
公式ホームページ
をリニューアル!
公式ホームページ
をリニューアル!

新型コロナワクチン情報8面 65歳以上の接種間隔が6か月に短縮になりました

　より見やすく探しやすくなるよう、市公式ホームページをリニューアルしました。情報の
整理・統合により、アドレスが変更になるページがあります。各ページを「お気に入り」や
「ブックマーク」等に登録している場合はお手数ですが、再登録をお願いします。

　より見やすく探しやすくなるよう、市公式ホームページをリニューアルしました。情報の
整理・統合により、アドレスが変更になるページがあります。各ページを「お気に入り」や
「ブックマーク」等に登録している場合はお手数ですが、再登録をお願いします。
問広報課☎922-05495922-3041問広報課☎922-05495922-3041

市の魅力を発信する
「草加市を楽しむ」ページ
市の魅力を発信する

「草加市を楽しむ」ページ

アイコンが増えて
探しやすくなりました
アイコンが増えて
探しやすくなりました

英語・中国語・韓国語の
簡易自動翻訳機能を追加
英語・中国語・韓国語の
簡易自動翻訳機能を追加

注目情報をお知らせ
「トピックス」
注目情報をお知らせ
「トピックス」

バナー広告主
募集中です

イベント情報は
カレンダー
でチェック！

　転入者や市民の皆さんに草加市のことや魅力
を知ってもらうための特設ページを追加しました。

　トップページ閲覧数は、令和3年
中の月平均で17万5000PV。有
用な広告媒体として活用できます。
詳細は広報課または市ホームペ
ージへ。
【掲載料】
・トップページ  1枠   3万円/月
・見出しページ 1枠3000円/月

　欲しい情報へ簡単につながります。

★従来の広報そうかの一部英訳や手続きを
　まとめた「ガイドブック」も継続掲載します。

市内のできごとや注目事業を紹介。

折り込んである「ＴＡＸぺいじ｢税｣特集号」「そうか市議会だより」は、抜いて読んでください。
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から

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.1289

令和 　 年（2022年）

日号5

☎048-922-0151（代）
5048-922-30914

月2



■12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）

「確定申告書等作成コーナー」で自宅で簡単に申告書作成

※バス停「川口市立高校」
　から徒歩5分

SKIPシティ「川口市立
高校」バス停

←JR西川口駅←JR西川口駅
川口市立
高校

産業技術
総合センター

文

SKIP（スキップ）シティ　産業技術総合センター　1階多目的ホール
確定申告メイン（主）会場

中央公民館
簡易申告会場（給与・年金のみ）

確定申告ではありません

最寄りのバス停「川口市立高校」
①JR川口駅東口7～9番乗り場からバス
に乗り「川口市立高校」下車徒歩5分
②埼玉高速鉄道鳩ケ谷駅西口3番乗り場
から「川口市立高校経由川口駅東口」行
きに乗り「川口市立高校」下車徒歩5分

　パソコンやスマートフォンで申告書が作れる「確定申告書等作成コーナー」
を利用して、「e-Tax」「郵送」で申告を。　
　「e-Tax」はマイナンバーカードがあれば、専用の IDやパスワードなしで申
告できます。

■期間　2月16日㈬～3月15日㈫
　　　　午前9時～午後4時
　※㈯㈰㈷を除く。2月20・27日の㈰は開催

■具体的な申告対象者
①事業所得・不動産所得・雑所得・譲渡所得・一
時所得等の合計が所得控除の合計を超える人
②所得税が源泉徴収されており、各種所得控除を
追加することで、所得税が還付される人
③給与の収入が2000万円を超える人
④年末調整をした会社からの給与以外に給与収入
やその他の所得があり、その合計が20万円を
超える人
⑤公的年金の収入が400万円を超える人
⑥公的年金以外の所得が20万円を超え、所得税
が課税される人
⑦その他（損失を繰り越す場合や株式の申告等）

■会場　中央公民館
■期間　2月16日㈬～3月15日㈫　※㈯㈰㈷を除く
　　　　午前9時～午後3時30分
※確定申告と日程が異なりますので注意してください。
※混雑状況により受付時間が前後することがあります。
※同館では申告に関する質問等に答えられません。問い合わせは市民税課へ。
※公共交通機関や自転車での来場に協力を。

　入場整理券が必要です。会場での当日配布また
はLINEでのオンライン事前発行で入手できます。

■期間　2月16日㈬～3月2日㈬
　　　　午前9時～午後2時30分
　　　　※㈯㈰㈷を除く

■申告対象者
　給与・年金収入のみの簡易な申告
　（扶養・生命保険・医療費控除の追加等）
※同館では、所得税の確定申告に関する質問等
に答えられません。問い合わせは市民税課へ。
※公共交通機関や自転車での来場に協力を。

各日200人で受付終了
　混雑状況により午前中の早い時間に終了する場
合や受付時間が前後することがあります（例年、
期間の前半は特に混雑します）。

　手元に市民税・県民税申告書がない人
は市民税課へ連絡を。
【郵送時に必要なもの】
①市民税・県民税申告書
②本人（身元）確認書類のコピー
③マイナンバーが確認できる書類
④源泉徴収票等の収入金額がわかるもの
⑤控除証明書等

郵送申告が便利です

確定申告書等作成コーナーの事前準備
やエラー解消はヘルプデスクへ。
☎0570-01-5901（平日のみ）
※2月20日～3月13日の日曜日は実施

住宅借入金等特別控除、その他の所得（事
業、不動産、株・土地・建物等の譲渡）、
海外被扶養者がある人等

※SKIPシティでは申告に関する質問等に答え
られません。

　問い合わせは川口税務署へ。
※確定申告や入場整理券などの詳細は国税庁
　ホームページで確認を。

前年中に収入があった人は原則申告が必要です。

●草加駅東口から徒歩10分

ただし、確定申告を行った場合等は申告不要です。
※詳細は折り込みの「TAXぺいじ「税」特集号」で確認を。

次の人はSKIPシティで申告を
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国税庁　確定申告書等作成コーナー

