
折り込んである「子ども・子育て特集号」「マイ・ステージ」は、抜いて読んでください。

　大規模災害の発生時に開設する避難所は、避難者自身が
主体となって運営します。
　円滑な運営には、避難所に集まる皆さんの力が必要です。
一人ひとりが「自分にできること」を考え、安心できる避
難所をつくっていきましょう。

　大規模災害の発生時に開設する避難所は、避難者自身が
主体となって運営します。
　円滑な運営には、避難所に集まる皆さんの力が必要です。
一人ひとりが「自分にできること」を考え、安心できる避
難所をつくっていきましょう。

～避難所の開設から運営まで～
災害発生 施設の安全確認 備蓄倉庫から

資機材を運搬
居住スペース・
トイレ等の設置

運営
炊き出し・夜間の
見回り・支援が必
要な人への手助け
など

共に支え合い　協力し合うこと共に支え合い　協力し合うこと

新型コロナワクチン情報8面 2回目完了時期をもとに3回目接種券を順次発送

避難者が
運営者！

問危機管理課☎922-06145922-6591

全 避 難所をつくる員で

左のQRコードから
ぜひご覧ください！

　小・中学校等周辺の町会・自治会による避難所
運営委員会では、学校・市と連携して避難所開
設・運営に関する訓練や会議を行っています。

避難者自身が運営で
きるよう訓練を重ね、
その都度検証してい
ます。

自分でもできること
を見つけて行動する
ことが大切だと感じ
ました。

開設・運営には多くの
人の力が必要なため、
避難所に関わる皆さん
の協力が不可欠です。

地  域 避難所運営訓練

谷塚小学校避難所
運営委員会川村委員長
谷塚小学校避難所
運営委員会川村委員長

　小学6年生と中学2年生は、授業の中で、今の
自分たちにできること、大人になった時に地域の
一員としてできることについて学んでいます。

学  校 防災学習

生徒の声生徒の声

11月5日 両新田小学校6年生防災学習11月5日 両新田小学校6年生防災学習11月13日 谷塚小学校避難所運営訓練（トイレ設営）11月13日 谷塚小学校避難所運営訓練（トイレ設営）

　災害対策本部への情報伝達訓練や避難所の開設
訓練など、大規模災害の発生を想定した研修を定
期的に行っています。

市役所 職員向け研修

地区参集部
花栗南小学校リーダー
通山（つうざん）さん

地区参集部
花栗南小学校リーダー
通山（つうざん）さん

YouTube草加市
公式チャンネル
YouTube草加市
公式チャンネル

8月6日・13日 職員向け訓練（受付訓練）8月6日・13日 職員向け訓練（受付訓練）

あなたの力が欠かせませんあなたの力が欠かせません
受付

11月13日谷塚小学校避難所運営訓練11月13日谷塚小学校避難所運営訓練

私たちもできることに取り組んでいます
取組紹介動画

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

No.1286

令和 　 年（2021年）

日号5

☎048-922-0151（代）
5048-922-30913

月12



令和3年の市内交通事故状況（前年比）11月20日現在　人身事故360件（－126）　死者7人（＋5）

　「やさしさがあふれるまち－草加－」の実現に向け、市民の声を
聴き、市民と共に考え、草加の未来につながる仕事を積極的に行う
職員を募集します。詳細は募集要項・採用試験申込書で確認を。
■第1次試験
　日時　1月9日㈰午前8時30分～
　会場　市役所関係施設等　※会場は決定次第個別にお知らせ。
ω12月15日㈬までにインターネット（草加市電子申請・届出サー
ビス）で。なお、募集要項は、市役所総合案内、職員課、各サービ
スセンター、中央図書館、市立病院でも配布。

　概要と意見用紙は、市役所情報コーナー・担当課・サービスセン
ター・公民館等のほか、市ホームページからも入手可。
　意見は各期限までに各担当課へ（ファクス、メールでも可）。

平成8年4月2日以降に生まれ、大学以上で土木に
関する学科を修め、卒業または令和4年3月までに
卒業見込みの人

昭和56年4月2日～平成8年4月1日に生まれ、高
等学校以上を卒業し、土木に関する職務経験を令
和3年12月1日現在で2年以上有する人

平成8年4月2日以降に生まれ、大学以上で建築に
関する学科を修め、卒業または令和4年3月までに
卒業見込みの人

昭和56年4月2日以降に生まれ、試験申込時にお
いて一級建築士免許を有する人のうち、次のいず
れかの要件を満たす人
⑴建築物の意匠・構造の設計または監理に係る業
務の実務経験を令和3年12月1日現在で5年以
上有し、採用後、2年間の実務経験を経て、直近
の建築基準適合判定資格人検定を受験できる。

⑵官公庁または指定確認検査機関において、建築
基準法に基づく審査または検査業務の実務経
験を令和3年12月1日現在で2年以上有し、採
用後、直近の建築基準適合判定資格人検定を
受験できる。

昭和56年4月2日～平成8年4月1日に生まれ、高
等学校以上を卒業し、建築に関する職務経験を令
和3年12月1日現在で2年以上有する人

土木技師
（新卒者等対象）

5人程度
土木技師

（社会人経験者等対象)

建築技師
（社会人経験者等対象)

建築技師
（新卒者等対象）

5人程度

建築技師
（一級建築士） 若干名

■試験日　1月15日㈯午前8時45分～
■会　場　市立病院3階講堂
■内　容　論文・面接　
ω1月7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）、職員課、各サービスセンターで配布する試験申込書を
〒340-8560同病院経営管理課へ郵送。

受験資格等 採用予定
人数職　種

昭和56年4月2日～平成8年4月1日に生まれ、高
等学校以上を卒業し、電気に関する職務経験を令
和3年12月1日現在で2年以上有する人

昭和56年4月2日以降に生まれ、試験申込時にお
いて、社会福祉士資格を有する人

昭和51年4月2日以降に生まれ、試験申込時にお
いて、保健師免許を有する人または令和4年3月ま
でに取得見込みの人

昭和51年4月2日以降に生まれ、高等学校以上を
卒業または令和4年3月までに卒業見込みの人で、
試験申込時において、障がい者手帳の交付を受け
ている人のうち、次の要件を全て満たす人
⑴事務職として職務の遂行が可能である。
⑵活字印刷文による出題に対応できる。
※「障がい者手帳」は、身体障害者手帳、療育手帳、
精神障害者保健福祉手帳。

