
1月8～10日に新型コロナワクチン3回目接種についての広報そうか臨時号を配布します。
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　昨年は、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会が開
催され、大きな話題となりました。その中でも、本市出身の高橋和
樹選手と峠田佑志郎選手が、ボッチャ混合ペアに出場し、銀メダル
を獲得しました。高橋選手には、峠田選手というアシスタントであ
りパートナーがいたからこそ、お互いに信頼し支え合い、素晴らし
い結果を掴み取ることができたのではないかと思います。
　草加市でも、同じような支え合いの精神から、新型コロナウイル
スのワクチン接種で高年者の予約を手伝う「お助け隊」が結成され
ました。高年者が円滑に予約できるよう、自主的に取り組むその姿
は、地域の方々の温かい絆を、より強く感じさせてくれました。
　これからも、人と人との支え合いが広がり、市民の皆様が安心し
て暮らせるまちを目指し、市政運営に邁進してまいります。
　本年が皆様と草加市にとりまして、輝かしい年になりますことを
お祈り申し上げまして、新年のご挨拶とさせていただきます。

「快適都市－草加－」の実現へ
草加市長　浅井 昌志

新たな議会運営に向けて
草加市議会議長　井手 大喜　

明けましておめでとうございます。
輝かしい新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。

　日ごろより市議会に対するあたたかいご理解とご協力を賜り、厚
く御礼申し上げます。
　新型コロナウイルス感染症の拡大は、議会運営の在り方について
も、大きな影響を与えました。令和５年度に完成が予定されており
ます新庁舎建設や現在の社会情勢を踏まえ、本市議会においても、
タブレット端末の導入による効率化、委員会のネット中継など、Ｉ
ＣＴの推進に向けて、議会改革特別委員会を設置し、委員間で積極
的に協議しております。
　今後は、ＩＣＴを利活用し、より開かれた市議会を目指すととも
に、二元代表制の一翼として、議会の権能を発揮できるよう検討を
進めてまいります。
　新型コロナウイルス感染症対策は、一歩一歩確実に進んでおりま
すが、引き続き「草加市新しい生活様式」の実践にご協力いただき
ますとともに、本年も議会活動に対し、更なるご支援を賜りますよ
うお願い申し上げます。皆様のご健勝とご多幸を心からお祈りし、
年頭のごあいさつといたします。

明けましておめでとうございます。
健やかに新春をお迎えのことと、心からお慶び申し上げます。

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.1288

令和 　 年（2022年）

日号1

☎048-922-0151（代）
5048-922-30914

月1



7/7　10人のランナーが草加松原を走り抜け、聖火をつなぎました

高橋和樹（たかはし  かずき）
　1980年生まれ。清門出身。㈱フォーバル所属。高校2年生の時に柔道の大会で脊髄損傷
の大怪我を負う。2014年から東京パラリンピックを目指し、障がいが最も重いBC3クラ
スでボッチャを始める。競技歴2年で世界選手権大会において日本人初の2位、リオデジャ
ネイロパラリンピックにも出場。2021年に東京パラリンピックで、峠田選手と共にBC3
・混合ペア銀メダルを獲得（BC3クラスでは初のメダル獲得）。

峠田佑志郎（たおだ  ゆうしろう）
　1987年生まれ。清門出身。草加高校卒業。草加かがやき特別支援学校教諭としてボッ
チャの指導活動中に高橋選手と出会う。BC3クラスのみに認められている「選手の指示で
ランプ（投球器具）の向きや長さを調整する『アシスタント選手』」として高橋選手と共
に数々の大会に出場。2019年に東京パラリンピックを目指すため教員を退職。競技歴は
高橋選手よりも長くコーチとしての役割も果たしている。

草加市出身のパラリンピアン

高橋和樹選手・峠田佑志郎選手

広報「そうか」
で振り返る

高橋 選手

峠田 選手

メダル
取得銀

東京2020パラリンピック
ボッチャBC3・混合ペアで

　昨年は、メダル獲得に向けて続けてきた
ことが形となり、支えてくれた皆さんへの
恩返しができ、嬉しい年になりました。  
　2022年は、メダリストとして恥ずかし
くないよう、一つ一つの大会で結果が残せ
るように日々の練習に励んでいきます。

　昨年の貴重な経験は、人生のターニングポイントとなって
います。コロナ禍でも大会を開催して
いただいたこと、競技が継続できたこ
と、支えてくれた皆さんにたくさんの
感謝を感じた1年でした。
　2022年は、競技と併せて様々なこと
に挑戦する年にしたいです。

9月20日号

12/5、新田西文
化センターで、
両選手の地元清
門町会の皆さん
が両選手をお祝
いしました。
（右）同町会作成の
手作りポスター

8月5日号
市政
共生社会への取組

草加市手話言語条例・草加市障がい
のある人のコミュニケーション条例

草加市パートナーシップ宣誓制度
人権・福祉の両面から共生社会への取り組みを推進

10月5日号

12月5日号

昨年の振り返りと2022年の目標を伺いました。

10/4　草加市民栄誉賞特別賞を授与 （左から峠田選手、高橋選手）

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

東京2020オリンピック
聖火リレー

12月20日

9月27日

② 2022年1月1日号 草加人のための情報紙　広報「そうか」2021年を振り返る



草加の夜のいろどり
イルミネーション開催中

中根町ふれあい広場

谷塚駅東口草加駅東口

2/2　大相撲1月場所優勝の報告に訪問された両関取（左から剣翔関、大栄翔関）

市内の主なできごと 新型コロナウイルスに関するできごと

▶新成人のつどい　オンライン配信で開催▶ 1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

▶大相撲1月場所で幕内優勝の大栄翔関と十両優勝の剣翔関が表敬訪問
▶シェアサイクル実証実験開始
▶
▶
▶原町3丁目に「令和ふれあい公園」が誕生
▶草加モノづくりブランド認定証贈呈式（新たに食品部門が認定）
▶
▶ ▷ワクチンコールセンターを開設▷

▷広報そうか臨時号を発行▷

▷65歳以上のワクチン接種予約開始▷

▷公共施設でインターネット予約操作支援を開始
▷町会主催のワクチン予約「お助け隊」が活躍
▷
▷

▷64～39歳のワクチン接種予約開始
▷自宅療養者に食料、日用品配布
▷
▷

▷非常用救急車を搬入困難者待機場所に▷

▷広報そうか臨時号を発行
▷自宅療養者にパルスオキシメータを追加配布
▷
▷

▷接種券発送者から順次ワクチン3回目接種開始
▷子育て世帯への臨時特別給付金を支給
▷
▷

0人25万1000人 25万800人 25万600人 25万400人 25万200人 25万人 1000人 1200人 1400人800人600人400人200人

▷ワクチン2回接種完了者へ3回目接種券を順次発送▷

▷基礎疾患がある人等優先接種対象者のワクチン接種予約開始▷

▶パリポリくんバス本格運行開始（北東・南西ルート）
▶5市1町でゼロカーボンシティ共同宣言
▶
▶
▶市内小・中学校で生理用品を無償配布
▶リサイクルセンターで小型充電式電池が原因と思われる火災が発生
▶
▶
▶令和3年度草加市プレミアム付商品券の受付開始
▶高砂小で児童とコロンビア体験給食会、同国水泳選手団とオンライン交流
▶
▶
▶草加松原で東京2020オリンピック聖火リレーを実施
▶三重県松阪市と「災害時の相互応援に関する協定」締結
▶
▶
▶東京2020パラリンピックボッチャ競技で草加市出身の高橋・峠田選手が銀メダル、
　ホストタウンとして支えたコロンビア水泳選手団が多数メダルを獲得
▶

▶谷塚駅周辺エリアで「そうかリノベーションまちづくり」が始動
▶草加市手話言語条例・草加市障がいのある人のコミュニケーション条例制定
▶
▶
▶パラリンピック銀メダリストの高橋選手、峠田選手に市民栄誉賞特別賞を授与
▶須田家住宅（中屋）土蔵、久野家住宅店舗が国の登録有形文化財（建造物）に
▶
▶

▶まつばら綾瀬川公園に東京2020オリンピック聖火リレー記念銘板の設置と植樹▶

▶草加市パートナーシップ宣誓制度を開始▶

大栄翔関 幕内優勝／剣翔関十両優勝
追手風部屋
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8月20日号

2月20日号
9/22・29、10/8～10
第1回リノベーションスクール＠やつかを開催

１
年
間
の
主
な
で
き
ご
と

月

緊急事態宣言
（1/8～3/21）

まん延防止措置
（4/28～8/1）

緊急事態宣言
（8/2～9/30）

市内各所でイルミネーションが点灯しています。
美しく彩られた街並みは普段とは違う表情を見せています。
家族、友人、恋人と足を運んでみてはいかがですか。

人口の推移（各月1日現在） 新型コロナウイルス新規感染者数の推移（各月前後半延べ人数）

1日当たり
新規感染者の
ピーク（171人）

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③2021年を振り返る 2022年1月1日号

令和3年の市内交通事故状況（前年比）12月20日現在　人身事故411件（－128）　死者7人（＋5）



初
回

再
支
給

ω 1月31日㈪までに申請書（草加商工会議所ホーム
ページ（QRコード）から入手）を同会議所へ（電
子申請も可）。

ω

■対象・給付額■対象・給付額

　コロナ禍でも業務を拡大し、広く人材募集する地域企業が参加。
■日　　時　1月26日㈬午後1時30分～4時
■場　　所　勤労福祉会館
■内　　容　企業担当者による個別面接・企業説明
■持 ち 物　履歴書（複数枚）、ハローワークカード。雇用保険受