〒340-8550市民税課
郵送先

川口市上青木3-12-18（駐車場：約300台）
住吉2-9-1

【確定申告、市民税・県民税申告共通】
□本人（身元）確認書類
□マイナンバーカードまたは通知カード
□申告書（送られてきた人のみ）
□令和3年分の源泉徴収票（給与・公的年金収入
があった人）
□収入が分かる申告用の書類（その他の収入があ
った人）
□生計を一にする親族（所得48万円以下）を扶養
　控除の対象とする場合は、その親族のマイナン
バーが分かるもの（メモ可）
□障害者手帳など（障がいのある人）
　※要介護1～5の認定を受けている場合は障害者
控除対象者認定書（介護保険課で発行）
□各種控除を受けるための控除証明書や領収書

□令和3年中に支払った医療費の明細書（医療費控
除及び医療費控除の特例を受ける人）
　※右記参照

【確定申告】
□本人名義の通帳
□ID(利用者識別番号)が分かる書類
　※「利用者識別番号等の通知」、「確定申告のお
知らせ」（はがきまたは通知書）、「申告書等送
信票（兼送付書）控用」、「ID・パスワード届出
完了通知」など
□事業所得及び不動産所得があった人は、作成した
青色申告決算書または収支内訳書

【市民税・県民税申告】
□委任状と代理人の本人（身元）確認書類（代理申
告の場合）
□収支が分かる帳簿、支払調書、領収書など（事業
所得及び不動産所得があった人）

●医療費控除の明細書の代わりに領収書を提出で
きる経過措置は終了しました。必ず明細書を作
成し、領収書は自宅で保管を。

●明細書の様式は市ホームページからも印刷可。
※医療費控除は所得税または市民税・県民
税がかかっていない人は対象外。また、
医療費控除とセルフメディケーション税
制は同時に適用できません。

医療費控除を受ける人へ
明細書の作成が必須です

問川口税務署☎048-252-5141

問市民税課
　☎922-1042市民税・県民税申告 申告期間（2月16日～3月15日）は、市民税課で申告できません。

確定申告（所得税の申告） 〒332-8666 川口市青木2-2-17（郵送申告のみ）
※2月16日㈬～3月15日㈫は、川口税務署での申告はできません。

申告に必要な持ち物

来場前の検温・
マスク着用・
アルコール
消毒

37.5度以上の
発熱や風邪症
状がある場合
は、入場不可

申告会場は
大変混み合います！
「e-Tax」や「郵送」の
申告にご協力を

申
告
会
場
で
の
ル
ー
ル

税税税の
申告

② 草加人のための情報紙　広報「そうか」市政情報2022年2月5日号



○PM2.5（単位：マイクログラム／㎥）最大値20.3／最小値1.0未満（花栗中学校内）　○給食の放射性物質の検出なし

対象

　市立病院事業管理者の諮問に応じ、同病院の運営等について意見
を述べ、検討する市民委員を募集します。
■対　　象　市内在住の20歳以上（令和4年4月1日現在）で、市の

他の審議会等の委員になっていない人。
■募集人数　1人
■任　　期　委嘱日から2年間
■報　　酬　会議1回につき7000円
■公開抽選　3月3日㈭午前10時から市立病院本館3階講堂で
ω 2月28日㈪までに市役所情報コーナー、サービスセンターほかで
配布する応募用紙（市販のA4用紙可）に審議会の名称・氏名（ふ
りがな）・住所・性別・生年月日・年齢・電話番号・公開抽選日の
出欠・現在の職業・主な職歴・地域活動等の経験・小論文「草加市
立病院運営審議会委員に応募した動機について」（600～800字）
を記載し〒340-8560同病院経営管理課へ（ファクス、メールも可）。

ωいずれも計画案は市役所情報コーナー・危機管理課で閲覧できま
す。素案の概要と意見用紙は、危機管理課・サービスセンター・公
民館等の公共施設で配布（市ホームページからも入手可）。意見の
ある人は、2月7日㈪～3月8日㈫に意見用紙を〒340-8550危機管理
課へ（ファクス・メールでも可）。

 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化しているため、令
和3年度分の住民税（市町村民税）均等割が非課税の世帯（※1）と
家計急変世帯（※2）を支援します。

■支給額　1世帯あたり10万円（重複受給不可）

※1 他の親族等の扶養を受けていると対象外となる場合があります。
※2 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和3年1月以降に家計が急変し、同一世帯
に属する全員の年収見込額が、住民税均等割非課税相当となった世帯

　大規模自然災害に備え、強くてしなやかなまちづくりを総合的か
つ計画的に進めることを目的として、「草加市国土強靱化地域計
画」の素案を作成しました。

③草加市国土強靱化地域計画

　国の法令・計画や埼玉県計画の修正等を反映させるとともに、令
和3年10月7日地震における課題、教訓等を踏まえた検証結果を反
映した、草加市地域防災計画（震災対策編）改訂の素案を作成しま
した。

②草加市地域防災計画（震災対策編）

　風水害や大規模火災・停電等の事故災害に対応できるよう、活動
体制を見直すとともに、国や県など上位計画等との整合を図るた
め、草加市地域防災計画（風水害対策編・事故対策編）改訂の素案
を作成しました。

①草加市地域防災計画（風水害対策編・事故対策編）

問交通対策課☎922-1641Ü922-1030

加害者にも被害者にも
ならないために

・思いやりを持った運転
・夕暮れ時、早めにライトを点灯
・横断歩道では、歩行者優先を徹底
・飲酒運転は犯罪です。絶対やめましょう

ドライバーの皆さんドライバーの皆さん

・左側通行を順守
・交差点では、交通ルールを順守
・大人もヘルメットを着用

自転車を利用する皆さん自転車を利用する皆さん

・夜間外出するときは、反射材等を身に付ける
・停まっている車付近を横断するときは特に気を付ける
・横断歩道の横断時は「SIGN」（サイン）が合い言葉

歩行者の皆さん歩行者の皆さん

運転手に
笑顔で会釈

にっこりにっこりNN
車の飛び出し
がないか注意

じっくりじっくりGG
横断前に
左右確認

いつでもいつでもII
手を挙げる、
顔を向ける

しっかりしっかりSS

どんな手続きが必要かチェック

令和3年1月1日以前
から世帯全員が草加
市に住民登録されて
いる

令和3年1月
以降、家計急
変世帯である

対象外

2月下旬に市から申請書が届きます。
必要事項を記入し、必要書類を添えて返送

申請が必要 9月30日㈮締切

世帯全員の住民税均
等割（令和3年度分）が
非課税である

スタートスタート

確認書が届きます
（要返送）

対象

4月30日㈯までに必要
事項を記入し、必要書
類を添えて返送

市職員がATM操作のお願いや手数料の振り込みを求める
ことは絶対にありません。
市職員をかたる不審な電話や訪問者があった場合は、迷わ
ず最寄りの警察署または警察相談専用電話（☎＃9110）へ。

