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これまでの教育とICTのベストミックス

■ I CT機器の導入から現在までの学習状況
9月

令和4年
1月

1〜3月
タブレット端末の活用

学級閉鎖等における

ネットワーク回線
の強化

タブレット端末を
活用した学習開始

6月

市内一斉の
オンライン学習実施

4月

家庭での
オンライン学習試行

令和3年
3月

タブレット端末の
配備完了

インターネットでの検索や買い物など、私たちの日常生活においてICTは身近なも
のになっています。市では急速に情報化が進む社会に対応するため「GIGAスクール
構想」に基づき、令和3年3月に全小・中学校の児童・生徒一人ひとりにタブレット
端末（Chromebook）を配布し、高速大容量の通信ネットワークを配備しました。
タブレット端末を効果的に活用した学びの充実と、子どもたち一人ひとりに合わせ
た教育の実現を進め「自ら考え主体的に学ぶ子」を育んでいきます。

タブレット端末で変わる学び
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友達の意見が
すぐ共有できる

自宅でも学校の
雰囲気が伝わる

分からないことがあった
らすぐに調べられるので勉
強がはかどります。
友達の意見も画面上です
ぐに共有できるので、自分
にはなかった新しい「気づ
き」が発見できます。

8面

毎月5日・20日発行
草加市市長室広報課

〒340-8550
☎048-922-0151
（代）
草加市高砂1-1-1 5048-922-3091

進む

ICT

清門小学校
石井彩翔さん

編集・発行

9月に自宅でオンライン学習
を受けた時、黒板の映像が見
えたり、先生・友達の声が聞
こえたりと普段の授業と変わ
りませんでした。
タブレットは、自宅での調
べ学習にも活用しています。

端末1台で、
①調べ学習 ②協働学習
③資料・作品の作成など
ができます。
◀作成した資料をモニターに映し発表

オンライン学習も
コロナ禍でも自宅から授業
に参加でき、画面越しに顔を
合わせられるため、クラス皆
で学べます。教職員も児童・
生徒の顔が見えるのでサポー
トしやすくなりました。

草加中学校
芦澤哲志さん

新型コロナワクチン情報

幅広い学習が可能に

5〜11歳
（小児）
接種

折り込んである「まちづくりニュース」は、抜いて読んでください。

▲自宅から授業を受ける児童をモニ
ターに表示

3/22 から予約受付開始

②

2022年3月20日号
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草加市議会議員一般選挙及び
草加市長選挙 投票日は10/23㈰

新型コロナウイルス感染症

自宅療養等に関する
よくある問い合わせ

選挙管理委員会☎922-2490 Ü 927-7693

陽性になった場合の最初の連絡は年齢によって異なります。
●49歳以下の人…県からSMS（ショートメール）が届きます
●50歳以上の人…保健所から電話がきます

Q2, 陽性になった場合の療養生活終了の目安は？

選挙啓発標語優秀作品が
決まりました

有症状…
【1】･【2】全てを満たす場合、退院・療養解除可能です。
【1】発症から10日を経過 【2】症状軽快後72時間を経過
無症状…検体採取日から7日間
※県や保健所等からの療養終了時の連絡はありません。

選挙管理委員会☎922-2490 Ü 927-7693

Q3, 濃厚接触者の自宅待機期間は？

審査の結果、応募作品76点の中から次のとおり入賞者が決
定しました。これらの作品は啓発事業に活用していきます。
■特選
「国政を 動かす力 十八歳」
谷塚町 恩田 尚洸さん
■入選
「その一票 小さな民意も 真の声」
北谷2丁目 熊谷 徹也さん
「十八歳 自分の主張で 拓く未来」
北谷2丁目 熊谷 ミツ子さん
「動きだそう かがやく未来の 投票へ」
氷川町 安宅 聡子さん
「忘れずに 予定あるなら 期日前」
氷川町 安宅 悠貴さん

市職員の給与等を
公表します
職員課☎922-0985 Ü 922-3098

■職員給与の概要

45万円

35万円

25万円 21万
20万円
15万円

（令和3年4月現在）

32〜35歳

44〜47歳

52〜55歳

※埼玉県市長会による「埼玉県内市職員の給料手当等調査」の金
額を使用しています。年齢区分は当該調査の区分によるもので、
各年代の中間層を掲載しています。

■2月の放射線量等

■一般会計歳出決算額総額に対する人件費の
割合の推移

一般会計の歳出総額に占める人件費の割合を表したグラフで
す。行財政改革の推進等により、10年前と比較して、歳出総額に
占める人件費の割合は6.1ポイント減少しています。
歳出総額に対する人件費の割合

100%
80
60
40
20
0

548億
421万円
〈82.8%〉

574億
6176万円
〈84.3%〉

945億
9329万円
〈88.9%〉

113億
5158万円
〈17.2%〉

107億
2405万円
〈15.7%〉

118億
5514万円
〈11.1%〉

平成22年度

平成27年度

令和2年度

特別職の給料・報酬等の額は、各界代表者、学識経験者等で構
成される草加市特別職報酬等審議会の意見に基づき、議会の議
決を経て条例で定められています。
職

区分

草加市
月

長

額

104万円

■部門別職員数の状況 （各年度4月1日現在、単位:人）
区分
部門

人件費以外の歳出額

※額については1万円未満切り上げとしています。
※人件費には特別職（市長や市議会議員、付属機関の委員等）に支給される給
与、報酬等を含みます。

市

28万
26万
1000円
4300円

21万
3100円 300円

24〜27歳

市職員の給与は地方公務員法の規定により、生計費及び国や他の地方公共団体の職員、民間企業の従業
員の給与等を考慮し、市議会の議決を経て定められています。地方自治の基本理念である「最少の経費で
最大の効果」が得られるよう、地域経営の視点で地域の豊かさを創出しつつ、適正な定員管理による人件
費の抑制にも努め、市政運営を行っています。

■特別職の給料・報酬等

40万
39万
9800円
草加市
6700円
県内人口15万人以上の市の平均
36万
35万
（※さいたま市を除く）
7600円
7400円

30万円

草加保健所では希望者に「宿泊・自宅療養証明書」を発行します。
受け付けは郵送のみ。窓口での即日発行不可（発行は1枚のみ。
再発行はしません。入院療養した人の証明は草加保健所ホームペー
ジで確認を）。
ω草加保健所ホームページから申請書を入手し、返
信用封筒（住所（建物名も）・氏名を記入したもの
に84円切手貼付）を添えて、〒340-0035西町425-2
草加保健所感染症担当（「宿泊・自宅療養証明書発
▲詳細は草加保健
行申請書在中」も記入）へ。
所ホームページへ

