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草加

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

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

特 殊 詐 欺

オレオレ詐欺

は
2

・お金を工面してほしい
・大事な書類を送り間違
えた

ど
れ

？

還付金詐欺

・医療費の還付がある
・医療制度が変わって
お金が戻る

と息子・孫から電話
電話を切ったあと、息子・孫
の上司と名乗る人がすぐ自
宅に来たので、現金を渡し
ました。

3

毎月5日・20日発行
草加市市長室広報課

と市役所から電話
ATMで手続きが可能と言わ
れ、指示どおりにATMへ行
き、操作をしていたら送金手
続きをしていました。

預貯金、詐欺盗等

4

あなたのカードが
不正に使われている

架空料金請求詐欺
利用料金の支払い
確認ができません
と携帯電話にメール

と警察やデパートから電話

メールに書かれた連絡先に
電話をすると、アプリ使用料
が未納であると言われ、電
子マネーを購入し支払いを
するよう指示されました。

電話を切ったあと、自宅へ
警察官や全国銀行協会を
名乗る人が来たので、キャ
ッシュカードを渡しました。

【答え】
１〜４全て市内で実際に発生した詐欺事件です。

被害にあった人は、
「手口を知っていたにも関わらず、自分は騙されるとは思わなかった」
「手口は知っ
ていたけれどまさかこの電話が詐欺だとは思わなかった」
と話しています。詐欺の電話は誰にでもかか
ってくるという意識を持ち、お金の話がでたら特殊詐欺を疑うようにしてください。
草加警察署生活安全課 相馬係長

草加警察署長から市民の皆さんへ

近年、犯罪は減少傾向にあります。しかし、高年者から現金
やキャッシュカードなどを騙し取る特殊詐欺の被害は高止まり
の状態です。草加市内では、9月9日現在、21件の被害が発生
し、総額約3800万円にも及ぶ高年者の貴重な財産が理不尽
に奪われています。草加警察署では、特殊詐欺の犯人検挙に
向けた捜査と、被害防止活動に鋭意取り組んでまいります。
大村署長

騙されないために今すぐできる対策
市役所、警察、
金融機関職員
・還付金
・ATM

8面

・暗証番号

の言葉がでたら

草 加 駅 前 、獨
協大学
〈草加松原〉
駅前、新
田 駅 前に設 置
。巡 回
指 導 員（ 警 察
OB）
が 、地 域 の 安
全に関
する活動を行
ってい
ます。

見回りだけでなく、
まちをきれいに保
とうとする住民の
皆さんの活動も防
犯につながってい
ると感じます。

と名乗っていても

在宅中でも
留守番電話

パ トロール
ステーション

ほっと
身近な防犯活動

暗証番号を
教えない

カードを
渡さない

すぐ電話を切り

家族・警察へ

氷川南町会▶
押田さん

安 全 なまちづく
りには、近隣の人
との交流や情報
交換など地域の
絆が大切です。

◀巡回指導員
宮岡さん

町 会自治会
の防犯活動

青 色パトロー
ル
カーでの見
回
り、警 察 と 協
働
でチラシ配布
な
ど啓発活動を
行
っています。

くらし安全課 ☎922-3607 5 922-1030・草加警察署☎943-0110

新型コロナワクチン情報

12歳以上の全ての人の予約受付中

折り込んである「認知症特集号」「エコ・そうか」は、抜いて読んでください。

②

2021年9月20日号

市政情報

草加人のための情報紙

高年者インフルエンザ
予防接種が始まります

災害時に様々な手段で情報発信を行っています

J:COM、こしがやエフエム

対象者へ9月下旬に受診券を送付

健康づくり課☎922-0200 Ü 922-1516
日頃の手洗い、うがい、十分な栄養・睡眠などに併せ、インフル
エンザの予防接種を受けましょう。
■対象者 ①または②に該当する人
①市内在住の65歳以上（令和4年1月31日㈪までに65歳になる人
を含む）
②市内在住の60歳以上65歳未満で、心臓、じん臓、呼吸器また
はヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に関する障がい1級の
身体障害者手帳を有する人
対象者②の人で初めて接種する場合
健康づくり課に申し込みを（以前に接種した人で、引き続き要
件に該当する人は申込不要）。
■実施期間 10月1日㈮〜令和4年1月31日㈪
■実施場所 指定医療機関
※ワクチンの供給不足が見込まれているため、接種を受けにくい
場合があります。
■費
用 1000円
※70歳以上（昭和27年4月1日以前の生まれ）の人・生活保護受
給者・中国残留邦人等支援給付制度適用の人は無料。
※埼玉県外で接種する場合、助成はありません。
草加市・八潮市以外の県内指定医療機関で接種する場合
・実施開始日は10月20日㈬。
・受診券と引き換えに予診票を送付しますので、10月以降に
健康づくり課へ問い合わせてください。
新型コロナワクチン接種日の前後2週間は予防接種が受
けられませんので注意してください。

ご結

めでとうござい
婚50年お
ます

金婚のお祝いに
記念写真を撮りませんか

草加市社会福祉協議会☎932-6770 Ü 932-6779

金婚式は、今年度も昨年と同様に新型コロナウイルス感染拡大防
止のため式典を中止し、金婚のお祝いとしてご夫婦の写真（キャビ
ネサイズ）を1ポーズ撮影できる無料券を用意しました。
■対象 昭和46年1月1日〜12月31日に結婚した夫婦
■写真館・スタジオ
・高砂スタジオ（高砂2-21-35）
・横田写真館（高砂2-17-10）
・草加写真スタジオ（草加1-18-24）
・ボアスタジオ（栄町3-1-22）
・ホッタスタジオ（谷塚町591）
2ポーズ目以降は有料です。
ω10月29日㈮（消印有効）までに草加市社会福祉協議会、コミセ
ンほかで配布する申込書を同協議会へ。

税制改正で相続税課税対象者が増えています

市民税務講座

申 9月21日㈫から広聴相談課へ。
□
☎922-0566 Ü 922-3173

相続税
贈与税

相続に関する法律が改正、施行され、「相続税」「贈与税」はこ
れまでの「一部の資産家だけの話」から、「大半の人が対象となる
可能性が高い」ものになっています。相続する家族が困らないよう
に準備をしておくことで、手続きの苦労や無用な相続争いを避ける
ことにつながります。
■8月の放射線量等

