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全部
“草加
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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

これが、

草加市公式LINE

毎月5日・20日発行
草加市市長室広報課

に。
草加お知らせメール

草加市公式Twitter

で、

の情報、続々あなたに届きます。

どう届く？
旬な情報・いち早くお届けしたい情報を即時配信しています。
公式LINE＆草加お知らせメールでは、“配信カテゴリ”から受信する情報が選べますよ！

の情報
いつも
■ 配信カテゴリ イベント
（お知らせメールで届いた場合）

実は草
面白い 加市･･･
イ
多いん ベント
です

情報
もしもの

3/16
地震の に発生した
実際の 時に届い
た
LINE
画面で
災害・気象等
す

信頼できる情報を得ましょう

■ 配信カテゴリ
（LINEで届いた場合）

特に、大きな災害が起きるとデマな
ど不確かな情報が出回る可能性があ
ります。市から届く情報を速やかに
受け取れるよう、事前に登録・フォ
ローをお願いします！

ん登録
かんた
登録にかかる時間は
約 6 0 秒！

■ 配信カテゴリ
災害・気象等／新型コロナウイルス
／交通安全・防犯／犯罪情報官ＮＥ
ＷＳ／行政／イベント／子育て／健
康・福祉／障がい福祉

受信する内容は選べる＆いつでも変更
可能。自分好みにカスタマイズしてく
ださいね！

（※個人差があります）

草加市が震度2以上のとき、外出先で
も市の地震の状況をピンポイントでお
届け。

登録の詳細は
次のページへ

広報課☎922-0549 5922-3041

折り込んである「国民健康保険特集号」「そうか市議会だより」は、抜いて読んでください。
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草加市公式LINE・草加お知らせメール・草加市公式Twitterの

登録方法は？

登録・フォローの手順は次のとおり。
おすすめは、LINE または お知らせメールのいずれか1つを登録 ＋ Twitterフォローです！

草加市公式Twitterアカウント

草加市公式LINE
LINEアプリから

■ユーザー名 ＠city̲soka

メニュー

届く情報を
えらぶ

「＠city̲soka」
でID検索か
QRコードで
友だち登録

■URL
https://twitter.com/city̲soka

配信カテゴリ
を選択して
登録完了

を押して
URLへアクセス

もしもの時のために、電話やメールだけでなく、複数の手段で
情報を入手できるようにしておきましょう。

草加お知らせメール
スマートフォン フィーチャーフォン
の人はこちら の人はこちら

「t-soka@sg-p.jp」
へ空メールを送信

送られてきた
メールのURLへ
アクセス

配信カテゴリ
を選択して
登録完了

令和4年9月1日・令和5年4月1日採用

草加川柳地区・草加西部地区

市立病院新規採用職員募集

コミュニティプランの策定に
向けた地区別懇談会

市立病院経営管理課☎946-2200 Ü 946-2211

■試験日 6月4日㈯
■試験内容 論文・面接、一般教養は社会福祉士のみ
■採用日 令和4年9月1日または同5年4月1日
■職種・受験資格等
看護師

受験資格等

都市計画課☎922-1802 Ü 922-3145
toshikeikaku＠city.soka.saitama.jp

採用人数

既卒 昭和52年4月2日以降生まれで、看護師免許を有する人

10人程度

新卒 昭和62年4月2日以降生まれで、令和5年3月31日まで 10〜15人程度
に看護師免許を取得見込の人
社会福祉士 平成4年4月2日以降生まれで、社会福祉士の資格を有
若干名
する人または令和5年3月31日までに取得見込の人

ω5月26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）、市職員課、各サービスセンターで配布する試験申込書
を〒340-8560市立病院経営管理課へ郵送。

自分や家族、地域を守るために家の耐震化を!

住宅の耐震診断・耐震改修費用
の一部補助
建築安全課☎922-1958 Ü 922-3148

市では、地震による被害を最小限にするため、住宅の耐震診断と
耐震改修に要した費用の一部を補助しています。
■対象者
市内に建物を所有し、自ら1年以上居住している個人（マンション
は管理組合等）。所有者が複数の場合は全員の同意が必要です。
■対象となる住宅・分譲マンション
昭和56年5月31日以前に建築確認を受け工事に着手したもの。
■注意点
・事前の申請が必要です。既に耐震診断または耐震改修の契約が
済んでいる場合は申請できません。
・耐震改修の場合は、市税完納、施工業者の要件などがあります。
・完了後、令和5年3月1日㈬までに実績報告書の提出が必要です。
■既存住宅の耐震診断補助
補助対象

2011年に発生した東日本大震災では、TwitterなどのSNSが
情報取得ツールとして活躍しました。
草加市以外にもTwitterで、信頼できる
機関のアカウントをあらかじめ
フォローしておくこともおすすめです。
〇気象庁防災情報
（＠JMA̲bousai）
〇Twitterライフライン など。
（＠TwitterLifeline）

広報課☎922-0549 Ü 922-3041
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補助金額

木造(在来工法)2階建て以下の一戸建ての 診断費用の2分の1以内の額で、上限は住戸の
住宅、併用住宅または長屋住宅の耐震診断 戸数に5万円を乗じた額
簡易診断
診断費用の2分の1以内の額で、上限10万円
分譲マンション
(区分所有して 耐震診断（公的機関等 診断費用の2分の1以内の額か住戸の戸数に5万円を
いる共同住宅) の判定を受けたもの） 乗じた額のいずれか少ない額で、上限100万円

草加川柳地区

草加西部地区

住んでいる地区のまちづくりを語り合う地区別懇談会を開催しま
す。いずれも時間は午後6時30分〜9時。対象は各地区に関わりのあ
る人。定員各40人。今回のテーマは「まちに必要なこと・やりたい
ことを出し合おう」。以降のテーマは問い合わせてください。
■草加川柳地区（会場は川柳文化センター）
5月29日㈰、8月4日㈭、10月7日㈮、令和5年1月20日㈮
■草加西部地区（会場は氷川コミセン）
6月3日㈮、8月5日㈮、10月14日㈮、令和5年2月3日㈮
ω氏名・住所・年代・電話番号・メールアドレス・興味があるテー
マ・所属団体等を都市計画課へ。ファクス、メール(QRコード)も可。
■既存住宅の耐震改修補助
補助対象

補助金額

木造住宅一般耐震改修
［対象物件］木造（在来工法）2階建以下
の一戸建ての住宅、併用住宅または長屋
住宅で、耐震診断の結果、総合評点が1.0
未満と判定された建築物
［対象工事］基礎、壁の補強、屋根の軽
量化等の改修を行い、総合評点が1.0以上
となる改修