はい はい

はい

いいえ

いいえ

草加市防犯啓発キャラクター
「子どもポリス　のり夫くん」

いいえ

問臨時特別給付金室☎922-0182

詐欺にご注意を！

次のことに注意し、交通事故防止に協力をお願いします。
皆さん1人ひとりの取り組みが不可欠です

対象

申請書は市ホームページ（QRコ
ード）またはコールセンターへ
連絡を。必要事項を記入し、必
要書類を添えて郵送

申請が必要 9月30日㈮締切

交通事故防止
特別対策地域

問市立病院経営管理課☎946-2200Ü946-2211
　soka-hosp2200@max.odn.ne.jp臨時特別給付金を支給
市立病院運営審議会

①草加市地域防災計画（風水害対策編・事故対策編）
②草加市地域防災計画（震災対策編）
③草加市国土強靱化地域計画
問危機管理課☎922-0614Ü922-6591
　kikikanrika@city.soka.saitama.jp

パブリックコメント

住民税非課税世帯等の皆さんへ

☎0570-000-653
受付時間：午前9時～午後6時（毎日）

問い合わせ ※通話料がかかります

臨時特別給付金
コールセンター

委員
募集

皆さんの意見を募集します

を重点目標に、草加警察署や
関連団体と協働で交通事故防
止対策に取り組んでいます。

現在、市では、　昨年10～12月の3か
月間で、交通死亡事故
が4件発生したため、
県から「交通事故防止
特別対策地域」に指定
されました。指定期間
は3月26日㈯まで。

交差点高年者

市内で交通死亡事故が多発

指定

の交通事故防止

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③市政情報 2022年2月5日号



療養期間終了

療養生活

　埼玉県指定診療・検査医療
機関検索システムで受診先を
探し、電話で事
前予約してくだ
さい。

かかりつけ医に
電話で相談

かかりつけ医がない場合は？

発熱など感染が
疑われる症状が発生

検査を受けた
医療機関等から連絡

陽性の場合
保健所から連絡

受診先に迷う場合は？

☎048-762-8026
Ü048-816-5801
に相談できます。　

埼玉県受診・相談センター　埼玉県受診・相談センター

主な流れ

新型コロナの感染の疑いがあるとき、
どうしたらいいの？

・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】

　経済的理由で高校・短大・大学・専
門学校等への就学が困難な人に奨学金
を貸し付けます。貸し付けは審査の上
決定し、4月から開始します。
■条件　①～④全てを満たす人
①市内に1年以上居住している。
②学校長の推薦がある。
③他の奨学金に相当する貸し付けを受
けていない。
④1都6県（東京都・神奈川県・埼玉県
・千葉県・群馬県・栃木県・茨城県）
に1年以上居住し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・現に市の同制度または入学準備金

の保証人ではない）が1人いる。
■貸付月額
〇高校・高専・専修学校…国・公立1
万円、私立2万円
〇短期大学・大学…国・公立1万5000
円、私立3万円
■返済
　貸付期間終了月の翌月より6か月経
過後から、国・公立は貸付期間の2倍、
私立は3倍の期間で均等月払い。
■個別相談
　随時可。時間外希望者は要連絡。
è3/7㊊までに総務企画課へ。☎922-2
619Ü928-1178

　取扱事業者の皆さんへの換金期限は、
2/28㊊到着分までです。余裕をもった
投かんをお願いします。また、商品券
の使用期限は2/13㊐です。未使用であ
っても返金はできません。期限までの
使用をお願いします。
　詳細は令和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☎928-
8121（平日10時～16時）へ。ε産業振
興課☎922-3073Ü922-3406

　2/21㊊～3/8㊋（㊏㊐㊗を除く）。
縦覧場所は都市計画課。草加柿木産業
団地地区及び獨協大学前〈草加松原〉
駅西側地区における都市計画（地区計
画及び地区整備計画）の変更に当たり、
変更案を縦覧します。意見がある場合
は、3/8㊋（必着）までに縦覧場所に
ある意見書を〒340-8550都市計画課へ。
ε同課☎922-0183Ü922-3145

　国民年金保険料を口座振替で前納
（4月末（今年は5/2㊊）に1年または2
年分を一括納付）すると、納付書等で
の納付より割引額が多くお得になりま
す。金融機関等に行く手間も省け、納
め忘れ防止になります。令和4年度分
の口座振替による前納の申込みは2/28
㊊（必着）までに預貯金口座がある金
融機関窓口または越谷年金事務所に年
金手帳・預貯金通帳・預貯金通帳の届
出印を持参し、手続きしてください
（〒343-8585越谷年金事務所への郵送
も可）。現金・クレジットカード納付
でも1年または2年前納が利用できます。
なお、2年前納は割引額が大きくなり
さらにお得です。ε越谷年金事務所☎
960-1190Ü960-7220

金融機関等窓口で納付　所得税及び復
興特別所得税は3/15㊋、消費税及び地
方消費税（個人事業者）は3/31㊍まで。
口座振替日　所得税及び復興特別所得
税は4/21㊍、消費税及び地方消費税
（個人事業者）は4/26㊋です。
ε川口税務署☎048-252-5141

　Jアラート（全国瞬時警報システム）
の試験放送を防災行政無線を使って行
います。
●日時　2/16㊌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）
　なお放送内容は「防災行政無線テレ
フォンサービス（☎0120-777031）で
も確認できます。
＜Jアラート＞地震や武力攻撃などの
緊急情報を国が人工衛星などを通じて
瞬時に伝えます。
ε危機管理課☎922-0614Ü922-6591