さいたま市を除く、県内人口
15万人以上の市の平均
月 額
100万1600円

合
公営企業会計

40万円

Q4, 保険等の申請のために「療養終了の証明」がほしい

特別行政

■年齢別平均給料月額比較

【ア】･【イ】のどちらか遅い方を0日として7日間。
【ア】陽性者の発症日（陽性者が無症状の場合は検体採取日）
【イ】陽性者の発症等による住居内での感染対策開始日

一般行政

〇原則として毎月決まって支給されるもの
給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、管理職手
当ほか
〇原則として毎月実績に応じて支給されるもの
時間外勤務手当、特殊勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手
当ほか
〇例年、一定時期に支給されるもの
期末・勤勉手当
（民間のボーナスに相当）
※年2回支給
（6・12月）
・年間支給率合計4.45月
（令和3年12
月1日現在）
〇退職時に支給されるもの
退職手当
（自己都合・定年勧奨退職）
・計算方法：退職日給料月額×勤続年数支給率
（月分）
＋調整額
・支給の最高限度額：47.709か月分
（令和3年度）
【参考】令和2年度平均支給額
・自己都合：254万5000円
（平均勤続年数8年6か月）
・定年・勧奨：1910万4000円
（平均勤続年数32年10か月）

「感染の疑いがある時」
のフローチャート(3月1
日現在)を市HPに掲載

Q1, 陽性が判明した後の連絡はどのようにくるの？

投票箱

任期満了に伴う草加市議会議員一
般選挙及び草加市長選挙を10月16
日㈰に告示し、同月23日㈰に実施
します。
また、立候補予定者説明会を9月
3日㈯に草加市役所で開催します。
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職員総数
令和
2年度

令和3年度の職員数の増減状況

令和
3年度

増減数

議会

11

11

総務

252

256

税務

78

78

民生

478

489

11 業務充実による増

衛生

59

65

6 業務充実による増

労働

2

2

0

農林
水産

5

5

0

商工

15

15

0

土木

141

142

小計

1041

1063

教育

146

150

0
4 業務充実による増
0

1 業務充実による増
22
4 業務充実による増

小計

146

150

4

計

1187

1213

26

病院

559

565

6 業務充実による増

水道

53

54

1 業務充実による増

下水道

17

17

0

その他

50

52

2 業務充実による増

副 市 長

87万5000円

84万 100円

教 育 長

75万円

75万4100円

小計

679

688

9

議

54万円

57万7600円

副 議 長

50万5000円

52万 900円

総 合 計

1866

1901

35

議

47万円

49万6700円

長
員

※上記以外に、一般職の期末・勤勉手当の支給割合に準じた期末手当が給料を基
にして支給されています。

主な増減理由

※上記職員数については、草加市職員の身分を保有する休職者、派遣職員等
を含みます。
また、令和3年度は、職員の退職等に伴う欠員補充、職員の育児休業・病気
休職等の代替、業務の繁忙期間に限って配置する会計年度任用職員を1271
人任用しています。

○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0.06（市役所前）
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ふれあいの里・であいの森
マイクロバス
両館とも
送迎バス
29人乗りの になりま
長寿支援課
☎922-1342 Ü922-3279

4月1日から送迎バスがマイクロバスになり、主要駅周辺から施設
への直通運転となります（ルート途中での乗降不可）。
運行時間、バス停等の変更に注意してください。なお、バス運行
の詳細は各館へ問い合わせてください。
であいの森
曜日

☎936-2791 Ü936-2792
停留場所

であいの森行き・停留時刻

月・火・木・金
水・土・日・祝

獨協大学前〈草加松原〉駅
東口

【午前】9時20分・10時35分・11時35分
【午後】1時30分

勤労福祉会館

★建物側、☆道挟んでマンション側
【午前】★9時30分・★10時45分
【午後】☆1時20分

草加中央防災広場

【午前】10時20分

獨協大学前〈草加松原〉駅
東口

【午前】9時20分・11時20分 【午後】1時30分

勤労福祉会館

★建物側、☆道挟んでマンション側
【午前】★9時30分・☆11時10分 【午後】☆1時20分

草加中央防災広場

【午前】9時5分・11時35分 【午後】1時45分

谷塚駅東口

【午前】8時45分 【午後】2時

草加中央防災広場

勤労福祉会館
スイミング
スクール

県道足立越谷線

勤労福祉会館
新田サービスセンター

中央公民館
中央二丁目公園
草加中央
防災広場

マンション

谷塚駅東口
谷塚駅
東口

草加神社バス停
草加駅→

交番
水道 草加
庁舎 神社

ふれあいの里
曜日

☎920-6222 Ü920-6251

停留場所

ふれあいの里行き・停留時刻

月・火・木・金

獨協大学前〈草加松原〉駅
西口
（東武バス停前）

【午前】9時40分 【午後】0時45分

草加神社バス停

★南方向側、☆北方向側
【午前】★9時50分・★10時45分 【午後】☆0時35分

水・土・日・祝

獨協大学前〈草加松原〉駅
西口
（東武バス停前）

【午前】8時30分・9時40分 【午後】0時45分

草加神社バス停

★南方向側、☆北方向側
【午前】★8時40分・★9時50分・★10時45分
【午後】☆0時35分・☆2時45分

お持ちですか？
こども医療費受給者証
子育て支援課☎922-1476 Ü 922-3274

こども医療費の支給を受けるためには、こども医療費受給者証
（ピンクの水玉のカード）が必要です。
市では子どもにかかる医療費の一部負担金を支給しています。通
院費用は中学3年生(15歳の年度末)まで、入院費用は18歳の年度末
まで対象です。
◆手続きは子育て支援課へ（サービスセンター等ではできません）
・受給者証は受給資格登録をすることで受け取ることができます。
・市内に住所を有し、健康保険に加入している18歳までの子ども
（生活保護・重度心身障害者医療費受給者を除く）で、受給者証
を持っていない人は同課へ問い合わせてください。

③

ごみ収集カレンダーを配布

2022年度版

廃棄物資源課☎931-3972 Ü931-9993

す！

主要駅周辺から
施設へ直通運転

2022年3月20日号

家庭からの可燃・不燃ごみ、資源物等の収集日、廃棄物の適正な
分別方法や処理方法を掲載する「草加市ごみ収集カレンダー」を町
会・自治会等の協力で3月中旬頃までに各世帯へ配布します。
町会・自治会に未加入等で届かない場合は次の公共施設で受け取
れます。また、市ホームページ、下記アプリでも確認できます。
【配布施設】市役所本庁舎西棟（総合案内）・第二庁舎（市民課）、
サービスセンター、物産・観光情報センター、保健センター、子育
て支援センター、公民館・文化センター、歴史民俗資料館、コミセ
ン、環境業務センター、リサイクルセンター
「ごみ分別アプリ」も活用を！
収集日のお知らせやごみの出し方な
どスマホで確認できます。ダウンロードは
無料です（通信料は利用者負担）。
iOS版
Android版

医療・介護の費用が高額に
なった人へ費用の一部を支給

国民健康保険加入者…保険年金課☎922-1593 Ü922-3178
後期高齢者医療制度加入者…後期高齢者・重心医療室
☎922-1367 Ü922-3178
介護サービス費のこと…介護保険課
☎922-1421 Ü922-3279