改修費用の23%で上限30万円。ただし、
以下の場合は最大55万円。
・今年度中に補助を利用する場合は、改
修費用の2.5％で上限5万円割増
・補助対象者が65歳以上の場合、20万円
割増

木造住宅簡易耐震改修
［対象物件］木造（在来工法）2階建以下
の一戸建ての住宅、併用住宅または長屋
住宅で、耐震診断の結果、総合評点が1.0
未満と判定された建築物
［対象工事］総合評点が1.0を満たさなく
ても安全性の向上が見込める右記の改修
分譲マンション耐震改修
［対象物件］マンションの建替え等の円
滑化に関する法律第2条第1号に規定する
延床面積1000㎡、3階建て以上の耐火ま
たは準耐火建築物のマンションで、耐震
診断の結果、構造耐震指標Is値が0.6未満
と判定された建築物
［対象工事］改修によりIs値が0.6以上と
なり、改修設計の安全性を公的機関等が
適正と認めた改修

無料

次のいずれか。
・耐震シェルターを設置する費用の23％
で上限20万円
・屋根の葺き替えを行い、屋根を軽量化
する費用の23％で上限20万円
・安全な空間の確保が見込める寝室等の
補強に要する費用の23％で上限10万円
※2つ以上同時に行う場合は上限20万円

改修に要した費用の23％で上限200万円。

図面をもとに簡易診断
（現地調査なし）

ω平面図や間取り図を用意し、電話で建築安全課へ。

令和4年の市内交通事故状況（前年比）4月20日現在 人身事故145件（＋10） 死者3人（−1）
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障がい者の軽自動車税
（種別割）
を減免

国の仕事に関する相談は行政相談委員へ

一定以上の障がいがある人のために使用する軽自動車の軽自動車
税（種別割）を減免します。軽自動車税（種別割）以外の自動車税
（種別割）の減免については越谷県税事務所（☎962-2191）へ。
減免は、普通自動車などを含め、障がい者1人につき1台まで。
■対象要件（①または②に該当）
①障がい者本人または障がい者と生計を一にする人が、軽自動車
を所有し運転する
②障がい者のみで生活する人が軽自動車を所有し、常時介護する
人が運転する
ω5月上旬に郵送する納税通知書に減免の申請書が封入されている
人は、同封の案内に従って手続きをしてください。新たに減免を希
望する人は、申請書を郵送しますので市民税課に問い合わせてくだ
さい。手続きは5月31日㈫までに同課へ。
※車の所有者または運転者が障がい者と別住所の場合は、健康保
険証や源泉徴収票など生計を一にすることが分かる書類、運転
者が常時介護する人の場合は常時介護の誓約書などが必要で
す。減免の対象となる障害等級や必要書類の詳細は、市ホーム
ページまたは市民税課へ問い合わせてください。

行政相談は、民間の有識者の中から総務大臣が委嘱した行政相談
委員が、担当行政機関とは異なる立場から行政などへの苦情や意
見、要望を受け、その解決や実現を促進し行政の制度や運営の改善
に生かす仕組みで、皆さんの声が国の行政運営に役立ちます。難し
い手続きは不要です。相談は無料、相談者の秘密は固く守ります。
どうぞお気軽にご相談ください。
■定例相談会
第2金曜日午後1時30分〜4時。市役所西棟市民相談室で。
■市内の行政相談委員宅への電話相談
醍醐洋子委員（氷川町☎925-1930）
中村久夫委員（中根3丁目☎936-0054）
山川邦子委員（栄町2丁目☎931-8689）
竹村博之委員（遊馬町☎925-4151）
山口久男委員（遊馬町☎925-0795）
■総務省関東管区行政評価局（きくみみ埼玉）
「行政苦情110番」☎0570-090110 Ü048-600-2336
インターネット相談は「行政相談受付」で検索。

市民税課☎922-1049 Ü920-1502

取扱事業者
募集

草加市プレミアム付商品券の発行に先立ち取扱事業者を募集しま
す。換金手数料などの費用は一切不要です。また、昨年度の取扱事
業者へは5月6日㈮に案内を発送します。
■募集期限 1次受付：5月9日㈪〜31日㈫
2次受付：6月1日㈬〜7月22日㈮
※1次受付者は、全戸配布する冊子に掲載。
ω実行委員会ホームページ（QRコード）または産業振興課、草加
商工会議所ほかで配布する申込書（実行委員会ホームページからも
入手可）をファクス（Ü048-227-2567）で同実行委員会へ。
申し込みに関する問い合わせ
令和4年度草加市プレミアム付商品券実行委員会
（草加市商店連合事業協同組合内）

☎928-8121

受付時間：
平日午前10時〜午後4時

野良猫の不妊去勢手術費の一部補助

申 5月9日㈪〜11月30日㈬にくらし安全課へ。
□
☎922-3642 Ü 922-1030  kurashianzen@city.soka.saitama.jp

不幸な猫を減らすため、野良猫や地域猫の不妊去勢手術費用を一
部補助します。なお、飼い猫の不妊去勢手術は補助対象外です。
■対象（全てを満たす場合）
・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
・申請者が市内在住者 ・耳カット処理
・指定協力病院（市ホームページで確認可）での不妊去勢手術
■補助額（期間内申請者1世帯につき5匹が限度）
去勢（オス）…7000円 不妊（メス）…9000円

創業ガイダンス＆創業塾

草加商工会議所☎928-8111 Ü928-8125

創業ガイダンス 〜創業についてじっくり考える〜
創業に必要な心構えやポイント、創業塾の内容などを紹介。
■日時 5月18日㈬午後6時30分〜9時30分
■会場 オンライン（zoom） ■申込期限 5月15日㈰
創業塾
創業計画の立て方など創業に必要な知識を集中的に学びま
す。創業塾履修者は、法人設立時の登録免許税の軽減や融資
利子の一部補助などの特典が受けられます。
■日時 6月1日･8日･15日の㈬と6月25日、7月2日の㈯
■会場 オンライン（zoom） ■定員 15人
■受講費 教材費等込み5000円（最終回のみ参加は2000円）
■申込期限 5月25日㈬
申込方法