　低所得の子育て世帯等へ18歳以下の
児童1人につき5万円を支給しています。
18歳以下（3月末までの年齢）の児童
を養育していて、下記に該当する人は
2/28㊊までに申請をしてください。

・公的年金等を受給していることによ
り令和3年4月分の児童扶養手当を受け
ていないひとり親等
・新型コロナウイルス感染症の影響を
受けて収入が減少した人
・令和3年度分の住民税均等割が非課
税の人
　詳細は市HPで確認してください。
ε子育て支援課☎922-1476Ü922-3274

　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
集しています。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。応募は1人何点でも可。
未発表のものに限る。応募者全員に参
加賞を、入賞者には記念品を贈呈。
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

　重要な財源である市税収入の安定的
な確保と収納率向上のため、不動産公
売を実施します。詳細は問い合わせを。
売却方法：入札。入札期間・方法：2/7
㊊～14㊊に原則郵送（書留・2/14㊊必
着）で納税課へ。開札日時・場所：2/15
㊋10時～・市役所西棟第3会議室。ε納
税課☎922-3417Ü920-1502

奨学資金貸付　3/7㊊まで

低所得の子育て世帯
生活支援特別給付金の申請は
2/28㊊まで

Jアラート試験放送
2/16㊌11時

都市計画変更に係る案の縦覧
所得税等の納付は期限までに

明るい選挙啓発標語募集中

国民年金保険料は前納でお得に
口座振替手続きは2/28㊊までに

草加市プレミアム付商品券
換金は2/28㊊必着
使用は2/13㊐まで

不動産公売

④ 2022年2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」

令和4年の市内交通事故状況（前年比）1月20日現在　人身事故21件（－3）　死者0人（±0）

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

自転車保険RinRinそうか受付中。地区別推奨期間の来庁にご協力ください

▶固定資産税・都市計画税　第4期
▶国民健康保険税（普通徴収）  第9期
▶後期高齢者医療保険料（普通徴収）  第8期
▶介護保険料（普通徴収）  第9期

2月の
納税
・
納付 2/28㊊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



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

みんなの健康 問健康づくり課 〒340ｰ0016  中央1ｰ5ｰ22（保健センター）※会場の記載がないものは保健センター
※費用の掲載のないものは無料
※持ち物等は申し込み時に確認を☎922‒0200   Ü922‒1516

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、定員を減らして実施しています。内容や申請方法を変更しているものがありますので、市HP等で最新の情報を確認してください。

■転入者は母子健康手帳を準備の上、健康づくり課へ連絡を

こんにちは赤ちゃん訪問
ô令和4年1月生まれ（妊産婦・新生児訪問をした家庭を除く） ö2月下旬～3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　è電話で
ô乳幼児と保護者 ë10組 ö3/14㊊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　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　ö2/28㊊13時15分～
ô6～8か月児　ë各回12組　ö2/28㊊10時～
ô8か月～1歳2か月児　ë各回12組　ö2/21㊊10時～

マタニティクラス両親学級　è3/1㊋から電話・市HPで
ô6～8月出産予定の初妊婦と夫　ë各10組　ö4/6㊌　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
マタニティサロン　è電話で
ô妊婦と夫　ë20人　ö4/20㊌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

幼児健康診査
1歳7か月児
3歳3か月児

ô令和2年8月生まれ
ô平成30年11月生まれ

ö3/1㊋・15㊋
ö2/8㊋・22㊋

時間等の詳細は
個別通知に記載

ê2月末
ê1月末

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

母子保健　

成人保健

　ぼっくるん隊は、子ども・子育て関連の様々な情報を提供するウェブ
サイト「そうか子育て応援・情報サイト『ぼっくるん』」の運営委員で
す。主な活動は子育て関連の取材と記事の作成、ミーティング（第2㊌
10～12時）。作業は子育て支援センターまたは自宅。撮影やライティン
グのスキルアップ講座もあります。活動期間は4月～令和5年3月（継続
可）。募集は6人（定員10人）。è2/28㊊までに応募用紙（子育て支援
センター、市役所第二庁舎プチみっけ、ぼっくるん等で入手可）を子育
て支援センターへ。☎941-6819Ü941-6828

è

☎ Ü

運営委員募集
仲間になってネ♪

ぼっくるん
はコチラ!

　設置する施設や条件等の詳細は、草
加市スポーツ協会HPで確認を。ε同
協会☎928-6361Ü922-1513

　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。
■建築審査会〈都市計画課☎922-1802
Ü922-3145〉…2/14㊊14時～　市役所
西棟第1･2会議室で　定員5人（15分前
に抽選）

■市立病院運営審議会〈市立病院経営
管理課☎946-2200Ü946-2211〉…2/17
㊍10時30分～　市立病院本館3階講堂
で　定員5人（当日先着順）
■子ども・子育て会議〈子育て支援課
☎922-3492Ü922-3274〉…2/18㊎10時
30分～　高砂コミセン集会室で　定員
5人（当日先着順）

■蓄音機コンサート「童謡特集」　
2/13㊐14時～15時。昭和時代初期に製
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。
■れきみん講座「江戸の暮らしと環境

への配慮」2/18㊎14時～16時。江戸時
代、庶民生活の環境配慮を紹介します。
定員30人。è2/6㊐から電話で同館へ。
☎922-0402Ü922-1117

　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）。料金4
万8 4 0 0円。募集は8区画（1区画
2.7m×10m）。農家さんの指導でトマ
ト、キュウリ、エダマメなど約20種類
を栽培します。è2/7㊊～17㊍に都市
農業振興課へ。☎922-0842Ü922-3406

　2/19㊏～20㊐11時～17時。会場は物
産・観光情報センター。草加モノづく
りブランド認定製品やふるさと納税返
礼品を販売します。ε物産・観光情報
センター☎921-1800Ü921-1811

■卓球教室体験会　2/8・15・22の㊋
17時～19時。全3回。定員10人。費用
1600円。è2/7㊊からシルバー人材セ
ンターへ。☎928-9211Ü928-9209

