程は下表
のとおり。対象者には10月上旬に通知
を郵送します。10/15㊎までに通知が
届かない場合は連絡を。外国籍の対象
者は子どもの在留カードまたは特別永
住者証明書を健診日の前日までに学務
課へ持参してください。子どもの発達
に心配がある保護者は教育支援室（☎
933-7591）へ相談を。ε学務課☎922-
2685Ü928-1178

全国一斉
「子どもの人権110番」強化週間

　9/6㊊は施設整備のため休館します。
ε草加市スポーツ協会☎928-6361Ü9
22-1513

記念体育館、市民体育館、
吉町テニスコート

　㊊～㊎のうち週3～4日程度（年150

日以内）10時～16時。場所は介護保険
課。介護保険料の徴収に関する業務
（自転車による移動あり）。募集は1
人。時給1120円。10/1採用。è9/1㊌
（必着）までに指定申込書（市HP・
介護保険課で入手可）を介護保険課へ。
☎922-1376Ü922-3279

è

☎ Ü

地域包括支援センター（包）
介護者のつどい・介護予防教室ヨーガ教室

　9/5㊐・12㊐9時30分～11時。全2回。
会場は高砂コミセン。定員40人。è8/
21㊏から同コミセンへ。☎Ü920-3066

è

☎Ü

生涯学習体験講座

è開催日の3日前までに生涯学習課へ。
☎922-2819Ü922-3498
■自分で考える子に育つ親のコトバか
け　9/22㊌10時～11時30分。会場は草
加市文化会館。定員10人
■プリザーブドフラワーのウエディン
グブーケ作り　10/5㊋10時～11時30分。
会場は新田西文化センター。定員20人。
材料費2500
円。ハサミ、
木工用接着
剤、ピンセ
ット、持ち
帰り用の袋
持参

è

☎ Ü

市民救命員養成（上級）講習会

　9/25㊏9時30分～16時。会場は記念
体育館。スポーツやレジャー活動中の
事故による傷病者に対しての「救命・

救急法」の正しい知識と技術を習得す
る講習会。16歳以上でJAEA、消防署、
日本赤十字社いずれかの救命救急法講
座を受講経験のある人対象（認定期限
切れも可）。定員20人。参加費2000円。
動きやすい服装で。写真（3×3㎝）、
昼食、室内靴持参。è8/21㊏から電話
で草加市スポーツ協会へ。☎928-6361
Ü922-1513

è

☎
Ü

10/19㊋

10/20㊌

10/21㊍

10/22㊎

10/26㊋

10/27㊌

10/28㊍

11/2㊋

11/8㊊

新栄・清門・青柳

高砂・花栗南・氷川

西町・八幡

草加・新田・川柳・松原

谷塚・栄・稲荷

瀬崎・八幡北

小山・両新田

長栄

新里

日程 小学校名

　国より緊急事態宣言が発出されたこと及び市内での連日の感染確認を受
け、8/31㊋まで公共施設の利用、事業・イベントの制限を以下のとおり行
います。
■対応内容
・市などが主催する事業・イベント、水曜夜間窓口は午後8時まで。
・公共施設、学校開放の利用は午後8時まで。
・感染リスクの高い、次の用途での施設利用は不可。カラオケ、合唱、歌
唱、会食を伴う活動（バーベキュー含む）。ただし、1人での貸切り利用を
除きます。
※引き続き「であいの森」「ふれあいの里」の浴場及びカラオケの利用、
会食を伴う活動も休止。
　詳細や最新情報は市HPで確認してください。
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、
夜間窓口は午後8時まで

歌唱や会食を伴う活動等での施設利用を休止

8/31㊋
まで

④ 2021年8月20日号 草加人のための情報紙　広報「そうか」情報コーナー「すとりーと」

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

対象は原則市内在住・在勤・在学者。
問い合わせは各担当先へ。

情報コーナー ・定員のある催しもの等で特に指定のないものは先着順　・催しもの等の参加時は飲み物と筆記用具持参で
凡例 ε…問い合わせ先　è…申し込み　HP…ホームページ　QRコード…ウェブ・メール