■対象 令和2年8月〜同3年7月に医療費と介護サービス費の両方
を支払った人で、加入医療保険ごとの世帯内の自己負担額合計が下
表の限度額を超えた場合

【支給対象外の費用等】
・超過分が500円以下の場合や、重度心身障害者医療費支給制度等で助成を受けてい
る分は支給されません。
・入院時の食事代や保険適用外の費用、高額療養費や高額介護サービス費としての
支給分は自己負担から除きます。
・同一世帯内でも、加入する医療保険が異なる場合は合算不可。

国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者
対象期間内に医療保険の変更がなかった草加市国民健康保険・後
期高齢者医療制度加入者のうち、支給対象となる人には、3月末以
降に申請書を送付します。申請書と必要書類等を各担当課へ。
その他の医療保険加入者・医療保険が変わった人
草加市国民健康保険・後期高齢者医療制度以外の医療保険加入者
や、対象期間内に医療保険に変更があった人（75歳になり後期高齢
者医療制度に移行した人を含む）は、令和3年7月31日時点での加
入医療保険へ必要書類等を確認のうえ、申請してください。
■自己負担限度額
（令和2年8月1日〜
同3年7月31日）
住民税課税所得（※1）
Ⅲ
690万円以上
現役並み
所得者
住民税課税所得
（医療費の負
380万円以上
Ⅱ
担割合が3割
690万円未満
になっている
住民税課税所得
70歳以上の
被保険者） Ⅰ 145万円以上
380万円未満
一般
（住民税の課税世帯）
Ⅱ 低所得者Ⅰ以外
低所得者
世帯全員の各所得が
（住民税非課
必要経費・控除（年金
税世帯） Ⅰ 収入は控除額を80万
円として計算）
を引い
た時に0円となる世帯
※1
※2

75歳以上 70〜74歳
後期高齢者
医療費
+
介護
サービス費

70歳未満

医療費
+
介護
サービス費

212万円
141万円

医療費
+
介護
サービス費

ア

基準総所得金額（※2）
212万円
901万円超

基準総所得金額
イ 600万円超
901万円以下

141万円

56万円

基準総所得金額
ウ 210万円超
600万円以下

67万円

31万円

エ

基準総所得金額
210万円以下

60万円

19万円

オ 住民税非課税世帯

67万円

34万円

収入金額から必要経費を差し引いた所得金額から地方税法上の各種所得控除を差し引いた額
総所得金額（給与所得金額や事業所得等の合計額）、山林所得、土地の譲渡にかかる所得等から基
礎控除額（33万円）
を控除した額

○PM2.5
（単位：マイクログラム／㎥）最大値16.3／最小値1.8（花栗中学校内）

○給食の放射性物質の検出なし

④

2022年3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

3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

日曜・夜間納税窓口

夜間 ㊌
（㊗㊡を除く）21時まで 納税は便利な口座振替で

新型コロナ埼玉県受診・相談センター☎048-762-8026Ü048-816-5801

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

9時〜12時30分

日曜

●広報「そうか」掲載の催事は、

【主催者】

市役所第2庁舎
・納税課
・後期高齢者・重心医療室

【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。
税点未満の人も含む）は、所有してい
る資産の価格等が記載された課税台帳
の写し（名寄帳）を受け取ることがで
きます。6/1㊌からは費用（200円）が
マイナンバーカード（個人番号カード）
かかります。
による全国の指定コンビニでの証明
いずれも8時30分〜17時（㊏㊐㊗を
書等の一時休止及び手数料引き下げ
除く）。場所は資産税課。ε資産税課
☎922-1068Ü 920-1502
コンビニ交付サービス一時休止
■日時 3/31㊍15時〜4/1㊎6時30分
子育ての悩み・不安は
システムメンテナンスのため
子ども家庭総合支援拠点へ
コンビニ交付発行手数料を一律100円
18歳未満の子どもとその家庭、妊産
に引き下げ
婦等を支援する草加市子ども家庭総合
■期間 4/1㊎〜令和6年3/31㊐
支援拠点を子育て支援センター内に設
取得可能証明書
担当課
置します。開設は4/1㊎。相談内容に
住民票、印鑑登録証明書、
市民課
戸籍謄本・抄本等
応じた子育て支援サービスや制度等の
案内のほか、関係機関と連携し、児童
課税・非課税証明書、
市民税課
所得証明書
虐待にも対応します。子育てについて
の悩み、不安をご相談ください。相談
納税証明書
納税課
（個人市県民税のみ）
時間は㊊〜㊎8時30分〜17時15分（㊗、
年末年始を除く）。ε子育て支援セン
詳細は各課または市HPで確認を。
ε市民課☎922-1526Ü 920-1501、市民 ター☎941-6791Ü 941-6828
税課☎922-1049Ü 920-1502、納税課☎
サークル紹介冊子
922-1098Ü 920-1502
「マイ・ステージ」の活用を
固定資産税の縦覧と閲覧
市内で活動しているサークルを紹介
■縦覧 他の土地や家屋の評価額と比 するガイドブック「マイ・ステージ」
較して自己の資産の評価額が適正か確 を市内公共施設（公民館・文化センタ
認するために、令和4年度の土地・家 ー、コミセン等）で配布しています。
屋価格等縦覧帳簿を見ることができま 趣味を見つけるため・仲間づくり等に
す。期間は4/1㊎〜5/31㊋。縦覧でき 活用してください。ε生涯学習課☎92
るのは、納税者、納税者と同居してい 2-2819Ü 922-3498
る親族、納税管理人、代理人（委任状
水道水の水質検査計画を策定
が必要）です。なお、法人の場合は代
表者印を持参するか、代表者印を押し
水質検査計画とは、安全で良質な水
た委任状が必要です。
道水を届けるため、1年間に行う水道
■閲覧 固定資産税の納税義務者（免 水の水質検査項目、検査場所、回数等

を定めたものです。詳細は水道施設課
・市HPで閲覧できます。ε水道施設課
☎924-3807Ü 929-5291

音楽の街コンサート

3/27㊐13時〜17時。会場はそうか公
園（雨天時は同公園内カフェレストラ
狂犬病予防集合注射と犬の登録
ンにんじん）。STAT（スタット）、
令和4年度の狂犬病予防集合注射と シュガーヒルバンド、そうか音楽院に
犬の登録手続きを下表の日程・会場で よるクラシック・ジャズの屋外コンサ
行います。生後91日以上の未登録の犬 ート。当日直接会場へ。ε草加市文化
は、犬の登録を併せて行ってください。 会館☎931-9325Ü 936-4690
注射費用は、3500円（犬の登録手続き
文化の火を灯し続けよう
を同時に行う場合は6500円）。登録済
市民音楽祭
みの犬の飼い主は市が送付するはがき
スペシャルムービー配信
を持参してください。会場で注射を受
3/31㊍からYouTube文化観光課チャ
けられない場合は、動物病院で受けて
ください。εくらし安全課☎922-3642 ンネルで市民音楽団体の皆さんの演奏
Ü 922-1030
をまとめた動画を配信します。テーマ
時間
曲は市制60周年記念アニメ主題歌「心
13時〜14時30分
10時〜11時30分
日程
が帰る場所（作詞作曲：奥華子）」。
そうか公園
4/8㊎ 旧柿木公民館跡地
ドッグラン
ε文化観光課☎922-2968Ü 922-3406
4/11㊊