申込みフォーム（QRコード）または草加商工会議所、産
業振興課ほかで配布する申込書をファクスで同会議所へ。

■手続き方法
①手術前にくらし安全課へ事前協議書を提出
②手術後に手術前後（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
■補助利用者へ捕獲用罠を最長14日間貸し出します（要予約）
■注意点
・事前協議書受理日の翌日から90日経過または11月30日㈬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。市は生きている猫の引き取りは行いません。
・予算の執行状況により、期間内でも予算に達し次第締め切ります。
また、受付の一時見合わせや件数の制限を設ける場合があります。

新庁舎建設工事に伴い変更します

新庁舎建設工事に伴い、5月16日㈪から出入口を南側のみにします。車いす利用者の出入口も南側です。
また、障がい者等用駐車場は第2駐車場1階に移設します。ご理解とご協力をお願いします。
庁舎駐車場について…資産活用課☎922-1798 Ü924-3739
工事について…庁舎建設室☎922-1060 Ü922-1062

駐輪場
閉鎖
西棟

・市役所本庁舎西棟入口を南側に
・障がい者等用駐車場は第2駐車場へ

スーパー

5月16日㈪
から

▲

産業振興課☎922-3073 Ü922-3406

夢をかたちに！草加で創業

申込フォーム

令和4年度も発行！
草加市プレミアム付商品券

広聴相談課☎922-0566 Ü922-3173

南側
出入口

新庁舎
工事エリア

閉鎖
南側
出入口

信用金庫

第2駐車場
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・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

5月の
納税
・
納付

対象は市内在住・在勤・在学者。
問い合わせは各担当先へ。

▶固定資産税・都市計画税 第1期
▶軽自動車税（種別割）全期
5/31㊋までに市指定金融機関・
コンビニ、スマートフォン決済で

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

基本ルール
・体調不良者の利用禁止
・利用人数の制限
・換気の徹底
・利用責任者が参加者を把握

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

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

全国瞬時警報システム
（Jアラート）年4回放送
地震や武力攻撃などの緊急情報を人
工衛星などを通じて瞬時に伝える全国
瞬時警報システム（Jアラート）の試
験放送を年4回、防災行政無線を使い
実施します。今年度は5/18、8/10、
11/16、令和5年2/15の㊌11時に行いま
す。なお、放送内容は「防災行政無線テ
レフォンサービス（☎0120-777-031）」で
も確認できます。ε危機管理課☎922-0
614Ü922-6591
コンビニ交付サービス一時休止
5/17㊋は終日、31㊋16時〜6/1㊌6時
30分、システムメンテナンスのため、
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☎922-1526Ü9201501◇課税・非課税証明書、所得証明
書…市民税課☎922-1049Ü920-1502◇
納税証明書（個人市県民税のみ）…納
税課☎922-1098Ü920-1502
手続きはお済ですか？
第十一回特別弔慰金の支給
戦没者等のご遺族に第十一回特別弔
慰金（額面25万円、5年償還の記名国
債）が支給されます。対象者は戦没者
等の死亡当時のご遺族で、令和2年4/1
時点で「恩給法による公務扶助料」や

市役所第2庁舎 納税課、後期高齢者・重心医療室
日曜 9時〜12時30分
夜間 ㊌
（㊗・㊡を除く）
21時まで

職員の通年軽装勤務
（ノーネクタイ等）
を5月から試行しています

●広報「そうか」掲載の催事は、

【主催者】

日曜・夜間納税窓口

「戦傷病者戦没者遺族等援護法による
遺族年金」等を受ける人（戦没者等の
妻や父母等）がいない遺族の人。請求
期限を過ぎると申請できなくなります
ので注意してください。è令和5年
3/31㊎までに、請求者の戸籍抄本など
の必要書類（請求者により必要書類が
異なるため、申請前に要確認）を福祉
政策課へ。☎922-1234Ü922-1066
5/12は
民生委員・児童委員の日
民生委員・児童委員は、ひとり暮ら
し高年者の見守りや、日常生活での困
りごとや心配ごとなどの相談に応じ、
行政や専門機関へとつなぐ行政委嘱の
ボランティアです。地域の行事に参加
し相談しやすい環境づくりをすると共
に、活動に必要な研修に参加し研鑽を
積んでいます。また、児童に関する活
動を専門に担う主任児童委員がいます。
民生委員・児童委員には守秘義務があ
り、相談内容は守られますので安心し
て相談してください。各地区の担当委
員など、詳しくは問い合わせてくださ
い。ε社会福祉協議会☎932-6770Ü93
2-6779
強制わいせつ被害多発
帰宅時間帯が最多
被害の発生は帰宅時間帯（20時〜0
時）が最も多く、そのうち半数が路上
及び住宅内で発生しています。昨年市
内で発生した強制わいせつ被害は24件
で、県内最多です。被害に遭わないよ
う次の3つを特に心掛けてください。
①暗くなったらひとり歩きをしない

新型コロナの感染の疑いがあるとき、
どうしたらいいの？
主な流れ
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
〈49歳以下〉
県庁からSMSで連絡
〈50歳以上〉
保健所から電話で連絡
療養生活
療養期間終了

・遠回りになっても、明るく人通りの
多いルートを選ぶ。
・1人で歩くときは防犯ブザーや携帯
電話をすぐに使える状態で携帯する。
②周囲を警戒する
・自宅周辺でも、振り返るなどし、付
いてくる人がいないか確認する。
・スマートフォンを操作しながらや、
イヤホンで音楽等を聴きながらの｢な
がら歩き｣を控える。
③自宅の戸締りを徹底する
・ドアや窓等を全て施錠し、換気等で
開閉する時以外は必ず施錠する。
・夜間は照明で周囲を明るくする。
εくらし安全課☎922-3607Ü922-1030
特別支援学校
見学・学校説明会、学校公開
特別支援学校への通学を希望する人
や保護者等対象。見学・学校説明会の
参加希望者は希望日の5日前までに各
学校へ連絡を。室内靴持参。ε教育支
援室☎933-7591Ü933-7590
■草加かがやき特別支援学校（松原
4-6-1）☎946-2131 Ü 946-5670 見学
・学校説明会…小学部6/10㊎、9/6㊋、
中学部6/6㊊、9/8㊍、高等部7/8㊎、
9/7㊌の9時30分〜11時40分（高等部の
み9時45分〜）
■越谷特別支援学校（越谷市船渡500）
☎975-2111Ü973-1182 学校公開。い
ずれも9時40分〜11時50分。令和5年
度就学・転学、高等部受験を検討中の
人は5/27㊎、6/8㊌・21㊋、7/11㊊、
9/7㊌・14㊌、10/18㊋、年中・年少は
11/25㊎、12/19㊊、令和5年1/27㊎、
同年2/13㊊、同年3/7㊋