　3/6㊐9時～15時。会場は総合運動場。
審判知識・技術・ルール改正を学びま
す。18歳以上の審判経験者対象。定員
30人。野球帽、昼食持参。è2/6㊐か
ら電話でそうか公園へ。☎931-9833Ü
935-8510

　2/19㊏13時30分～。会場は紅藤カナ
ダビル。マンションを適正に維持管理
し、快適なマンションライフをサポー
トするための講演会と個別相談会を開
催。講演は埼玉県マンション管理士会
による「マンションの火災保険につい
て」ほか。講演後、個別相談会を実施
予定（予約制）。è相談希望者は2/11
㊗までに氏名・参加人数・住所・マン
ション名・電話番号・相談内容を記入
し〒340-8550都市計画課へ。ファクス、
メール（QRコード）も可。☎922-1896Ü
922-3145

　2/7㊊～13㊐10時～16時。会場はア
コスギャラリー大。国際姉妹都市の米
国カリフォルニア州カーソン市、国際
友好都市の中国河南省安陽市からの記
念品や交流事業の写真などを展示しま
す。また、本場の味わいが楽しめる国
際交流協会会員の手作りグッズ（トル
コ・ロシア・メキシコのお菓子や韓国
の刺繍小物など）を販売します。ε草
加市国際交流協会事務局（文化観光
課）☎922-2403Ü922-3406

北首都国道
事務所

花栗中学校

獨協大学通り

伝右川

国
道
４
号

花栗西グラウンド
花栗3-860-1

■学校体育施設　小・中学校体育館、
校庭を定期利用する10人以上で構成さ
れ、満20歳以上の責任者がいる市民団
体対象
■グラウンド・ゴルフ場　金明専用グ
ラウンド・ゴルフ場と草加中央防災広
場を定期利用する10人以上で構成され
る市民団体対象
■花栗西グラウンド（4月開設予定）

　少年サッカー、グラウンド・ゴルフ
等で利用する10人以上で構成され、満
20歳以上の責任者がいる市民団体対象
　いずれも営利団体不可。現在登録し

ている団体も再登録が必要です。な
お、金明専用グラウンド・ゴルフ場は
㊋9時～12時、㊍13時～16時は個人利
用できます（予約不要。レンタルクラ
ブあり）。è3/11㊎までにスポーツ振
興課で配布する申請書と必要書類を同
課へ。☎922-2861Ü922-3172

学校体育施設、グラウンド・ゴルフ場、
花栗西グラウンド
令和4年度定期利用団体の登録受付

体育施設に設置する
自動販売機設置業者を募集

～手をつなぐまちづくり～草加市
国際交流協会のあゆみ展示会

体験農園の利用者募集
草加のいいもの販売会

野球審判技術講習会
歴史民俗資料館

マンションライフ
セミナー

審議会

シルバーカルチャー教室

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2月5日号



⑥ 2022年2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。

子ども・親子向け　2/21㊊10時30分～12時。会場は草加
市文化会館。小・中学生に1人1台の端
末整備が進み、インターネットが身近
になった今、保護者が知っておくべき
ことについて、情報モラル教育のプロ
が講演します。講師はS-netサポータ
ーズ代表の吉田理子氏。定員20人。è
2/7㊊から男女共同参画さわやかサロ
ンへ。☎931-9325○内 50Ü936-4690

è

○内 Ü

男女共同参画講座「GIGAスクール
構想について～保護者が知って
おくべき情報リテラシー～」

　2/26㊏13時～。会場は獨協大学創立
50周年記念館（西棟）。講師はピース
ボート災害支援センターの辛嶋友香里
氏。ほかに、NPO法人Living in Japan
「草加市で考えている災害時外国籍市
民への支援」、獨協大経済学部高安ゼ
ミ「共生社会の実現のために－外国人
を災害から守る」。定員200人（応募
多数の場合は抽選。結果は2/18㊎まで
に送付）。è2/14㊊までに、はがきに
住所・氏名・電話番号・手話通訳の有
無を記入し、〒340-8550危機管理課へ。
申込フォーム（QRコード）・ファクス
も可。☎922-0614Ü922-6591

è

Ü

防災講座～コロナ禍
から見えてきた
避難所運営のカタチ

　3/16㊌10時～12時・新田
西文化センター、3/24㊍19時～21時・
草加市文化会館。簡単な手話の練習と
聴覚障がい者とのコミュニケーション
方法を学ぶ講座を体験してみませんか。
中学生以上対象。定員各15人。è社会
福祉協議会へ。メール（QRコード）
も可。☎932-6770Ü932-6781

è

Ü

手話体験講座

　3/20㊐12時～16時30分。会場は市民
体育館。ダンスを通じた交流。小学生
以上対象。定員120人。参加費高校生
以上1000円。室内靴持参。è2/6㊐9時
から電話で市民体育館へ。☎Ü936-62
39

è

Ü

春のダンスフェスティバル

災害時の簡単調理

体力測定

　3/21㊗9時15分～。会場は市民体育
館。障がいのある18歳以上の人とその
家族、支援者対象。定員40人（1チー
ム4人で障がい者2人以上を含む。個人
でも可）。参加費1人100円。室内靴、
あればラケット持参。è2/15㊋までに
市民体育館へ。☎Ü936-6239

è

Ü

みんななかま卓球バレー大会

　握力・バランス能力・歩行能力を測
る簡単な体力測定で体力や苦手な部分
を把握し、生活上の注意点などに役立
ててください。いずれも65歳以上対象。
定員各12人。室内靴持参。
●新田西文化センター　
　2/16㊌15時～16時30分
●稲荷コミセン　
　2/18㊎13時～14時30分
●瀬崎コミセン　
　2/21㊊11時～12時30分
●勤労福祉会館　
　2/22㊋11時～12時30分
●草加市文化会館　
　2/24㊍15時～16時30分　

認知症予防教室

　3/3～17の㊍13時45分～15時。全3回。
会場はふれあいの里。管理栄養士、歯
科衛生士、薬剤師による栄養・口腔・
服薬からみた認知症予防の講話と体操。
65歳以上対象。定員20人。è2/7㊊か
ら長寿支援課へ。☎922-2862Ü922-32
79