ベルクス草加青柳店
第2駐車場

4/12㊋ 谷塚上町会館

市民体育館駐車場
新里文化センター

4/13㊌ 谷塚サービスセンター 中央公民館
4/14㊍ 稲荷コミセン

弁天公園

4/19㊋ 瀬崎コミセン

吉町集会所

4/21㊍

勤労福祉会館
第2駐車場

4/22㊎ 原町コミセン

新田西文化センター
臨時駐車場

北谷町会峯分会館

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。
☎922-2819Ü 922-3498
■マジックの基本と応用 5/11㊌・18
㊌14時〜16時。全2回。会場は中央公
民館。定員15人。材料費600円。大判
ハンカチ、100円玉6枚と500円玉2枚、
ハサミ、セロハンテープ、黒マジック
持参
■みんなで踊ろう（日本の盆踊り・民
踊） 5/13㊎〜27㊎10時〜11時30分。
全3回。会場は八幡コミセン。定員30
人。室内靴持参。運動ができる服装で

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 4/1㊎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）☎959-9133Ü
922-3801
■介護者のつどい 4/9㊏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）☎929-0014Ü
929-5222
■介護者のつどい 4/12㊋13時15分〜
14時45分。会場は草加市文化会館。ε
新田東部（包）☎932-6775Ü 932-6779
■介護者のつどい 4/13㊌13時〜14時
30分。会場はであいの森。ε草加川柳
（包）☎932-7007Ü 931-0993
■笑いと音楽のハーモニー 4/4㊊13
時30分〜14時30分。会場は勤労福祉会
館。笑いの講話と音楽でリラックスし、
元気な身体をつくる。65歳以上対象。
定員30人。è 3/22㊋から新田西部（包）
へ。☎946-0520Ü 946-0523

和舟に乗って綾瀬川の桜を楽しみませんか
ε文化観光課☎922-2403 Ü 922-3406

■日にち 3/27㊐（荒天中止） ■会場 まつばら綾瀬川公園第2ラグーン
■定員 各便10人（当日先着順）
■受 付 9時15分〜
■出発時間
1便

9時30分〜

2便

10時〜

3便

10時30分〜

4便

11時〜

5便

11時30分〜

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

広報
「そうか」

⑤
こんにちは、市長の浅井です⑥

大切な友達と過ごす時間も少なく

子どもたちが安心して
成長できる教育環境に

草加市では︑全国に先駆けて

Ｔ環境を活用した学習が始まり︑

▼外国籍市民のための日本語教室 4/
2〜16の㊏10時〜12時
▼おもちゃ病院 4/4㊊10時〜12時
おもちゃの無料修理 部品代実費 1
人2点まで
▼元中学校教員が教える中学生のため
の英語 4/4〜25の㊊16時〜18時（4/
25は17時〜） 中学生対象
▼放課後クラブ 4/7㊍17時〜18時…
卓球 4/18㊊16時〜17時…将棋 4/19
㊋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
▼ホッとひと息「子育てサロン」 4/
11㊊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・春
の簡単工作ほか 定員各回12人
▼伝統文化茶道講座（裏千家） 4/16〜
令和5年3/18の第3㊏10時〜12時 定員
5人 参加費1回1500円（茶菓子代含む）
▼親子将棋教室 4/17〜令和5年3/19
の第3㊐（6月は12日・12月は11日）
14時〜16時 全12回 小学1〜3年生
と保護者対象 定員5組
▼ママと一緒におはなし会 4/25㊊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
▼子どもの新体操リボンの体験会 5/

なっているのが現状です︒

中学校を卒業するまでの子ど

たとえコロナ禍であっても︑１人

☎942-0778

幼保小中を一貫した教育に取り

も像として﹁自ら学び︑心豊か

１台のタブレット端末を使って︑

定員のあるものは3/22㊋
8時30分から各館へ申し込みを

令和３年度から教育現場でＩＣ

に︑たくましく生きる草加っ子

自宅から先生や友達と顔を見合わ

5925-0152

組んでいま す ︒

歳の姿︶﹂を掲げ︑
﹁自ら学

▼おもちゃ病院 3/24㊍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
▼脳トレボードゲーム「ウボンゴ」
4/2㊏14時〜 小学生対象 定員4人
▼昔遊び週間「びゅんびゅんごま」
4/3㊐〜12㊋10時〜16時 3歳以上の幼
児（保護者同伴）〜小学生対象
▼親子で作ろう「こいのぼり」 4/15
㊎・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
▼ママのためのリフレッシュヨガ 4/

︵

☎925-1856

せながら参加できる授業が進めら

谷塚児童センター

ぶ 力 ﹂﹁ 豊 か な 心 ﹂﹁ た く ま し く

▼1日わくわく広場 3/28㊊〜4/7㊍
（4/5㊋を除く）10時〜12時、13時〜
17時30分 会場はコンフォール松原19
号棟 幼児（保護者同伴）〜小学生対
象
▼ペーパークラフトで新しい児童館を
作ってみよう 3/28㊊〜4/7㊍（4/5㊋
を除く）10時〜12時、13時〜17時30
分 会場はコンフォール松原19号棟
小学生対象 定員各5人（当日先着順）
4/15㊎13時30分〜
▼おもちゃ病院
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
▼お花のカード 4/18㊊〜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 定員各5人
è 4/14㊍13時から電話で同館へ
▼初めてのお誕生会 4/26㊋13時〜
会場はコンフォール松原19号棟 令和
3年4月生まれ対象 定員10人 è 4/1
㊎13時から電話で同館へ

れています︒

☎941-2905

15

16㊏10時15分〜 定員15人
▼将棋教室 4/16〜9/17（8月を除
く）の第3㊏14時30分〜15時30分 全
5回 年長児〜高年者の初心者対象
定員9人
▼ともだち文庫の「おはなしポケッ
ト」 4/18㊊11時〜 読み聞かせ・わ
らべ唄 乳幼児と保護者対象 定員15
組

新田西文化センター

2022年3月20日号

生きる力﹂を軸に︑子どもの育

わくわくタウン松原

これからも︑教育委員会と連携

▼生け花にチャレンジ 3/28㊊13時30
分〜14時30分 年長児〜小学生（幼児
は保護者同伴） 定員18人
▼こぶたのしっぽ 4/13㊌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 4/16㊏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