給者には参加証明書を発行します。
■参加企業　㈱クリタエイムデリカ、㈱川島製作所、アミノ化学工

業㈱、オーケー㈱草加舎人店、㈱大和製作所、アサヒ
ロジスティクス㈱の6社（求人総数70人程度）を予定。

■定　　員　50人程度（事前予約制）
ω1月4日㈫からハローワーク草加へ。☎931-6111

■日　　時
■場　　所
■内　　容
■持 ち 物

■参加企業

■定　　員
ω

　新型コロナウイルス感染症による影響を受けた子育て世帯を支援
する取り組みとして、子ども1人当たり10万円を一括支給します。
　申請が必要な人へ申請書を送付します。1月中旬までに申請書が
届かない人は、子育て支援課へ連絡または申請書を市ホームページ
から入手し送付してください。
■申請が必要な人
　保護者の所得が児童手当の支給対象となる金額と同等未満で、次
のいずれかに該当する人
⑴令和3年9月30日時点で高校生（平成15年4月2日～同18年4月1日
生まれ）のみ養育している人（児童扶養手当、ひとり親家庭等医
療費受給者を除く）。

⑵令和3年9月30日時点で職場から児童手当を受給している公務員
⑶令和3年12月10日以降に児童手当等の出生の手続をされる人
　※児童手当等の手続きと一緒に給付金を申請してください。
■給付額
　対象児童1人につき10万円
ω3月31日㈭（消印有効）までに申請書を同封の返信用封筒で返送。

　1月1日付で若山新二郎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12月
31日まで。
　埼玉県行政書士会草加支部副支部長、同行政書
士会草加支部市民相談部長を歴任。地域活動を通
し地域を支えている。今回が1期目。

　生活困窮者自立支援金の申請受付期間を3月31日㈭まで延長しま
した。また、すでに支給を受けた人への再支給が可能になり、総合
支援資金特例貸付の初回貸付及び緊急小口資金を借り終えた一定の
困窮世帯も、同支援金が受け取れます。
　支給期間は初回・再支給共に最長3か月間。郵送申請のみ。支給
対象の可能性がある世帯へ申請書を郵送します。
■対象者・支給額■対象者・支給額

ω 3月31日㈭（消印有効）までに申請書を同封の返信用封筒で提出
（詳細は市ホームページで確認を）。

　お持ちの商品券を忘れずに利用してください。最新の商品券取扱
事業者は、実行委員会ホームページ（QRコード）で確認を。
注意事項  ・使用期限を過ぎると利用できなくなります。

・未使用の商品券は返金できません。

◆その他就職を支援する相談・セミナーも行っています◆その他就職を支援する相談・セミナーも行っています

セミナー

セミナー

相談

相談

申
し
込
み
は

お
早
め
に

※実施日は、祝日・施設の休館等で変更になる場合があります。
※予約開始日は、市ホームページやパンフレット等で案内します。
※県内他市会場の就職セミナーもありますので、詳しくはパンフレットまたは市ホームページ等で確認してください。

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）

☎928-8121
（平日午前10時～午後4時）

就職希望者・
再就職希望者

向け

自宅で仕事を
したい人向け

概要名称就労方法
主な対象

実施日
【場所】

申し込み・
問い合わせ先

就職相談
就職活動の方法、応
募書類の書き方、面
接応対などの相談

就職や再就職に不可
欠なスキル等につい
て、シニア・女性・若者
など対象別に講義

内職相談員による面
接・あっせん
※要初回登録（1年間
有効）

■女性向け 1月17日㈪、
2月16日㈬、3月14日㈪
■シニア向け 1月26日
㈬、3月23日㈬
■全対象 2月16日㈬
【勤労福祉会館】

㈪・㈬・㈮
【勤労福祉会館】

埼玉県セカンド
キャリアセンター
☎048-265-5844

ハローワーク草加
☎931-6111

勤労福祉会館
☎941-6111

1月11日㈫、2月8日㈫
【勤労福祉会館】

㈪
【市役所市民相談室】
㈭
【勤労福祉会館】
祝休日・年末年始を除く

埼玉県セカンド
キャリアセンタ
ー就職セミナー

ハローワーク
セミナー

内職相談

1日4万円
※最大4月28日～
　9月12日の138日分

一律20万円

一律10万円

⑴飲食店等
県の感染防止対策協力金を受給し、前年または前々年の1日当たり
の売り上げが25万円以上の事業者

⑵酒類販売事業者等
令和3年4～8月までのいずれかの月で、国の月次支援金または県の
酒類販売事業者等協力支援金を受給している事業者

⑶全ての事業者（⑴⑵に該当しなかった場合）
令和3年4～8月までのいずれかの月で、国の月次支援金を受給して
いる事業者

対　　象
市内に本店または主たる事業所がある中小企業 給付額

単身世帯6万円
2人世帯8万円
3人以上世帯
10万円
※支給期間は最長3か月

総合支援資金特例貸付再貸付終了者または
同支援資金(初回)及び緊急小口資金貸付終了者など

初回支給
終了者

収入（均等割非課税）や資産が一定の基準以下
ハローワーク等に求職を申込み誠実かつ熱心に求職活動している

対象者（以下の全てに該当） 支給額

問い合わせ

申請が必要な人へ申請書を郵送
子育て世帯への臨時特別給付金

問子育て支援課☎922-1476Ü922-3274Ü 問人権共生課☎922-0825Ü927-4955Ü

人権擁護委員に
若山新二郎氏を委嘱

埼玉県感染防止対策協力金
月次支援金等受給者への一時支援金

問草加商工会議所☎928-8111Ü928-8125
　産業振興課☎922-3073Ü922-3406

Ü

Ü

あなたの就活をお手伝いします
問くらし安全課☎941-6111Ü941-6157

草加地域合同就職相談会

1月31日㈪までに申請を
事業者
向 け

生活困窮者自立支援金

問生活支援課生活困窮者自立支援金担当専用ダイヤル
　☎924-2825Ü928-6635Ü

申請受付期間再延長・再支給

令和3年度草加市プレミアム付商品券

問産業振興課☎922-3073Ü922-3406Ü

使用期限　2月13日㈰まで

④ 草加人のための情報紙　広報「そうか」市政情報2022年1月1日号



　経済的な理由で就学が困難な新小学
1年生の保護者へ、入学前にランドセ
ル等の学用品等を購入する費用（5万
1060円）を援助します。次のいずれか
に該当する人対象。○生活保護の停止
または廃止○児童扶養手当の支給（児
童手当ではありません）○世帯所得に
より必要と認められた人。è1/4㊋～
31㊊に申請書（市HPで入手可）を学
務課へ。☎922-2674Ü928-1178Ü

　4月からあおば学園に入園を希望す
る児童の状況を確認するため、入園相
談会（追加募集）を開催します。
■日時　3/3㊍・4㊎・7㊊・8㊋いずれ
も15時30分～16時30分

　18歳以下で、保護者が交通事故で死
亡または重い障がいを負った交通遺児
等を対象に援護金を給付しています。
給付額は子ども1人につき年額10万円。
支給は令和4年5月上旬。要件等の詳細
は問い合わせてください。è交通対策
課や学校で配布する申請書類を1/31㊊
までにみずほ信託銀行浦和支店へ（郵
送可）。ε県防犯・交通安全課☎048-
830-2955

農地の生産緑地地区追加申請

税務署からのお知らせ

■簡単！便利！キャッシュレス納付
　国税の納付は、金融機関や税務署等
の窓口に行く必要がない、非対面の
「キャッシュレス納付」が便利です。
詳細は国税庁HPで確認してください。
■国税庁HP「確定申告書等作成コー
ナー」が便利です
　国税庁HP「確定申告書等作成コー
ナー」を利用すれば、確定申告会場に
出向かなくても、e-Taxで申告できま
す（マイナンバーカードがあれば同カ
ード対応のスマートフォンまたはICカ
ードリーダライタを使って送信できま
す）。また、自宅で作成・印刷して郵
送等で提出することもできます。
　感染防止の観点からも、ぜひご自宅
からe-Taxを利用してください。
■還付申告の相談は1/4から税務署で
　新型コロナウイルス感染症対策の一
環として、還付申告の相談を1/4㊋～
2/15㊋に税務署庁舎で受け付けます。
還付申告をする人は必要な書類が揃い
次第、早めの申告をお願いします。
ε川口税務署☎048-252-5141

国民年金保険料
控除証明書を送付

　2月上旬に、日本年金機構から令和3
年10～12月に支払った国民年金保険料
の社会保険料控除証明書が送付されま
す（同3年1～9月に納付した人を除く）。
この証明書は確定申告に必要ですので、
大切に保管を。内容に不明な点がある
場合は、㊊～㊎（㊗、12/29～1/3を除
く）8時30分～19時と第2㊏9時30分～
16時にねんきん加入者ダイヤル☎
0570-003-004（IP電話は☎03-6630-
2525）へ。ε越谷年金事務所☎960-11