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

・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】

▶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）21時まで
※8月中は20時まで



定員のあるものは8/23㊊
10時から各館へ申し込みを

高年者向け

　洗剤や柔軟剤などの香りに含ま
れる化学物質で頭痛や咳などを引
き起こし苦しんでいる人がいます。
香りの感じ方には個人差があるた
め、周囲に配慮をしましょう。

▼CDホバークラフト作り　9/1㊌～
9/3㊎15時～　会場はコンフォール松
原19号棟　小学生対象　定員各10人
▼キラキラ帽子作り　9/6㊊～10㊎（7
㊋を除く）15時～　会場はコンフォー
ル松原19号棟　小学生対象　定員各5
人　è9/1㊌13時から電話で同館へ
▼CDケースでステンドグラス作り　
9/13㊊～24㊎（14㊋を除く）15時～　
会場はコンフォール松原19号棟　小学
生対象　定員各5人　è9/6㊊13時から
電話で同館へ
▼ピヨピヨ広場　9/14～28の㊋10時～、
11時～　会場はコンフォール松原19号
棟　令和2年4/2以降に生まれた乳児と
保護者対象　定員各8組　è希望日1週

è

è

è

間前の㊋13時から電話で同館へ
▼おもちゃ病院　9/17㊎13時30分～15
時　会場は子育て支援センター　おも
ちゃの無料修理　部品代実費　1人2点
まで
▼初めてのお誕生会　9/28㊋13時～　
会場はコンフォール松原19号棟　令和
2年9月生まれ対象　定員10人　è9/1
㊌10時から電話で同館へ

▼おもちゃ病院　8/26㊍、9/16㊍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
▼ふれあい収穫体験「ぶどう狩り」　
8/29㊐10時30分田口農園（谷塚仲町
209）集合　乳幼児（保護者同伴）～高
年者対象　定員20組　一房700円前後
▼ともだち文庫の「おはなしポケッ
ト」　8/30㊊、9/13㊊11時～　読み聞

è

かせ・わらべ唄　乳幼児と保護者対象
　定員各10組
▼敬老の日制作「じゅず玉アクセサリ
ー」　9/3㊎・10㊎14時45分～15時30
分　3歳以上の幼児と保護者対象、
9/11㊏・12㊐14時～　小学生対象　定
員各回5人
▼脳トレボードゲーム「ウボンゴ」　
9/4㊏14時～　小学生対象　定員4人
▼ママのためのリフレッシュヨガ　
9/18㊏10時15分～　定員10人

▼卓球で遊ぼう　8/24㊋14時～　小学
3～6年生対象
▼おもちゃ病院　9/10㊎10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
▼敬老の日制作　9/13㊊・16㊍15時30
分～　小学生対象

5922-3274

■対象　①～④のいずれかに該当する
人。①高等学校の土木工学科またはこ
れに相当する課程を修了し卒業した人、
②高等学校卒業者で、排水設備工事等
の設計または施工に関し、1年以上の
実務経験を有する人、③排水設備工事
等の設計または施工に関し、2年以上
の実務経験を有する人、④①～③に準
ずる人。
■試験日・会場　11/28㊐・聖学院大
学（上尾市）
■受験料　1万円
■申込方法　8/23㊊から下水道課で配
布する受験案内を確認し9/30㊍（必
着）までに郵送。
ε下水道課☎922-2314Ü922-3244ε ☎ Ü

下水道排水設備
工事責任技術者共通試験

　9/27、10/18・25、11/8・22・29、
12/6・13の㊊10時～11時30分。全8回。
会場はであいの森。60歳以上対象。定
員12人。室内靴持参。è8/23㊊10時か
ら電話でであいの森へ。☎936-2791Ü
936-2792

è

☎ Ü

みんなで踊ろうエアロビダンス

　①稲荷コミセン9/8～10/27（9/15、
10/20を除く）の㊌9時15分～10時15分
（全6回）、②原町コミセン9/10～
10/22の㊎13時15分～14時15分（全7
回）。自宅でもできるストレッチや筋
力運動。おおむね65歳以上対象。定員
各20人。室内靴持参。è8/21㊏10時
から各コミセンへ。①☎Ü931-5333、
②☎Ü941-5353

è

☎Ü
☎Ü

はつらつ元気体操教室 ☎925-1856谷塚児童センター

新栄児童センター ☎942-9876

市民体育祭

■ソフトテニス大会　9/26㊐8時30分
～。会場はそうか公園。種目は男女別
ダブルス。審判ができる高校生以上対
象。参加費1組4000円
■グラウンド・ゴルフ大会　10/16㊏8
時～（雨天時18㊊）。会場はそうか公
園。参加費700円
èソフトテニスは9/8㊌まで、グラウ
ンド・ゴルフは9/16㊍までに電話で草
加市スポーツ協会へ。☎928-6361Ü92
2-1513