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。

かかりつけ医に
電話で相談
かかりつけ医がない場合は？

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。
受診先に迷う場合は？

埼玉県受診・相談センター
☎048-762-8026
Ü048-816-5801
に相談できます。
青少年の主張大会
作文募集
6/18㊏に中央公民館で開催する青少
年の主張大会の作文を募集します。
●テーマ 「未来に向けて考えること
（希望・提案・将来の夢）」「日常生
活や学校生活の中でチャレンジしてい
ることや感じていること」「大人に訴
えたいこと」など。
●規定 小・中学生の部 400字詰め
原稿用紙3〜4枚（1200字以上）、高校
生等の部 同原稿用紙6枚以内。応募
は1人1点。作品の返却不可。
●対象 市内在住・在学の小学4年生
〜高校生及び同年代の人。
è5/23㊊（必着）までに、市内小・中
・高校を通じて、または市青少年健全
育成市民会議事務局（勤労青少年ホー
ム内）へ。☎928-6421Ü928-9632
5月は自動車税（種別割）の納期
自動車税（種別割）・軽自動車税
（種別割）は、5/31㊋までに指定の金
融機関・郵便局・コンビニエンススト
ア、スマートフォン決済アプリ（PayPay、
LINE Pay、PayB）で納めてください。
自動車税（種別割）のみスマートフォ
ン決済アプリ（上記の他にauPAY、フ
ァミペイ、楽天銀行アプリ）、Webサ
イト「埼玉県・県税クレジットカード
納付サイト」を利用したクレジットカ
ード納付やインターネットバンキング
等を利用したペイジー納付が利用でき
ます。 ε 自動車税コールセンター☎
0570-012-229、軽自動車税は市民税課
☎922-1049Ü920-1502

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」

新里地域ふれあい広場完成
旧谷塚西公民館跡地に「新里地域ふ
れあい広場」が完成しました。新里町
会の皆さんによって管理されます。地
域のまちづくり活動の拠点として利用
してください。εみんなでまちづくり
課☎922-0796Ü922-3406
赤十字会員増強運動に協力を
赤十字会員とは年額2000円以上を出
資し、日本赤十字社の活動を支援する
人。町会・自治会の協力により会員増
強運動を実施します。活動資金は、災
害救護活動、国際救援活動、各種講習
会、医療事業など様々な活動のために
使われます。皆さんの協力をお願いし
ます。ε日本赤十字社埼玉県支部草加
市地区（福祉政策課内）☎922-1234Ü
922-1066
草加ふささらダンスフェスティバル
出演団体募集
10/10㊗11時30分開演。会場は草加
市文化会館。ダンスパフォーマンスを
行う団体対象（市外も可）。定員20

組。参加費1団体15人まで1万円（15人
増ごとに5000円増）と1人につき1000
円（別途ステージ料）。詳細は募集要
項（同館で配布）で確認を。è5/25㊌
（必着）ε草加市文化会館☎931-9325
Ü936-4690
マスクなどを無償配布します
災害用備蓄品の入れ替え等で生じた
生理用品や布マスク等の余剰品を無償
配布します。場所は公民館・文化セン
ター、コミセンほか。より多くの人が
受け取れるよう協力をお願いします。
ε危機管理課☎922-0614Ü922-6591

審議会
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。
■ふるさとまちづくり応援基金助成事
業公開審査会〈市民活動センター☎
920-3580Ü925-1872〉…5/28㊏13時〜
高砂コミセン集会室で 定員10人

みんなの健康
母子保健
離乳食講習 è電話・市HPで
初期

ô4〜6か月児 ë各回12組 ö5/30㊊13時15分〜

中期

ô6〜8か月児 ë各回12組 ö5/30㊊10時〜

後期・完了期 ô8か月〜1歳2か月児 ë各回12組 ö5/31㊋10時〜

乳幼児相談 è電話で

ô乳幼児と保護者 ë10組 ö6/17㊎9時30分〜11時20分 ù保健師・栄養士の育児・栄養相談

成人保健
個別検診（à指定医療機関）要受診通知票
è はがき・市HPで（9/20㊋消印有効）
胃がん検診（定員あり）

ô50歳以上（前年度未受診者） ö7/1㊎〜12/20㊋
ß3500円 ê6月上旬〜

乳がん検診（定員あり）

ô40歳以上（前年度未受診者） ö6/1㊌〜11/30㊌
ß1300円 ê5月下旬〜

肝炎ウイルス検診

ô40歳以上（同検診未受診者） ö6/1㊌〜12/16㊎
ê5月下旬〜

口腔がん検診

ô50歳以上 ö5/20㊎〜令和5年1/27㊎ ß700円
ê随時

Ｂ・Ｃ肝炎検査
視触診

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（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）へ
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）
子宮がん検診

子宮頸部の細胞検査

大腸がん検診

便潜血反応検査

肺がん・結核検診
胸部X線検査

360°
VR動画で
市展を配信中

LED照明工事のため令和5年6/1㊍〜
9/30㊏の利用を休止します。ε文化観
光課☎922-2968Ü922-3406

昨年の市美術展の会場風景をYou
Tube文化観光課チャンネルで配信中。
今年度の市展はジュニア部門を創設。
応募の前に市展の雰囲気をお楽しみく
ださい。ε文化観光課☎922-2968Ü92
2-3406

歴史民俗資料館
■れきみん常設展示案内 5/8㊐14時
〜15時。職員が常設展示室を案内し、
草加の歴史文化を紹介します。
■蓄音機コンサート 5/15㊐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「草加宿と元禄検地に
ついて」 5/27㊎14時〜16時。草加宿
の開発に重要な役割を果たした元禄検
地について、幕府の財政政策や検地を
担当した下野国黒羽藩に注目して紹介
〒340ｰ0016 中央1ｰ5ｰ22

憲法記念日電話法律相談会
5/7㊏13時〜16時（15時30分受付終
了）。相談専用☎048-839-5630。憲法
記念日を記念し、埼玉弁護士会弁護士
が無料で民事・家事・刑事などの法律
問題全般について相談に応じます。申
込不要・無料（通話料は相談者負担）。
ε 埼玉弁護士会法律相談センター☎
048-710-5666

Ü922‒1516

※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

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

ô令和4年4月生まれ（妊産婦・新生児訪問をした家庭を除く） ö5月下旬〜6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