ちを支える た め ︑ 市 内 の 幼 稚 園 ︑

☎928-5736

して︑子どもを取り巻く環境の変

住吉児童館

保育園︑認定こども園︑学校︑

定員のあるものは3/22㊋
10時から各館へ申し込みを

化に対応し︑草加の子どもたちが︑

5922-3274

▼手作り雑巾 3/27㊐13時30分〜15時
30分 小学生〜18歳対象 定員20人
▼紙飛行機大作戦 4/1㊎13時30分〜
15時30分 幼児（保護者同伴）〜18歳
対象
▼パパとアスレチック 4/3㊐・17㊐
10時〜12時 1〜3歳と保護者対象 定
員各8組
▼ペンダントヘッド作り 4/3㊐13時
30分〜15時30分 幼児（保護者同伴）
〜18歳対象
▼スポーツ＆ダーツカフェ 4/3㊐・
17㊐17時30分〜18時30分 中学生以
上対象
▼おもちゃ病院 4/7㊍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 4/9㊏10時30分〜11
時30分 鉄棒 3歳以上の未就学児と
保護者対象 定員8組
▼のぼってペーパー作り 4/9㊏13時
30分〜15時30分 紙の摩擦で動くおも
ちゃ作り 小学生〜18歳対象 定員20
人
▼スポーツ＆レク「大縄跳び」 4/10
㊐13時30分〜、15時30分〜 小学生
〜18歳対象
▼ママヨガ 4/12㊋13時30分〜14時10
分 0〜2歳と保護者対象 定員6組
▼くるくるリサイクル 4/22㊎・23㊏
10時30分〜11時30分（雨天中止）
着なくなった洋服の交換会 乳幼児と
保護者対象

家庭︑地域 が 連 携 し て い ま す ︒

タオル体操&簡単ストレッチ！ 4/
13㊌・22㊎ 創作漢字を考えてみよう
4/18㊊・27㊌ いずれも10時〜10時
30分。会場はであいの森。60歳以上対
象。定員20人。ε同館☎936-2791Ü 93
6-2792

☎928-2341

草加っ子として安心して成長でき

すまいる広場〜介護予防〜

氷川児童センター

しかし︑長引く新型コロナウ

▼ふれあいグラウンド・ゴルフ 3/26
㊏14時〜15時 小学生〜高年者対象
▼ママのためのリラクシングヨガ 4/
2㊏10時30分〜11時15分 è 3/22㊋〜
25㊎10時から同館へ（応募多数の場合
は抽選） 定員6人
地元弁護士による無料法律相談会
▼遊ぼうデー「カードゲーム・モルッ
4/15㊎13時30分〜16時。会場は越谷 ク」 4/5㊋・20㊌15時30分〜 小学
市中央市民会館。4/15の遺言の日にち 生対象
なみ、埼玉弁護士会越谷支部の弁護士 ▼はじめての卓球 4/12㊋・15㊎15時
が、離婚・相続・借金・交通事故の問 30分〜 ラケットの使い方・ルール、
題などあらゆる法律問題に応えます。 ラリー 小学3〜6年生対象
1人30分以内。è 4/1㊎からの平日10時 ▼ピヨピヨ広場 4/13㊌10時10分〜、
〜16時30分に埼玉弁護士会越谷支部へ。 11時10分〜 親子遊び・育児相談 0
〜2歳と保護者対象 定員各5組
☎962-1188Ü 962-1422
高年者向け

る教育環境を充実させてまいりま

4/24㊐9時〜17時。会場は記念体育
館。審査基準と指導法を学びます。少
林寺拳法有段者対象。定員30人。è 4/
5㊋までに電話で草加市スポーツ協会
へ。☎928-6361Ü 922-1513

イルス感染症の影響で︑子ども

☎942-9876

す︒

新栄児童センター

たちは不安 や ス ト レ ス を 感 じ ︑

少林寺拳法連盟指導者講習会

情報コーナー「すとりーと」

6㊎16時〜16時50分…年少児〜未就学
児、17時〜18時…小学生 いずれも保
護者同伴 定員各10人

谷塚文化センター

☎928-6271

▼すくすくクラブ 4/22㊎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 こいのぼり作り・大型絵本
ほか 定員各回7組
▼伝統文化茶道講座 4/23〜令和5年
3/25の（1/28を除く）第4㊏10時〜12
時…表千家・13時〜15時…裏千家 全
11回 成人対象 定員各5人 参加費1
回1500円

中央公民館

☎922-5344

4/11㊊8時30分〜13時 電気工事の
ため休館します
▼こころを結ぶ光のひろば 4/5㊋10
時〜12時 点字体験ほか 定員10人
▼スプリングコンサート 4/10㊐14時
開演 出演は草加フィルハーモニー管
弦楽団ベートーベン「交響曲第2番」、
歌劇「セビリアの理髪師」序曲ほか
定員200人 è 3/22㊋から整理券配布
▼SKT高年者健康リズム体操 4/12〜
9/13の第2㊋（7月は5日）10時〜12時
7月は5日
全6回 軽体操 60歳以上対象 定
員30人
▼にじいろタイム 4/15㊎11時〜12時
わらべ唄・読み聞かせほか 未就園
児と保護者対象 定員10組
▼マタニティー「だっこままぎゅっ」
4/15㊎13時30分〜 胎教と友達作り
初妊婦対象 定員10人
▼子ども料理教室〜お菓子作り〜 4/
16㊏10時〜12時 チョコクッキー・ス
ティックパイほか 小・中学生対象
定員12人
▼ホッとひと息「子育てサロン」 4/
20㊌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 こいのぼり
遊び・読み聞かせほか 定員各回5組

⑥

2022年3月20日号

川柳文化センター

情報コーナー「すとりーと」
▼おもちゃの病院 4/22㊎10時〜12時
おもちゃの無料修理 部品代実費
1人2点まで
▼火曜のディナークッキング 4/26〜
令和5年3/28の第4㊋（8月・令和5年1
月を除く）14時〜16時 全10回 季節
の料理・和洋中裏技 成人対象 定員
12人 月額700円 作った料理（2人
分）は持ち帰りです

☎936-4088

▼ロビー展 3/25㊎〜4/6㊌ ぬくと
ぼこによる川柳（せんりゅう）作品展
▼おはなしの広場 4/8㊎・22㊎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
▼おもちゃ病院 4/15㊎10時〜12時
おもちゃの無料修理 部品代実費 1
人2点まで
▼利用者懇談会 4/25㊊10時〜11時
令和4年度事業予定の意見交換ほか
利用団体及び個人対象