è

Ü

おとなの文化祭

小学3～6年生のための
ジュニア・クッキング

　2/12㊏は施設の電気設備の点検及び
修繕のため、同館の谷塚児童センター
・青少年交流センター・市民活動セン
ターは休館します。ε市民活動センタ
ー☎920-3580Ü925-1872Ü

市民交流活動センター

高年者向け

であいの森

　保健予防事業がある日の3～4時間。
場所は保健センター。幼児健診、がん
検診、健康相談、健康教育、家庭訪問
など。募集は若干名。時給は保健師・
助産師1570円、看護師・管理栄養士・
歯科衛生士1314円、准看護師1231円。
交通費等あり。採用は4/1付。è2/17
㊍（必着）までに健康づくり課で配布
する会計年度任用職員申込書（市HP
からも入手可）、資格証の写しを事前
連絡の上、同課へ。持参も可。☎922-
0200Ü922-1516

è

Ü

　3/5㊏9時30分～。会場は市民体育館。
ラケットの持ち方、打ち方など基礎的
な内容の講習会。小学生以上対象。定
員40人。ラケット、室内靴持参。è2/
8㊋から電話で草加市スポーツ協会へ。
☎928-6361Ü922-1513

è

Ü

初心者バドミントン講習会

市民体育祭
ソフトバレーボール交流大会

　3/13㊐9時40分～。会場は記念体育
館。①混合の部フリー（男女各2人以
上で計8人以内）・定員24チーム、②
混合の部180歳以上（男女各2人以上で

地域包括支援センター（包）
介護者のつどい・介護予防教室

　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　2/12㊏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　2/16㊌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　2/16㊌18時30分～
20時。会場は旧かっぱ天国。ε草加安
行（包）☎921-2121Ü928-8989
■ピカッとブレイン　2/16㊌14時～15
時。会場はふれあいの里。笑顔ででき
る頭の体操。65歳以上対象。定員20人。
è2/7㊊から谷塚西部（包）へ。☎929-
0014Ü929-5222

年少児対象
トランポリン体験

　2/22㊋、3/1㊋。いずれも15時10分
～15時50分。会場は記念体育館。年少
児対象。定員各30人。è2/8㊋から電
話で記念体育館へ。☎928-6361Ü922-
1513

è

Ü

そうか公園（テニスコート・
多目的運動場・キャンプ場）

　2/10㊍8時～13時は電気設備保守点
検のため休館します。εそうか公園☎
931-9833Ü935-8510Ü

　2/13㊐～28㊊。会場はふれあいの里。
同館で活動するサークル・主催講座の
作品展示・ビデオ上映ほか。みんなで
遊ぼう！　2/13㊐13時30分～15時。ス
トラックアウト・輪投げほか。にこに
こサロン楽楽　2/15㊋13時30分～15時
　簡単なゲーム・ぬり絵・折り紙・茶
話会。60歳以上対象。定員21人（当日

いざという時のために
上級救命講習

　3/5㊏13時～18時。会場は八潮消防
署。心肺蘇生法・AEDの使用法・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。è2/17㊍までに
八潮消防署へ。☎998-0119Ü997-8519

è

Ü

外国籍市民のための
小学校入学準備講座

　3/6㊐13時30分～・15時～（いずれ
か1回）。会場は中央公民館。小学校
の様子や入学準備について、学校で必
要なものの説明、書類記入の手伝いな
どを行います。小学校の説明会に行っ
た人は資料を持ってきてください。
è3/2㊌までの㊊㊌㊎に国際相談コー
ナーへ。☎922-2970Ü927-4955
è

Ü

　3/3㊍10時～13時。会場はふれあい
の里。災害時の備えについての講話・
ポリ袋を使用した災害時の簡単調理。
60歳以上対象。定員8人。参加費500円。
エプロン・三角巾持参。è2/10㊍10時
から電話でふれあいの里へ。☎920-62
22Ü920-6251

è

Ü

保健予防協力員＜保健師、助産師、
看護師（准）、管理栄養士、
歯科衛生士＞（会計年度任用職員）

　勤務は㊊～㊏のうち5日間。9時30分
～18時（時差勤務あり）。
■児童厚生員　場所は児童館。館内で
の遊びの企画・指導
■児童クラブ支援員　場所は放課後児
童クラブ。小学生の生活をサポート
　月給17万130円～（保育士有資格者
17万6172円～）。社会保険・雇用保険
加入、賞与・有給休暇等あり。採用は
4/1付。è2/28㊊までに履歴書（保育
士は資格証の写しも）を〒340-8550子
ども育成課へ（持参も可）。☎922-14
48Ü922-3274

è

Ü

児童厚生員・児童クラブ支援員
（会計年度任用職員）

計8人以内、平均年齢45歳以上）・定
員12チーム、③混合の部220歳以上
（男女各2人以上で計8人以内、平均年
齢55歳以上）・定員12チーム、④レデ
ィースの部フリー（女性8人以内）・
定員18チーム。参加費1チーム3000円。
è2/20㊐までに電話で草加市スポーツ
協会へ。☎928-6361Ü922-1513
è

Ü

先着順）　ふれあいの里コンサート　
2/26㊏10時30分～。定員50人。èコン
サートのみ2/9㊌10時から同館へ。☎
920-6222Ü920-6251

è

Ü

■すまいる広場～介護予防～　2/7㊊
・22㊋…タオル体操＆簡単ストレッチ、
2/17㊍・28㊊…漢字探しゲーム。いず
れも10時～10時30分。
■かけはしサロン　3/9㊌13時～14時。
講話「服薬管理と災害時の対応につい
て」・体操ほか。定員20人。
■ボッチャを体験してみよう　3/11㊎
13時30分～14時30分。定員12人。
　いずれも会場はであいの森。60歳以
上対象。
èかけはしサロンは2/10㊍、ボッチャ
体験は2/8㊋10時から電話でであいの
森へ。☎936-2791Ü936-2792

　2/19㊏10時～13時。会場はふれあい
の里。ミニケーキずし・茶碗蒸し・漬
物・グラノーラバー。小学3～6年生対
象。定員8人。参加費400円。エプロン
・三角巾持参。è2/6㊐10時から電話
でふれあいの里へ。☎920-6222Ü920-
6251