昭和51年4月2日以降に生まれ、試験申込時にお
いて、看護師免許を有する人
※配属先は保育園を予定

電気技師
（社会人経験者等対象)

平成8年4月2日以降に生まれ、大学以上で電気に
関する学科を修め、卒業または令和4年3月までに
卒業見込みの人

電気技師
（新卒者等対象）

昭和51年4月2日以降に生まれ、試験申込時にお
いて建築基準適合判定資格者の登録をしている
人または令和4年3月までに同資格の登録をする
ことが見込まれる人
※実務経験年数や審査歴を考慮し一定期間の研
修後、建築主事として任命する予定

建築技師
（建築基準適合判定

資格者）
若干名

事　務
（障がい者対象） 若干名

若干名

昭和56年4月2日以降に生まれ、高等学校以上を
卒業し、試験申込時において、次のいずれかの要
件を満たす人
⑴ネットワーク及びサーバの設計または構築経験
を令和3月12月1日現在で3年以上有する。
⑵アプリケーションの設計、または構築経験を令
和3年12月1日現在で3年以上有する。
⑶システム開発プロジェクト（概ね10人以上）にお
いて指揮監督を行う監督職等（プロジェクトマネ
ージャー等）の経験を有する。

事務
（情報） 若干名

社会福祉士 若干名

看護師 若干名

保健師 若干名

職　種

看護師

若干名

昭和51年4月2日以降生まれで、看護師免許を有する人

言語聴覚士 昭和60年4月2日以降生まれで、言語聴覚士免許を有す
るまたは令和4年3月31日までに取得見込みの人

受験資格等 採用人数

　10月1日付で谷古宇孝氏と冨岡綾子氏
が法務大臣より人権擁護委員に委嘱され
ました。任期は令和6年9月30日まで。
　谷古宇氏は、草加市社会教育委員、草
加市立瀬崎小学校PTA会長や草加市南部
工業会会長などを歴任し、今回で6期目。
　冨岡氏は、草加市立図書館協議会委員、
草加市民生委員・児童委員や草加市人権
推進審議会委員などを歴任し、今回で6
期目。
　人権擁護委員は、地域の皆さんから人
権相談を受け、問題解決の手伝いをした
り、法務局と協力して人権侵害から被害
者を救済したり、地域の皆さんに人権に
ついて関心を持ってもらえるような啓発
活動を行ったりしています。冨岡綾子氏

谷古宇孝氏

　市の実情に則したまちづくりをより効率的に推進するため、草加
市開発事業等の手続及び基準等に関する条例の一部改正案を策定し
ました。
【意見提出】1月7日㈮までに〒340-8550開発審査課へ。

☎922-1904Ü922-3148
kaihatsushinsa@city.soka.saitama.jp

草加市開発事業等の手続及び基準等に関する条例一部改正

　交通事故のない安全で安心なまちづくりを進めるための取り組み
の基本的な考え方をまとめた、第11次草加市交通安全計画の素案
を策定しました。
【意見提出】1月5日㈬までに〒340-8550交通対策課へ。

☎922-1641Ü922-1030
kotsutaisaku@city.soka.saitama.jp

第11次草加市交通安全計画

問市立病院経営管理課☎946-2200Ü946-2211Ü

市立病院新規採用職員募集

令和4年4月1日採用

問職員課☎922-0983Ü922-3098

令和4年4月1日採用

皆さんの意見を募集します
パブリックコメント

人権擁護委員に
谷古宇孝氏、冨岡綾子氏を委嘱 草加市新規採用職員募集
問人権共生課☎922-0825Ü927-4955Ü

• 第11次草加市交通安全計画
•草加市開発事業等の手続及び基準等に関する条例一部改正
•
•

② 草加人のための情報紙　広報「そうか」市政情報2021年12月5日号



LINEアプリの
友だち追加画面
よりID検索で
「@city_soka」
と入力し検索

　市は、差別や偏見のない、一人一人の個性や生き方が尊重される
人権共生社会の実現をめざす取り組みの一つとして、性的少数者
（身体の性別と性自認が一致しない人や性的指向が同性や両性に向
く人など）の困難さや生きづらさを軽減できるよう「草加市パート
ナーシップ宣誓制度」を開始します。
　法的効力は生じませんが、市が2人のパートナーシップ関係を証
明することで性的少数者の人が感じている困難や生きづらさの軽減
や社会的な理解の促進が期待されます。
　　パートナーシップ宣誓制度とは
　性的少数者（双方または
一方）が、互いを人生のパ
ートナーとして、日常生活
において相互に責任を持っ
て協力し合うことを約束し
た関係であることを市長に
対して宣誓し、市がパート
ナーシップ宣誓書受領証及
び受領カードを交付する制
度です。

　新型コロナウイルスに関する情報や市からの行政情報、防災行政
無線の放送内容、イベント案内をスマートフォンなどで手軽に受け
取ることができます。

「t-soka@sg-p.jp」
へ空メール※を送信 送られてきた

メールのURLに
アクセス

受け取りたい
情報を選択して
登録完了

　　対象　以下の全てを満たす人
・双方が成年に達しており、双方または一方が性的少数者である。
・双方が草加市民または3か月以内に市内へ転入予定である。
・双方に配偶者（事実婚含む）及び他にパートナーシップの関係に
ある人がいない。

・双方の関係が近親者でない（養子縁組を除く）。
　　宣誓の方法
①宣誓日時を予約
　12月13日㈪以降、宣誓希望日の7日前までに人権共生課へ予
約（ファクス・メールも可）。必要書類等の詳細は市ホームペ
ージで確認を。

②宣誓
　予約日時に宣誓者2人で来庁し、宣誓書に必要書類（住民票
の写し、戸籍抄本等）を添えて提出。

③受領証等を受け取る
　宣誓書受領証及び受領カードをお渡しします。
※転入予定の場合は、「パートナーシップ宣誓書受付票」をお
渡しします。後日、転入の事実が確認できる書類提出後に受
領証等を交付します。