広報
「そうか」

危機管理課☎922-0614 Ü 922-6591

大きな災害が発生した際、自分の身を守るための情報収集に活用
してください。

J:COMチャンネル（コミュニティチャンネル）

Ch.11

J:COMのTVサービス加入世帯のみ視聴可。
■災害情報サービス（有料）もご活用ください
専用端末を使用し、防災行政無線の聞き取りにくい屋内でも明確
に聞き取ることができます。月額500円（ J:COM 加入者は300円）。
詳細は同社カスタマーセンター（☎0120-999-000）へ（午前9時〜
午後6時）。

こしがやエフエム（ＦＭラジオ放送）

FM86.8

■合い言葉は「ハロー・ハッピー（86.8）」
ListenRadio（リスラジ）のサイト・アプリを利用すれば、いつ
でもどこでもパソコン・スマートフォンで聴くことができます。な
お、屋内や一部地域では聞き取りにくい場合がありますが、大規模
災害時には電波の出力が上がり聞き取りやすくなります。

より良い市政のための

施策評価市民アンケートに
ご協力ください
総合政策課☎922-0749 Ü 927-4955

将来のまちづくりの指針となる「草加市総合振興計画 第二期基
本計画」に掲げた41の施策（分野別の基本的な計画）の認知度・
満足度・重要度を伺うアンケート調査を実施します。
9月下旬に無作為抽出した18歳以上の3000人にアンケート用紙を
送付しますので、ご協力をお願いします。
結果は、効率的・効果的な市政運営のために活用していきます。

回答はインターネットでもできます

国保運営協議会委員
保険年金課☎922-1592 Ü 922-3178
hoken-nenkin@city.soka.saitama.jp

委員
募集

国民健康保険について意見を述べ、検討する市民委員を募集。
■対
象 市内在住の20歳以上（令和4年1月1日現在）で市の国
民健康保険に加入し、他の審議会等の委員になってい
ない人
■募集人数 男女各1人ずつ ■任期 令和4年1月1日から3年間
■報
酬 会議1回につき7000円（会議は年3回程度を予定）
■公開抽選 10月28日㈭午後1時から市役所第二庁舎A会議室で。
ω10月22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）に協議会の名称・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「応募動機」（600〜800字）を記入し〒
340-8550保険年金課へ。ファクス、メールも可。
■内容

■日時
■会場
■対象
■定員

贈与・節税や相続税申告の仕方など、誰にでも共通する相
続税・贈与税の概略を草加市を中心に活動する税理士が講
義します。
10月18日㈪
午後1時30分〜3時30分
中央公民館
草加市、越谷市、八潮市、三郷市、
吉川市、松伏町、川口市、足立区在住者
40人

○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）
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特例郵便等投票ができます
選挙管理委員会☎922-2490 Ü 927-7693

第6波の感染拡大に備え、草加保健所と
連携し、新型コロナウイルス感染症の自
宅療養者へ食料、生活必需品、パルスオ
キシメーターの貸し出しなど、生活の支
援をします（当面は食料支援のみ）。

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止に伴い、宿泊・自宅療養等をしていて、一定の
要件に該当する人が郵便で投票できるようになりました（特例郵便等投票制
度）。必要書類等は、選挙管理委員会または市ホームページで確認を。
制度の詳細は、総務省ホームページ（QRコード）でも確認できます。

問い合わせ
（平日午前8時30分〜午後5時）

混み合う時間を避けた投票にご協力を

●自宅療養者支援チーム
（危機管理課内）
☎922-0184 Ü 922-6591
●生活支援申込受付専用ダイヤル
☎922-0187

選挙期間中（期日前投票から選挙期日にかけて）は投票所が混み合うことが予想さ
れます。感染予防対策のため、混み合う日・時間帯を避けた投票にご協力を。
■混雑しやすい日：期日前投票初日、土・日曜日、選挙期日前日
■混雑しやすい時間帯：午前11時〜正午、午後3時〜4時

人事状況 を 公表

令和2年度

職員数や職員の採用・退職など
職種別職員数等（令和3年3月1日現在）
部局
（市長事務部局）

職員数

採用

（1447） （124）

再任用

退職

（9） （82）

事務

615

28

6

技師

108

6

2

3

保育士

265

27

1

2

保健師・看護師

39

3

−

その他

56

6

−

フルタイム会計年度
任用職員

364

54

令和2年4月1日〜同3年3月31日までの市の人事行政の
運営状況をお知らせします。
職員課☎922-0983 Ü 922-3098

勤務時間・その他の勤務条件

（単位：人）

23

服務

勤務時間（午前8時30分〜午後5時15分）
・1日当たり 7時間45分
・1週間当たり 38時間45分
年20日を限度として付与
（令和2年度の正規職
員の平均取得日数は11.5日）