新小学1年生の保護者へ
入学準備金を入学前支給します

返済の必要はありません
交通遺児等に援護金を支給

児童発達支援センター追加募集
「あおば学園」入園相談会

　市街地の防災性の向上や、将来的な
公共施設用地の確保、水とみどりの空
間を形成するため、生産緑地地区の追
加申請を受け付けます。
【基準】幅員4ｍ以上の道路に2ｍ以上
接道した、適正に管理をされている農
地で次のいずれかに該当するもの。
●面積2500㎡以上の農地。
●面積300㎡以上の農地で、①～⑤い
ずれかに該当するもの。
①都市計画マスタープランの防災機
能改善モデル地区内②都市計画マス
タープランの水とみどりのネットワ
ーク周辺の河川沿いの農地③都市計
画道路等の予定地内④庭先販売農家
耕作地⑤防災協力登録農地

è1/4㊋～6/30㊍に最新の公図と申請
地の面積が分かる書類（登記簿謄本・
固定資産税課税明細等）を都市計画課
へ。☎922-1790Ü922-3145Ü

ボートレース事業の
収益金で道路整備

　埼玉県都市競艇組合は草加市を含む
15市で構成されています。ボートレー
ス事業の収益金は、市内の道路整備に
充てられています。競艇の開催期間は
1/3㊊～8㊏、11㊋～16㊐、20㊍～23㊐、
27㊍～2/1㊋、5㊏～8㊋、11㊗～15㊋、
19㊏～24㊍、28㊊～3/5㊏、18㊎～21
㊗、24㊍～27㊐、30㊌～31㊍。会場
はボートレース戸田。ε財政課☎922-
0761Ü922-1547Ü

コンビニ交付サービス一時休止

　1/7㊎・8㊏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-
1526Ü920-1501◇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

Ü

Ü

Ü

冒険松原あそび場
プレーリーダー募集

　子どもが自ら育つ場を共につくって
いきませんか。体力に自信がある20～
39歳対象（高卒以上）。募集は若干名。
月額20万円～（社保・労保あり）。詳
細は冒険あそび場ネットワーク草加
HP（☎Ü935-7383）で。ε子ども育
成課☎928-6421Ü928-9632

Ü

Ü

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

1月の
納税
・
納付

日曜・夜間納税窓口
市役所第2庁舎　納税課、後期高齢者・重心医療室で
日曜
夜間

9時～12時30分（1/2を除く）
㊌（㊗・㊡を除く）21時まで

▶市県民税（普通徴収）　第4期
▶国民健康保険税（普通徴収）  第8期
▶後期高齢者医療保険料（普通徴収）  第7期
▶介護保険料（普通徴収）  第8期
1/31㊊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。

■場所　あおば学園（松江2-3-60）
■対象　令和4年4/1現在3歳以上のお
おむね歩行可能な知的障がいのある未
就学児
■必要書類　入園相談会申込書・心身
状況表・診断書
　申込書等はあおば学園・子育て支援
センターで配布（市HP、ぼっくるん
からも入手可）。
è2/18㊎（必着）までに必要書類を郵
送であおば学園へ。☎Ü936-4972Ü

90Ü960-7220Ü

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

■材料（4個分）　豚ひき肉…100ｇ／たま
ねぎ…40ｇ／茹でたけのこ…16ｇ／干しし
いたけ…1枚／しょうが…4ｇ／しょうゆ…
大さじ1／塩…小さじ1/4弱／砂糖…小さ
じ1／酒…小さじ1／片栗粉…小さじ1／
Ⓐ（ホットケーキ粉…100ｇ／薄力粉…50ｇ
／牛乳…50cc／ごま油…小さじ2と1/2）

①干ししいたけを水で戻しておく。
②具の材料（たまねぎ、茹でたけのこ、干ししいたけ、しょうが）を全てみじん切
りにする。

③豚ひき肉と②と調味料を入れてよく混ぜ、4つに分けて丸めておく。
④皮の材料Ⓐをボールに入れ、さっと混ぜる。
⑤耳たぶくらいの軟らかさにこねたら、4つに分けて丸めておく（生地が硬いよう
ならお湯を小さじ1ずつ加えて調整する）。

⑥丸めた皮を手のひらに乗せて平らに丸く広げ、皮で具を包む。
⑦クッキングシートを敷いた蒸し器に⑥を並べ、強めの中火で15～20分蒸す。

①
②

③ ②
④
⑤

⑥
⑦ ⑥

肉まんvol.18

1人分 233kcal 1.3g食塩

作り方

▲保健センター
cookpad

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」 2022年1月1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】



　皆さんの協力をお願いします。なお、
日時等は変更になる場合があります。
日本赤十字社埼玉県赤十字血液センタ
ーHPまたは電話で確認を。
■1/20㊍　10時～12時、13時15分～
16時　会場は市役所公用車管理棟前
ε日本赤十字社埼玉県赤十字血液セン
ター☎048-684-1511

愛の献血

獨協大学オープンカレッジ
オンラインセミナー
「生涯学習の楽しみ－地理・地名・
地域文字を例として－」

音楽の森ミニコンサート

■蓄音機コンサート（クラシック特
集）　1/9㊐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。
■れきみん体験教室「まが玉作り」　
1/22㊏10時～12時。会場は歴史民俗資
料館。小学生に人気の講座を大人向け
に開講。成人以上対象。定員12人。材
料費250円
■れきみん講座「中世女性の意識と行
動」　1/28㊎14時～16時。平将門の妻
などの言葉や行動にふれながら、中世
の女性たちが自立して行動していく様
子を紹介します。定員45人
èいずれも会場は歴史民俗資料館。定
員のあるものは1/4㊋から電話で同館
へ。☎922-0402Ü922-1117

いずれも会場は歴史民俗資料館。

Ü

歴史民俗資料館

　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。
■地域福祉連絡協議会〈福祉政策課☎
922-1234Ü922-1066〉…1/13㊍15時30
分～　紅藤カナダビル2階職員研修室
で　定員5人（当日先着順）
■公民館運営審議会〈中央公民館☎
922-5344Ü925-0152〉…1/21㊎14時～
　中央公民館第1・2講座室で　定員5
人（当日先着順）
■障がい児支援協議会〈子育て支援課
☎922-1483Ü922-3274〉…1/24㊊10時
～　市役所第2庁舎第1・2委員会室で
　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〉…1/26㊌14時～
　市役所西棟第1・2会議室で　定員5
人（当日先着順）
■国民健康保険運営協議会〈保険年金
課☎922-1592Ü922-3178〉…1/27㊍13
時30分～　市役所第2庁舎第1・2委員

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

　スプレー缶やリチウムイオン電池等を含むバッテリー内蔵機器が原因と
考えられる火災が全国のごみ処理施設や、ごみ収集車で発生しています。
　しっかりと分別し、適切な方法で処分することが大切です。ごみ出しの
ルールを守り、滞りのないごみ収集に協力をお願いします。次の危険物は
不燃ごみの日に出すことができます。種類ごとに透明な袋に入れて集積所
に出してください。
◆スプレー缶・ライター　穴は空けずに、中身を使い切ってから集積所に
出してください。劣化などで空にできない場合は、環境業務センター（☎
931-3972）へ問い合わせてください。
◆乾電池・ボタン電池・バッテリー（ゲーム機やデジタルカメラ等のバッ
テリー内蔵機器）　必ず中身の電気を使い切ってから取り外して出してく
ださい。取り外せない場合はそのまま出してください。バッテリー内蔵機
器を集積所に出す際には、透明な袋に入れ、紙や布テープ等に「バッテリ
ー内蔵機器」と明記し、しっかり袋に貼って出してください。
※小型家電（バッテリー内蔵機器も含む）は、小型家電専用回収ボックスに
投かんすることが可能です（縦15cm×横30cmの投かん口に入るものに限る）
＜小型家電専用回収ボックス設置施設＞
　環境業務センター、リサイクルセンター、市役所第2庁舎、中央図書館、
市民活動センター、勤労福祉会館、コミセン、イトーヨーカドー草加店・
新田店、文化センター（新里・谷塚は携帯電話のみ）、中央公民館・草加
市文化会館（携帯電話のみ）

穴は空けずに、中身を使い切ってから

　会場は草加市文化会館。1/23㊐11時
～　なんくるないさあず（沖縄音楽）
・15時～　アンサンブル アルマーレ
（オカリナ）、2/5㊏11時～　STAT
（洋楽ほか）・15時30分～　boasorte
（ポップスほか）、2/6㊐11時～　町
屋バイオリン教室（バイオリン）。な
お、コンサートは後日同館HPで動画
配信します。è入場券（各回1人2枚ま
で）はいずれも1/10㊗9時から草加市
文化会館へ。☎931-9325Ü936-4690Ü

シルバー人材センター入会説明会

　1/7㊎・11㊋・14㊎・18㊋、2/1㊋・
4㊎・8㊋・10㊍・14㊊・15㊋、3/1㊋
・4㊎・8㊋・10㊍・15㊋の13時30分
～（内容は同じです）。定員各回20人。
会場は草加市シルバー人材センター。
市内在住の60歳以上対象。è事前に同
センターへ。☎928-9211Ü928-9209Ü