マンモグラフィ検査

⑤

します。定員30人。
è講座のみ 5/6㊎から電話で同館へ。
☎922-0402Ü922-1117

アコスホール利用休止

保健センター ☎922‒0200

こんにちは赤ちゃん訪問

内視鏡検査

（抽選 è5/26㊍まで）

2022年5月5日号

ô20歳以上 ö6/1㊌〜11/30㊌ ß頸部1700円、頸部・体部
2500円（医師が必要と認め本人同意の場合のみ）
ô30歳以上 ö6/1㊌〜12/16㊎ ß500円
ô40歳以上（65歳以上は結核含む） ö7/1㊎〜9/30㊎ ßX線
800円、かく痰900円（医師が必要と認め本人同意の場合のみ）

幼児健康診査
1歳7か月児 ô 令和2年11月生まれ
3歳3か月児 ô 平成31年2月生まれ

ö6/7㊋・21㊋

時間等の詳細は ê5月末
ö5/16㊊・24㊋ 個別通知に記載 ê4月末

マタニティクラス両親学級 è 6/1㊌から電話・市HPで

ô9〜11月出産予定の初妊婦と夫 ë 各10組 ö 7/6㊌ 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 ö6/15㊌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

集団検診（à保健センター）要受診通知票（定員あり）
è はがき・市HPで（9/20㊋消印有効）
胃がん・大腸がん検診 ô30歳以上 ö6/27㊊、7/1㊎・16㊏、9/2㊎・16㊎、10/3㊊・
バリウムX線・
21㊎é8時15分〜10時（大腸がんのみ9時30分〜10時30分）
ß胃がん900円、大腸がん500円
便潜血反応検査
乳がん検診

マンモグラフィ検査

ô 40歳以上（前年度未受診者）ö 6/3㊎・26㊐、7/8㊎・21㊍、
8/5㊎・24㊌、9/23㊗・26㊊ é9時30分〜10時50分、13時〜
14時20分 ß1300円

申込時に希望日を複数記入してください。検診日時は受診通知票で確認を ê随時

健康相談など
ö㊗・休館日、第5週を除く9時〜12時 ㊊…原町コミセン、㊋㊎…氷川コ
看護師による
ミセン（5/6を除く）、㊌㊎…瀬崎・八幡・柳島コミセン（5/6・18を除く）、㊍
地域健康相談
…稲荷コミセン
栄養相談è

ö㊊〜㊎ è電話で à保健センター、コミセン
（オンラインも可） ù
食事の個別相談、希望者の食塩量計測

■対象年齢は令和5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※胃内視鏡検診は①②③は2000円、④⑤は無料■はがきの記入事項…希望
検診名・住所・氏名・生年月日・電話番号■胃・乳・大腸がん検診…個別か集団のどちらか
一方のみ。■乳がん（個別・集団）検診…妊娠中・授乳中・断乳後6か月以内・乳房整形・ペ
ースメーカー使用者は対象外■肝炎ウイルス・口腔がん・乳がん（個別）・胃がん（個別）
検診…健康づくり課の受診通知票発行後に指定医療機関へ■乳がん検診指定医療機関：メデ
ィカルトピア草加病院、二宮病院、瀧澤医院、さくら乳腺外科婦人科、八潮中央総合病院

≪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）

⑥

2022年5月5日号

情報コーナー「すとりーと」

シルバーカルチャー教室
詩吟体験会
5/13、27の㊎13時〜15時。全2回。
会場は草加市文化会館。定員10人。参
加費1200円。è5/6㊎からシルバー人
材センターへ。☎928-9211Ü928-9209

30分〜14時30分。会場は川柳文化セン
ター。65歳以上対象。定員30人。室内
靴持参。è 5/10㊋から草加川柳（包）へ。
☎932-7007Ü 931-0993
ボッチャ教室

草加人のための情報紙

を学びます。18歳以上対象。定員10人。
参加費500円。ヘルメット（無い人は
要相談）、スポーツサイクル持参。
è 5/6㊎9時から電話で草加市スポーツ
協会へ。☎928-6361Ü 922-1513

上級救命講習
5/14㊏10時〜。会場はであいの森。
18歳以上で身体に障がいがある人対象。 6/4㊏13時〜18時。会場は草加消防
地域包括支援センター（包）
5/6㊎10時から電話で
10時から電話で 署北分署。心肺蘇生法・AEDの使用法
定員若干名。è 5/6
介護者のつどい・介護予防教室
Ü
同館へ。☎936-2791 936-2792
同館
・異物除去法ほか。市内または八潮市
介護者のつどいは介護の情報交換と
在住・在勤の中学生以上対象。定員10
青空ストレッチ＆ウオーキング体験
交流。介護をしている人、していた人、
人。応募多数の場合は抽選。è 5/20㊎
5/19㊍9時30分〜11時（雨天中止）。 までに草加消防署北分署へ。☎944-73
する予定の人対象。
■介護者のつどい 5/14㊏13時15分〜 会場はそうか公園。ノルディックウオ 01Ü 944-8188
14時45分。会場は新里文化センター。 ーキングで健康づくりに効果的なスト
草加パリポリ
定員10人。ε谷塚西部（包）☎929-0014 レッチ＆ウオーキングを体験。18歳以
レクリエーションの集い
Ü 929-5222
上対象。定員100人。è 5/6㊎9時から
■認知症介護者のつどい 5/18㊌13時 電話でそうか公園へ。☎931-9833Ü 93
6/5㊐9時30分〜。会場は記念体育館。
15分〜14時30分。会場は勤労福祉会館。 5-8510
障がい者スポーツとレクリエーション
認知症当事者の参加も歓迎。ε新田西
を楽しみましょう。障がいのある人と
草加商工会議所会頭杯
Ü
部（包）☎946-0520 946-0523
その家族・支援者対象。定員350人。
バレーボール大会
■介護者のつどい 5/18㊌18時30分〜
室内靴持参。è 電話で草加市スポーツ
20時。会場は旧かっぱ天国。ε草加安
5/22㊐9時〜。会場は記念体育館。 協会へ。☎928-6361Ü 922-1513
行（包）☎921-2121Ü 928-8989
一般男子・女子、小学生の部。参加費
イス・ヨーガ教室
■介護者のつどい 5/20㊎13時30分〜 一般5000円、小学生3000円。è 5/16㊊
15時。会場はケアステーションかしの までに電話で草加市スポーツ協会へ。
6/6㊊13時30分〜15時。会場は瀬崎
木。ε草加西部（包）☎946-7030Ü 942- ☎928-6361Ü 922-1513
コミセン。自宅で簡単にできるイス・
7582
ヨーガ、ストレッチなどを体験します。
手作りパン教室
■コツコツ貯筋体操 5/18㊌14時〜15
瀬崎・谷塚地区居住者対象。定員30人。
時30分。会場は苗塚会館。65歳以上対
5/27、6/3の㊎10時〜13時。全2回。 室内靴持参。è 5/20㊎10時から電話で
象。定員15人。トレーナーによる運動 会場は柳島コミセン。定員8人。材料 同コミセンへ。☎Ü 924-5300
機能向上プログラムで、転倒しにくい 費200円。エプロン等持参。 è 5/6㊎
子育て支援講座
身体をつくる。è 5/6㊎9時から草加安 10時から同コミセンへ。☎Ü 928-2321
「SNS事例で学ぶ
正しく
行（包）へ。☎921-2121Ü 928-8989
知ろういじめのこと」
長栄平成塾ゆかた着付け講座
■体操教室 5/18㊌14時〜15時30分。
会場はふれあいの里。65歳以上対象。
6/1、8の㊌10時〜12時。全2回。会
6/25㊏10時〜11時30分。オンライン
定員20人。è 5/9㊊から谷塚西部（包） 場は長栄平成塾。定員10人。ゆかた一 で開催。講師は獨協地域と子ども法律
へ。☎929-0014Ü 929-5222
式持参。 è 5/6㊎から生涯学習課へ。 事務所の川原祐介氏。SNS事例から保
■誰でも出来る気功 5/20㊎9時15分 ☎922-2819Ü 922-3498
護者として知っておきたいいじめのこ
〜10時40分。会場は高砂コミセン。65
とを学びます。小学4年〜高校生の保
初心者のための
歳以上対象。定員30人。気功の基本を
護者等対象。獨協大学地域と子どもリ
スポーツサイクル講習会
学ぶ。室内靴持参。è 5/6㊎から草加
ーガルサービスセンターとの共催。è
6/4㊏8時〜12時。会場はそうか公園 6/19㊐までに申込フォーム（QRコー
東部・草加稲荷（包）へ。☎959-9133Ü
（雨天時は市民体育館駐車場）。安全 ド）で。ε子育て支援センター☎941922-3801
■はつらつバルーン体操 5/25㊌13時 に楽しむためのルールやメンテナンス 6819Ü 941-6828