6

病気休暇
（有給）

3か月以内
（公務災害を除く）

3

特別休暇
（有給）

出産休暇、
忌引、
夏季休暇、
リフレッシュ休暇等

介護休暇
（無給）

6か月以内

介護時間
（無給）

1日につき、2時間超えない範囲

（1） （63）

（78）

事務

26

2

1

1

医師

91

26

−

23

薬剤師

23

2

−

1

技師

51

4

−

1

328

21

−

21

その他

37

3

−

3

フルタイム会計年度
任用職員

81

20

−

13

（11）

−

−

−

11

−

−

−

（228）

（31）

事務

59

3

1

5

技師

5

1

−

−

指導主事

23

6

−

6

その他

55

4

1

1

フルタイム会計年度
任用職員

86

17

−

17

（4）

−

（1）

−

教育委員会
（学校等を除く）

4

−

1

−

選挙管理委員会

105

4

26

2

（7）

−

−

−

監査委員事務局

393

7

56

5

7

−

−

−

農業委員会

14

1

14

1

（1）

−

−

−

上下水道部

8240

53

155

13

1

−

−

−

18万5441

1291

助産師・看護師

（議会事務局）
事務
（教育委員会）

（選挙管理委員会）
事務
（監査委員事務局）
事務
（農業委員会）
事務

（2）

（2）

（1）

事務

30

1

1

1

技師

23

1

1

−

フルタイム会計年度
任用職員

11

−

−

−

合計

2399

235

市長事務部局

56
（男性11、女性45）

21
（男性1、女性20）

市立病院

31
（男性4、
女性27）

14
（女性14）

教育委員会

2
（女性2）

4
（女性4）

上下水道部

1
（女性1）

−

合計

90
（男性15、女性75）

39
（男性1、女性38）

時間外勤務（正規職員、休日勤務含む）

15

175

※（ ）内は各区分の合計
※再任用制度は、働く意欲や能力のある定年退職者をあらためて
採用できる制度で、市では平成14年度から導入しています。

部局

市長事務部局
市立病院
（医療職を除く）
議会事務局

合計
（平均）

総時間数
（時間）

1人当たりの 1人当たりの
対象職員 年間時間数 月間時間数
数
（人）
（時間）
（時間）

なし

研修・勤務成績の評定
階層別能力開発研修

新規採用職員研修、中級研修、上級
研修、
主査研修ほか

派遣研修

自治大学派遣研修、彩の国さいたま
人づくり広域連合派遣研修ほか

自己啓発

通信教育講座
課題別研修ほか

勤務成績の評定・活用方法（正規職員）
人材育成システムにおいて職員の職務を
通じて発揮された意欲・能力・実績の評価
を行っています。これらの評価結果を人事
異動や昇格等の資料として活用し、能力実
績に基づく人事管理を行っています。

福祉・利益の保護
福利厚生制度の概要
短期給付
（健康保険）
、長期給付
（年金）
、
福祉事業
（保健・貸付・保養所ほか）

埼玉県市町村
職員共済組合

16万197

1088

147

12

健康診断

定期健康診断、
特殊健康診断

7053

40

176

15

外部委託
（アウトソーシング）

レクリエーション施設等の提供

301

11

27

2

厚生部活動への補助

なし

9138

87

105

9

144
（平均）

12
（平均）

※1年の間に職員の異動等があるため、
対象職員は月当たりの平均です。
※1人当たりの時間数は少数点第1位以下を四捨五入しています。

分限処分
職責を果たせないとき
（降任・免職・休職・降給）

34人
（病気休職）

懲戒処分
職員の職務専念義務違反等
（戒告・減給・停職・免職） の道義的責任を問うとき
1人

○PM2.5
（単位：マイクログラム／㎥）最大値24.1／最小値0.0（花栗中学校内）

公務災害

（単位：件）
区分

部局

公務

通勤

計

市長事務部局

14

3

17

市立病院

32

3

35

教育委員会

4

−

4

上下水道部

−

2

2

合計（平均）

50

8

58

※議会事務局、選挙管理委員会、監査委員事務局、農業委員会は
なし

分限及び懲戒処分等

希望降任

446件

組織・人材開発研修

部分休業

時間外

営利企業等従事許可

※公益を守るため、職員が職務上知り得た他の職員の行政運営上
の違法な行為などを第三者委員会に通報すること。

（単位：人）

育児休業

（2） （29）

（64）

（上下水道部）

育児休業、部分休業の取得状況

353件
（人間ドック等）

研修（正規職員）

（637）

（市立病院）

職務専念義務免除等

公益通報
（※）

休暇の種類（正規職員の抜粋）
年次有給休暇

45

③

新型コロナ自宅療養者
支援チーム設立

新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養している皆さんへ

選挙の際は

2021年9月20日号

なし

措置の要求・審査請求
勤務条件に関する
措置の要求

職員が給与や勤務時間について、
公平委員会に改善を要求できる
制度

なし

不利益処分に
関する審査請求

職員が任命権者
（市長等）
により不
利益な処分を受けたと思う時に公
平委員会に審査請求できる制度

なし

○給食の放射性物質の検出なし

④

2021年9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

9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

▶国民健康保険税（普通徴収）第4期
▶後期高齢者医療保険料（普通徴収）第3期
▶介護保険料（普通徴収）第4期
9/30㊍までに市指定金融機関、
コンビニ、スマートフォン決済で

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、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

※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。

Jアラート 訓練放送
10/6㊌11時
防災行政無線
を使ったJアラ
ート全国一斉情
報伝達訓練を行
います。
●日
時 10/6㊌11時〜
●放送内容 （チャイム）→これはJア
ラートのテストです×3回→こちらは
防災草加です→（チャイム）
ε危機管理課☎922-0614Ü922-6591
県第4ブロック緊急消防援助隊
合同訓練
10/5㊋10時〜17時。会場はまつばら
綾瀬川公園、まつばら綾瀬川公園南側
公共用地。大規模災害時における消防
の連携強化を目的とした「県第4ブロ
ック緊急消防援助隊合同訓練」を実施
します。安全に訓練を実施するために
公園等の入場規制を行います。ご理解
ご協力をお願いします。ε草加八潮消
防局警防課☎924-0967Ü928-8454
まんまるよやくシステムリニューアル
抽選対象を市内団体のみに
11/1㊊から、まんまるよやくシステ
ムのリニューアルに合わせ、下記5施
設の予約抽選対象者を草加市内の団体
のみに変更します（空き申し込みは変
更なし）。
＜対象施設＞柿木公民館・谷塚文化セ

市役所第2庁舎 納税課、後期高齢者・重心医療室
日曜 9時〜12時30分

夜間 ㊌（㊗㊡を除く）21時まで（緊急事態宣言等発出中は20時まで）

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。

●広報「そうか」掲載の催事は、

【主催者】

日曜・夜間納税窓口

ンター・川柳文化センター・新田西文
化センター・新里文化センター
また、スマートフォン専用ページを
開設し、システム利用をインターネッ
トのみに変更します。ε総合政策課☎
922-0749Ü927-4955
ハロウィンジャンボ宝くじ発売
販売期間は9/22㊌〜10/22㊎。収益
金は市町村の明るいまちづくりや環境
対策等に使われます。お求めは埼玉県
内の宝くじ売り場で。ε財政課☎9220761Ü922-1547
生産緑地地区
都市計画変更（案）の縦覧
草加都市計画生産緑地地区を変更す
るため、当該都市計画の変更案の縦覧
を行います。9/27㊊〜10/11㊊（㊏㊐
を除く）。縦覧場所は都市計画課。変
更案に対し意見がある場合は縦覧場所
にある意見書を10/11㊊（必着）まで
に〒340-8550同課へ。ε都市計画課☎
922-1790Ü922-3145

草加市華道展
流派を問わず、80
点以上の作品展示が
楽しめます。
■日時 10/2㊏・3
㊐10時30分〜18時
（3㊐は17時まで）
■会場 中央公民館
ε文化観光課☎922-2968Ü922-3406