è

☎ Ü

甲種防火管理者
資格取得講習会

　収容人員が30人以上の店舗等と、収
容人員が50人以上の共同住宅や工場等
では、この資格取得者を置くことが消
防法で定められています。10/14㊍・
15㊎9時20分～16時50分。会場は草加
市文化会館。全2回。定員100人。受講
料8000円。è8/30㊊～9/6㊊に日本防
火・防災協会HPで。ファクス（Ü03-
6274-6977）も可。ε草加八潮消防局
予防課☎996-0660Ü997-1300

è

Ü

ε

☎ Ü

わくわくタウン松原 ☎941-2905

あなたの香りだいじょうぶ？
「香りのエチケット」にご理解を
あなたの香りだいじょうぶ？
「香りのエチケット」にご理解を

εくらし安全課☎941-6111
　　　　　　　Ü941-6157

　企業とクリエイターが企業の課題解決や新たな価値の創出に向けて力を
合わせて取り組む場「SOKA CREATIVE LAB」の開催に先立ち、デザインで
企業の新しい未来を描く方法について学ぶオープン講座を開催します。
■日時　9/28㊋18時30分～20時
■会場　草加宿今様本陣（神明1-6-18）※オンライン参加可
■対象　・デザイン（クリエイティブな思考）を用いて、企業や地域の課

題を解決することに興味があるクリエイター
　　　　・デザインを活用し、自社を変えていくこ

とに興味のある市内企業
■定員　30人
■内容　デザイン思考で切りひらく地域産業の未来
■講師　KESIKI INC . 石川俊祐氏

（GOOD DESIGN AWARDの審査委員などを
務める。Forbes JAPAN「世界を変えるデザイナ
ー39」選出。著書に『HELLO,DESIGN 日本人と
デザイン』。）

è9/17㊎までに専用フォーム（QRコード）で。è

ε産業振興課☎922-3477Ü922-3406

1人分 118kcal
205kcalごはん

ミネストローネ 1.1g
0.0g

食塩

・1つの鍋で複数の料理が同時にできるパッククッ
キングは、いろいろな料理にアレンジできます。

・お皿がない時も袋のまま食べられるので、洗い物
が少なくすみます。

・平時に練習しておきましょう。
・1人分ずつ調理ができるので普段の昼食時やひと
り暮らしの人にも便利です。

Point

■材料（1人分）　ポリエチレン袋…2枚　ごはん　米…60g（75㏄）／
水…85㏄　ミネストローネ　ゆで大豆（缶詰等）…20g／ソーセージ…
15g（1本）／玉ねぎ…25g（中なら1/6個）／にんじん…10g／なす…60g
（1/2本）／トマトジュース（無塩）…90㏄／ケチャップ…大さじ1/4／固
形ブイヨン…1/4個／こしょう…少々

Aごはん　米をポリエチレン袋に入れ、分量外の水で軽くもみ洗いし、
その水を捨てる（無洗米ならこの作業は不要）。分量の水を加え、
袋の空気を抜き、袋の口を上の方で結ぶ。Cへ。

Bミネストローネ　玉ねぎは皮をむき、一口大に切る。人参も皮をむ
き、薄めのいちょう切りにする。なすは1㎝幅のいちょう切りにする。
ソーセージは1㎝幅の小口切りにする。ポリエチレン袋に全ての材料
と調味料を入れ、袋の空気を抜き、袋の口を上の方で結ぶ。Cへ。
C上記ABを水を沸騰させた鍋に入れて約20分加熱し、火を止め、そ
のまま10分蒸らして完成。

A 米をポリエチレン袋に入れ、分量外の水で軽くもみ洗いし、
その水を捨てる（無洗米ならこの作業は不要）。分量の水を加え、
袋の空気を抜き、袋の口を上の方で結ぶ。Cへ。