環境にやさしい行動へのきっかけに

そうかの環境展＆環境講演会
ε環境課
環境課☎922-1519
922-1519Ü922-1030
そうかの環境展
5/11㊌〜6/6㊊。
会場は中央図書館。
草加環境推進協議会
の活動、綾瀬川の水
質改善、市内の生き
ものほかを展示。

環境講演会「特定外来生物クビアカ
ツヤカミキリの脅威と対策」
5/28㊏10時〜12時。会場は中
央図書館。講師は森林総合研究所
の加賀谷悦子氏。定員50人。草加
環境推進協議会主催。è環境課へ。
メール（QRコード）も可。

毎年大好評！地産地消マップ2022
ε都市農業振興課☎922-0842Ü922-3406

農産物庭先販売所のほか、草加産農産物を取り扱う飲
食店や販売店の情報を掲載しています。公共施設で配布
中。市内で採れた安心で新鮮な野菜を味わってみてくだ
さい。

広報
「そうか」

25人。テキスト代3300円。応募多数の
場合は選考。è 5/6㊎〜23㊊（必着）
に草加市社会福祉協議会、障がい福祉
課、草加市文化会館、中央公民館で配
布する受講申込書（草加市社会福祉協
議会HP（QRコード）からも入手可）
を同協議会へ。☎932-6770Ü 932-6781
子ども・親子向け
おやこで楽しくじゃがいもほり
6/4㊏9時45分〜12時。会場は三浦農
園（谷塚町）。1歳〜未就学児と保護
者対象。定員30組。参加費1組350円
（3株）。è 5/16㊊9時から保育ステー
ションへ。☎920-1120Ü 920-1101
親子で楽しく運動遊び
6/11㊏①13時10分〜13時50分、②
14時10分〜14時50分。会場は記念体
育館。親子で楽しく体を動かします。
対象は①年中・年長児の親子、②低学
年の親子。定員各20組。参加費1組500
円。è 5/6㊎9時から電話で草加市スポ
ーツ協会へ。☎928-6361Ü 922-1513
親子デイキャンプ
6/19㊐10時〜15時（雨天中止）。会
場はそうか公園。テント張りなど初心
者向けキャンプ体験を行います。小学
生と保護者対象。定員15組。参加費1
組1500円。è 5/6㊎から電話でそうか
公園へ。☎931-9833Ü 935-8510
子ども大学そうか
7〜11月開催
全5回。講師は大学教授や専門家。
小学5・6年生対象。定員40人（抽選）。
è 5/31㊋までに生涯学習課へ。マイ・
ステージ（QRコード）からも可。☎92
2-2819Ü 922-3498
高年者向け
オールドカレッジ

スポーツや文化活動を通じて、高年
者が気軽に健康づくりに取り組める講
座です。5/31㊋〜令和5年3/23㊍9時30
そうか市民大学
分〜10時45分。会場は市民体育館、中
N響そうか土曜クラシック
央公民館。内容はリズム体操・健康体
7/16、8/6、9/3、11/26の㊏14時〜 操・音楽会ほか。65歳以上対象。定員
15時40分。会場は草加市文化会館。定 150人。室内靴持参。 è 5/18㊌（必
員40人。受講料4000円（1回1200円）。 着）までに往復はがきに住所・氏名・
è 5/6㊎から生涯学習課へ。マイ・ス 年齢・電話番号を記入し〒340-8550ス
テージ（QRコード）も可。☎922-2819 ポーツ振興課へ（応募多数の場合は抽
Ü 922-3498
選）。☎922-2861Ü 922-3172
手話奉仕員養成講座
「基礎」

であいの森

■ボッチャを体験してみよう 6/10㊎
手話は聴覚障がい者の生活の中から 13時30分〜14時30分。60歳以上対象。
生まれた言葉です。講座では手話のほ 定員12人。è 5/6㊎10時から電話で。
か、聴覚障がい者の生活や福祉制度な ■Let s!!リズム体操 6/7・21、7/5・
19、8/2・16の㊋13時〜14時。全6回。
どについても学びます。
■手話奉仕員養成講座「基礎」 6/16 60歳以上対象。定員20人。ヨガマット
〜令和5年2/16の㊍9時30分〜11時30分。 またはバスタオル、タオル、室内靴持
全30回。会場は草加市文化会館ほか。 参。è 5/12㊍10時から電話で。
いずれも会場はであいの森。εであ
入門講座修了または同等レベルの人対
いの森☎936-2791Ü 936-2792
象。過去に1度受講した人も可。定員