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〉…2/3㊍10時30分～
　市役所西棟第1・2会議室で　定員5
人（当日先着順）
■子ども教育連携推進委員会〈子ども
教育連携推進室☎922-3494Ü928-11
78〉…2/9㊌15時～　中央公民館で　
定員5人（当日先着順）

Ü

Ü

　1/8㊏10時30分～12時。大学が行う
生涯学習講座の活用方法とオンライン
講座の受講方法を分かり易く説明しま
す。オンライン（Zoom）で開催。è
1/7㊎12時までに同大学HPへ。
■冬期講座（オンライン（Zoom））　
外国語や「ことばの礼儀作法」「古代
の神々と関東の神社」など9講座を2月
から開講します。詳細は同大学HPへ。
ε同大学エクステンションセンター☎

946-1678

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

　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　1/8㊏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　1/19㊌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　1/19㊌18時30分～
20時。会場は旧かっぱ天国。ε草加安
行（包）☎921-2121Ü928-8989
■介護者のつどい　2/4㊎13時15分～
14時45分。会場は高砂コミセン。ε草
加東部・草加稲荷（包）☎959-9133Ü92
2-3801
■介護者のつどい　2/8㊋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
■介護者のつどい　2/9㊌13時～14時
30分。会場はであいの森。ε草加川柳
（包）☎932-7007Ü931-0993
■認知症サポーター養成講座　1/21㊎
14時～15時30分。会場は瀬崎コミセン。
認知症の理解や認知症の人との接し方。
定員30人。è1/6㊍から谷塚中央・谷
塚東部（包）へ。☎929-3613Ü933-9380
■誰でも出来る気功　1/14㊎9時15分
～10時40分。会場は高砂コミセン。気
功の基本を学ぶ。65歳以上対象。定員
30人。室内靴持参。è1/6㊍から草加
東部・草加稲荷（包）へ。☎959-9133Ü
922-3801
■栄養教室・体操教室　1/19㊌14時～
15時30分。会場はふれあいの里。65歳
以上対象。定員20人。è1/6㊍9時から
谷塚西部（包）へ。☎929-0014Ü929-52
22
■はつらつバルーン体操　1/26㊌、

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

2/9㊌13時30分～14時30分。全2回。会
場は川柳文化センター。ボール等を使
用した介護予防運動。65歳以上対象。
定員30人。è1/12㊌から草加川柳（包）
へ。☎932-7007Ü931-0993
■笑いと音楽のハーモニー　2/4㊎13
時15分～14時30分。会場は勤労福祉会
館。笑いの講話を聴き、音楽を鑑賞し
てリラックスし、元気な身体をつくる。
65歳以上対象。定員30人。è1/11㊋か
ら新田西部（包）へ。☎946-0520Ü946-
0523

全2回。

Ü

Ü

企画展

歴史民俗資料館

危険物の捨て方

ちょっと待って！
もう一度確認を

ε廃棄物資源課☎931-3972Ü931-9993Ü

　桃の節句に合わせ、市民が制作した色とりどりのつるし飾りのほか、
収蔵品の7段飾りひな、源氏物語貝合わせ、御殿飾りなど季節感あふれ
る品々を展示します。ε歴史民俗資料館☎922-0402Ü922-1117Ü

2/1㊋～3/6㊐
桃の節句展

スプレー缶、ライター、
電池、バッテリー内蔵機器

⑥ 2022年1月1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。



おうちでもできる！
「ロコモ」予防体操教室

市民温水プール
ありがとう感謝イベント

さわやかサロン写真展
作品募集「私の居場所」

手話通訳者認定試験

甲種防火管理者資格取得講習会

　2/24㊍・28㊊13時～15時。全2回。
会場は高砂コミセン。運動指導員によ
るロコモ予防体操。65歳以上で医師か
ら運動制限を受けていない人対象。定
員35人。室内靴持参。è1/11㊋～14㊎
に健康づくり課へ。☎922-0200Ü922-
1516

Ü

　①記録会（競泳・フィン・パラ水
泳）　1/29㊏　②体験会（ロングスイ
ム・アクアスロン）　1/30㊐　③無料開
放　2/5㊏。いずれも9時～17時。詳細
は問い合わせを。è1/7㊎9時から市民
温水プールへ。☎936-6824Ü935-8981Ü

　2/17㊍、18㊎9時20分～16時50分。
会場は草加文化会館。全2回。定員50
人。受講料8000円。甲種防火管理者は、
収容人員30人以上の店舗等、同50人以
上の共同住宅等に必要です。è1/5㊌
～12㊌に（一財）日本防火・防災協会
HPで。ε消防局予防課☎996-0660Ü99
7-1300

Ü

　2/27㊐9時45分～15時。会場は中央
公民館。試験内容は手話表現、手話の
読み取り（読取筆記・読取口頭）、筆
記試験、面接。20歳以上（令和4年4/1
現在）で、手話通訳者養成講座の修了
者または同程度の技術を有し、1年以
上の手話活動経験がある人対象。è1/
14㊎（必着）までに草加市社会福祉協
議会、障がい福祉課で配布する申込書
を〒340-0013松江1-1-32同協議会へ。
☎932-6770Ü932-6781Ü

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
■アクセサリーワイヤーで作るお花の
ペンダント　1/31㊊10時～12時。会場
は草加市文化会館。定員8人。材料費
1000円、小さめのペンチ（平やっとこ
等）、ニッパーまたはハサミ、ピンセ
ット持参
■プリザーブドフラワーのひな飾り　
2/17㊍10時～11時30分。会場は谷塚文
化センター。定員15人。材料費2000円。
ハサミ、木工用接着剤、新聞紙、持ち
帰り用の袋持参
■初めての新舞踊　2/18～3/4の㊎13
時30分～15時30分。全3回。会場は新
里文化センター。女性対象。定員5人。
教材費100円。普段着の着物（小紋や
紬など）、半巾帯、着物の付属品、足
袋持参
■春の古文書入門　2/24～3/10の㊍10
時30分～12時。全3回。会場は草加市
文化会館。定員13人。資料代1000円。
ノート、あればくずし字辞典持参

Ü

普通救命講習Ⅲ

　2/5㊏9時～12時。会場は草加消防署。
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20人。応募多
数の場合は抽選。è1/20㊍までに草加
消防署へ。☎924-2114Ü924-0965Ü

ボッチャ交流会

　2/12㊏9時30分～。会場は市民体育
館。小学生以上対象。定員12チーム。
室内靴持参。è1/5㊌～2/3㊍に個人ま
たは3～5人のチームで記念体育館、市
民体育館、市民温水プールで配布する
申込書を各施設へ。ε草加市スポーツ
協会☎928-6361Ü922-1513Ü

　多忙な日々のなか、自分らしくいら
れる「居場所」はありますか。もしか
したらそれは、ほっとできるひととき
やともに過ごす大切な人かもしれませ
ん。年齢や性別にかかわらず、自分ら
しくいられる「居場所」を表現した写
真を募集します。応募作品は1/28㊎～
2/22㊋、男女共同参画さわやかサロン
で展示します。条件等：キャビネ2L版
以上・作品には必ずタイトルをつける
・人物を撮影する場合は必ず許可を得
る・応募作品は返却しません。
è1/6㊍～25㊋に〒340-0013松江1-1-5
男女共同参画さわやかサロンへ。持参
も可。☎931-9325◯内50Ü936-4690Ü

認知症サポーター
ステップアップ講座

　2/5㊏・12㊏13時30分～16時。全2回。
会場は高砂コミセン。認知症サポータ
ーとして活動するために学びを深める
講座。講座開始日までに認知症サポー
ター養成講座を受講見込みで、認知症
サポーターとして何か活動をしたい人
対象。定員50人。è1/4㊋から電話で
長寿支援課へ。☎922-2862Ü922-3279Ü

まちづくり講座
「草加のまちににぎわい
を生むために
今様草加宿の挑戦」

　2/2㊌17時30分～19時50分。会場は
市民活動センターまたはオンライン
（Zoom）。第1部：講師は特定非営利
活動法人今様草加宿理事長の長谷部健
一氏。同法人の取り組みと今後の展開
について。第2部：参加者と長谷部氏、
草加ソーシャルビジネスサポートネッ
トワーク会員（日本政策金融公庫、埼
玉県東部地域振興センター、関東信越

地域サイクリングクラブ
「ツール・ド・そうか」体験会

　2/12㊏8時市民温水プール駐車場集
合、12時解散。安全に走行するための
ルール確認やツーリングを行います。
18歳以上対象。定員10人。参加費1000
円。ヘルメット（無い人は要相談）、
スポーツサイクル持参。è1/6㊍9時か
ら電話で市民温水プールへ。☎936-68
24Ü935-8981Ü

これから始めよう
介護予防運動

高年者向け

草加西部・草加川柳
コミュニティプランの策定に向けた
第2回地区別懇談会

　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
語り合う地区別懇談会の第2回目を開
催します。テーマは「まちに必要なこ
と・やりたいことを出し合おう」。
■草加西部地区　2/4㊎。会場は氷川
コミセン
■草加川柳地区　2/11㊗。会場は川柳
文化センター
　いずれも18時30分～21時。各地区に
関わりのある人対象。定員各40人。
è氏名・住所・年代・電話番号・メー
ルアドレス・所属団体等を都市計画課
へ。ファクス、メールも可。☎922-18
02Ü922-3145Ü