9/30㊍ 施設利用、事業・イベント、
まで
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

詳細は各施設に問い合わせてください
緊急事態宣言の期間が延長されたこと及び市内での連日の感染確認を受
け、9/30㊍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
企画展「火消しの歴史−草加八潮
消防局へのあゆみ−」
10/5㊋〜12/12㊐。会場は歴史民俗
資料館。先人が火災などから命がけで
草加市域を守ってきた歴史並びに平成
28年に発足した草加八潮消防局を始め
とする現在の消防体制について紹介し
ます。
■講座「消防のしごと」 10/17㊐14
時〜16時。定員30人
■展示解説 10/31㊐14時〜15時。当
日直接会場へ
è 講座のみ9/22㊌から電話で同館へ。
☎922-0402Ü922-1117
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2話」
10/6㊌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。動画も使った市民活動の効
果を高める手法を学びます。定員は会
場5人、オンライン30人。è9/21㊋〜
10/4㊊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）を記載し、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

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。

国際ハープフェスティバル
レバーハープ教室
10/17㊐13時30分〜15時、15時30分
〜17時。会場は草加市文化会館。小学
4年生以上対象。定員各回10人。講師
は鷺谷清子氏。弦についているレバー
で音階を変えて演奏します。初心者で
も簡単に音が出せるので、ハープをよ
り身近に感じられます。è 9/21㊋9時
から同館HP（QRコード）で。☎931-9
325Ü936-4690

健康づくりウオーキング大会
10/24㊐9時〜10時まつばら綾瀬川公
園噴水前集合（時間差スタート）、13
時解散。6kmまたは10kmのコース。健
康体力づくりに効果的なウオーキング
で草加松原などを巡り、草加の秋を満
喫しましょう。小学生以上対象。定員
100人。かっぱ持参（傘は不可）。 è 9/
21㊋から記念体育館、市民体育館、市
民温水プール、そうか公園へ。ε草加
市スポーツ協会☎928-6361Ü922-1513
令和4年4月に保育園・幼稚園の入
園を検討する人等に向けた「すくす
く子育て説明会」の動画版をYouTube
で公開中。ぜひ 活 用 し
てください。ε保育課
☎922-1491Ü922-3274

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」

前のアコスホールに集団接種

パパと楽しむ ふれあいひろば
10/30㊏10時30分〜12時。会場は谷
塚文化センター。わらべうたや読み聞
かせ、情報交換など。0〜2歳児と保護
者対象。定員20人。è 9/21㊋から男女
共同参画さわやかサロンへ。☎931-93
内 50 Ü936-4690
○
25○

5922-3274
定員のあるものは9/21㊋
10時から各館へ申し込みを

新栄児童センター

☎942-9876

▼ふれあいグラウンド・ゴルフ 9/25
㊏14時〜15時 小学生〜高年者対象
▼ふれあいさつまいも掘り 10/2㊏
（雨天9㊏順延）10時30分同館集合
会場は同館から徒歩5分の畑 幼児（保
護者同伴）〜高年者対象 定員30組

こんにちは、市長の浅井です①

感染状況は︑危機的な感染者

会場を新設し︑草加八潮医師

10/16㊏9時45分〜、10時30分〜、
11時15分〜に草加北ミニコミセン集合。
会場は野口農園（草加一丁目）。1歳
以上の未就学児と保護者対象。定員各
10組。参加費1組400円（2株）。è 9/
28㊋9時から電話で保育ステーション
へ。☎920-1120Ü920-1101

ワクチン接種︑
スピードアップに努めます

増加となった８月に比べ︑９

会のご協力のもと︑土・日の

秋晴れ さんさん おいも掘り

４

日からは草加駅東口駅

月に入り減少に転じてはいま

１日あたりの接種人数を増や

あいの森。60歳以上対象。定員12人。
材料費200円。のり・はさみ・定規持
参。è 9/21㊋10時から電話でであいの
森へ。☎936-2791Ü936-2792
子ども・親子向け

９月

すが︑医療現場では依然︑

しました︒また︑昼間に接種

日

５

本市の新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス の

日々増える患者さんに全力で

10

月

分から夜間接種を週３回実施

します︒今後も接種を望まれ

が難しい方のために

日

13

ご対応い た だ い て い ま す ︒

歳以上の対象人口

22

ワクチン接種は︑９月

現在︑

％
る全ての市民の皆様にお応え

万８０００人に対し︑約

できるよう︑より一層スピー

■材料（作りやすい量・4人分） 米…2合
（300g）／鮭…1切れ（70g）／しめじ…1/2パック
（50g）／にんじん…小1/4本（30g）／しょうゆ…
小さじ2／酒…小さじ2／塩…小さじ1/5
288kcal

の方が１回目の接種を終えて

鮭の炊き込みご飯

1人分

49

12

⑤

参加費300円
▼ドッジボール大会 10/7㊍16時〜
小学生対象
▼おもちゃ病院 10/8㊎10時〜12時
おもちゃの無料修理 部品代実費 1
人2点まで
▼はじめての卓球 10/14㊍16時〜
小学3〜6年生対象

住吉児童館

☎928-5736

▼ABCで遊ぼう 9/27㊊15時30分〜
16時30分 3歳（保護者同伴）〜小学
生対象 定員10組
▼ドッジボール大会 9/28㊋16時〜
小学1、2年生対象、29㊌16時〜 小学
3生対象・小学4〜6年生対象 いずれ
も定員20人
▼読み聞かせ「バンビ」 10/4㊊・18
㊊11時〜 乳幼児と保護者対象 定員
各10組
▼こぶたのしっぽ 10/6㊌11時〜 パ
ネルシアター 乳幼児と保護者対象
定員10組
▼おもちゃ病院 10/16㊏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
▼チャンピオンは誰だ「おはしで豆つ
かみ」 10/19㊋15時〜 小学1年生対
象、20㊌15時〜 小学2年生対象・16
時〜 小学3〜6年生対象 いずれも定
員20人
▼ふれあいさつまいも掘り 10/23㊏
（雨天30㊏順延）10時30分野口農園集
合 幼児（保護者同伴）〜高年者対象
定員20組 参加費300円（2株）