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

医療・水道・ミニ情報

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
5/5㊗

5/8㊐

☎922-2111

☎942-1245

院内処方

外科・午前

外科

石井外科医院

9時〜12時・14時〜17時
氷川町928

☎925-4255
リボン薬局
☎959-9386

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

9時〜12時
松原2-4-21-102

☎941-9711

16時〜19時
松江2-3-26

☎935-4838

かばさん薬局
☎942-3053

歯科

9時〜12時
氷川町2119-8

ふれあいの里
■にこにこサロン楽楽 5/16㊊14時〜
15時。会場はふれあいの里。簡単なゲ
ーム・ぬりえ・折り紙ほか。60歳以上
対象。
■飾り巻き寿司を作ろう！ 5/25㊌10
時〜13時。会場はふれあいの里。60歳
以上対象。参加費500円。まきす・エ
プロン・三角巾またはバンダナ持参。
è 5/7㊏10時から電話で。
■いやしの足湯 5/28㊏〜6/3㊎10時
〜13時40分。会場はふれあいの里。60
歳以上対象。定員各回4人。1回20分。
タオル持参。è 5/10㊋10時から電話で。
εふれあいの里☎920-6222Ü 920-6251

5/23、6/13の㊊10時〜12時。会場は
保健センター。不足しがちなたんぱく
質や野菜類を栄養バランスよく食べら
れるよう、講義と調理実習（和風ドラ
イカレー、鶏の塩こうじバター煮）で
学びます。65歳以上対象。定員10人。
費用300円。エプロン・三角巾・ふき
ん2枚持参 。 è 5/6㊎から保健センタ
ーへ。☎922-0200Ü 922-1516

介護認定調査員
（会計年度任用職員）
㊊〜㊎の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

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）

アイン薬局
☎954-9193

※ダイヤル回線・IP電話は

☎♯7119

☎048-824-4199

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

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

受診時は、必ず事前に電話連絡を。

休日等上水道工事店

暑さに負けない体を作る
ヘルシー料理教室

埼玉県救急電話相談

■診療時間
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。
㊊〜㊎ 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

!

☎928-4187

休日当番医
QRコード

9時〜12時
柿木町1127-1

☎930-3636

院内処方

上杉歯科クリニック

防災テレフォンサービス

☎941-5214

外科・午後

外科・午後

歯科

オウル歯科

草加松原整形外科医院

おかだこどもクリニック

豊田クリニック

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）
。

9時〜12時・14時〜17時
清門3-25-3-102

外科・午前

コイケ薬局プラスワン
☎944-3838

5/15㊐
内科

平田クリニック

9時〜12時・14時〜17時
新栄1-48-11

内科

内科

中田医院

9時〜12時・14時〜17時
中央2-16-43

2022年5月5日号

㊐㊗等の漏水・出水不良など
の水道トラブルに対応します。

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）

※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 5/
6㊎・13㊎・20㊎・26㊍・31㊋、6/3㊎
9時〜11時 5/24㊋13時〜15時 中央
公民館 無料 ε 関根☎090-4062-13
56
■あみものを楽しむ会講習会 5/7㊏
草加市文化会館 5/13㊎ 勤労福祉
会館 13時〜15時 夏糸で編む小物ほ
か 定員4人 材料費1000円 è 植竹
☎931-4809
■八幡ダンスサークルフリーダンス
5/8㊐13時15分〜16時15分 谷塚文化
センター ミキシング・トライアルあ
り飲み物付き ε飯塚☎090-4958-92
29
■勤少空手道教室無料体験会 5/8㊐
17時〜19時 勤労青少年ホーム 軽装
水分タオル持参 男女年齢問わず 基
礎体力作り健全な青少年の育成 ε栁
田☎080-5419-2027
■オンラインおやこ大学ひろば 5/10
㊋ 未就園児と保護者対象 ①0〜1歳
☎0120-777031

8㊐ 三栄工業

15㊐ ㈱今泉水道

受付時間：9時〜17時

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5/26㊍。採用は
7/1付。è 5/20㊎（必着）までに申込
書（市HPから入手可）を介護保険課へ。
☎922-1414Ü 922-3279

▶防災行政無線放送

5/5㊗ ㈱井戸梅

住吉2-4-3

☎922-3413

苗塚町55-4

☎925-7384

谷塚上町483-3

☎927-1010

9時30分〜②1〜2歳10時30分〜③2〜3
歳11時30分〜 無料 è 獨協地域と子
どもHP予約フォーム☎946-1781
■スポーツウエルネス吹矢体験会 5/
10㊋・17㊋13時〜15時 5/29㊐、6/5
㊐9時〜11時 瀬崎コミセン 無料
ε石井☎090-9310-5460
■ミシン洋裁基礎講座 5/11㊌13時〜
17時・15㊐9時〜13時 新田西文化セ
ンター 基礎を学び作品を作りましょ
う 材料費1000円 è 竹花☎090-66574005
■スポーツウエルネス吹矢体験会 5/
14㊏・28㊏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 5/14
〜28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
■草加市ダンススポーツ連盟 5/14㊏
13時15分〜16時10分 谷塚文化セン
ター 飲み物付き トライアルあり
競技選手男女リボン待機 ε川端☎93
5-9861
■おひとり様の相続・遺言書の書き方
5/15㊐9時〜11時 草加市文化会館
音楽室 終活相談会 定員6人 参加
費無料 ε不動産相続と住まいの窓口
坂斉☎923-0021
■卓球体験 5/17㊋9時〜11時、5/20
㊎11時〜13時 市民体育館 ε松が根
クラブ須藤☎922-4789
■家庭婦人バスケットボール教室 5/
17・24・31・6/7の㊋11時〜13時 市
民体育館 保険代1850円 è 家庭婦人