　1/25～2/15の㊋13時30分～14時30分。
全4回。会場はふれあいの里。ストレ
ッチを取り入れた介護予防運動。60歳
以上対象（今年度初参加者優先）。定
員15人。ヨガマットまたはバスタオル
持参。è1/5㊌10時から電話でふれあ
いの里へ。☎920-6222Ü920-6251Ü

税理士会、埼玉県行政書士会、草加商
工会議所）との交流と質問・相談。定
員は会場10人、オンライン30人。è1/
11㊋～31㊊に住所・氏名・電話番号・
参加方法をメール（QRコード）で市
民活動センターへ（会場希望者は電話
・ファクスでも可）。☎920-3580Ü92
5-1872

Ü

おひなさまを作ろう

　2/19㊏10時～12時。会場は歴史民俗
資料館。紙コップや千代紙などを使っ
て小さいひな人形作り。小学生（保護

子ども・親子向け

者同伴）対象。定員10人。è2/6㊐か
ら同館へ。☎922-0402Ü922-1117Ü

にこにこサロン楽楽

　1/15㊏13時30分～14時30分。会場は
ふれあいの里。簡単なゲーム・ぬりえ
・おりがみなど。60歳以上対象。εふ
れあいの里☎920-6222Ü920-6251Ü

4/1補償開始は
3/18㊎までに
申し込みを

個人賠償責任補償付き保険

ε交通対策課☎922-1641Ü922-1030Ü

　令和4年度の「入って安心！RinRinそうか」の募集を開始します。1月下
旬に市内公共施設でパンフレットの配布、昨年度加入者への更新案内の送
付を行います。また、密集を避けるため、特設窓口では地域ごとに推奨日
を設けています。推奨期間（下表）での来場に協力をお願いします。

■対　　象　市内在住・在勤・在学者
■補償内容　個人賠償責任補償（最高1

億円）、交通事故でのけ
がの補償、死亡・後遺障
害・入院・手術保険金

■保 険 料　本人プラン2000円、家族
用プラン1000円（家族1
人につき）

■保険期間　4/1～令和5年4/1（右表）
■加入方法
①郵便払込（手数料あり）
　2/1㊋～10/18㊋
②特設窓口　市役所本庁舎西棟4階
　2/1㊋～3/18㊎の8時30分～17時
（㊏㊐㊗、12時～13時を除く）

加入受付中

3/18まで

3/19～4/18

4/19～5/18

5/19～6/17

6/18～7/15

7/16～8/18

8/19～9/16

9/17～10/18

長栄、金明町、旭町、新善町、清門、新栄
苗塚町、松原、花栗、小山、北谷、北谷町、原町
氷川町、西町、草加
谷塚上町、谷塚仲町、両新田東町、両新田西町、
新里町、遊馬町、柳島町、谷塚町、谷塚
瀬崎、神明、住吉、高砂、中央、吉町、手代、稲荷
弁天、中根、八幡町、栄町、松江、柿木町、青柳、青柳町
市内全域

2/1～4
2/7～10
2/14～18
2/21～25
（23を除く）
2/28～3/4
3/7～11
3/14～18

4/1～

5/1～

6/1～

7/1～

8/1～

9/1～

10/1～

11/1～

特設窓口への来庁を推奨する地域 来庁推奨期間

補償開始日保険加入日

加入日により補償
開始日が変わります。

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ⑦情報コーナー「すとりーと」 2022年1月1日号



ボッチャを体験してみよう

　2/9㊌13時30分～14時30分。会場は
であいの森。60歳以上対象。定員12人。
è1/11㊋10時から電話でであいの森へ。
☎936-2791Ü936-2792Ü

折り紙を楽しもう

　2/16㊌10時～12時。会場はであいの
森。60歳以上対象。定員12人。材料費
200円。のり・ハサミ・定規持参。è
1/6㊍10時から電話でであいの森へ。
☎936-2791Ü936-2792Ü

　2/7㊊、記念体育館・市民体育館・吉
町テニスコートを休館します。ε草加
市スポーツ協会☎928-6361Ü922-1513Ü

スポーツ施設

　館内整理（蔵書点検等）のため休館
・休室します。2/9㊌～17㊍…中央図
書館、2/9㊌…新田西・新里・川柳文
化センター、柿木公民館、2/11㊗…中
央公民館・谷塚文化センター、2/13㊐
…地域開放型図書室。休館・休室中の
図書の返却は、中央図書館の返却用ブ
ックポストを利用してください。ε中
央図書館☎946-3000Ü944-3800Ü

中央図書館・地域開放型図書室・
公民館・文化センター図書室

　1/22㊏は館内電気設備点検による停
電のため、会議室等の利用を終日停止
します。εくらし安全課☎941-6111Ü
941-6157

Ü

勤労福祉会館

▼ともだち文庫の「おはなしポケッ
ト」　1/17㊊、2/21㊊11時～　読み聞
かせ・わらべ唄　乳幼児と保護者対象
　定員各15組
▼おもちゃ病院　1/27㊍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
▼バレンタイン制作　2/6㊐14時～　
フェルトを使ったハートの匂い袋作り
　小学生対象　定員5人
▼カップでおひな様作り　2/18㊎・25
㊎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

▼1月は脳トレ月間　1/13㊍～31㊊
（㊋を除く）15時～　会場はコンフォ
ール松原19号棟　ペンシルパズルほか
　小学生対象
▼紙で作るハートバッグ　1/13㊍～31
㊊（㊋を除く）15時～　会場はコンフォ
ール松原19号棟　小学生対象
▼ピヨピヨ広場　1/18～2/22の㊋（2/
1を除く）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　1/21㊎、2/18㊎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
▼2月はぬりえ月間　2/2㊌～28㊊
（㊋を除く）15時～　会場はコンフォ
ール松原19号棟　小学生対象
▼六角返し　2/2㊌～28㊊（㊋を除
く）15時～　会場はコンフォール松原
19号棟　小学生対象
▼リリアンストラップ　2/21㊊～3/4
㊎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　è2/
14㊊13時から電話で同館へ
▼初めての誕生会　2/22㊋13時～　会
場はコンフォール松原19号棟　令和3
年2月生まれ対象　定員10人　è2/1㊋
10時から電話で同館へ

■木曜シアター　2/24㊍14時～15時20
分　「魅惑の鉄道風景　1～3月」　成
人対象　定員30人　è1/5㊌13時から
電話で同館へ

西町・川柳
・高砂小 

■地域開放型図書室
㊐（1/2、2/13を除く）
10時～16時

▼全国児童館対抗リアルしりとり大会
　1/15㊏13時30分～16時　他館とオン
ラインで写真を使ったしりとり　小学
生～18歳対象　定員6人
▼パパとアスレチック　1/16㊐、2/6
㊐・20㊐10時～12時　1～3歳と保護
者対象　定員8組
▼くるくるリサイクル　1/12㊌・14㊎
（雨天中止）10時30分～11時30分　
着なくなった洋服のリサイクル　乳幼
児と保護者対象
▼手芸「ミサンガ」　1/23㊐13時30分
～15時30分　幼児（保護者同伴）～18
歳対象　定員20人
▼ママ防災　1/25㊋10時30分～11時30
分　子育中に必要な防災バッグの作り
方　乳幼児の保護者対象　定員10組
▼アルミ線でハートのモビール作り　
2/6㊐13時30分～15時30分　幼児（保
護者同伴）～18歳対象　定員20人
▼バレンタインSP「スクイーズ・マカ
ロン」　2/11㊗13時30分～15時30分　
幼児（保護者同伴）～18歳対象　定員
20人

▼よちよちクラブ　1/26㊌10時30分～、
11時30分～　親子遊び・育児相談　歩
行可能な1歳と保護者対象
▼卓球で遊ぼう　2/3㊍15時30分～　
小学生対象
▼ひな祭り工作　2/21㊊・24㊍15時30
分～　小学生対象

▼こま作り週間　1/6㊍～16㊐
▼脳トレボードゲーム「ウボンゴ」　
1/8㊏、2/5㊏14時～　小学生対象　定
員各4人
▼牛乳パックで万華鏡作り　1/14㊎・
28㊎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、1/16
㊐・22㊏14時～…小学生対象　定員各
5人
▼ママのためのリフレッシュヨガ　1/
15㊏、2/19㊏10時15分～　定員各15人

▼独楽大戦　1/4㊋13時30分～15時30
分　投げごま・ベーゴマ　幼児（保護
者同伴）～18歳対象
▼凧作り　1/5㊌13時30分～15時30分
　幼児（保護者同伴）～18歳対象　定
員20人
▼おもちゃ病院　1/6㊍、2/3㊍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
▼パパと遊ぼう「室内ホッケー」　1/8
㊏、「マット」　2/12㊏　いずれも10
時30分～11時30分　3歳以上の未就学
児と保護者対象　定員各8組
▼みなクル工房　「浮沈子」　1/8㊏　
ペットボトルでおもちゃ作り、「パタ
パタバタフライ」　2/12㊏　磁石でお
もちゃ作り　いずれも13時30分～15時
30分　小学生～18歳対象　定員各20人
▼ママヨガ　1/11㊋・25㊋、2/8㊋・
22㊋13時30分～14時10分　0～3歳と
保護者対象　定員各8組
▼おもちゃばこ・ONLINE　1/12～
2/23の㊌13時15分～13時45分　オンラ
イン会議Zoomを使ったの交流遊び場
　0～3歳と保護者対象
▼ひ革工房「干支（寅）のマスコット
作り」　1/15㊏、「おひな様作り」　
2/19㊏　いずれも13時30分～15時30分
　幼児（保護者同伴）～18歳対象　定
員各20人