作り方

コロナに負けないからだづくり
vol.14

ドアップに努めてまいります︒

食生活改善推進員のおすすめレシピ

います︒

公民館。定員15人。室内靴、ヨガマッ
トまたはバスタオル持参
■着付け講座〜着物所作で女史力アッ
介護者のつどいは介護の情報交換と プ！〜 11/5〜19の㊎14時〜16時。全
交流。介護をしている人、していた人、 3回。会場は新里文化センター。定員8
する予定の人対象。
人。着物、帯、コート、ひも3本、伊
■介護者のつどい 10/1㊎13時15分〜 達締め2本、ピンチ１つ、帯締め、帯
14時45分。会場は高砂コミセン。ε草 揚げ、帯板、枕、着物ベルト、足袋、
加東部・草加稲荷（包）☎959-9133Ü92 裾よけ、襟芯、肌着、長襦袢持参
2-3801
就職後も役立つコミュニ
■介護者のつどい 10/12㊋13時15分
ケーション〜アサーション
〜14時45分。会場は草加市文化会館。
を身に付けよう〜
ε新田東部（包）☎932-6775Ü932-6779
■介護者のつどい 10/13㊌13時〜14
就職後の職場での関係も円滑にでき
ε
時30分。会場はであいの森。 草加川 るよう、相手の立場を踏まえながら自
柳（包）☎932-7007Ü931-0993
分の立場や考えをきちんと伝える、ア
■笑いと音楽のハーモニー 10/1㊎13 サーションの考え方を学びます。県女
時30分〜14時30分。会場は勤労福祉会 性キャリアセンターとの共催による就
館。笑いの講話、音楽鑑賞でリラック 職サポートキャラバン。10/26㊋10時
スし、元気な身体をつくる。65歳以上 〜12時。会場は勤労福祉会館。定員30
対象。定員30人。è 9/21㊋から新田西 人。è 9/21㊋からくらし安全課へ。申
部（包）へ。☎946-0520Ü946-0523
込専用フォーム（QRコード）からも
■認知症サポーター養成講座 10/9㊏ 可。☎941-6111Ü941-6157
10時30分〜12時。会場は苗塚会館。認
世代間交流ハロウィンフォークダンス
知症の理解と地域での支え合い。定員
20人。è 9/21㊋から草加安行（包）へ。
10/27㊌9時30分〜11時。会場は市民
☎921-2121Ü928-8989
体育館。ハロウィンの仮装をしてフォ
ークダンスの振り付けのレッスン。18
卓球技術講習会
歳以上対象。定員50人。参加費200円。
10/23㊏9時〜16時。会場は市民体育 室内靴、あれば仮装グッズ持参。è 9/
館。技術講義と実技指導。講師は㈱ビ 21㊋9時から電話で草加市スポーツ協
クタスの坂巻雄一氏。小学生以上対象。 会へ。☎928-6361Ü922-1513
参加費500円（小・中学生300円）。
草加ミュージックフェスティバル
ラケット、室内靴持参。 è 9/21㊋〜
10/12㊋に電話で草加市スポーツ協会
11/28㊐14時〜16時30分。会場は中
Ü
へ。☎928-6361 922-1513
央公民館。地元のポピュラー系やクラ
シックの音楽家による音楽祭を行い
生涯学習体験講座
ます。出演はJimbo'sジャズオーケス
è 開催日の3日前までに生涯学習課へ。 トラ、草加市民吹奏楽団ほか。料金は
18歳以上1500円（全席自由、当日券な
☎922-2819Ü922-3498
■やってみよう！フラダンス 10/20 し）、18歳未満無料（人数を実行委員
㊌・27㊌14時〜15時30分。全2回。会 会（☎924-9244）へ）。è 草加市文化
場は中央公民館。定員15人。室内靴持 会館へ。☎931-9325Ü936-4690
参
高年者向け
■ミシンで大きなキルティングバッグ
のんびりヨガ（秋コース）
作り 10/22㊎・29㊎9時30分〜12時
30分。全2回。会場は新田西文化セン
10/5〜11/9の㊋10時〜11時。全6回。
ター。定員4人。教材費500円。キルテ 会場はふれあいの里。60歳以上対象
ィング生地110㎝巾×60㎝、裏地（木 （今年度初参加者優先）。定員15人。
綿）110㎝巾×50㎝、裁ちばさみ、50 ヨガマットまたはバスタオル持参。è
㎝ものさし、模造紙（型紙用）、2B鉛 9/22㊌10時から電話でふれあいの里へ。
筆、ボールペン持参
☎920-6222Ü920-6251
■姿勢美体操〜カラダや健康について
折り紙を楽しもう
学んでみませんか？〜 11/2〜16の㊋
10時〜11時30分。全3回。会場は柿木
10/27㊌10時〜11時30分。会場はで
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

2021年9月20日号

食塩 0.8g

①
①炊飯器にといだ米と2合分の水を入れ吸水させる。
②
②鮭は4つにそぎ切りする。しめじは小房に分ける。にんじんはせん切り、
またはみじん切りにする。
③
塩を①に加え全体を軽く混ぜ合わせ、②を乗せて
③しょうゆ、酒、塩を①に加え全体を軽く混ぜ合わせ、②を乗せて炊く。
※調味料を入れて浸水させると出来上がりのごはんが硬くなってしま
うので、調味料は浸水後に入れる。
Point

市販の素がなくても、おうちにある調味料を使ってつくることが
できます。具は、鶏肉、油揚げ、ごぼうなどもおすすめです。

⑥

2021年9月20日号

氷川児童センター

情報コーナー「すとりーと」

☎928-2341

▼スポーツ測定 9/23㊗13時15分〜、
15時15分〜 反復横跳び・シャトルラ
ンほか 幼児（保護者同伴）〜18歳対象
▼パパと遊ぼう 9/25㊏ 「ドッヂビ
ー」、10/9㊏ 「大縄跳び」 いずれ
も10時30分〜11時30分 雨天時は体
遊び 3歳以上の未就学児と保護者対
象 定員各6組
▼手芸「オホデディオス」 9/26㊐13
時15分〜、15時15分〜 メキシコ伝統
工芸品 幼児（保護者同伴）〜18歳対
象 定員各6人
▼ママヨガ 9/28㊋、10/12㊋13時30
分〜14時10分 0〜3歳児と保護者対象
定員6組
▼パパとアスレチック 10/3㊐・17㊐
10時〜12時 0〜3歳と保護者対象 定
員5組
▼スポーツ＆ダーツカフェ 10/3㊐・
17㊐17時30分〜18時30分 中学・高
校生対象
▼さつまいも掘り 10/4㊊（雨天18㊊
に順延）10時30分〜12時 幼児（保護
者同伴）以上対象 定員20組 参加費
300円
▼おもちゃばこ・ONLINE 10/6〜27
の㊌13時15分〜14時15分 オンライ
ン会議Zoomを使っての交流遊び場 0
〜3歳と保護者対象
▼おもちゃ病院 10/7㊍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
▼みなクル工房「ホバークラフト」
10/9㊏13時15分〜、15時15分〜 幼児
（保護者同伴）〜18歳対象 定員各6人
▼ひ革工房「ハロウィンキーホルダ
ー」 10/16㊏13時15分〜、15時15分
〜 幼児（保護者同伴）〜18歳対象
定員各6人