新里文化センター

柿木公民館

▼元気ルームMINI 4/7㊍10時〜12時
ホール開放 乳幼児と保護者対象
▼おもちゃの病院 4/11㊊10時〜12時
おもちゃの無料修理 部品代実費
1人2点まで
▼親子で元気ルーム 4/14〜令和5年
3/9の第2㊍（8月を除く）10時〜11時
30分 全11回 開校式・季節のおもち
ゃ作りほか 乳幼児と保護者対象 定
員15組
▼高年者学級「しもつま」 5/17〜令
和5年3/14の第3㊋（4月・8月を除く、
3月は第2㊋）10時〜11時30分 全10
回 仲間作り・心身の健康維持を目指
す（軽体操・調理実習ほか）
おおむ
す（
・調理実習
ね65歳以上対象 定員18人 è3/22㊋
8時30分から窓口優先

☎927-3362

▼伝統文化茶道講座 4/9〜令和5年3/
11の第2㊏（10月・令和5年1月を除
く）10時〜12時…表千家・13時〜15
時…裏千家 初心者対象 定員各10人
参加費1回1500円
▼すくすくクラブ 4/14㊍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 4/15㊎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

令和4年度
乳幼児対象

☎931-3117

草加人のための情報紙

☎946-3000

5944-3800

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

■おはなし会 3/26㊏11時30分〜12時
「世界でいちばんきれいな声」「い
どにおちたぞうさん」ほか 4歳〜小
学生対象（幼児は保護者同伴） 定員
5組 （当日先着順）
■木曜シアター 4/14㊍14時〜15時15
分 「グリーン・アース」 成人対象
定員30人 è 3/21㊗13時から電話で
同館へ
■工作会「ペーパーヨーヨー」 4/16㊏
13時30分〜13時55分、14時5分〜14時
30分 幼児（保護者同伴）〜小学生対
象 定員各5組 è3/21㊗9
時から同館HP（QRコード）
で（13時から電話でも可）
■絵本の読み聞かせと紙芝居 ㊌15時
30分〜16時（乳幼児と保護者対象）、
㊎11時〜11時30分（乳幼児（保護者同
伴）〜小学生対象）、㊏㊐14時30分〜
15時（幼児（保護者同伴）〜小学生対
象）、4/17㊐11時〜11時30分（小学
生対象） 定員各6組（当日先着順）

■地域開放型図書室

西町・川柳 ㊐10時〜16時
・高砂小 （年末年始・蔵書点検日を除く）

■草加FCシャープ（サッカー） ㊍
・㊎19時〜 西町小で 体験大歓迎待
っています 中学生対象 入会金5000
円 月額3000円 ε加藤☎090-14295336
■草加太極挙同好会 ㊎10時〜12時
中央公民館で ゆったりとした動きと
深い呼吸で体調管理と老化防止 経験
不問 入会金2000円 月額3500円 ε
阿部☎999-5726
■草加ハーモニカ同好会 第1〜3㊊9
時〜13時 であいの森で 入会金500
円 月額500円 ε中村☎070-8487-41
22
■白ゆり会（着付け） ㊌㊏10時30分
〜12時 谷塚文化センターで 家で眠
っている着物を使ってマンツーマンで
楽しく行います 月額3000円 ε長谷
川☎090-3475-8567
■高砂レクリエーションダンスクラブ
㊎11時〜13時 中央公民館で 心も
体もリフレッシュできる楽しいダンス
で健康になりましょう 年会費1000円
月額1000円 ε小林☎925-2361

0・1・2歳クラブ

子育て中 の 親と子ども の 交流・遊び の 場
時間

会場

開催日

瀬崎コミセン

第２・３㊋

10時〜10時50分
「ねんねとハイハイ組」

柳島コミセン

第１・３㊎

11時〜11時50分
「あんよ組」

原町コミセン

第１・２㊌

稲荷コミセン

第２・４㊎

つどいの広場︽0〜3歳対象︾

名称

10時〜12時

会場・ ε

つどいの広場
おひさま

谷塚児童センター
☎925-1856

乳幼児サロン
おもちゃばこ
つどいの広場
ろけっと
子育て広場トットちゃん
（未就学児対象）
ママサロンもくば

施設

広報
「そうか」

ε子ども育成課
☎928-6421Ü 928-9632

「0・1・2歳クラブ」「つどいの広場」「ピヨピヨ広場」は、気軽にいつでも遊びに
いけるスペースです。開催当日直接会場へ。「よちよちクラブ」「幼児のひろば」は、
説明会への参加や定員制のものがあるので、下表で申込方法等を確認してください。
スタッフが自由遊びや年齢に応じたプログラムなどを提供します。子どもの集団生活
の第一歩・親同士の交流・子育ての相談の場として利用してみてはいかがですか。
開催日時・定員

名称

会場・ ε

開催日時

利用料金

㊊㊋㊎㊏10時〜15時

つどいの広場
きらりん

谷塚1-7-4
☎923-1313

氷川児童センター
☎928-2341

㊊〜㊐10時〜16時30分
㊏㊐は施設開放

親子のひろば
のび〜すく旭町

旭町4-8-11
☎942-7141

㊋〜㊐10時〜16時
（㊊10時30分〜13時はよちよち歩きまで）

子育て支援センター
☎941-6791

㊊〜㊎①10時〜12時30分
②13時〜15時30分

高砂小
（高砂児童クラブ内）
☎922-0674

4/21からの㊊㊌㊍10時〜13時
除外日
（高砂小授業・休校等）

新栄児童センター
☎942-9876

4/4からの㊊㊌㊍(第2・4㊌を除く)
①10時〜10時50分②11時10分〜12時

つどいの広場
ばぶハウス

弁天6-5-16
☎932-7334

㊋〜㊏10時〜16時
（第2〜4㊊13時30分〜16時は
はじめてのママと10か月までの乳児対象）

ピヨピヨ広場
日時・対象・定員・申込方法

定員各26組

㊊〜㊏10時〜16時

1日利用300円
青柳5-22-28
1か月利用1200円
㊋〜㊐10時〜16時
親子のひろば
（青柳シティプラザB館）
（㊌10時30分〜13時はよちよち歩きまで） ※兄弟割引あり
のび〜すく青柳
☎931-0118