とら

■絵本の読み聞かせと紙芝居　㊌15時
30分～16時（0～3歳と保護者対象）、
㊎11時～11時30分・㊏㊐14時30分～
15時　いずれも幼児（保護者同伴）～小
学生対象、1/16㊐11時～11時30分（小
学生対象）　定員各6組（当日先着順）

インスタグラム　
フォロワー

抽選でもらえる！
パリポリくんぬいぐるみ（小）（限定10人（抽選））

■日　時　2/26㊏（7時草加駅集合）～27㊐　バスで片道約4時間30分
■宿　泊　昭和温泉しらかば荘（1泊2食付き）
■対　象　市内在住の中学生以下の子どもを含む家族
■定　員　20人（応募多数の場合は抽選。1/27㊍以降結果発送）
■参加費　中学生以上1万670円、小学生以下8320円
　　　　　※19歳以上の1人参加は1万2670円

昭和村冬の体験ツアー
参加者募集
ε文化観光課☎922-2403Ü922-3406Ü

è1/20㊍（必着）までに往復はがきに参加
者全員の住所、氏名（ふりがな）、性別、
年齢、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）
からも可。ファクス後は同社へ電話で確認
を。1組5人まで。重複応募無効。

Ü　コロナ禍で休止していた昭和
村宿泊施設利用補助制度を1/4
㊋から再開します。詳細は市HP
で確認を。ε文化観光課☎922-
2403Ü922-3406Ü

冬の昭和村で雪遊びや伝統工芸体験

宿泊補助制度を再開
個人で昭和村を訪れる皆さまへ

祝500！感謝キャンペーン
　令和元年5月に開設の草加市文化観光課インス
タグラムは、同3年9月、フォロワーが500人を突
破。これを記念し、市観光大使パリポリくんグッ
ズのプレゼントキャンペーンを実施します。

　草加市文化観光課インスタグラムのアカウントをフォロー（フォロー済
みも可）し、草加宿芭蕉庵、漸草庵 百代の過客、物産・観光情報センター、
歴史民俗資料館、文化観光課でフォロー画面を提示（なくなり次第終了）。

　「＃パリキャン2022新春」と「＃そうかいろ」をタグ付けて投稿（一人
何回でも可）。期間終了後当選者に連絡します。
ε文化観光課☎922-2403Ü922-3406Ü

その場でもらえる！
パリポリくんマスクチャーム、パリポリくん消しゴム

キャンペーン
その１

キャンペーン
その2

期間 1/4㊋～3/14㊊

定員のあるものは1/4㊋
10時から各館へ申し込みを

5922-3274

わくわくタウン松原 ☎941-2905
氷川児童センター ☎928-2341

谷塚児童センター ☎925-1856

新栄児童センター ☎942-9876

5☎946-3000 5944-3800

⑧ 2022年1月1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。



≪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。

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

■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12月生まれ（妊産婦・新生児訪問をした家庭を除く） ö1月下旬～2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

乳幼児相談　è1/4㊋から電話で
ô乳幼児と保護者 ë10組 ö2/2㊌9時30分～11時20分 ù保健師・栄養士の育児・栄養相談

離乳食講習　è1/4㊋から電話・市HPで
初期
中期
後期・完了期

ô4～6か月児　ë各回12組　ö1/26㊌13時15分～
ô6～8か月児　ë各回12組　ö1/26㊌10時～
ô8か月～1歳2か月児　ë各回12組　ö1/31㊊10時～

母子保健　

成人保健

マタニティクラス両親学級　è2/1㊋から電話・市HPで
ô5～7月出産予定の初妊婦と夫　ë各10組　ö3/9㊌　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

幼児健康診査
1歳7か月児
3歳3か月児

ô令和2年7月生まれ
ô平成30年10月生まれ

ö2/1㊋・15㊋
ö1/18㊋・25㊋

時間等の詳細は
個別通知に記載

ê1月末
ê12月末

マタニティサロン　è電話で
ô妊婦と夫　ë20人　ö2/16㊌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

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

合言葉は「そ・う・か・し」
新型コロナウイルス感染拡大防止に努めましょう！

う うちに帰ったら
手洗い・顔洗い

そ ソーシャル
ディスタンス
（距離をとる）

し しっかり検温
・体調確認

か 会話や外出時は
マスクや

せきエチケット
2m

▼放課後クラブ　1/6㊍、2/3㊍17時～
18時…卓球　1/17㊊、2/21㊊16時～17
時…将棋　1/18㊋、2/15㊋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
▼外国籍市民のための日本語教室　
1/8㊏・15㊏、2/5～19の㊏10時～12時
▼おもちゃ病院　1/10㊗、2/7㊊10時
～12時　おもちゃの無料修理　部品代
実費　1人2点まで
▼元中学校教員が教える高校入試対策
集中英語講座　1/17～2/28の㊊17時～

5925-0152
定員のあるものは1/4㊋
8時30分から各館へ申し込みを

18時　全7回　中学生対象
▼ママと一緒におはなし会　1/24㊊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
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
2/7㊊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　手遊び・簡
単工作ほか　定員各回10人
▼バレンタインデーにケーキを作ろう
　2/14㊊10時～13時　チョコレートケ
ーキを1人1台作りプレゼント用のラッ
ピングまで　成人対象　定員8人　参
加費1000円
▼一緒に遊ぼう　百人一首体験教室　
2/26㊏10時～11時30分　小学生対象　
定員20人　

▼おもちゃ病院　1/21㊎、2/18㊎10時
～12時　おもちゃの無料修理　部品代
実費　1人2点まで
▼お菓子作り教室　2/5㊏10時～12時
　チョコレートクッキー・グラノーラ
バー　小学3～6年生対象　定員12人　
参加費400円　
▼人権講座　2/7㊊10時～12時　オリ
ンピックから人権問題を学ぶ　成人対
象　定員20人
▼手作り味噌講習会　2/10㊍9時～13
時　成人対象　定員6人　参加費3000
円
▼おはなしの広場　2/25㊎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

▼手作り味噌教室　2/5㊏9時～12時、
12時30分～15時30分　成人対象　定
員各5人　参加費3000円

▼冬の星空観察会　2/5㊏18時～20時
小・中学生と保護者対象　定員15組
▼健康づくり講座「ユニカール教室」
　2/17㊍、3/3㊍・17㊍10時～12時　
全3回　成人対象　定員20人
▼すくすくクラブ　2/25㊎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　簡単工作・大型絵本ほか　
定員各回7組
▼谷塚元気ひろば　2/28㊊13時～14時
30分　井戸端会議　65歳以上対象　定
員20人

▼うたごえひろば　1/17㊊10時～12時
　参加費100円（資料代含む）　定員
60人（当日先着順）
▼新春落語会　2/7㊊10時～　出演は
三遊亭圓雀　定員70人
▼すくすくクラブ　2/10㊍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　簡単工作・読み聞かせほか
　定員各回10人
▼のびのび広場　2/18㊎10時～11時　
季節のイベント・読み聞かせほか　乳
幼児と保護者対象
▼おもちゃの病院　2/25㊎10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼そば打ち体験教室　2/27㊐9時～15
時　成人対象　定員9人　参加費2500
円

　1/17㊊・18㊋は施設点検等のため休
館します。
▼文学講座「論語」　1/28～3/18の㊎
（2/4・11㊗を除く）14時～16時　全6

▼こぶたのしっぽ　1/12㊌、2/2㊌11
時～11時30分　パネルシアター　乳幼
児と保護者対象　定員8組
▼おもちゃ病院　1/15㊏、2/19㊏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
▼読み聞かせ「バンビ」　1/17㊊、
2/7㊊・21㊊11時～　乳幼児と保護者
対象　定員10組
▼プラバンを作ろう　1/19㊌～21㊎15
時～、16時～　小学生対象　定員各6人
▼ABCで遊ぼう　1/24㊊15時30分～
16時30分　3歳～小学生（幼児は保護
者同伴）対象　定員10人
▼毛糸の雪だるまを作ろう　2/8㊋～
10㊍15時～、16時～　小学生対象　定
員各4人
▼バイオリン親子コンサート　2/14㊊11
時～　乳幼児と保護者対象　定員10組

回　講師は作家の松本孝氏　成人対象
　定員150人　
▼こころを結ぶ光のひろば　2/1㊋10
時～12時　点字体験ほか　定員10人
▼利用者懇談会　2/13㊐・14㊊10時～
　次年度事業・利用方法等の説明ほか
　同館利用サークル・団体対象
▼ホッとひと息「子育てサロン」　2/
16㊌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
▼マタニティー「だっこままぎゅっ」
　2/18㊎13時30分～　胎教と友達作り
　初妊婦対象　定員10人
▼にじいろタイム　2/18㊎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
▼マジック教室　2/19㊏10時～12時　
講師はふしぎや石橋氏　小・中学生対
象　定員15人