B

。Cへ
C AB

災害時に使えるパッククッキング（ごはん&ミネストローネの同時調理）vol.13

作り方

コロナに負けないからだづくり
食生活改善推進員のおすすめレシピ

完成

SOKA  CREATIVE  
MEETING
SOKA  CREATIVE  
MEETING

C

A

B

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8月20日号



中央公民館 ☎922-5344

氷川児童センター ☎928-2341

住吉児童館 ☎928-5736

新田西文化センター ☎942-0778

谷塚文化センター ☎928-6271

新里文化センター ☎927-3362

柿木公民館 ☎931-3117

川柳文化センター ☎936-4088

定員のあるものは8/23㊊
8時30分から各館へ申し込みを

5925-0152

公共施設での市民の自主的なサークル活動
を紹介しています。交渉は当事者間で。市
は関与しません。掲載依頼は指定の用紙で。

▼放課後クラブ　9/2㊍17時～18時…
卓球　21㊋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　9/
4～18の㊏10時～12時
▼ホッとひと息「子育てサロン」　9/
6㊊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・
大型絵本ほか　定員各回10人
▼おもちゃの病院　9/6㊊10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼中学生のための英語　9/6～27（20
を除く）の㊊17時～18時　中学生対象
▼癒しのこけ玉作り　9/8㊌13時30分
～16時　成人対象　定員11人　参加費
300円
▼紙で作るお弁当遊び　9/10㊎10時～
10時40分、11時～11時40分　1歳～お
おむね3歳と保護者対象　定員各5組　
材料費子ども1人100円
▼百人一首体験教室　9/25㊏10時～11
時30分　小学生対象　定員20人
▼ママといっしょにおはなし会　9/27
㊊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

▼おはなしの時間　8/25㊌10時30分～
11時　読み聞かせほか　乳幼児と保護
者対象
▼元気ルームMINI　9/2㊍10時～12時
　ホール開放自由利用　乳幼児と保護
者対象
▼おもちゃの病院　9/13㊊10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼美味しい紅茶の淹れ方　9/18㊏・25
㊏13時30分～15時30分　全2回　成人
対象　定員8人　参加費1000円
▼ヨガ教室　9/28～10/26の㊋10時～11
時30分　全5回　成人対象　定員14人
▼親子でDIY　10/2㊏13時～16時　本
立て・ティッシュボックス入れほか　
小学生と保護者対象　定員8組　参加
費500円

■健康体操ひまわり　㊋9時30分～11
時　新里文化センターで　清潔で広い
スペースの中で活動　なりたい自分を
目指して　入会金1500円　月額2000
円　ε佐藤☎080-3698-9065
■長栄平成塾さわやか体操　第1・3㊍
10時～11時30分、第2・4㊍13時30分
～15時　長栄小で　月額1000円　ε大
山☎941-9290
■預筋体操スイトピィー　㊊9時30分
～11時　市民体育館で　健康寿命を延
ばす楽しい体操です　新しい発見ワク
ワク　入会金1000円　月額2500円　
ε津曲☎935-9181
■高砂レクリエーションダンスクラブ
　㊎11時～13時　中央公民館で　心も
体もリフレッシュできる楽しいダンス
　月額1000円　ε小林☎925-2361
■新大正琴愛好会　第1・3㊏13時～15
時　中央公民館で　大正琴は簡単で初
心者でもすぐに弾けて楽しいです　一
緒に練習しましょう　月額2500円　ε
田代☎928-1971
■花栗剣友会　㊋㊎・第1・3・5㊏19
時～21時　松原小で　一緒に剣道をや
りましょう　4歳以上対象　入会金100
0円　月額2000円　兄弟割引あり　ε
奥山☎090-4838-0355
■ありんこクラブ（トランポリン・体
操）　月3～4回㊊15時～17時　市民体
育館ほかで　3歳～年長児対象　体験
400円　入会金500円　月額1500円　
ε高橋☎090-7632-6841
■氷川平成塾すこやかⅢ（体操・スト
レッチ）　㊍13時20分～14時30分　
氷川小で　月額1000円　ε酒井☎928-
3792
■ダンスサークルさくらんぼ（社交ダ
ンス）　㊋11時～13時　勤労福祉会館
で　初心者歓迎　入会金1000円　月額
3000円　ε松澤☎090-4380-9944
■草加太極拳同好会　㊎10時～12時　
中央公民館で　ゆったりした動きと深
い呼吸で体調管理と老化防止　経験不
問　入会金2000円　月額3000円　ε
阿部☎999-5726