よちよちクラブ《歩行可能な子ども対象》
クラス・対象

日時・定員

幼児のひろば

ピヨピヨ広場・よちよちクラブ・幼児のひろば

説明会日時または申込方法

クラス・対象

日時・定員

説明会日時または申込方法

説明会：4/21㊍
10時30分から同館で

「みつばち組」
平成30年4/2〜
令和2年4/1生まれ

4/19からの㊋
10時30分〜11時30分
定員10組

è4/19㊋
10時30分から同館で

1部…令和2年10/1〜
同3年4/1生まれ

4/21からの第1・3㊍
10時30分〜11時
定員15組

2部…令和2年4/2〜
9/30生まれ

4/21からの第1・3㊍
11時30分〜12時
定員15組

説明会：4/21㊍
11時30分から同館で

「ちょうちょ組」
平成30年4/2〜
令和2年4/1生まれ

4/22からの㊎
10時30分〜11時30分
定員10組

è4/22㊎
10時30分から同館で

住吉児童館
☎928-5736

第2・4㊌
（4月は20・27開催）
10時30分〜12時
0〜2歳児

谷塚児童センター
☎925-1856

4/21からの第1・3㊍
10時〜12時30分
0〜1歳児

令和2年4/2〜
同3年4/1生まれ

4/28からの第2・4㊍
①10時5分〜10時45分
②11時〜11時40分
定員各25組

è3/25㊎までに
市HPまたは
同センター窓口へ

「リス組」
平成30年4/2〜
令和2年4/1生まれ

4/19からの㊋
①10時5分〜10時50分
②11時〜11時45分
定員各30組

è3/25㊎までに
市HPからまたは
同センター窓口へ

新栄児童センター
☎942-9876

4/13からの第2㊌
①10時10分〜10時50分
②11時10分〜11時50分
0〜2歳児

1〜2歳児

4/27からの第4㊌
①10時10分〜10時50分
②11時10分〜11時50分
定員各5組

è4/1㊎
10時から同センターへ

2〜3歳児

4/12からの㊋㊎
10時30分〜11時15分

説明会：4/12㊋
10時30分から
同センターで

氷川児童センター
☎928-2341

わくわくタウン松原
（会場：コンフォール
松原19号棟）
☎941-2905

4/4からの㊊㊍
10時30分〜11時
0〜2歳児

4/19からの㊋
10時〜11時45分
令和3年4/2以降生まれ
定員10組
è希望日1週間前の
㊋13時から電話で同館へ

「よちよち探検」
歩行可能な
1〜3歳児

「にじ」
令和2年4/2〜
10/31生まれ
「そら」
令和2年11/1〜
同3年4/1生まれ

4/13からの㊌
10時30分〜11時

4/18からの㊊
①10時〜10時35分
②11時〜11時35分
定員各20組
4/21からの㊍
①10時〜10時35分
②11時〜11時35分
定員各15組

è対象年齢になり次第
同センターへ

4/12からの㊋
（雨天中止）
「からだで遊ぼう」 ①10時15分〜10時45分
屋外活動
②11時〜11時30分
2歳児
（②は9月から3歳児対象）
「つくって遊ぼう」
2歳児

「チャイルド」
è3/28㊊までに市HPから
「よ
【㊌コース】
ちよちクラブ申込書」
を印刷・
平成30年4/2〜
記入し、往復はがきの往信面
に貼り、返信面に住所・保護者 令和2年4/1生まれ
と子どもの氏名を記入し同館
「チャイルド」
へ。
【㊎コース】
※印刷ができない場合は必要
平成30年4/2〜
事項を手書きしてください。
令和2年4/1生まれ

è参加日1週間前から
同センターへ

4/15からの㊎
10時30分〜11時30分
定員20組
è3/28㊊までに市HPから
4/20からの㊌
①10時〜10時45分 「チャイルド申込書」を印刷・
②11時〜11時45分
記入し、往復はがきの往信面
定員各20組
に貼り、返信面に住所・保護
者と子どもの氏名を記入し
4/15からの㊎
同館へ。
①10時〜10時45分
※印刷ができない場合は、必
②11時〜11時45分
要事項を手書きしてください。
定員各20組

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
3/21㊗

たかぎ医院

9時〜12時・14時〜17時
吉町3-2-47

☎922-3731

院内処方

院内処方

豊田クリニック

かとうファミリー
クリニック

☎930-3636

アクト薬局☎932-0505

☎935-4838

ネオ歯科医院
9時〜12時
栄町3-2-2 2F

☎932-6500

院内処方

山崎クリニック
9時〜12時
中央2-4-11

☎924-1375

豊田クリニック

☎♯7119

※ダイヤル回線・IP電話は

☎930-3636
アイン薬局☎954-9193

草加松原整形外科医院

草加松原整形外科医院

☎935-4838

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）

9時〜12時
柿木町1127-1

そうごう薬局☎928-1431
16時〜19時
松江2-3-26

16時〜19時
松江2-3-26

休日当番医
QRコード

埼玉県救急電話相談

たかさご薬局☎922-4619

外科・午後

16時〜19時
松江2-3-26

外科・午後

歯科

外科・午後

草加松原整形外科医院

!

9時〜12時・14時〜17時
青柳4-26-16

9時〜12時・14時〜17時
高砂2-2-31

☎922-2517

コイケ薬局☎943-4022

☎933-0333

アイン薬局☎954-9193

9時〜12時・14時〜17時
旭町4-9-2

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）
。

あさこ小児科
内科医院

外科・午前

9時〜12時
柿木町1127-1

西倉小児科医院
☎941-7250

外科・午前

外科

外科・午前

☎922-8683

4/3㊐

内科

9時〜12時・14時〜17時
氷川町2105-6

3/27㊐
内科

内科

内科

3/20㊐
クマガイ
こどもクリニック

2022年3月20日号

☎048-824-4199

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

■診療時間
㊊〜㊎ 19時30分〜22時30分
院内処方
院内処方
㊏㊐㊗、年末年始 18時30分〜22時30分
■場所
休日当番医の駐車場は混雑します。
草加2-21-1 市立病院心臓・脳血管センター1階
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。

休日等上水道工事店

相

談

案

内

㊐㊗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

3/21㊗〜4/20㊌
（㊗㊡を除く）
相談は無料 äは要予約

電話のかけ間違いに注意してください。

3/20㊐
21㊗
27㊐
4/ 3㊐

三栄工業
㈱今泉水道
竹内セントラル㈱
㈲駒崎設備

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

司法書士による相談（相続・登記など）

ä第1㊍・3㊎9時〜12時

（裁判・離婚・相続・多重債務など）

（電話・来所）

（子育て相談・情報提供）

（妊娠・出産に関する相談）

育児電話相談（0歳〜就学前

の子どもの育児全般）

帰化・金銭貸借等の書類作成など）

保育ステーション育児相談

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

（電話・来所）

…高砂コミセン

消費生活相談（電話）

福祉・介護
（電話・来所）

㊊〜㊎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開設
㊊〜㊏9時〜16時30分…保育ステーション☎9201120

その他

行政相談（国の仕事に関する意見・要望） 第2㊎13時30分〜16時

ボランティア相談

子育て支援コーディネーターが担当 10時〜12時
3/24㊍、4/14㊍…谷塚児童センター☎925-1856
4/6㊌…新栄児童センター☎942-9876
4/18㊊…氷川児童センター☎928-2341

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
第4㊍9時〜12時

住宅・不動産・マンション・特許など）

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

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

すこやか相談会

弁護士による法律相談

苗塚町55-4
谷塚上町483-3
氷川町2112-6
氷川町818-3

㊊〜㊎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

青少年のカウンセリング

（仕事・恋愛・人間関係等）

㊊〜㊎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

㊊〜㊏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

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）

人権相談

3/23㊌13時〜16時…氷川コミセン☎922-0825（ 人権
共生課）／㊊〜㊎8時30分〜17時15分…みんなの人
権☎0570-003-110

女性の生き方

㊊〜㊎（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作成補助・助成金の活用等）
3580
市民活動相談 （団体の会則