　市議会12月定例会が、11月30日㈫に開会されました。市長提出
議案は34議案。主な議案は次のとおり。
○草加市手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について…コ
ンビニエンスストア等の端末機で行う個人番号カードを利用した証
明書等の自動交付サービスの交付手数料を令和4年度から2年間限
定で引き下げる特例を定めます。
○草加市立松原児童青少年交流センター設置及び管理条例の制定に

ついて…児童と青少年の豊かな知性と感性を育むとともに世代間交
流の促進などに資するため、草加市立松原児童青少年交流センター
（松原四丁目）を設置し、施設の管理の方法などを定めます。
○草加市物産・観光情報センター設置及び管理条例を廃止する条例
の制定について…東武スカイツリーライン高架橋耐震補強工事等に
伴い、草加市物産・観光情報センター（氷川町）を設置している土
地を明け渡すため、同センターを廃止します。
○草加市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について
…地方税法等の一部改正に伴い、未就学児に対する国民健康保険税
の被保険者均等割額の5割を軽減する措置を新設します。
○令和3年度草加市一般会計補正予算（第11号）

QRコードかIDを検索し登録 受け取りたい情報を
選択して登録完了

LINEトーク画面下部のメ
ニューを選択し受け取り
たい情報を登録する

【iOS（iPhone）版 】
App Storeで
「防災草加」と
検索するか、左
のQRコードか
らダウンロード

・ユーザー名　「@city_soka」 
・URL　「https://twitter.com/city_soka」 

※災害・気象等、新型コロナウイルス、
交通安全・防犯の情報のみ配信
・ユーザー名　「@sokacity.anshin」
・URL　「https://www.facebook.com/sokacity.anshin/」

【Android版 】
Google Playで
「防災草加」と
検索するか、左
のQRコードか
らダウンロード

※災害・気象等の情報のみ配信

草加お知らせメール

草加市公式LINELINE

草加市公式TwitterTwitter

防災アプリ「防災草加」

草加市あんしん情報Facebookface
book

※メール本文に何も入力せずにメールを送信する。

※事前にLINEアプリのインストールが必要です

草加市パートナーシップ宣誓制度を開始
問人権共生課☎922-0825Ü927-4955jinken-kyosei@city.soka.saitama.jpÜ 

市議会12月定例会が開会
11月30日㈫

多様性を認め合い一人一人が尊重される社会をめざして

問広報課☎922-0549Ü922-3041Ü

市からの情報が
自分に合った方法で受け取れます

12/20㈪
から

草加お知らせメール 草加市公式LINE

防災アプリ「防災草加」

草加市あんしん情報 Facebook

草加市公式Twitter

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③市政情報 2021年12月5日号



・体調不良者の利用禁止

・利用人数の制限

・換気の徹底

・利用責任者が参加者を把握

・密閉、密集、密接を避ける
・マスクの着用
・こまめに手洗い、消毒
・うがい
・検温、健康チェックし、体調
　不良を感じたら外出しない

●広報「そうか」掲載の催事は、
　感染防止策を講じて開催します。
●公共施設を利用する時は、基本ルール
　と運営基準を守ってください。

※状況により中止・延期となる場合があります。
　詳細は市HPまたは各担当課へ確認してください。

基本ルール

【主催者と参加者】【主催者】

　市内公共施設の利用及び事業・イベントについては、埼玉県の方針及び
市内の感染状況等を踏まえ、次のとおりとします。
■対応内容
・各公共施設における収容率50％以内の利用制限を解除します。ただし、
　一部の施設については利用制限があります。
・大規模イベント開催においては、県が定める感染防止安全計画の策定も
　しくはチェックリストの作成が必要となります。
・「草加市公共施設利用に関する新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイ
　ドライン」に基づき、施設及び利用用途ごとに三密（密閉・密集・密接）
　を回避する対策を講じてください。
　今後の感染状況によっては、改めて利用制限を行う可能性があります。
ε総合政策課☎922-0749Ü927-4955

公共施設の利用、イベント開催の
制限を解除（一部制限等あり）

詳細は各施設に問い合わせてください。

　高校・短大・大学・専修学校等に入
学を希望する人の保護者で、入学準備
金の調達が困難な人を対象に、資金を
貸し付けます。いずれも無利子。審査
の上、決定します。
■条件　①～③の全てを満たす人
①市内に1年以上居住し、市税を完納
している。
②1都6県（埼玉・東京・神奈川・群馬
・栃木・茨城・千葉）居住で市区町村
税を完納し、債務を保証できる所得等
がある連帯保証人（20歳以上で、申請
者と別世帯居住）が1人いる。

③申請者及び連帯保証人が市の他の奨
学資金制度の保証人でない。
■貸付限度額
〇高校・高専・専修学校…国・公立10
万円、私立30万円
〇短期大学・大学…国・公立20万円、
私立50万円
■返済
　貸し付けを受けた月の翌月より6か
月経過後から、国・公立の学校は24か
月、私立の高校・高専・専修学校は36
か月、私立の短期大学・大学は48か月
で均等月払い。
■個別相談
　総務企画課で随時受け付け。開庁時
間に来られない人は電話で相談できま
す。
è1/13㊍までに総務企画課へ。☎922-
2619Ü928-1178

　12/1㊌から、地域歳末たすけあい募
金運動が始まりました。寄せられた募
金は、生活困窮者のための「慰問金事
業」、地域の人々の交流を深め、地域
から孤立者をなくすための「ふれあい
・いきいきサロン事業」など、様々な
福祉事業に活用します。協力をお願い
します。ε県共同募金会草加市支会
（草加市社会福祉協議会内）☎932-67
70Ü932-6779　12/15㊌はシステムメンテナンスの

ため、終日マイナンバーカード（個人
番号カード）による全国の指定コンビ
ニで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☎922-15
26Ü920-1501◇課税・非課税証明書、
所得証明書…市民税課☎922-1049Ü92
0-1502◇納税証明書…納税課☎922-10
98Ü920-1502

　河川や水路への油や薬品等の流出に
より、水生生物や環境に影響を及ぼす
水質事故が多く発生しています。特に
大掃除の際に出る不要になった塗料や
油、薬品等の取り扱いには十分に注意
し、決して河川や水路、側溝へ流さな
いでください。河川等の異常を見つけ
たら環境課へ。ε環境課☎922-1520Ü
922-1030