ε ☎

ε

☎

ε ☎

ε ☎

ε

☎

ε

☎

ε ☎

ε ☎

ε ☎

ε

☎

▼カラーボールゲット　8/27㊎14時～
…小学3～6年生対象、8/31㊋16時～…
小学1・2年生対象　自分に決められた
カラーのボールを集め競うゲーム　定
員各回20人
▼こぶたのしっぽ　9/1㊌11時～　パ
ネルシアター　乳幼児と保護者対象　
定員10組
▼読み聞かせ「バンビ」　9/6㊊11時
～　乳幼児と保護者対象　定員10組
▼ふれあいバイオリンコンサート　9/
13㊊11時～　乳幼児（保護者同伴）～
高年者対象　定員10組
▼大好きな人へプレゼント「貝殻スト
ラップ作り」　9/14㊋15時～…小学1
年生対象、15㊌15時～…小学2年生対
象・16時～…小学3～6年生対象　定員
各回8人
▼おもちゃ病院　9/18㊏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

▼みなクル工房「スライム」　8/28㊏
・29㊐13時15分～14時15分、15時15
分～16時15分　小学生～18歳対象　定
員各6人　「ビー玉万華鏡」　9/11㊏
13時15分～、15時15分～　幼児（保
護者同伴）～18歳対象　定員各6人
▼おもちゃばこ・ONLINE　9/1～29
の㊌13時15分～14時15分　オンライ
ン会議Zoomを使った交流遊び場　0～
3歳と保護者対象
▼コトコト　9/2～30（23㊗を除く）
の㊍10時15分～12時15分　全8回　仲
間作りほか　1歳6か月～2歳10か月と
保護者対象　定員5組
▼おもちゃ病院　9/2㊍13時～14時30
時　おもちゃの無料修理　部品代実費
　1人2点まで
▼パパとアスレチック　9/5㊐・19㊐
10時～12時　0～3歳と保護者対象　定
員5組
▼スポーツ「卓球＆ダーツカフェ」　
9/5㊐・19㊐17時30分～18時30分　中
学・高校生対象
▼ママヨガ　9/14㊋・28㊋13時30分～
14時10分　全2回　0～3歳と保護者対
象　定員6組
▼敬老の日制作「皮革コインケース」　
9/18㊏13時15分～、15時15分～　幼児
（保護者同伴）～18歳対象　定員各6人
▼子ども歳時記「お月見」　9/19㊐・
20㊗13時15分～、15時15分～　すこ
やかクラブとまんまるでピカピカの泥
団子作り　幼児（保護者同伴）～18歳
対象　定員各8人（当日先着順）

■大人映画会　9/12㊐14時～15時40分
　「父と暮せば」　成人対象　定員20
人　8/21㊏13時から電話で同館へ
■小学生のための読み聞かせ　9/19㊐

11時～11時20分　小学生対象　定員5
組
■絵本の読み聞かせと紙芝居　㊌15時
30分～15時50分（3歳以下対象）、㊎
（8/20・27を除く）11時～11時20分
（幼児以上対象）、㊏㊐（8/21～29を
除く）14時30分～14時50分（幼児以
上対象）　定員各5組（当日先着順）

▼すくすくクラブ　9/9㊍10時～10時
40分…0歳～1歳6か月と保護者対象、
11時～11時40分…1歳7か月～3歳と保
護者対象　手遊び・子育て相談ほか　
定員各回10人
▼はつらつ元気体操　9/13～11/1（9/
20を除く）の㊊9時15分～10時15分　
おおむね65歳以上対象　定員25人
▼のびのび広場　9/17㊎10時～11時　
季節の工作・読み聞かせほか　乳幼児
と保護者対象
▼おもちゃの病院　9/24㊎10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで

▼はつらつ元気体操教室　9/7～11/2
（9/21・28を除く）の㊋13時15分～14
時15分　全7回　おおむね65歳以上対
象　定員25人
▼おはなしの広場　9/10㊎・24㊎10時
30分～11時15分　手遊び・紙芝居ほか
　乳幼児と保護者対象　定員各5組
▼ロビー　青柳平成塾による作品展　
9/11㊏～16㊍
▼おもちゃ病院　9/17㊎10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで

▼はつらつ元気体操　9/8～10/27（10/
6を除く）の㊌13時15分～14時15分　
おおむね65歳以上対象　定員30人
▼お・と・なの体験講座「いざという
時の料理教室」　9/11㊏10時～12時　
講師は埼玉県キャンプ協会常務理事の
和田智氏　包丁を使わない料理　成人
対象　定員20人　材料費300円
▼健康運動指導士による免疫力アップ
大作戦「座ったままで行うやさしい体
操」　9/14㊋13時30分～15時　65歳以
上対象　定員25人
▼舞台劇「弟の戦争」　9/19㊐16時～
17時30分　小学5年生以上対象　定員
90人　料金小学5年生～19歳1500円、
20歳以上2500円
▼すくすくクラブ　9/24㊎10時～10時
40分…0歳～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　大型絵本ほか　定員各回7
組
▼谷塚元気ひろば　9/27㊊13時～14時
30分　井戸端会議　65歳以上対象　定
員20人
▼朗読寄席　9/27㊊13時30分～　演目
「草々不一」「鮫人の恩返し」ほか　
成人対象　定員100人（当日先着順）

▼こころを結ぶ光のひろば　9/7㊋10
時～12時　点字体験ほか　定員10人
▼はつらつ元気体操教室　9/9～11/4
（9/23・30を除く）の㊍13時15分～14
時15分　全7回　65歳以上対象　定員
30人
▼ホッとひと息「子育てサロン」　9/
15㊌10時～10時40分…0歳～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　親子友達作
り・手遊びほか　定員各回5組
▼にじいろタイム　9/17㊎11時～12時
　わらべ唄・読み聞かせほか　未就園
児と保護者対象　定員10組
▼マタニティー「だっこままぎゅっ」
9/17㊎13時30分～　胎教と友達作り　
初妊婦対象　定員10人
▼文学講座「論語」　9/17～10/29
（10/1を除く）の㊎14時～16時　全6
回　講師は作家の松本孝氏　成人対象
　定員150人

い

西町・川柳
・高砂小 

■地域開放型図書室
㊐10時～16時
（年末年始・蔵書点検日を除く）

5☎946-3000 5944-3800
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ＱＲコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

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。

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

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。!

㊏㊐㊗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

㊊…市民相談室／㊍…勤労福祉会館／いずれも10時～
12時、13時～15時　☎941-6111（消費労政係）
ä㊊㊌㊎10時～16時…勤労福祉会館☎049-265-5844
（セカンドキャリアセンター）

内職相談

就職相談

女性の生き方なんでも
相談

ボランティア相談
（電話・来所）

㊊～㊎8時30分～17時15分…草加市社会福祉協議会ボ
ランティアセンター☎932-67725932-6779
第3㊌10時～12時…市民相談室☎922-14365922-1153
（障がい福祉課）
㊊～㊏9時～17時…新田西部☎946-05205946-0523／新
田東部☎932-67755932-6779／草加川柳☎932-700759
31-0993／草加安行☎921-21215928-8989／草加西部☎
946-70305942-7582／草加東部・草加稲荷☎959-9133
5922-3801／谷塚西部☎929-00145929-5222／谷塚中
央・谷塚東部☎929-36135933-9380

身体障がい者援護相談
（電話・来庁）

地域包括支援センター
（高年者のこと全般）

弁護士による法律相談
（裁判・離婚・相続・多重債務など）

女性の法律相談（裁判・離婚など）
司法書士による相談（相続・登記など）

ä㊋㊌、第1・4㊎13時20分～16時20分

ä第2㊍13時20分～16時20分
ä第1㊍・3㊎9時～12時

第2㊎13時30分～16時

ä第4㊍9時～12時

ä第3㊍13時30分～15時30分…高砂コミセン

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

㊊～㊎9時30分～16時…消費生活センター（勤労
福祉会館内）☎941-6111（消費労政係）

ä第2㊌19時～21時…勤労青少年ホーム☎928-5550

ä専門相談員が担当　㊊～㊎10時～16時…配偶者
暴力相談支援センター☎922-35625927-4955（人
権共生課）

㊊～㊎（第3㊌を除く）8時30分～17時（ä他日時
は希望日1週間前まで）…市民活動センター☎920-
3580
第2㊍13時30分～16時30分…草加市社会福祉協議
会／☎048-263-07815048-261-2626（関東信越税
理士会川口支部）