わくわくタウン松原

☎941-2905

▼プラ板 9/27㊊〜10/1㊎（28㊋を除
く）15時〜 会場は中央図書館 小学
生対象 定員各5人 è 9/21㊋10時か
ら電話で同館へ
▼マグネット帽子 10/4㊊〜8㊎（㊋
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
è 9/27㊊13時から電話で同館へ
▼CDホバークラフト作り 10/11㊊〜
15㊎（㊋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 è 10/4㊊13時から電話で同
館へ
▼ピヨピヨ広場 10/12〜26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週間前の㊋13時から電話で同館へ
▼おもちゃ病院 10/15㊎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
▼キラキラ帽子 10/18㊊〜22㊎（㊋

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
è 10/11㊊13時から電話で同館へ
▼ハロウィン工作 10/25㊊〜29㊎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 è 10/18㊊
13時から電話で同館へ
▼初めての誕生会 10/26㊋13時〜
会場はコンフォール松原19号棟 令和
2年10月生まれ対象 定員10人 è 10/
1㊎13時から電話で同館へ

谷塚児童センター

☎925-1856

▼脳トレボードゲーム「ウボンゴ」
10/2㊏14時〜 小学生対象 定員4人
▼ハロウィン制作「スライム時計」
10/8㊎・22㊎14時45分〜15時30分 3
歳以上の幼児と保護者対象 定員各5
組、23㊏・24㊐14時〜 小学生対象
定員各5人
▼ふれあいさつまいも掘り 10/10㊐
（雨天17㊐順延）10時〜10時45分に
細井農園集合 乳幼児（保護者同伴）〜
高年者対象 定員30組 参加費500円
▼ママのためのリフレッシュヨガ
10/16㊏10時15分〜 定員10人
▼将棋教室 10/16〜令和4年3/19の第
3㊏14時30分〜15時30分 全6回 5歳
児〜高年者（幼児は保護者同伴）の初
心者対象 定員9人
▼ともだち文庫の「おはなしポケッ
ト」 10/18㊊11時〜 読み聞かせ・
わらべ唄 乳幼児と保護者対象 定員
10組

5925-0152
定員のあるものは9/21㊋
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

▼外国籍市民のための日本語教室
10/2〜16の㊏10時〜12時
▼ホッとひと息「子育てサロン」 10/
4㊊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 ハロウィンお
ばけ作り・手遊びほか 定員各回10人
▼おもちゃの病院 10/4㊊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 10/4〜25の㊊
17時〜18時 中学生対象
▼将棋教室 10/17〜令和4年3/20の第
3㊐（12月は12/12）14時〜16時 小学
1〜3年生と保護者対象 定員5組
▼放課後クラブ 10/18㊊16時〜17時
…将棋 10/19㊋16時30分〜17時30分
…スポーツウエルネス吹矢 小学生
（保護者同伴）対象
▼ママと一緒におはなし会 10/25㊊
10時30分〜11時 読み聞かせ・手遊び
ほか 幼児と保護者対象
▼葉物野菜を有機肥料で育てよう
11/6㊏13時30分〜15時30分 成人対象
定員11人 材料費500円