　生涯学習課では隔年でサークル紹介
冊子を発行・配布しています。令和4
年3月発行予定の2022年版に掲載を希
望するサークルを募集します。
è1/7㊎までに専用フォーム(QRコー
ド）または公民館ほかで配布する申込
用紙を各施設または生涯学習課へ。な
お、草加市生涯学習情報提供サイト
「マイ・ステージ」のパスワード発行
済の団体も、掲載希望の場合は同様に
申し込んでください。
ε生涯学習課☎922-2819Ü922-3498

　年末年始は家庭から出るごみの量が
多くなり、可燃ごみ・不燃ごみ・資源
物の収集時間などに影響が出ています。
計画的に分散してごみを出すなど、滞
りなく収集作業ができるよう、皆さん
の協力をお願いします。また、粗大ご
みの処分では、回収依頼が増加してお
り、回収まで非常に時間がかかってい
ます。可能な人は環境業務センターへ
の持ち込みに協力をお願いします。粗
大ごみの持ち込みは、事前に粗大ごみ
受付センター（☎931-5374）に予約し、
㊊～㊎（㊗を除く。年末は12/28㊋ま
で、年始は1/4㊋から）9時～12時に持
ち込んでください。ε廃棄物資源課☎
931-3972Ü931-9993

　確定申告は、自宅からマイナンバー
カードを利用したe-Tax・スマートフ

ォン申告が便利です。マイナンバーカ
ードとスマートフォン（マイナンバー
カード読取対応）があれば、確定申告
会場に出向くことなく確定申告ができ
ますので、ぜひ利用してください。な
お、国税庁HPでは動画でわかる確定
申告案内や確定申告書等作成コーナー
（QRコード）を公開しています。ε

川口税務署☎048-252-5141

　狂犬病予防注射は毎年1回、4/1～
6/30の間に受けることが義務付けられ
ていますが、新型コロナウイルス感染
症拡大防止の観点から、令和3年度の
予防注射は12/31㊎までに受ければ、
接種日に関わらず、本来の期間内に注

射を受けたものとみなします。注射が
まだ済んでいない場合は、12/31まで
に動物病院で注射を受け、くらし安全
課で狂犬病予防注射済票交付の手続き
をしてください。また、市と協定を結
んでいる動物病院（QRコード）であ
れば、その場で狂犬病予防注射済票を
受け取ることができます。詳細は市HP
で確認を。εくらし安全課☎922-3642
Ü922-1030

年末年始のごみ出しは計画的に
粗大ごみは持ち込みに協力を

油や薬品を流さないで
河川等の水質事故防止に協力を

サークル紹介冊子2022
掲載サークルを募集

地域歳末たすけあい
募金運動に協力を

狂犬病予防注射は
12/31㊎までに

入学準備金貸付制度の活用を

コンビニ交付サービス一時休止

確定申告は
スマートフォンを
使って自宅から

④ 2021年12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　埼玉県受診・相談センター☎048-762-8026Ü048-816-5801

▶固定資産税・都市計画税　第3期
▶国民健康保険税（普通徴収）  第7期
▶後期高齢者医療保険料（普通徴収）  第6期
▶介護保険料（普通徴収）  第7期

12月の
納税
・
納付 1/4㊋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
㊌（㊗・㊡・年末年始を除く）21時まで



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

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11月生まれ（妊産婦・新生児訪問をした家庭を除く） ö12月下旬～1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　ö12/22㊌13時15分～
ô6～8か月児　ë各回12組　ö12/22㊌10時～
ô8か月～1歳2か月児　ë各回12組　ö12/17㊎10時～

マタニティクラス両親学級　è1/4㊋から電話・市HPで
ô4月～6月出産予定の初妊婦と夫　ë各10組　ö2/9㊌　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 ö1/12㊌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6月生まれ
ô平成30年9月生まれ

ö1/11㊋・17㊊
ö12/14㊋・20㊊

時間等の詳細は
個別通知に記載

ê12月末
ê11月末

■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

ô30歳以上　ö12/17㊎までに検体提出　ß500円大腸がん検診
便潜血反応検査

個別検診（à指定医療機関）受診通知票不要　è指定医療機関へ（健康カレン
ダー、市HPに掲載。保健センター、公共施設にも配置）
Ñ健康保険証または住所が確認できるもの（無料対象者は必要な証明等）

健康相談など

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㊊～㊎　è電話で　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

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

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

母子保健　

成人保健

è12/13㊊までに長寿支援課へ。
専用フォーム（QRコード）からも可。☎922-2862Ü922-3279
　誰にでも起こりうる脳の病気の「認知症」。認知症と診断されても自分
らしく生きるために、発症から症状、日常生活での工夫などを知って、今
からできることを考えてみませんか。
■日時　12/23㊍14時～16時
■会場　中央公民館
■講師　第1部「コロナに負けるな!!認知症虎の巻講座」
　　　　　　　神谷医院　神谷達司院長
　　　　第2部「認知症とともに自分らしく生きる～前向きに向き合うこと
　　　　　　　の大切さ～」
　　　　　　　認知症本人大使・埼玉県オレンジ大使　菊地大輔氏
■定員　100人

在宅療養虎の巻講座
認知症講演会

　風しんの予防接種を受ける機会がな
かった昭和37年4/2～同54年4/1生まれ
の男性を対象に、風しんの抗体検査・
予防接種のクーポン券を令和元年度、
同2年度の3月末に発送しました。

≪検査・接種の流れ≫　①クーポン券
を利用し抗体検査を受ける②抗体検査
の結果、十分な抗体がない人のみ接種
（無料）。
　助成は1回のみ。クーポン券を紛失
した場合はクーポン券申込書を健康づ
くり課へ（郵送・電子申請（QRコー
ド）も可）。実施期限は2/28㊊。全国
の指定医療機関で。詳細は市HPで確
認を。ε健康づくり課☎922-0200Ü92
2-1516 ■蓄音機コンサート「クリスマス特

集」　12/12㊐14時～15時。昭和初期
に製作されたフロア型機械式蓄音機で、
懐かしのSPレコードを鑑賞します。今
回はクリスマスソング中心です。
■昔遊び大会　1/9㊐10時～12時。巨
大福笑いやこままわしで遊びます。定
員6人。è12/7㊋から電話で歴史民俗
資料館へ。☎922-0402Ü922-1117