㊊～㊏9時～16時30分…保育ステーション☎920-
1120

育児電話相談（0歳～就学前
の子どもの育児全般）

保育ステーション育児相談
（電話・来所）

㊊9時～16時…さいたま地方法務局越谷支局☎966-13
21人権相談

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

にんしん出産相談室ぽかぽか
（妊娠・出産に関する相談）

消費生活相談（電話）

青少年のカウンセリング
（仕事・恋愛・人間関係等）

市民活動相談（団体の会則
作成補助・助成金の活用等）

市民税務・経営相談
（前日12時までにä・電話）

がいこくせきしみんそうだん　  しやくしょ

 てつづ　  にゅうがくてつづ　   せいかつぜんぱん

  でんわ　 らいちょう

外国籍市民相談（市役所での
手続き・入学手続き・生活全般）
（電話・来庁）

配偶者等からの暴力相談

保健師・管理栄養士が担当　㊊～㊎8時30分～17時
…保健センター☎927-1929・☎922-0200※㊋9時30
分～12時は各保育園でも育児電話相談を実施

子育て支援コーディネーターが担当　10時～12時
（住吉のみ10時30分～11時30分）
8/26㊍、9/9㊍…谷塚児童センター☎925-1856
9/1㊌・16㊍…新栄児童センター☎942-9876
9/6㊊…住吉児童館☎928-5736
9/15㊌…氷川児童センター☎928-2341

すこやか相談会
（子育て相談・情報提供）

㊊㊌㊎9時～17時…国際相談コーナー☎922-2970
㊋㊍9時～17時（来庁は予約制）…人権共生課☎
922-0825

げつすいきん    じ　　   　　 じ　　  こくさいそうだん

 か もく　  じ　　　　　 じ　　　らいちょう　　よ  やく せい　  　   じんけんきょうせいか

家庭児童相談員などが担当　㊊～㊎8時30分～17時
…子育て支援センター☎944-0621

総合相談センター
（電話・来所）

8/21㊏～9/20㊗
（㊗㊡を除く）
相談は無料 　 は要予約
電話のかけ間違いに注意してください。

ä
相　談　案　内

働く

女性の生き方

福祉・介護
その他

山崎胃腸科内科クリニック
9時～12時・14時～17時

氷川町2129-2
☎928-0011
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

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☎928-1431

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

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

8/22㊐ 8/29㊐

内
科

外
科
・
午
前

外
科
・
午
後

大城クリニック
9時～12時・14時～17時

松原5-1-5
☎942-3039

草加調剤薬局☎941-5967

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

9/5㊐

内
科

外
科
・
午
前

外
科
・
午
後

レン・ファミリークリニック
9時～12時・14時～17時

新善町373
☎944-2200

にこにこ薬局☎946-3333

休日等上水道工事店
㈲東洋開発
㈲やまと水道
㈲東洋開発

両新田西町246
氷川町429-4
両新田西町246

☎928-5520
☎927-8519
☎928-5520

8/21㊏
22㊐
28㊏

東京管工機材㈱
㈲東洋開発
萬設備

住吉1-14-20
両新田西町246
長栄1-779-1-R1

☎927-0041
☎928-5520
☎942-1200

8/29㊐
9/  4㊏

5㊐

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）

行政相談（国の仕事に関する意見・要望）
第3㊎13時30分～16時30分税務相談（相続税・贈与税など）

くらしの法律総合相談（税・労働・年金・
住宅・不動産・マンション・特許など）



　アコスホールで開催。「人生で今が一番楽しい」と笑顔で話す西
原さん。講演では、自身の生い立ちの中で感じたことや悩んだこ
と、現在、生まれながらの性に悩んでいる人にどう接していけばよ
いのかなど、経験談を交えながら話されました。

　「LGBTで悩んでいる人たちはごく普
通の生活を望んでいます。この話を聞い
て1％ずつでもお互い歩み寄るきっかけ
になってくれれば嬉しい」と話す西原さ
んの言葉に、来場者は真剣な眼差しで耳
を傾けていました。　

■日　　　時　　10月23日㈯　午後3時開演
■特別ゲスト　　大谷　康子（バイオリン）
■共　　　演　　篠﨑　史子（ハープ）

　チケット:各日一般1000円、学生500円(全席指定・未就学児入場不可)