草加人のための情報紙

広報
「そうか」

▼チャレンジ！シニア講座 10/21〜
令和4年3/17の第3㊍（1月は1/27）10
▼陶芸教室 10/8㊎・29㊎10時〜12時 時〜12時 全6回 悪質商法対策・渋
全2回 小鉢制作（2個） 成人未経 沢栄一の歴史ほか 60歳以上対象 定
験者対象 定員8人 参加費1000円
員20人
▼すくすくクラブ 10/14㊍10時〜10 ▼時代の変化に伴う親子のあり方
時40分…0歳〜1歳6か月と保護者対象、 11/7㊐10時〜12時 小学生と保護者ま
11時〜11時40分…1歳7か月〜3歳と保 たは保護者のみ対象 定員15組
護者対象 簡単工作・読み聞かせほか
谷塚文化センター ☎928-6271
定員各回10人
▼おもちゃの病院 10/29㊎10時〜12 ▼親子で楽しもう！ハロウィン 10/
時 おもちゃの無料修理 部品代実費 15㊎10時〜10時40分、11時〜11時40
1人2点まで
分 親子遊び・簡単工作ほか 1〜3歳
と保護者対象 定員各7組 参加費子
☎931-3117
柿木公民館
ども1人200円
▼おはなしの時間 9/22㊌10時30分〜 ▼すくすくクラブ 10/22㊎10時〜10
11時 読み聞かせほか 乳幼児と保護 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
者対象
▼元気ルームMINI 10/7㊍10時〜12 護者対象 大型絵本ほか 定員各回7
時 ホール開放 乳幼児と保護者対象 組
▼おもちゃの病院 10/11㊊10時〜12 ▼朗読塾こだま公演 10/25㊊13時30
時 おもちゃの無料修理 部品代実費 分開演 「紙吹雪」ほか 成人対象 定
1人2点まで
員100人（当日先着順） 室内靴持参
▼魚のさばき方・飾り切り教室 10/ ▼子どもと話ができる親になろう〜思
23㊏9時30分〜13時 成人対象 定員 春期だって怖くない〜
8人 参加費700円
11/2㊋10時〜12時 小学
▼さつまいも掘り体験 10/24㊐9時30 生の子を持つ保護者対象
分〜11時30分 小学生以下と保護者対 定員20人 è 生涯学習サイト「まいぷ
象 定員15組 参加費1組300円
れ」（QRコード）からも可
▼笑って元気に！健康落語 10/26㊋
14時〜15時 成人対象 定員25人
☎946-3000 5944-3800
▼人権講座 11/5㊎13時30分〜15時30
分 成人対象 定員30人
■おはなし会 9/25㊏11時30分〜12時
▼県民の日 柿木なんでも知って見隊
「こぶじいさま」ほか 幼児（保護
11/14㊐9時20分〜16時30分 市のバ 者同伴）〜小学生対象 定員5組（当
スで鉄道博物館（さいたま市） 小学 日先着順）
生対象 定員20人 参加費900円
■工作会「つなわたりごま」 10/9㊏
13時30分〜13時55分、14時05分〜14
川柳文化センター ☎936-4088
時30分 幼児（保護者同伴）〜小学生
▼ロビー スペースワンダーによる天 対象 定員各5組 è 9/22㊌9時から同
体写真展 9/23㊗〜10/5㊋
館4階児童室で整理券配布
▼おはなしの広場 10/8㊎・22㊎10時 ■木曜シアター 10/14㊍14時〜15時
30分〜11時15分 手遊び・紙芝居ほか 30分 「新・京都百景 秋冬編」 成
乳幼児と保護者対象 定員5組
人対象 定員20人 è 9/22㊌13時から
▼おもちゃ病院 10/15㊎10時〜12時 電話で同館へ
おもちゃの無料修理 部品代実費
■小学生のための読み聞かせ 10/17
1人2点まで
㊐11時〜11時20分 小学生対象 定員
5組（当日先着順）
☎922-5344
中央公民館
■市民ボランティア向け読
▼こころを結ぶ光のひろば 10/5㊋10 み聞かせ講習会 10/30㊏
時〜12時 点字体験ほか 定員10人
14時〜16時 読み聞かせの
▼SKT高年者健康リズム体操 10/12 基本・選書方法ほか 講師は三芳町立
〜令和4年3/8の第2㊋10時〜12時 全6 図書館館長の代田知子氏 市内で読み
回 60歳以上対象 定員30人（4〜9月 聞かせボランティアをしている人対象
の受講者を除く）
定員15人 è 9/24㊎9時から同館HP
▼にじいろタイム 10/15㊎11時〜12 （QRコード）で。13時から電話も可
時 わらべ唄・読み聞かせほか 未就 ■絵本の読み聞かせと紙芝居 ㊌15時
園児と保護者対象 定員10人
30分〜15時50分（0〜3歳と保護者対
▼マタニティー「だっこままぎゅっ」 象）、㊎11時〜11時20分（幼児（保護者
10/15㊎13時30分〜 胎教と友達作 同伴）〜小学生対象）、㊏㊐14時30分
り 初妊婦対象 定員10人
〜14時50分（幼児（保護者同伴）〜小
▼ホッとひと息「子育てサロン」 10/ 学生対象） 定員各5組（当日先着順）
20㊌10時〜10時40分…0歳〜1歳6か月 ■地域開放型図書室
と保護者対象、11時〜11時40分…1歳
西町・川柳 ㊐10時〜16時
7か月〜3歳対象と保護者対象 親子友
・高砂小 （年末年始・蔵書点検日を除く）
達作り・手遊びほか 定員各回5組

新里文化センター

☎927-3362

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）。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
9/20㊗

9/23㊗

9時〜12時・14時〜17時
氷川町644-2

☎941-5214

10/3㊐

井口小児科クリニック

9時〜12時・14時〜17時
松原5-1-7

☎941-8686

☎921-6085

草加調剤薬局
☎941-5967

新島整形外科

石井外科医院

豊田クリニック

☎925-4255

高辻歯科医院

9時〜12時
松原1-7-22 2F

☎942-6480

!

9時〜12時
清門2-22-9

☎943-2133

☎969-4990

☎930-3636

山崎クリニック

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）

☎924-1375

※ダイヤル回線・IP電話は

9時〜12時
中央2-4-11

☎♯7119

☎048-824-4199

そうごう薬局草加店
☎928-1431

草加松原整形外科医院

草加松原整形外科医院

16時〜19時
松江2-3-26

☎935-4838

16時〜19時
松江2-3-26

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

☎935-4838

院内処方

院内処方

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。

受診時は、必ず事前に電話連絡を。

休日当番医
QRコード

埼玉県救急電話相談

アイン薬局
☎954-9193

外科・午後

あき歯科医院

外科・午後

リボン薬局
☎959-9386

歯科

歯科

院内処方

9時〜12時・14時〜17時
苗塚町418-1
こはるび薬局
☎951-4322

9時〜12時
柿木町1127-1

⑦

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）
。

いしどりクリニック

外科・午前

☎943-2711

9時〜12時・14時〜17時
氷川町928

外科・午前

そうごう薬局草加氷川店
☎948-7061

外科

外科

かばさん薬局
☎942-3053

9時〜12時・14時〜17時
草加2-4-14

内科

9時〜12時・14時〜17時
清門3-25-3

たなか内科・
循環器内科クリニック

9/26㊐
内科

内科

内科

おかだこどもクリニック

2021年9月20日号

■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

㊏㊐㊗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

休日等上水道工事店

相

談

案

内

9/20㊗ ㈱井戸梅

☎922-3413

9/26㊐ ㈱今泉水道 谷塚上町483-3 ☎927-1010

25㊏ ㈲東洋開発 両新田西町246 ☎928-5520

3㊐ ㈱今泉水道 谷塚上町483-3 ☎927-1010

23㊗ 三栄工業

住吉2-4-3

☎925-7384

苗塚町55-4

9/21㊋〜10/20㊌
（㊗㊡を除く）
相談は無料 ä は要予約

10/2㊏ ㈲東洋開発 両新田西町246 ☎928-5520

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）

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

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
ä第1㊍・3㊎9時〜12時

（裁判・離婚・相続・多重債務など）

司法書士による相談（相続・登記など）

すこやか相談会

（子育て相談・情報提供）

にんしん出産相談室ぽかぽか 助産師・保健師などが担当

行政書士による相談（相続・外国人在留 ä
9/30㊍9時〜12時

（妊娠・出産に関する相談）

帰化・金銭貸借等の書類作成など）

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…高砂コミセン

住宅・不動産・マンション・特許など）

行政相談（国の仕事に関する意見・要望） 第2㊎13時30分〜16時
税務相談（相続税・贈与税など）

（電話・来所）

の子どもの育児全般）

（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）

育児電話相談（0歳〜就学前
保育ステーション育児相談

ä第3㊎13時30分〜16時30分

福祉・介護
ボランティア相談

（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）

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）
▶防災行政無線放送

☎0120-777031

㊊〜㊎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
消費生活相談（電話）

㊊〜㊎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）

青少年のカウンセリング

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）

（仕事・恋愛・人間関係等）

㊊9時〜16時…さいたま地方法務局越谷支局☎966-13
21
㊊〜㊎（第3㊌を除く）8時30分〜17時（ä 他日時
市民活動相談 （団体の会則
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