è

Ü

●氷川コミセン　
　2/25㊎15時～16時30分
●原町コミセン　
　2/28㊊13時～14時30分
è2/7㊊から電話で長寿支援課へ。☎
922-2862Ü922-3279
è

Ü
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※感染症の影響で催事の中止・変更の
場合があります。εèに確認を。
■獨協大学春休み図書館開放　～3/31
㊍9時～19時（㊐㊗・3/3㊍休館）　高
校生・予備校生対象　生徒証必携　詳
細はHP参照　ε獨協大学図書館閲覧
係☎946-1806
■スポーツウエルネス吹矢体験会
2/6㊐・18㊎9時～11時、2/27㊐13時～
15時　瀬崎コミセン　無料　ε石井☎
090-9310-5460
■氷川ダンス倶楽部フリーダンス　2/
6㊐13時15分～16時10分　谷塚文化セ
ンター　飲み物あり　男女会員・競技
選手多数待機　体力と健康維持に最適
　ε太田☎090-3520-7309

■ふれあい書道体験会　2/7㊊・21㊊9
時～11時　シルバー人材センター　2/
14㊊・28㊊9時～11時　中央公民館
無料　ε前田☎924-3569
■スポーツウエルネス吹矢体験会　2/
9㊌15時～17時、2/13㊐・15㊋・22㊋
・25㊎・3/1㊋・4㊎9時～11時　中央
公民館　無料　ε関根☎090-4062-1356
■卓球体験　2/11㊗11時～13時、2/15
㊋9時～11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　2/
12㊏・19㊏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
■2022年度体験練習会「草加ジュニ
ア陸上クラブ」　2/12～3/5の㊏9時～
氷川小校庭　新小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
■スポーツウエルネス吹矢体験　2/12
～26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
■ミシン洋裁基礎講座　2/13㊐　新田
西文化センター　2/16㊌　勤労福祉会
館　各9時～13時　洋裁の基礎を学び
作品を作りましょう　材料費1000円　
è竹花☎090-6657-4005
■介護者サロン「らくだ」　2/18㊎
さかえ～る　「こもれび」　2/24㊍
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」　2/19㊏
10時～12時　中央公民館　22㊋10時30

è

è

草加安行地域包括支援センター
（常勤・非常勤）

①地域包括支援センター職員（常勤）
保健師、地域ケア・地域保健等に関

する経験があり高年者に関する公衆衛
生業務経験を1年以上有する正看護師、
社会福祉士、主任介護支援専門員対象。
②介護予防ケアプランナー（常勤また
は非常勤）　介護支援専門員対象。募
集はいずれも若干名。
è草加安行（包）へ。☎921-2121Ü928-
8989
è Ü

土木作業員（会計年度任用職員）

　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。普通自動車運転免許
（AT車限定可）所有者対象。募集は
若干名。月給15万4349円。期末手当、
通勤手当、社会保険等あり。面接は
2/21㊊。採用は4/1付。è2/18㊎（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。
☎922-2412Ü922-3049

è

Ü

清掃作業員（会計年度任用職員）

　勤務は㊊～㊎8時30分～17時15分。
場所はみどり公園課。公園施設修繕の
ほか、公園内清掃や自動車運転等もあ
り。普通自動車運転免許（AT車限定
不可）以上所有者対象。募集は１人。
月給15万2746円。期末手当、通勤手当、
社会保険等あり。面接は3/18㊎。採用
は4/1付。è3/10㊍（必着）までに指
定申込書（市HPから入手可）と免許
証の写しをみどり公園課へ。☎922-19
73Ü922-3145

è

Ü

　勤務は㊊～㊎の8時30分～17時15分。
場所は環境業務センター。粗大ごみの
収集運搬業務ほか。普通自動車第一種
運転免許（AT車限定不可）以上所持
者対象。募集は若干名。月額17万9564
円。期末手当、通勤手当、社会保険等
あり。面接は2/16㊌。採用は3/1付。
è2/14㊊（必着）までに廃棄物資源課è

公園維持管理等作業員
（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）

分～12時　瀬崎平成塾　3/1㊋13時30
分～15時30分　氷川平成塾　ε山田☎
928-5332
■あみもの基礎講座　2/19㊏13時～15
時　草加市文化会館　編針の持ち方、
製図の見方から作品を作ります　定員
4人　毛糸代1000円　εあみものを楽
しむ会植竹☎931-4809
■勉強会「プロが語る　古着はどこ
へ」　2/19㊏13時30分～15時30分　高
砂コミセン　無料　定員20人　èエコ
生活ガイド草加町田☎080-1214-6044
■草加カメラクラブ写真展　2/20㊐～
26㊏10時～18時（初日は12時から、
最終日は16時まで）　アコスギャラリ
ー　ε大矢☎947-4238
■中国旧正月春節を餃子でお祝い　2/
23㊗10時～15時　中央公民館　講師は
孫長栄さん　参加費1500円　エプロン
・タオル・筆記具持参　èサークル中
国大好き武藤☎090-3574-1031
■草加市ダンススポーツ連盟　2/23㊗
13時15分～16時10分　谷塚文化セン
ター　飲み物付き　トライアル有　競
技選手男女リボン待機　ε川端☎935-
9861
■遺言書の書き方と終活を学ぼう　2/
26㊏10時～12時　草加市文化会館第2
研修室　一般対象　定員13人　参加費
無料　è遺言相続後見ネット☎946-51
52
■硬式テニス高校生大会　3/25㊎・28
㊊　そうか公園　市内在住・在学・市
テニス協会所属の高校生対象　参加費
単300円・複400円　締切3/5㊏　詳細
は協会HPへ　ε嘉藤☎080-1088-1306

è

è

è

で配布する指定申込書（市HPでも入手
可）と運転免許証の写しを同課へ。☎
931-3972Ü931-9993Ü

休日等上水道工事店

㈲東洋開発
㈲イワセポンプ店
㈲井戸浅水道工事店
㈲やまと水道

両新田西町246
手代3-11-8
八幡町802
氷川町429-4

☎928-5520
☎922-2429
☎931-3330
☎927-8519

2/6㊐
11㊗
13㊐
20㊐

㊐㊗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

2/6㊐
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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