　選挙が公明かつ適正に行われ、私た
ちの意思が正しく政治に反映される明
るい選挙を目指し、選挙啓発標語を募
集します。優秀作品は選挙時の啓発活
動に活用します。市内在住・在勤・在
学者対象。応募者全員に参加賞、入賞
者には記念品を贈呈します。応募は１
人何点でも可。未発表のものに限りま
す。è2/9㊌（消印有効）までに、は
がきに作品、住所（または勤務先・学
校名）、氏名（ふりがな）、電話番号
を記入し、〒340-8550選挙管理委員会
へ。☎922-2490Ü927-7693

　秋から冬は庭の柿を食べにやってく
るタヌキ・ハクビシン・アライグマの
目撃情報が増えます。中でもアライグ
マが増えており、農作物や金魚等の被
害、屋根裏への侵入などが発生してい
ます。まだ柿の実がありましたら、野
生生物被害抑制のため、収穫をお願い
します。柿に限らず、収穫する予定の
ない果樹がありましたら、伐採等の検

討をお願いします。市では、特定外来
生物であるアライグマの捕獲を行って
います。自宅にアライグマが住み着い
たり、よくやってきたりする場合に
は、敷地内に罠を設置しますので連絡
してください。なお、タヌキ、ハクビ
シンの捕獲は行っていません。εくら
し安全課☎922-3642Ü922-1030

　様々な人権課題への理解を深め、
「すべての県民がお互いの人権を尊重

しながら共に生きる社会」を実現する
ため、県民総ぐるみで取り組みます。
この機会に、人権について改めて考え
てみましょう。ε人権共生課☎922-08
25Ü927-4955

　令和3年度の高年者肺炎球菌ワクチ
ン定期接種の接種期間は、3/31㊍まで
です。対象者には令和3年3月末に受診
券を送付しています。紛失した場合は
健康づくり課へ。
≪令和3年度の対象者≫
（1）次の年齢の市民

（2）60～64歳で心臓、腎臓もしくは
呼吸器の機能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害１級
の身体障害者手帳を有する人
※過去に「23価肺炎球菌ワクチン」を
接種した人（自費接種も含む）は対象
外。
※新型コロナウイルスワクチンとの接
種間隔は、前後2週間以上空けてくだ
さい。
ε健康づくり課☎922-0200Ü922-1516

昭和31年4/2～同32年4/1生まれ
昭和26年4/2～同27年4/1生まれ
昭和21年4/2～同22年4/1生まれ
昭和16年4/2～同17年4/1生まれ
昭和11年4/2～同12年4/1生まれ
昭和6年4/2～同7年4/1生まれ
大正15年4/2～昭和2年4/1生まれ
大正10年4/2～同11年4/1生まれ

65歳
70歳
75歳
80歳
85歳
90歳
95歳
100歳
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アライグマ捕獲数 歴史民俗資料館

お庭の柿はもう収穫しましたか
アライグマ被害が増えています

人権尊重社会をめざす
県民運動強調週間　12/4～10

高年者肺炎球菌ワクチン
定期接種は3/31㊍まで

42～59歳の男性対象　
風しん抗体検査・
定期予防接種

明るい選挙啓発標語を募集

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12月5日号



⑥ 2021年12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。

野良猫の不妊去勢手術費の
一部を補助します

　野良猫や地域猫の不妊去勢手術費用の一部補助を再受付します。希望者
は手術前に事前協議してください。期間内でも予算に達し次第締め切りま
す。なお、飼い猫の不妊去勢手術は補助対象外です。また、野良猫を捕獲
するための罠の貸し出しも行っています（最長14日間）。
■対象（全てを満たすこと）
　①申請者が市内在住者
　②市内に生息するが飼い主がいない、
　　または地域住民が適切に管理している猫
　③耳カット処理
　④指定協力病院（市HPで確認可）での不妊去勢手術
■補助額   
　去勢（オス）…7000円　不妊（メス）…9000円
※年度内申請者1世帯につき5匹を限度としていますが、今回の申請期間に
限り今年度すでに補助金交付を受けた人も再度5匹まで申請できます。
■手続き方法
　手術前に事前協議書を提出し、手術した後、手術前・後（耳カット処理
が分かるもの）の猫の写真、手術費の領収書の写しを添付した交付申請書
を提出してください。
※今回の補助金交付は、手術後に提出する交付申請書の受付順に行います。
事前協議書の提出は補助金支給を確定するものではありません。
■注意点
・2/28㊊までに交付申請書の提出がない場合は無効となります。
・病院の都合により手術を受けられない場合があります。
・不妊去勢手術を行った猫は、できるだけ適切に飼育できる飼い主を見つ
けてください。市では生きている猫の引き取りは行いません。

◆新鮮な農産物は庭先販売所で
　市内には自宅や畑で新鮮な野菜を販売す
る農家の庭先販売所がたくさんあります。
地産地消マップを使って、訪れてみてはい
かがですか。窓口配布のほか、市HPでも見
ることができます。
◆サポート付き農園「シェア畑草加」で
　野菜づくりを始めませんか？
　手ぶらで利用可能な貸し農園、シェア畑
草加（清門1-260）が新設されました。入会金
1万1000円、月額9400円（4.8㎡）・6900円
（3㎡）。種や農具等も全て農園にあり、農

園スタッフによる栽培アドバイスが受けられます。駐車場・水道・トイレ
あり。è農園運営事務局へ。☎0120-831-296
◆農業体験農場の利用者募集
　期間は2月～令和5年1月。場所は
体験農園四季菜（氷川町1188）。年
額4万8400円。募集は19区画（1区画
2.7×10ｍ）。トマト・キュウリ・
エダマメなど約20種類を栽培します。
è12/6㊊～16㊍に都市農業振興課へ。

è

è

è12/6㊊～2/28㊊にくらし安全課へ。 922-3642Ü922-1030è12/6㊊～2/28㊊にくらし安全課へ。☎922-3642Ü922-1030
市内　　農産物を楽しもう
庭先販売所で地産地消
シェア畑草加＆体験農園で自産自消
都市農業振興課 922-0842Ü922-3406ε都市農業振興課☎922-0842Ü922-3406

で！
の！

子ども・親子向け

高年者向け

■絵手紙体験会　12/13㊊・20㊊13時
～15時。定員各10人。参加費1200円。
è12/6㊊からシルバー人材センターへ。
☎928-9211Ü928-9209
è