▶火災・防災情報

☎997-8511

草加クラブ山口☎090-8010-1886
■介護者サロン「らくだ」 5/20㊎
わ〜くわっく草加 「こもれび」 5/
26㊍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」 5/21㊏
10時〜12時 中央公民館 5/24㊋10時
30分〜12時 瀬崎平成塾 6/7㊋13時
30分〜15時30分 氷川平成塾 ε山田
☎928-5332
■遺言書の書き方と終活を学ぼう 5/
28㊏10時〜12時 草加市文化会館第2
会議室 一般対象 定員10人 参加費
無料 è 遺言相続後見ネット☎946-51
52
■氷川ダンス倶楽部フリーダンス 5/
28㊏13時10分〜16時 谷塚文化セン
ター 飲み物付き 男女会員・競技選
手多数待機 健康寿命と医療費節減目
的 ε太田☎090-3520-7309
■シルクロードを学ぶ 5/29㊐13時30
分〜 中央公民館 中国茶をいただき
ながら楽しみましょう 参加費500円
εサークル中国大好き武藤☎090-35
74-1031
■バレーボール体験教室 6/3・10・
17の㊎9時〜11時 市民体育館 一緒
に体を動かしませんか？ 女性対象
50〜70代の人大歓迎 ε太田☎080-54
17-0556

ＱＲコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

⑧

2022年5月5日号

イベント情報

できごとまちかど

新型コロナワクチン情報
2回目接種完了

~令和3年11月

接種券発送（予定）

3回目接種（目安）

5月24日㈫

6か月後

2回目接種から

発送済み

12月

※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回目接種は年齢によって接種できる会場やワクチンが異なります
年齢

ファイザー社製

12〜17歳

◯

18歳以上

◯

モデルナ社製

個別接種会場
(医療機関)

集団接種会場

◯
◯

◯

◯

※12〜15歳の人は保護者の同意・接種会場への同伴が必要です。
※個別接種会場（医療機関）、集団接種会場ともに予約が取りやすい状況です。
※6月の集団接種会場は草加市文化会館のみです。

芭蕉像・曾良像のお身拭い
文化観光課☎922-2403Ü922-3406

松尾芭蕉のおくのほそ道「旅立ち」を記念
して、松尾芭蕉翁像（札場河岸公園）と河合
曾良像（おせん公園）のお身拭いを行いま
す。当日直接会場へ。（主催：草加宿神明庵
運営協議会 草加市奥の細道市民推進委員
会）
■日
時 5月15日㈰午後1時30分〜
■集合場所 河合曾良像前（おせん公園）

ω5月6日㈮から生涯学習課へ。☎922-2819Ü922-3498

まちの匠〜作る・皮革講座〜初級コース
1日目に皮革産業の歴史や多種多様な革素材を学
び、2・3日目に本革のトートバッグを作成します。
■日時 6月25日㈯ 午後2時〜3時30分
7月16日㈯・23日㈯ 午後1時15分〜4時30分（全3回）
■会場 草加市文化会館
■対象 同講座未受講者
■受講料 5000円（別途材料費3500円）
■定員 15人

で き ご と まち かど
花栗西グラウンド開所記念式典

同グラウンド（花栗3-860-1）は、花栗
南グラウンドの代替地として、旧教職員住
宅跡地を活用し整備したものです。
式典では、グラウンドゴルフとサッカー
の始球式が行われ、各団体代表者による見
事な一打・一蹴りが披露されました。参加
者からは「元気な生活を楽しむためにも大
いに利用したい」と歓迎の声が聞かれまし
た。

市の人口

令和4年4月1日現在

㊏㊐㊗を含む午前8時30分〜午後5時15分

1・2回目接種後、コロナワクチンの効果は時間の経過とともに

低下していきますが、３回目接種を行うことにより、コロナウイル
ス感染予防効果や発症予防効果、入院予防効果が回復すると報
告されています。

▲厚労省Q&A

5〜11歳（小児）接種

予約受付継続中

・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。
・小児接種は努力義務ではありません。接種により期待できるメ
リットと、副反応等のデメリットを厚生労働省の情報等から考
慮し、本人及び保護者の意思で判断をしてください。

▲草加市HP

日本文化研究者ドナルド・キーン先生生誕100年記念

顕彰記念碑建設協賛者募集

本市の文化芸術振興に多大なご支援
をいただいた、日本文化研究者故ドナ
ルド・キーン先生の生誕100年を記念
して、ドナルド・キーン先生のお顔と
好きな言葉「日本を寿ぐ」（ことほ
ぐ）を記した顕彰記念碑を作成しま
す。お顔のブロンズは、市内在住の彫
刻家、麦倉忠彦氏(新制作協会)が制
作。
参加費1口1万円。協賛者は案内板に名前を記載します。

ドナルド・キーン先生を顕彰する会事務局（草加市文化協会内）
☎931-9325Ü936-4690

そうか市民大学前期講座

2日

草加市新型コロナワクチンコールセンター
☎0570-666-578

新型コロナウイルス対策課☎922-1839Ü927-0501

おくのほそ道「旅立ちの日」

お身拭い終了後、
草加宿芭蕉庵で
記念証のお渡しが
あります。

広報
「そうか」

◆3回目接種の効果

予約受付継続中

3回目接種

問い
合わせ

草加人のための情報紙

4月

3日

作ろう！グリーンカーテン

ゴーヤ苗配布

環境課☎922-1519Ü922-1030
■日時 5月20日㈮午前10時〜午後3時
■場所 コミセン(高砂·氷川·瀬崎·稲荷·原町·柳島·八幡)。
1世帯4株まで（各コミセン100株）。成長を記録・報
告した人に記念品をお渡しします。
ω5月6日㈮〜11日㈬に氏名・電話番号・住所・希望するコミセ
ン（第2希望まで）を専用フォーム（QRコード）で。市ホーム
ページからも可。申込多数の場合は抽選。

草加市と足立区を結ぶ人道橋
「花瀬橋
（はなせばし）
」
完成記念式典

毛長川に架か
る人道橋で、橋
を結ぶ瀬崎と足
立区花畑の各1
文字を取ったこ
の橋の名前は市
・区民の投票で
決定。橋名板の
文字は、市と区
の小・中学生4
人の直筆を元に
製作。市側の2
枚は、石田龍生さん（瀬崎中3年）、村上七海さん
（瀬崎小6年）が書いてくれました（学年は製作時）。
橋の完成を見て石田さんは「自分の字が橋にかかって
うれしい」、村上さんは「選ばれたときは号泣した」
と喜び、地域の交流が深まってほしいと話しました。

広報そうか

アンケート
広報そうか5月5日号の

ご意見を聞かせてください！
今後の広報発行物作成の
参考とさせていただきます。

25万643人（男12万6527人・女12万4116人）/前月比15人増/世帯数12万1971世帯