人権相談

市民税務・経営相談

（前日12時までに ä ・電話）

防災テレフォンサービス

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）
10/4㊊…住吉児童館☎928-5736
10/6㊌…新栄児童センター☎942-9876
10/14㊍…谷塚児童センター☎925-1856
10/20㊌…氷川児童センター☎928-2341

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9月20日号

イベント•講座情報

できごとまちかど

新型コロナワクチン情報
12歳以上の全ての人の 接種予約を受け付けています

接種券が手元にない人

「新規接種券発行申請書兼接種記録確認同意書」
を新型コロナウイルス対策課へ提出。

❷接種券を紛失してしまった人：接種券の再発行手続きが必要です
「接種券再発行等申請書」
を新型コロナウイルス対策課へ提出。

❸上記２つ以外で現在も接種券が届いていない人：問い合せが必要です

草加市新型コロナワクチンコールセンター
（☎0570-666-578）
に問い合わせてください。

《注意》
・これから12歳になる人の接種券は、誕生日を迎えてから数日後
に発送します。
・12〜15歳の人は、個別接種会場での接種となります。
・草加市の個別・集団接種のワクチンは全てファイザー社製です。

夢をかたちに！草加で創業
草加商工会議所
☎928-8111Ü928-8125

①創業「はじめの一歩を踏み出そう」セミナー

創業に必要な心構えやポイントを学べます。
■日時 10月16日㈯午後1時30分〜4時30分
■会場 草加商工会議所 ■定員 20人
②創業塾

創業に必要な知識を集中的に学びます。創業
塾修了者は、法人設立時の登録免許税の軽減や
融資利子の一部補助などを受けられます。
■日時 11月13日〜12月11日の㈯（全5回）
午後1時30分〜5時30分
■会場 草加商工会議所ほか ■定員 15人
■受講費 4000円（教材費込み）
ω ①10月13日㈬、②11月8日㈪までに同会議
所、産業振興課ほかで配布している
申込書を同会議所へ。専用申込フォ
ーム（QRコード）、ファクスも可。

で き ご と まち かど

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

予約方法

①接種券に記載のQRコードまたはURLからインターネットで予約。
②草加市新型コロナワクチンコールセンターへ電話で予約。

●個別接種：市内61医療機関
●集団接種：アコスホール、勤労福祉会館、草加市文化会館
アコスホール会場で夜間の接種を実施します（予約受付中）
。
（火・水・木曜日（祝日を除く）午後7時15分〜8時30分）

新型コロナワクチンについて疑問に思ったら…？
厚生労働省の
「新型コロナワクチンQ＆A特設サイト」
（ＱＲコード）
を活用してください。

新型コロナウイルス対策課☎922-1839Ü927-0501

リノベーションスクール＠やつか
公開プレゼンテーション見学者募集
産業振興課☎922-0839Ü922-3406

遊休不動産やオープンスペースを題材
に地域経営課題解決につながるビジネス
プランを考えるリノベーションスクー
ル。最終日の物件オーナーや地域住民等
に向けたビジネスプランのプレゼンテー
ションを見に来ませんか。
■日時 10月10日㈰午後4時〜6時
■会場 谷塚文化センター
■定員 会場参加100人（オンライン参
加は無制限）
ω10月9日㈯午後5時までに専用申込フォ
ーム（QRコード）で。電話・ファクス
は10月8日㈮午後5時までに
産業振興課へ。会場参加の
申込は定員に達し次第、締
め切ります。

ボッチャ
混合ペア
BC3

広報
「そうか」

接種会場

❶草加市に転入してきた人：接種券の新規発行手続きが必要です

❶•❷の詳細は、
市ホームページへ

問い
合わせ

草加人のための情報紙

高橋和樹選手 銀
（清門出身）

草加50のお宝かるた大会

ω9/21㈫から各館へ。

各館のトーナメント戦を勝ち抜き決勝
に出場しよう！
■対象 小学生（1〜3年生の部・4〜6年
生の部）
■定員 各館各部20人
■予選（1人1回1会場のみ。参加賞あり）
各日10時〜。いずれもÜ925-0152
日にち

会場

10月23日㈯

中央公民館☎922-5344

11月14日㈰

新田西文化センター☎942-0778

11月14日㈰
12月5日㈰

谷塚文化センター☎928-6271

（共催:新里文化センター☎927-3362）

川柳文化センター☎936-4088
（共催:柿木公民館☎931-3117）

■決勝（各館の1〜3年生の部・4〜6年生の部から
各4人。優勝景品あり）
令和4年1月16日㈰ 中央公民館

コロンビア
水泳選手団

金

×2

銀

×4

銅

×4

東京2020パラリンピック

おめでとう
ございます!

◀世界新記録で金メダルを獲得した
ネルソン・クリスピン選手

▲ボッチャの混合ペア
（運動機能障害・脳性
まひＢＣ3）
決勝での高橋選手
（左）
とアシスタ ▲銀メダルを手に笑顔の高橋選手
（前）
と
ントの峠田選手
（右）
（写真提供：共同通信社）
（写真提供：共同通信社）
アシスタントの峠田選手
（後）

草加市ゆかりの選手大活躍

8月24日㈫から開催された東京2020パラリンピック。清門出身
でボッチャ日本代表高橋和樹選手と、本市がホストタウンを務め
たコロンビア共和国のパラリンピック水泳選手団が出場し、素晴
らしい成果を収めました。ボッチャの混合ペア（運動機能障害・

市の人口

令和3年9月1日現在

▲国旗を手に笑顔の
ダニエル・セラーノ選手

▲コロンビア選手団の皆さん

（写真提供：コロンビア共和国パラリンピック委員会）

脳性まひBC3）に出場した高橋和樹選手は、決勝で惜しくも韓国
に敗れたものの、この種目で日本初の銀メダルを獲得しました。
コロンビア共和国水泳選手団は、ネルソン・クリスピン選手が
男子200ｍ 個人メドレー（運動機能障害SM6）で世界新記録での
金メダルを獲得したほか、合計10個のメダルを獲得しました。

25万808人（男12万6748人・女12万4060人）/前月比83人増/世帯数12万1362世帯