▼おもちゃの病院　1/10㊗、2/14㊊10
時～12時　おもちゃの無料修理　部品
代実費　1人2点まで
▼世界の料理教室～韓国～　1/26㊌9
時30分～13時　サムゲタン・チヂミ　
成人対象　定員12人　参加費700円
▼おはなしの時間　1/26㊌、2/16㊌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
▼元気ルームMINI　2/3㊍10時～12時
　ホール開放　乳幼児と保護者対象
▼樹脂粘土でひな人形作り教室　2/4
㊎13時～16時　成人対象　定員8人　
参加費1000円
▼冬の星空観察教室　2/18㊎18時30分
～20時30分　小学生と保護者対象　定
員30人

川柳文化センター ☎936-4088

中央公民館 ☎922-5344
谷塚文化センター ☎928-6271

柿木公民館 ☎931-3117

新里文化センター ☎927-3362

新田西文化センター ☎942-0778

住吉児童館 ☎928-5736

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ⑨情報コーナー「すとりーと」 2022年1月1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

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）。

休 日 当 番 医

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。

内
科

内
科

内
科

外
科
・
午
前

外
科
・
午
後

外
科
・
午
前

外
科
・
午
後

1/16㊐

9時～12時・14時～17時
吉町3-1-3

☎922-2616

神谷医院
9時～12時・14時～17時
高砂2-6-4

☎922-0963

内山内科
小児科医院

9時～12時・14時～17時
草加3-8-21

☎942-6062

かがわ医院
9時～12時
中央2-4-11

☎924-1375

山崎クリニック

16時～19時
松江2-3-26

☎935-4838

草加松原
整形外科医院

16時～19時
松江2-3-26

☎935-4838

草加松原
整形外科医院

9時～12時
新栄2-27-7-S-1 1F
☎946-6701

まゆみ歯科

1/10㊗

9時～12時・14時～17時
金明町371 2F
☎954-5362

新田駅前
内科クリニック

1/9㊐

9時～12時・14時～17時
旭町6-1-17 1F
☎941-2140

いまじょう
クリニック

9時～12時
谷塚1-2-45-108
☎928-6137

ミックオーラル
クリニック

豊田クリニック

1/3㊊

9時～12時・14時～17時
氷川町2129-2
☎928-0011

山崎胃腸科
内科クリニック

9時～12時・14時～17時
氷川町2153-10
☎922-5103

木原整形外科医院

9時～12時
小山2-16-18
☎944-8148

市ノ澤
歯科クリニック9時～12時

金明町753-7
☎943-1200

梅田歯科

1/2㊐

9時～12時・14時～17時
松原2-2-7

☎942-5462

松本医院

9時～12時・14時～17時
谷塚1-11-18
☎928-3111

メディカルトピア
草加病院

1/1㊗

9時～12時・14時～17時
松原4-5-8

☎941-0211

横内整形外科
クリニック

外
科

歯
科

内
科

内
科

外
科
・
午
前

外
科
・
午
後

外
科
・
午
前

外
科
・
午
後

16時～19時
松江2-3-26

☎935-4838

草加松原
整形外科医院

16時～19時
松江2-3-26

☎935-4838

草加松原
整形外科医院

1/30㊐

9時～12時・14時～17時
新栄4-2-5

☎941-5211

しんえいクリニック
1/23㊐

9時～12時・14時～17時
谷塚町831

☎925-4952

佐藤医院

9時～12時
柿木町1127-1
☎930-3636

豊田クリニック
9時～12時
中央2-4-11

☎924-1375

山崎クリニック

内
科

外
科

歯
科

内
科

外
科

歯
科

内
科

外
科

歯
科

9時～12時
栄町2-11-9 2F
☎935-0383

佐藤歯科クリニック
9時～12時

中根3-23-17
☎931-0113

弁天町歯科医院
9時～12時

北谷1-23-12 １F
☎944-5330

さとう歯科医院
歯
科

歯
科

歯
科

9時～12時
柿木町1127-1
☎930-3636

かばさん薬局☎960-0015 けやき薬局☎942-8485 院内処方 コイケ薬局☎943-4022 あるも薬局☎954-5368 アイセイ薬局☎926-2330

プラザ薬局☎946-6756 院内処方

院内処方 院内処方

アイン薬局☎954-9193 そうごう薬局☎928-1431

院内処方 院内処方

氷川町薬局☎921-1193 アイン薬局☎954-9193 くりの木薬局☎944-0123 そうごう薬局☎928-1431

院内処方 院内処方

受診時は、事前に電話連絡を。!

㊐㊗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

＜有資格者対象＞
①フルタイム保育士　㊊～㊎7時～19
時の間の7時間45分　月給17万6172～
20万340円
②短時間保育士（週15時間）　㊊～㊎
10時30分～15時30分の間の3時間　時
給1120～1314円
③短時間保育士（週30時間）　㊊～㊎
7時～19時の間の6時間　時給1120～1
314円
④時間外保育士　㊊～㊏　延長保育有
の園：㊊～㊎7時～9時・16時30分～19
時、㊏7時～19時の間の6時間　延長保
育無の園：㊊～㊎7時20分～18時30分
の間の3時間30分、㊏7時20分～15時
30分の間の5時間　時給1120～1314円
⑤フルタイム看護師・准看護師　㊊～
㊎8時30分～17時　月給17万6172～20
万340円・17万130～19万3556円（准）
⑥フルタイム栄養士　㊊～㊎8時30分

～17時　月給17万6172～20万340円
⑦フルタイム調理師　㊊～㊎8時30分
～17時　月給18万7090～20万5852円
＜資格不問＞
⑧調理支援員　㊊～㊏8時30分～13時
　時給1066～1193円
　いずれも場所は市立保育園。有給休
暇等あり。②を除き、社会保険等・賞
与あり。
è保育課等で配布する申込書（市HP
からも入手可）に資格証の写しを添え
て保育課へ。☎922-1491Ü922-3274

　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1/26㊌。
採用は令和4年3/1付。è1/21㊎（必
着）までに指定申込書（市HPから入
手可）を介護保険課へ。☎922-1414Ü
922-3279

①学校調理士　㊊～㊎8時30分～16時
45分のうち7時間30分　時給1103円
（有資格者1150円）
②技能員　㊊～㊎8時30分～17時のう
ち7時間30分　時給1103円　
③学校栄養士　㊊～㊎のうち4日8時30
分～17時のうち4時間　時給1120円
④スクールソーシャルワーカー　㊊～
㊎のうち2日（年90日）8時30分～17
時のうち6時間　時給1968円
　いずれも募集は若干名、交通費支
給。①②は長期休業中は原則休み、社
会保険あり。①～③は期末手当あり。
è1/28㊎までに専用の申込書(市HPか
ら入手可)に①③は免許状の写しを添
えて、①～③は総務企画課へ。☎
922-2497Ü928-1178、④は教育支援室
へ。☎933-7591Ü933-7590

　通学路での児童への交通安全指導
（7時30分～8時30分）や交通安全教

公立保育園の保育士等
（会計年度任用職員）

介護認定調査員
（会計年度任用職員）

4月採用　小中学校職員
（会計年度任用職員）

小学生を指導する
交通指導員

土木作業員
（会計年度任用職員）

室での指導。勤務は4月から。場所は
高砂小・川柳小・西町小・長栄小・青
柳小・松原小・花栗南小・八幡小・氷
川小・八幡北小学校区。市内在住の
20歳以上で交通安全に理解と関心のあ
る人対象。募集は各学区1～2人。制服
・装備品を貸与。報酬は登校時の交通
安全指導が1回につき1500円、交通安
全教室での指導等が1時間につき1000
円。è1/4㊋～21㊎に〒340-8550交通
対策課へ電話連絡の上、履歴書を送
付。☎922-1641Ü922-1030

　勤務は㊊～㊎8時30分～17時15分。
場所は維持補修課。道路等の補修作業
や自動車運転。普通自動車第一種運転
免許（AT車限定可）以上所有対象。
募集は若干名。月給15万4349円（地
域手当含）。期末手当、通勤手当、社
会保険等あり。面接は2/3㊍。採用は
4/1付。è1/28㊎（必着）までに指定
申込書（市HPから入手可）と免許証
の写しを維持補修課へ。☎922-2412Ü
922-3049

⑩ 2022年1月1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」

ＱＲコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。



萬設備
正木設備㈱
㈲石田水道
㈱井戸梅

長栄1-779-1-R1
栄町3-9-30
吉町1-5-12
住吉2-4-3

☎942-1200
☎931-3933
☎922-2736
☎922-3413

1/1㊗
1/2㊐
1/3㊊
1/9㊐

三栄工業
㈱今泉水道
竹内セントラル㈱
㈲駒崎設備

苗塚町55-4
谷塚上町483-3
氷川町2112-6
氷川町818-3

☎925-7384
☎927-1010
☎928-5525
☎924-4136

1/10㊗
1/16㊐
1/23㊐
1/30㊐

㊐㊗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

㊊…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）

㊊～㊎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）

1/26㊌13時～16時…稲荷コミセン、2/16㊌13時～16時
…勤労福祉会館☎922-0825（人権共生課）／月9時～
16時…さいたま地方法務局越谷支局☎966-1321