Ü

シルバーカルチャー教室

　1/24㊊16時～18時。会場は高砂コミ
セン。議題は「SDGsの視点から考え
る草加のまちづくり」。これからのま
ちづくりについて一緒に考えませんか。
定員30人。è1/14㊎までにみんなでま
ちづくり課へ。☎922-0796Ü922-3406

è

Ü

みんなでまちづくり会議開催

　クラブ対抗の部の予選は1/22㊏・23
㊐9時～。会場は瀬崎グラウンド。決
勝は2/5㊏8時30分～。会場は瀬崎グラ
ウンド・そうか公園。クラブ対抗の部
・学校対抗の部（男女別）の2部門。
クラブ対抗の部は市内のサッカーチー
ムに所属する小学4～6年生、学校対抗
の部は市立小学5～6年生対象。参加
費1チーム3000円（クラブ対抗の部の

少年少女サッカー大会

　12/15㊌13時30分～14時30分。会場
はふれあいの里。60歳以上対象。簡単
なゲーム・ぬりえ・おりがみなど。ε
ふれあいの里☎920-6222Ü920-6251Ü

にこにこサロン楽楽

　12/20㊊～26㊐10時～13時40分。1
回20分。会場はふれあいの里。60歳以
上対象。定員各日36人。タオル持参。
è12/7㊋10時から電話で希望日時をふ
れあいの里へ。☎920-6222Ü920-6251
è

Ü

いやしの足湯

　1/7㊎10時～12時30分。会場はふれ
あいの里。60歳以上対象。定員10人。
参加費300円。物差し・手拭きタオル
持参。è12/10㊎10時から電話でふれ
あいの里へ。☎920-6222Ü920-6251

è

Ü

おしゃれなペン立て作り

　1/8㊏9時～12時。会場は北分署。成
人の心肺蘇生法・AED・異物除去法ほ
か。市内または八潮市在住・在勤の中
学生以上対象。定員10人。応募多数の
場合は抽選。è12/20㊊までに北分署
へ。☎944-7301Ü944-8188

è

Ü

普通救命講習Ⅰ

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、する予定の人対象の介護
の情報交換と交流の場です。介護予防
教室は体や頭を楽しく使う65歳以上対
象の教室です。
■介護者のつどい　12/15㊌18時30分
～20時。会場は旧かっぱ天国。ε草加
安行（包）☎921-2121Ü928-8989
■認知症介護者のつどい　12/15㊌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
■元気さわやか落語会　12/15㊌14時
～15時30分。会場は苗塚会館。出演は
落語家の柳家小志ん。65歳以上対象。
定員16人。è12/6㊊から草加安行（包）
へ。☎921-2121Ü928-8989
■体操教室　12/15㊌14時～15時30分。
会場はふれあいの里。指導員による効

Ü

Ü

è

Ü

介護予防・日常生活支援総合事業
担い手研修会

　1/17㊊・18㊋10時～15時30分。会場
は草加市文化会館。定員40人。講師は
埼玉県立大学教授の川越氏ほか。NPO
法人や民間企業、住民ボランティアで
も既存の介護保険事業所が行っている
介護予防・日常生活支援総合事業の通
所介護・訪問介護サービスの担い手に
なれる研修です。内容は制度概要や介
護の基礎や実態について。ボランティ
アや地域活動に興味のある人の参加を
待っています。è12/24㊎までに草加
市社会福祉協議会へ。☎932-6770Ü93
2-6779

è

Ü

オンライン親子料理教室～アクア
パッツァ＆みたらし団子を作ろう～

　12/19㊐10時30分～12時。オンライ
ン（Zoom）で。アクアパッツァとは
洋風の煮魚です。魚をおいしく料理す
る方法を学びます。小学生と保護者対
象。定員10組。食材・調理器具は参加
者で用意を。エプロン・三角巾（小学
生にはバンダナを配布）着用。è12/6
㊊から健康づくり課へ。☎922-0200Ü
922-1516

è

Ü

子どもにやさしい
まちづくりフォーラム

　1/23㊐13時～15時。会場は高砂コミ
セン。テーマ「コロナ禍における子ど
もの心と体について～ストレスが及ぼ
す子どもへの影響～」。定員60人。講
師はかおりKaruna認定こども園園長の
乕溪文有氏。みんなのまち草の根ネッ

子育て支援講座
「子どものアレルギー
を正しく知ろう～薬の
正しい知識と付き合い方～」

　1/29㊏10時～12時。オンラインで開
催。講師は獨協医科大学医学部小児科
学主任教授の吉原重美氏。アレルギー
の基本的な知識とポイント、薬につい
て学びます。保護者、教員・保育士等、
子どもに関わる人対象。獨協大学地域
と子どもリーガルサービスセンターと
の共催。è1/23㊐までに草加市電子申
請・届出サービス（QRコード）で子
育て支援センターへ。☎941-6819Ü94
1-6828

è

Ü

果的な体操指導。65歳以上対象。定員
20人。è谷塚西部（包）へ。☎929-0014
Ü929-5222

è

Ü

トの会・草加市青少年健全育成市民会
議との共催。なお、講演は市公式You
Tubeでも期間限定配信します（配信
日程等は後日市HPで案内します）。
è12/6㊊から住所・氏名・電話番号、
手話通訳・駐車希望の有無をこくちー
ず（QRコード）などで子育て支援課
へ。☎922-3492Ü922-3274

è

Ü

み）。èクラブは12/10㊎まで、学校
は1/12㊌までに市民体育館へ。☎Ü
936-6239

è

Ü
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防災テレフォンサービス ▶防災行政無線放送　☎0120-777031　▶火災・防災情報　☎997-8511 ＱＲコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

※感染症の影響で催事の中止・変更の
場合があります。εèに確認を。
■スポーツウエルネス吹矢体験会　
12/7㊋・18㊏9時～11時、12/12㊐13時
～15時　瀬崎コミセン　無料　ε石井
☎090-9310-5460
■ミシン洋裁基礎講座　12/8・15の㊌
①9時～13時②13時～17時　勤労福祉
会館視聴覚室　材料費1000円　洋裁の