■日　　　時　　10月24日㈰　午後1時30分開演
■特別ゲスト　　ドミトリー・フェイギン(チェロ)
■共　　　演　　新見・フェイギン・浩子（ピアノ）

　新本庁舎内壁面に飾るメモリアルプレートの申込者を募集します。
　メモリアルプレートは約50年ぶりの市役所本庁舎建て替えを記念
し、市と市民団体の協働で作製した、松並木・太鼓橋・新庁舎が描
かれた銅製エッチングプレート。申込者の名前（ローマ字表記・40
文字まで）とプレートナンバーを記載します。

ωみんなでまちづくり課、各施設で配布
する申込用紙(市ホームページ(QRコード)
でも入手可)を、〒340-8550同実行委員
会事務局へ(ファクス、専用フォーム(QR
コード)からも可)。

7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

　・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。
　・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」

8月26日㈭午前8時30分から
40～49歳の人の予約を開始

インターネットまたは電話で2回分予約予約
方法 ●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。

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。

☎931-9325Ü936-4690☎931-9325Ü936-4690

大谷康子 ドミトリー・フェイギン

　12歳以上※（各個人あて）のワクチン接種券を、8月上旬までに発送しま
した。
　お手元に接種券が届いていない場合や紛失してしまった場合は、草加市
新型コロナワクチンコールセンターまで連絡してください。
※8月1日までに誕生日を迎えた12歳以上の人へ送付しています。これから誕生日を迎える人は、誕生日以
降に発送します。※２　これまで草加市では、医療分野、教育・保育分野、介護事業者等の３つの分野の職種の人をエッセンシャル

ワーカーとしておりましたが、この度埼玉県と同等の基準まで拡大することといたしました（詳細は埼玉県HPへ）。

※コールセンターはナビダイヤルでご案内し
ており、通話料がかかります。

https://soka.
hbf-rsv.jp

☎0570-666-578
インターネット（予約システム） 電話（コールセンター）

ワクチン接種券を発送しました。

■メモリアルプレート概要
・サイズ：10㎝×10㎝
・応募数：5000枚
・価　格：1枚5000円（1申し込み10枚まで）

申請後に返送する払込取扱票でゆうちょ銀行
または郵便局ATMで振り込み

・掲出場所：新本庁舎1階連絡通路壁面
※詳細は募集要項を確認してください。
■受付期間
　10月29日㈮まで（定数に達し次第終了。）

国際ハープフェスティバル
2021 会場：草加市文化会館

フェスティバルコンサート

ファイナルコンサート

メモリアルプレート
～新本庁舎完成記念にプレートを飾りませんか～

草加市役所本庁舎

17日

特別ゲスト

人権啓発講演会～LGBTについて考える～
西原さつき氏「自分らしく生きていく」

問草加市役所本庁舎メモリアルプレート事業実行委員会事務局
　（みんなでまちづくり課内）☎922-0796Ü922-3406
問草加市役所本庁舎メモリアルプレート事業実行委員会事務局
　（みんなでまちづくり課内）☎922-0796Ü922-3406

市ホームページ 専用フォーム

©Masashige Ogata

ω8月22日㈰午前10時から草加市文化会館ホームページ(QRコ
ード)または電話(☎931-9977)、プレイガイドのいずれ
かで。窓口販売は8月23日㈪午前10時から同館へ。

防衛省・
自衛隊ＨＰ

埼玉県
ＨＰ

50歳以上の人

優先接種対象者※1

40～49歳の人
埼玉県が示すエッセン
シャルワーカー※2

12～39歳の人 ワクチンの供給状況を踏まえ、広報そうかや
市ホームページでお知らせします。

予約受付中
※1基礎疾患がある人、高年者施設等の従事者、
(草加市が示す)エッセンシャルワーカー

8月26日㈭午前8時30分から
予約受付開始

医療分野

国民生活・国民経済
安定分野

公共サービス分野 新型コロナへの対応や県民への直接処遇が必要な業務、国
民の生命保護と秩序維持に必要な業務、教育・保育関係など

社会保険・社会福祉・介護事業者、医薬品の製造・販売・流通
等に係る業務、生活インフラに係る業種、生活必需品に係る
業種、生活関連サービス業など

柔道整復師、はり師、きゅう師、その他患者の治療に必要な
全ての製造業、サービス業など

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20日号

市の人口　令和3年8月1日現在　25万725人（男12万6699人・女12万4026人）/前月比2人減/世帯数12万1238世帯
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