女性の生き方なんでも ä㊍、第一㊏11時〜16時…草加市文化会館 ☎931-9325
相談
内 50
○
（さわやかサロン）

市民税務・経営相談

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）

防災テレフォンサービス

▶防災行政無線放送

☎0120-777031

（前日12時までに ä ・電話）

▶火災・防災情報

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）

☎997-8511

ＱＲコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

⑧

イベント・講座情報

2022年3月20日号

できごとまちかど

新型コロナワクチン情報
３回目接種は、種類よりもスピードが重要
接種間隔後の早めの接種に協力をお願いします

接種券が届いている人は全員予約ができます！
2回目接種完了

接種券発送（予定）

~令和3年9月

発送済み

10月

令和4年3月23日㈬

11月

令和4年4月12日㈫

3回目接種（目安）
2回目接種から

6か月後

※発送予定日を一定期間過ぎても届かない場合は、コールセンター（☎0570-666-578）へ。

3月31日㈭まで

予約の操作支援窓口 まもなく終了！

場所・時間（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…午前9時〜午後5時
持ち物：接種券付予診票、本人確認書類

小・中学生
対象
受講特典あり

裏面

▲申込フォーム

食生活改善推進員のおすすめレシピ

コロナに負けないからだづくり
Final 今までご覧いただき、ありがとうございました!

■材料（2人分） えび 30ｇ／ Ⓐ（塩 ひとつまみ ／酒 小さ
じ1）／ 鶏ひき肉 60ｇ ／ Ⓑ（砂糖 小さじ2/3 ／ しょうゆ 小
さじ1）／ 卵 1個 ／ Ⓒ（砂糖 小さじ1 ／ 酒 小さじ1/2）／
きぬさや 2枚（5ｇ）／ 小松菜（茎）20ｇ ／ ご飯 1合分 ／ Ⓓ
（酢 大さじ1 ／ 砂糖 小さじ2/3）
1人分
Point

作り方

389kcal

食塩 0.8g

一般的なちらし寿司と比べ塩分が控えめです。
見た目が華やかなので晴れの日にぜひ。

①えびは背わたを取り、Ⓐで揉みこんだ後、茹でる。きぬさやは、茹でて斜め細切りにする。
①
小松菜の茎は茹でて、5㎜幅に刻む。
②フライパンを熱し、ひき肉を炒めⒷで味付けし、
②
Ⓑ
そぼろを作る。
③フライパンを熱し、卵とⒸを混ぜ合わせ、
③
Ⓒ
炒り卵を作る。
④Ⓓを合わせ、ご飯が温かいうちに加えて酢めしを作り、小松菜の茎を
④Ⓓ
加え、混ぜ合わせておく。
⑤カップに、酢めし半量・そぼろ・残りの酢めし・炒り卵の順に重ねて
⑤
▲保健センター
cookpad
入れる。きぬさやとえびを彩りよく盛り付ける。

市の人口

令和4年3月1日現在

小児接種の
詳しい情報は
厚生労働省HPから

市の予約などの
情報は
市HPから

自宅療養等に関するよくある問い合わせを掲載

新型コロナウイルス対策課☎922-1839Ü927-0501

タグから離れると
警告音が鳴るよ！

カップちらし寿司

㊏㊐㊗を含む午前8時30分〜午後5時15分

・2回目の接種は、1回目接種の3週間後の同
時間・同会場で自動予約されます。
・これから5歳を迎える人の接種券は、誕生
日の数日後に発送します。
・小児接種は努力義務ではありません。接種
のメリットとデメリットについて厚生労働省
の情報等をもとに考慮し、本人・保護者の
意思に基づいて接種を判断してください。

3月26日リニューアル記 念！

芭蕉庵楽市

くらし安全課☎922-3607Ü922-1030

子ども見守り
スマートタグ

草加市新型コロナワクチンコールセンター
☎0570-666-578

3月22日㈫8時30分から

犯罪にあわないために！
ぼうはんパワーアップ講座

受講
特典

広報
「そうか」

5〜11歳(小児)接種 4月中旬以降の予約受付を開始

2面で

県内で発生している「子どもに対する声かけ事案」の被害者は70
％以上が小・中学生で、市内においても被害が報告されています。
不審者から身を守る“自己防衛力”を高めるための知識と対応策を
「うさぎママのパトロール教室」主宰の安全インストラクター武田
信彦氏から学びます。
■日 時 5月21日㈯午前10時〜11時30分
■会 場 草加市文化会館
■定 員 300人
■対象者 （市内在住・在勤者）
・幼児〜おおむね中学生（要保護者同伴、
保護者のみの参加可）
▲武田信彦氏
・防犯に協力したい人
■内 容 第1部 ミニ講座＆ぼうはんクイズ
第2部 ぼうはんパワーアップ教室
ω5月6日㈮までに申込フォーム(QRコード）またはくらし安全課、
勤労福祉会館、各児童館で配布する申込書（市ホームページから入
手可）
を同課へ。

vol.20

問い
合わせ

草加人のための情報紙

文化観光課☎922-2403Ü922-3406

草加宿芭蕉庵のリニューアルオープン
記念イベント「芭蕉庵楽市」では、草加
産野菜の出張販売や芭蕉庵スタッフお手
製小物類などを販売。お花見や散策のつ
いでにぜひお立ち寄りください。
■日時 3月26日㈯午前11時〜午後3時
■場所 草加宿芭蕉庵（札場河岸公園内）
■主催 草加宿神明庵運営協議会

−春の風景を
味わうー

草加さくら祭り

草加市観光協会事務局（文化観光課内）☎922-2403Ü922-3406

約450本の桜並木がある葛西用水沿い（稲荷地区）で3年ぶり
に開催。今回は「安全安心に桜を愛でる」をコンセプトに行わ
れる桜の鑑賞をメインとしたイベントです。
■期
間 3月20日㈰〜27日㈰
（式典：26日㈯正午〜）
■会
場 葛西用水（稲荷地区）
※駐車場なし、会場内飲食禁止
■アクセス 草加駅東口から東武バスで、
①「稲荷五丁目行き」乗車「稲荷五丁目」下車徒歩5分
②「八潮団地行き」乗車「伊草天満宮」下車徒歩5分
■主
催 草加さくら祭り実行委員会

で き ご と まち かど
6日

3月

草加まち歩きツアー

第16代草加さわやかさんが同行して草加宿
や草加松原周辺を巡り、せんべい手焼き体験
など草加の魅力を味わいました。
参加者からは「10年以上住んでいるが普段
通り過ぎていて初めて知ることが多かった」
と新たな発見を喜ぶ声が聞かれました。

25万628人（男12万6492人・女12万4136人）/前月比20人減/世帯数12万1548世帯