基礎を学び作品を作りましょう　ε竹
花☎090-6657-4005
■落葉はきweek！　12/9㊍～13㊊10
時～15時　冒険松原あそび場　落葉は
きしてヤキイモを楽しもう　あれば軍
手持参　無料　ε冒険あそび場ネット
ワーク草加☎935-7383
■スポーツウエルネス吹矢体験会　
12/10㊎・21㊋・23㊍・26㊐・28㊋9
時～11時、12/14㊋13時～15時　中央
公民館　無料　ε関根☎090-4062-1356
■スポーツウエルネス吹矢体験会　
12/11㊏・25㊏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　12/
11㊏13時～15時・18㊏11時～13時　
八幡コミセン　参加費無料　用具不要
　è山田☎944-8837
■氷川ダンス倶楽部フリーダンス　
12/11㊏13時15分～16時15分　谷塚文
化センター　飲み物付き　男女競技選
手及び会員多数待機　参加費700円　
ε太田☎090-3520-7309
■バレエ無料体験　12/13㊊17時～18
時　新田西文化センター　年少～小学
生対象　体が柔らかくなるバレエを体
験しませんか　è金丸☎080-6890-93
77
■介護者サロン「らくだ」　12/17㊎
　さかえ～る　「こもれび」　12/23
㊍　市民活動センター　各13時～15時
　参加費100円　ε介護者支援の会草
加酒井☎090-9245-2067
■介護者の集い「オアシス」　12/18
㊏10時～12時　中央公民館　12/21㊋

è

è

かけはしサロン

　1/12㊌13時～14時。会場はであいの
森。60歳以上対象。定員12人。講話
「風邪に負けない身体を作ろう」・体
操ほか。è12/9㊍10時から電話でであ
いの森へ。☎936-2791Ü936-2792

è

Ü

ドレミ♪でスッキリ教室

　音楽や軽運動を取り入れた、認知症
予防教室。
■新里文化センター　1/11～3/29の㊋
9時15分～10時30分
■中央公民館　1/5～3/30の㊌（2/23
㊗を除く）9時15分～10時30分
　いずれも全12回。物忘れ等認知症が
心配な65歳以上対象。定員15人。è
12/6㊊～10㊎に電話で長寿支援課へ。
☎922-2862Ü922-3279

è

Ü

癒しの苔玉作り

　1/19㊌13時～14時30分。会場はであ
いの森。60歳以上対象。定員6人。材
料費300円。エプロン、薄手のゴム手
袋、ピンセット、雑巾、持ち帰り袋持
参。è12/9㊍10時から電話でであいの
森へ。☎936-2791Ü936-2792

è

Ü

　中学校教員による小学校への乗り入
れ授業を行うための教科指導、幼保小
中の連絡調整、校務分掌ほか。勤務は

子ども教育連携教員
（会計年度任用職員）

　勤務は㊊～㊎8時30分～17時15分。
場所は介護保険課・認定調査実施場所。
介護認定申請者の調査・窓口受付ほか。
保健・医療・福祉に係る業務経験者対
象。募集は1人。月給18万2320円（地
域手当含）。期末手当、通勤手当、社
会保険等あり。面接は12/27㊊。採用
は2/1付。è12/24㊎（必着）までに指
定申込書（市HPから入手可）を介護保
険課へ。☎922-1414Ü922-3279

è

Ü

介護認定調査員
（会計年度任用職員）

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）

10時30分～12時　瀬崎平成塾　1/4㊋
13時30分～15時30分　市民活動セン
ター　ε山田☎928-5332
■あすなろ写友会写真展　12/18㊏～
24㊎10時～17時（初日は13時から、
最終日は16時まで）　アコスギャラリ
ー大　写真28点展示　ε須賀☎090-52
12-5441
■ゆるゆるヨガ　12/19㊐・26㊐13時
30分～　中央公民館　参加費1回700円
　ヨガマット持参　初心者大歓迎　心
と体をリフレッシュ　èサークル中国
大好き武藤☎090-3574-1031
■八幡ダンスサークルフリーダンス　
12/26㊐13時15分～16時15分　中央公
民館　ミキシング、トライアル有　飲
み物付き　参加費500円　ε飯塚☎09
0-4958-9229
■遊馬町新春七福神めぐりウオーキン
グ　1/7㊎10時西願寺集合　マスク着
用　参加費100円（保険代）　è12/30
㊍までに遊馬町会丹羽☎925-1723
■山手七福神めぐり　1/8㊏8時30分草
加駅改札口内集合　白金高輪から目黒
不動まで散策　定員50人　参加費600
円　交通費別　è草加史談会浅古☎92
4-3403
■初心者卓球教室　1/11・18・25の㊋
13時～15時　市民体育館　参加費1000
円　è家庭婦人卓球クラブ田村☎080-
3693-1424
■家庭婦人初心者トランポリン教室　
1/14～28の㊎11時～13時　市民体育館
　全3回　60歳以下の初心者女性対象
　定員5人　参加費2000円（保険料込）
　è1/6㊍までに奥山☎927-9350

è

è

è

è

è

4/1～令和5年3/31（長期休業中を含
む）週5日8時30分～17時のうち7時間
45分。場所は市内小・中学校。中学校
教員普通免許状（国・社・数・理・
英・保体）所有または令和4年3/31ま
でに取得見込者対象。募集は10人程度。
基本給22万5568円。社会保険等あり。
è申込書類（市HPからも入手可）を
1/14㊎（必着）までに子ども教育連携
推進室へ。☎922-3494Ü928-1178

è

Ü

休日等上水道工事店
㈱今泉水道
竹内セントラル㈱
㈲駒崎設備

谷塚上町483-3
氷川町2112-6
氷川町818-3

☎927-1010
☎928-5525
☎924-4136

12/5㊐
12㊐
19㊐

㊐㊗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

内
科

外
科
・
午
前

外
科
・
午
後

12/5㊐ 12/12㊐

内
科

外
科
・
午
前

外
科
・
午
後

12/19㊐

内
科

外
科
・
午
前

外
科
・
午
後

休 日 当 番 医
㊐㊗等の救急患者や負傷者の診療は、下表の医療機関で行います（保険証
持参）。薬局は当番医周辺の営業している薬局です（時間は各局へ問い合
わせてください）。市立病院周辺の薬局は㊐㊗も交代で営業しています。

市立病院（☎946-2200）では表内の医
療機関（一次救急）での診療が困難な場
合や入院治療が必要な患者を受け入れ
ます（二次救急）。

休日当番医
QRコード

休日当番医の駐車場は混雑します。満車の際は民間駐車場等をご利用ください。 ■診療時間
　㊊～㊎ 19時30分～22時30分
　㊏㊐㊗、年末年始 18時30分～22時30分
■場所　
　草加2-21-1 市立病院心臓・脳血管センター1階

子ども急病夜間クリニック（小児科）
夜間に急変した0～15歳を応急診療します。

☎954-6401

埼玉県救急電話相談

※ダイヤル回線・IP電話は
☎048-824-4199

急病への対処・受診の必要性や緊急診療ができる
医療機関を看護師が助言（365日24時間対応）

☎♯7119

受診時は、必ず事前に電話連絡を。!