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

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

2/11㊗
松本医院

9時～12時・14時～17時
松原2-2-7
☎942-5462
けやき薬局
☎942-8485

メディカルトピア草加病院
9時～12時・14時～17時

谷塚1-11-18
☎928-3111
院内処方

吉田歯科クリニック
9時～12時
長栄2-28-2

☎946-5577

2/13㊐
内山内科小児科医院
9時～12時・14時～17時

高砂2-6-4
☎922-0963
かばさん薬局
☎960-0015
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

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

2/20㊐

草加西部クリニック
9時～12時・14時～17時

両新田西町456
☎928-3301

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

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

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。!
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　1日、元旦ラジオ体操では、東の空
に月が残る早朝から草加松原遊歩道に
参加者が集い、1年の健康を願って元
気に体を動かしました。

　1～7日、草加宿七福神めぐりで
は、今年も多くの家族連れがスタ
ンプラリーを楽しみ、新年の幸福
を祈っていました。

　リーダーの新野悠真さんは「ラジオ体操をすることで体も心もす
っきりし、気持ちよくなりました。みんなで心を一つにしたからこ
そ、受賞することができたと思います。」と喜びを語りました。

　草加小の6年生で
結成する「Sけやき
っ子ブラザーズ」が
「第8回全国小学校
ラジオ体操コンクー
ル」の「技術部門」
で優秀賞を受賞しま
した。

　草加宿や国指定名勝の草加松原を巡りながら、草加せんべい
の手焼き体験や漸草庵 お休み処での呈茶を楽しみます。
■日　時　3月6日㈰

1班：午前9時～午後3時15分
2班：午前9時30分～午後3時45分

■定　員　16人（各班8人）
■参加費　500円（呈茶代込み、昼食代別）
ω2月17日㈭までに1組4人以内で代表者の住所・電話番号、参
加者全員の氏名（ふりがな）・年齢を草加市観光協会事務局
へ。申込多数の場合は1組単位で抽選。結果は2月24日㈭以降に
代表者へ郵送またはメールで通知します。

　今年の草加演芸会は、新型コロナウイルス感染対策として漸
草庵 百代の過客で収録した映像をYouTubeで配信します。
■配信期間　2月18日㈮～24日㈭
■出 演  者　三遊亭圓雀（落語）、林家二楽・八楽（紙切り）

YouTubeの視聴が困難な人へ漸草庵で上映会を開催します
■日時　2月18日㈮

①午後1時～1時40分　②午後2時～2時40分
■会場　漸草庵（草加市文化会館内）
■定員　各回10人※先着順
※希望者はお休み処で呈茶（500円）も利用できます。
ω2月7日㈪から代表者の住所・氏名・電話番号・希望回・
参加人数・呈茶希望の有無を電話で文化観光課へ。

　2～3月は桜や梅、桃の木を枯らすクビアカツヤカミキリの幼虫がいる木からオレン
ジ色のフラス（木くず）が出始める時期です。周囲の桜、梅、桃の木の根元にフラス
を見つけたらくらし安全課へ連絡してください。また、成虫は6～7月に発生するの
で、その時期も注意してください。

1月かどまちごとでき

YouTube
文化観光課
チャンネル
草加演芸会問文化観光課☎922-2968Ü922-3406

問くらし安全課☎922-3642Ü922-1030

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

◆個別接種場会場（市内約60医療機関）
　・2月はファイザー社製ワクチンを使用
　・3月以降は一部の医療機関で武田/モデルナ社製ワクチンを使用

◆予約の支援を行っています（平日のみ）
　・市役所西棟1階…午前8時30分～午後5時
　・文化センター（谷塚・新田西・川柳・新里）

…午前9時～午後5時

◆65歳以上の接種間隔が6か月に短縮になりました
接種券に同封の「案内」には「2回目接種から8か月以上」と記載していますが、前倒しで接種が可能になりました（64歳以下も短縮）。
接種券がお手元に届いている人は予約ができます。予約はコールセンターまたは予約システムで。

◆集団接種会場
　・アコスホール
　　（4月末まで。5月から一般利用再開）
　・草加市文化会館
　・勤労福祉会館

2回目接種完了 接種券発送（予定） 3回目接種（目安）
~令和3年7月

8月
9月

発送済み
令和4年2月7日
2月21日

令和4年2～3月
2～4月
3～5月

発送スケジュールを2週間過ぎても届かない人は申請が必要です

元旦ラジオ体操・七福神めぐり

草加小　全国小学校ラジオ体操コンクール優秀賞受賞

接種予約

接種会場・使用するワクチン

3回目は「接種券が届いた日」から予約できます

外来種クビアカツヤカミキリの被害防止に協力を!

YouTube文化観光課チャンネル
オンライン草加演芸会配信

日光街道草加宿と草加松原を巡る

「草加まち歩きツアー」
問草加市観光協会事務局（文化観光課内）
　☎922-2403Ü922-3406bunkakanko@city.soka.saitama.jp

参加者募集

以下の書類を新型コロナウイルス対策課へ郵送して
ください。
●接種券再発行等申請書【3回目接種用】
（市ホームページから入手可）
●1・2回目の接種記録がわかるもの

フラス

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

ファイザー モデルナ

モデルナ

全国的に感染が再拡大しています。発熱などがある場合は 4面へ

草加市に接種記録が届いていない等の理由により、
接種券が発送できていません。コールセンターまで
問い合わせてください。

2
回
目
接
種
時
点
で

草
加
市
に
住
民
票
が

持ち物
・接種券付き予診票
・本人確認書類

接種時は
腕を出しやすい
服装にご協力を!

現在、ファイザー社製よりも武田/モデルナ社製ワクチンの分配が多くなっている
ため、一部の医療機関でもモデルナ社製ワクチンを使用することになりました。

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2022年2月5日号

市の人口　令和4年1月1日現在　25万824人（男12万6660人・女12万4164人）/前月比133人減/世帯数12万1575世帯
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