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）

内職相談

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）

配偶者等からの暴力相談

就職相談

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開設

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）

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）
1/13㊍・27㊍、2/10㊍…谷塚児童センター☎925-1856
1/17㊊、2/7㊊…住吉児童館☎928-5736
1/19㊌、2/16㊌…氷川児童センター☎928-2341
1/20㊍、2/2㊌・17㊍…新栄児童センター☎942-9876

すこやか相談会
（子育て相談・情報提供）

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）

行政書士による相談（相続・外国人在留
帰化・金銭貸借等の書類作成など）

ä㊋㊌（1/4・5を除く）、第1・3㊎（1/7
を除く）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

行政相談（国の仕事に関する意見・要望）

税務相談（相続税・贈与税など）
1/14㊎13時30分～16時
ä第3㊎13時30分～16時30分

ä第4㊍9時～12時

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）

ä第3㊍13時30分～15時30分
…高砂コミセン

働く

その他

女性の生き方

福祉・介護

ä㊍、1/8㊏11時～16時…草加市文化会館 ☎931-9325○内
50（さわやかサロン）

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）相　談　案　内

1/4㊋～2/20㊐
（㊗㊡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

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）

■スポーツウエルネス吹矢体験会　
1/7㊎・13㊍・15㊏・25㊋・27㊍・30
㊐、2/1㊋・3㊍9時～11時　1/22㊏15
時～17時　中央公民館　無料　ε関根
☎090-4062-1356
■氷川ダンス倶楽部フリーダンス　
1/9㊐13時15分～16時10分　谷塚文化
センター　飲み物付き　男女競技選手
・会員多数待機　参加費700円　ε太
田☎090-3520-7309
■スポーツウエルネス吹矢体験会　
1/11㊋・18㊋13時～15時　瀬崎コミセ
ン　無料　ε石井☎090-9310-5460
■おもちゃのひろばとことこ　1/11㊋
・25㊋13時～15時30分　吉町集会所
　0歳～小学生対象　おもちゃを通じ

た子育ち支援を再開　ママ友作りを応
援　参加費100円　ε佐藤☎929-0357
■フォークダンス体験教室　1/12㊌・
26㊌10時～12時　氷川コミセン　参加
費1回300円　è中村☎922-2636
■バレエ無料体験　1/12㊌17時～18時
　中央公民館　体が柔らかくなるバレ
エを体験しませんか　年少～小学生対
象　è金丸☎080-6890-9377
■卓球体験　1/14㊎15時～・18㊋9時
～　市民体育館　ε松が根クラブ須藤
☎922-4789
■スポーツウエルネス吹矢体験会　
1/15㊏・22㊏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
■介護者の集い「オアシス」　1/15㊏
10時～12時　中央公民館　1/25㊋10時
30分～12時　瀬崎平成塾　2/1㊋13時
30分～15時30分　市民活動センター　
ε山田☎928-5332

■スポーツウエルネス吹矢体験　1/15
～29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
■八幡ダンスサークルフリーダンス　
1/16㊐13時15分～16時15分　谷塚文化
センター　ミキシング、トライアル有
　飲み物付き　参加費500円　ε飯塚
☎090-4958-9229
■ふれあい書道体験会　1/17㊊9時～
11時　シルバー人材センター　1/24㊊
・31㊊9時～11時　中央公民館　無料
　ε前田☎924-3569
■介護者サロン「らくだ」　1/21㊎　
さかえ～る　「こもれび」　1/27㊍　
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
■2022年度体験練習会「草加ジュニ
ア陸上クラブ」　1/22㊏9時～　氷川
小校庭　新小学1～6年生対象　事前申

込制　電話連絡後に専用申込フォーム
で　ε杉本☎090-9426-9844
■ニューロマンスフリーダンスパーテ
ィー　1/23㊐13時15分～16時10分　谷
塚文化センター　リボン待機　飲み物
付き　トライアル有　参加費700円　
ε高橋☎090-2303-3667
■ミシン洋裁基礎講座　1/16㊐・26㊌
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☎090-6657-40
05
■遺言書の書き方と終活を学ぼう　
1/29㊏10時～12時　市民活動センター
　一般対象　定員9人　参加費無料　
è遺言相続後見ネット☎946-5152
■草加市コミュニティ協議会正規職員
募集　高卒以上の市民対象　募集は若
干名　試験日1/30㊐　受験案内は各コ
ミセンで配布中　è1/21㊎までに同協
議会☎922-6327

※感染症の影響により中止・変更の場合あり

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ⑪情報コーナー「すとりーと」 2022年1月1日号

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



　不燃ごみ・資源物の㊊コースは、1月に限り1週後にずれま
す。㊋・㊌・㊍・㊎コースは通常通りです。

　令和3年10月22日㈮に審査会が行われ、13点が入賞しました。

　出生届、婚姻届等の戸籍に関する届け出は、1月3日㈪までの
閉庁期間中も市役所第二庁舎警備員室で受け付けます。 　訪問診療医で鳳永病院院長の浅野務先生を講師に、通院が困難な

人の自宅へ医師が訪問する「訪問診療」について、具体的な内容・
様子をお話しします。
■日時　2月20日㈰午後2時～3時
■会場　高砂コミセン　■定員　90人

　誰にでも訪れる人生の最終段階。そんな「もしものとき」について、浅
野先生との座談会を行います。
■時間　午後3時15分～4時　■定員　10人

　「ごみ収集カレンダー」、
「ごみ分別事典」、出し忘れ防
止のための「アラート設定」な
ど便利な機能があります。大掃
除や引っ越しが多くなるこの時
期にぜひご活用ください。

　自身の体力や苦手な部分を把握し、日常生活上の注意点など
を意識するきっかけに。ω1月11日㈫から同課へ。

新型コロナワクチン情報

問長寿支援課
　☎922-2862
　Ü922-3279

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

問長寿支援課☎922-2862Ü922-3279問長寿支援課☎922-2862Ü922-3279

問廃棄物資源課☎931-3972Ü931-9993問廃棄物資源課☎931-3972Ü931-9993

問市民課☎922-0151Ü922-3091（代表）問市民課☎922-0151Ü922-3091（代表）

問草加市観光協会事務局（文化観光課内）☎922-2403Ü922-3406問草加市観光協会事務局（文化観光課内）☎922-2403Ü922-3406

広報そうか臨時号を発行します

コース
㊋・㊎
㊌・㊏
㊊・㊍

会場
谷塚文化センター
中央公民館

新里文化センター
であいの森

1月28日㈮午後3時～4時30分
2月8日㈫午後3時～4時30分
2月9日㈬午後3時～4時30分
2月10日㈭午後3時～4時30分

日時

各12人

定員

開始日
1月4日㈫から
1月5日㈬から
1月6日㈭から

コース
第1・3㊊
第2・4㊊

■し尿くみ取り
　1月4日㈫から

■可燃ごみ ■不燃ごみ・資源物

1月の収集
第2・4㈪
第3・5㈪

集団接種会場（草加市文化会館）
予約受付中

　接種券の発送時期やワクチンの種類など、３回目接種に関する内容を
記載。接種券の送付に申請が必要な人もいますので、内容をよく確認して
ください。

在宅療養虎の巻講座
訪問診療を知っていますか

接
種
予
約 3回目

接種の人 ※1月は㊋㊍㊏のみ

※5月末までに2回目接種完了済みの医療従事者

※収集日はごみ収集カレンダーごみ分別
　アプリ等で確認してください。

個別接種会場（一部医療機関）
予約受付中1・2回目

接種の人
1/8～10
全戸配布

人生会議（ACP）座談会
同日同所開催
講座参加者対象

浅野先生と一緒にお話ししましょう！

草加市体力測定事業
簡単！5つの体力測定

草加の四季観光写真コンクール

ごみ分別アプリが便利です
スマートフォンをお持ちの人

年始のごみ収集業務等
可燃ごみ収集は1月4日㈫から

市役所業務は1月4日㈫から

iOS版 Android版

入賞作品が決定

次回の広報そうかは2月5日発行です

期間
1月18日㈫～31日㈪
午前9時～午後5時
※18日㈫は正午から、
　31日㈪は午後3時まで

●観光協会会長賞
　「お休み処」井下宜郎
●草加松原賞
　「冬に向って」松本一男

●東武よみうり新聞社賞
　「季節の便り」渡辺君子
●フォトライフサポートセンター賞
　「カモの道草」小西直昭　

間近で見られる

作品展示を開催

観光協会
会長賞

フォトライフ
サポート
センター賞

草加
松原賞

東武
よみうり
新聞社賞

65歳以上
対象

会場
アコスギャラリー小

※講座申込時に参加希望の
　有無を伝えてください。

申し込み
1月5日㈬
午前9時から

電話で草加八潮医師会在宅医療サポートセンターへ。

☎959-9972Ü959-9982

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

年始は1/4㈫午前8時30分から

草加人のための情報紙　広報「そうか」⑫ イベント・講座情報2022年1月1日号

市の人口　令和3年12月1日現在　25万957人（男12万6766人・女12万4191人）/前月比1人増/世帯数12万1599世帯
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