石関医院
9時～12時・14時～17時

吉町3-2-51
☎922-2943
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

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

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

あや総合内科クリニック
9時～12時・14時～17時

花栗1-11-23
☎943-4341

草加センター薬局☎944-9900

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

草加きたやクリニック
9時～12時・14時～17時

北谷1-22-13
☎941-7800

アロン薬局☎946-1770



！

　コロナ禍により、国際姉妹都市アメリカ合衆国カリフォルニ
ア州カーソン市との交流が難しい状況が続くなか、両市で応援
や感謝のメッセージを収めた動画を送り合うことにしました。
7～8月にメッセージ写真や動画を募集し、この度、草加市から
カーソン市へ送る動画が完成しました。カーソン市から草加市
への動画とともにYouTube文化観光チャンネルで配信中です。

　物産・観光情報センターで開
催。福島県昭和村の皆さんが野
菜、特産品のからむしの葉の加工
食品、カスミソウ等を販売し、会
場は大変賑わいました。来場者の
中には、交流事業や小学校の自然
教室で昭和村に行ったことがある

人も多く「コロナ禍で交流や催しが少なくなり、今回を楽しみにし
ていました。昭和村にもまた行きたい」と話していました。

　新成人の門出を祝福する、新成人のつどい。今年度は新型コ
ロナウイルス感染症拡大防止のため、2回制で実施します。
■日時　1月10日㈷
　【1回目】草加・谷塚・瀬崎・両新田・松江中卒業生
　　正午～午後0時40分
　【2回目】栄・川柳・新栄・花栗・新田・青柳中卒業生
　　午後2時30分～3時10分
■会場　獨協大学35周年記念館アリーナ
■内容　新成人代表からの誓いの言葉、各回対象校の恩師から
のビデオレターほか

■対象　平成13年4月2日～同14年4月1日生まれで、11月1日現
在住民登録のある人。対象者には12月上旬に案内状を送付。
転出などにより住民登録のない人で、参加を希望する人は専
用サイトから申し込むか、生涯学習課へ。

■注意事項
・参加は1人1回。受付で案内状を回収します。
・市外等の中学校を卒業した人や都合が悪い場
合は、1・2回目のいずれかに参加できます。
詳細は市ホームページで確認を。

11月かどまちごとでき

　草加の地場産業の一つである皮革製品等を最大40％引きで販
売します。皮革の魅力を思う存分感じることができる草加レザ
ーフェスタにぜひご来場ください。
■日時　12月19日㈰～25日㈯午前10時～午後5時
■会場　伝統産業展示室「ぱりっせ」（草加市文化会館内）

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

●年内は12/28㈫午後5時15分まで
●年明けは1/4㈫午前8時30分から

問生涯学習課
　☎922-2819Ü922-3498 

問草加市国際交流協会事務局（文化観光課内）
　☎922-2403Ü922-3406

問そうか革職人会事務局（草加商工会議所内）☎928-8111Ü928-8125

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

　抗体価の上昇は良好、副反応は初回（1・2回目）接種と同
程度、交互接種と同種接種で差はないとされています（米国
の研究より）。

　1・2回目に接種したワクチンの種類にか
かわらず、ファイザー社またはモデルナ社の
ワクチン接種が適当とされています。
（当面は、薬事承認されているファイザー
社ワクチンを使用予定）

　１８歳以上で、２回目
接種完了日から、原則８
ヶ月以上経過した人

■接種券 3回目接種（目安）の約2週間前までに発送予定。
　※草加市に住民票がある人のみ。
■予約 接種券が届いた人から行えます。
　※12/13㈪から受付開始予定。
■接種場所 令和4年1月中は、一部医療機関(個別接種会場)及
　び草加市文化会館(集団接種会場) で実施予定です。

草加市メッセージ
https://youtu.be/
xRvDn1-n93g

カーソン市メッセージ
https://youtu.be/
5gC7HFB-Xa0

国際姉妹都市
カーソン市への
メッセージ動画を公開中

新成人のつどい

2回目接種完了時期をもとに3回目接種券を順次発送していきます
2回目接種完了 接種券発送（予定） 3回目接種（目安）

4月
5月
6月
7月

11月22日に発送済み
12月10日
令和4年1月中
令和4年2月中

12月
令和4年1月
令和4年2月
令和4年3月

国
の
方
針

専
用
サ
イ
ト

市
H
P

★草加市国際交流協会や
草加市長のメッセージ、こ
れまで交流事業に関わっ
た人などからの思い出やコ
ロナ禍のお見舞いメッセー
ジのほか、小山小児童によ
る日本文化の紹介などを
収録しました

※ワクチン接種は強制ではなく、本人の意思に基づき接種を行うものです。

交互接種（初回と異なるワクチンを接種する事）について

年末年始

市外で2回接種を受けた後に草加市に転入した人へ　3回目接種券の送付には申請が必要です。草加市以外の自治体が発行した接種券を使って接種を受け、その後草加市に転入した場合、接種記録は自動的に引き継がれません。申請は新型コロナウイルス対策課へ。

草加レザーフェスタ2021
年末特別セール

姉妹都市昭和村いいがなうめぇがな市20日

3回目接種が
できる人

使用するワクチン モデルナ社ワクチンが
薬事承認されれば交互接種可能に

費用無料

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12月5日号

市の人口　令和3年11月1日現在　25万956人（男12万6803人・女12万4153人）/前月比140人増/世帯数12万1579世帯
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