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折り込んである「国民年金特集」「介護保険特集」は、抜いて読んでください。

自らを高め
　　  　　地域を守る

みずか たか

ち　   いき まも

草加市
消防団

訓練再開！

8月の消防操法大会に向けて訓練中

消防団長からのコメント

　5月15日（日）、小山地区で活動する消防団第3分団第３部が西分
署で訓練を行いました。集った30～60代の団員13人は、消防署職
員指導の下、細かなコミュニケーションを取りながらポンプ車の操
作やホースの扱い方などを確認しました。以前は月に数回行ってい
た訓練も、コロナ禍の影響で今回は久しぶりとなり、参加した団員は
「操作で手が止まる瞬間もあったことから、日ごろの訓練の大切さを
感じた」と話し、一連の手順確認に汗を流していました。

　市民の有志で組織し、消防防災活動を行う「消防団」。市
内には5つの分団があり、現在206人の団員がいます。団員
の皆さんは本業があるため、限られた時間の中で訓練を積ん
でいます。その中で、団員同士の信頼関係を築き、有事の際
には消防と連携しながら地域住民の皆さんの生命や財産を守
るために活動します。

　器具の取り扱いや操作の基本などの練度を競う「消防操法大会」
に向け、市内各分団から選ばれた１２人の団員が、合同で訓練を行っ
ています。大会直前には、平日夜間などに集まり、消防訓練礼式にの
っとった訓練や、ポンプ車からの放水訓練を予定しています。

　消火活動はスピードが勝負と言われ、火
事を見つけたら燃え広がる前のできるだけ
早い「初期消火」と「通報」が大切です。
これには消防団や消防署だけでなく地域の
皆さんの気づきや協力が不可欠です。自治
会、町会、地域住民の皆さん、消防団・消
防署など、地域に関わる人みんなで力を合
わせていきましょう。 青木愼平団長

消防団とは？

　過去の大規模災害では、家族・友人・隣人など「歩ける距
離の助け合い」による早期対応が被害を最小限にとどめた事
例があります。
　日頃からの住民同士の関わり合いや、消
防団を始めとした、一人ひとりの「自分に
できること」の積み重ねが「やさしさがあ
ふれるまち　草加」を作ります。

「私」にできること

活動の
詳細は
２面へ
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ご意見をお聞かせください！
今後の広報発行物作成の参考と
させていただきます。

配布に関する問い合わせ（土・日・祝を除く）【松原1･2丁目】松原団地見守りネットワーク☎048-933-9500【その他の地域】シルバー人材センター☎048-928-9211



令和4年の市内交通事故状況（前年比）5月20日現在　人身事故174件（＋9）　死者3人（－2）

消防団員に
なるには?

　ひとり親家庭や父（母）に一定の障がいがある家庭等の保険適用
医療費を、申請により支給します。所得制限等の概要は以下のとお
り。なお、住民税課税者は一部自己負担金があります。
■対象　令和5年3月31日までに18歳になる子と、その子を養育して
いるひとり親（子に一定の障がいがある場合は20歳になる誕生日
の前日まで）

■所得制限

　6月までの申請は令和2年中の、7月以降の申請は令和3年中の申請
者の所得額と扶養人数等で判定します。
●所得額とは、所得控除後の金額に、前夫（妻）から受け取った養
育費の8割を加算し、一律控除（8万円）を差し引いた額（他にも
諸控除が受けられる場合あり）。

●扶養義務者とは、申請者の直系血族（両親・祖父母・子ども・孫
等）や兄弟姉妹のうち申請者と生計を同じくする人等
　なお、申請者の配偶者（一定の障がいがある場合）にも、扶養
義務者と同じ所得制限があります。

　対象は令和5年4月1日現在3歳以上の未就学児。日時は申し込
み後に決定します。

あおば学園
　心身の発達に支援が必要な3歳以上の未
就学児の療育・支援等を行い、学校教育等
の基礎となる心と身体を保護者とともに育
てていく施設です。所在地は松江2-3-60
（建て替え工事期間中の仮設園舎です）。

　市議会6月定例会が、5月31日㈫に開会しました。市長提出議案は
14議案。主な議案は次のとおり。
○草加市こども医療費支給に関する条例等の一部を改正する条例の
制定について…受診者の経済的負担軽減のため、令和4年10月（ひ
とり親家庭等医療費は令和5年1月）から、こども医療費、ひとり親
家庭等医療費、重度心身障害者医療費の現物給付（窓口での現金負
担なし）の対象の範囲を、県内の医療機関に拡大するほか、ひとり
親家庭等医療費の自己負担金を廃止します。
○草加市税条例等の一部を改正する条例の制定について…地方税法
等の見直しに伴い、個人住民税の住宅借入金等特別税額控除の期間
の延長などを行います。
○指定管理者の指定について…松原テニスコート、草加市立松原児
童青少年交流センター（いずれも草加市松原四丁目）の指定管理者
を指定します。
○令和4年度草加市一般会計補正予算（第1号）

　経済的理由で高校・短大・大学・専門学校への修学が困難な人は
審査の上、奨学資金の貸付制度を利用できます。貸付開始時期は8月
です。
■対象　以下の条件をすべて満たす人
（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）他に奨学金に相当する貸し付けを受けていない。
（4）1年以上1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）居住で市区町村税を完納し、債務を保
証できる所得のある連帯保証人（18歳以上で、申請者と別
世帯居住）が1人いる。

■貸付月額（いずれも無利子）
　高校、高専、専修学校…国・公立1万円・私立2万円
　短期大学、大学…国・公立1万5000円・私立3万円
■返済
　貸付期間が終了した月の翌月より6か月経過後から開始。
　国・公立は貸付期間の2倍、私立は貸付期間の3倍の期間で均等月
払い。
ω7月8日㈮までに総務企画課へ。開庁時間外希望者は連絡を。

対象：市内在住・在勤・在学の18歳以上の人
ω消防団事務局
（草加八潮消防組合草加消防署管理課内）
☎924-2116　Ü924-0965
s-kanri@soka-yashio119.jp

■広報課担当 取材後記
今回、取材に協力いただいた第3分団第3部に今年4月入団した団
員は、「自分ができることで地域に貢献したい」と入団されたとの
こと。つい先日もAED救命講習を受講されたそうですが、以前職
場で同僚が倒れた際は、頭の中が真っ白になったそうです。取材を
通して、有事に備えた日ごろの訓練や準備の大切さを感じました。

◆訓　　　　練　消火訓練や救急・救助訓練などの基礎訓練を消防署等で重ねています
◆防火啓発活動　住民の防災意識の向上を図るため、防火指導を幅広い年齢層に向け行っています
◆災害時の活動　風水害等の際は河川の水位の警戒や土のう積みなど様々な活動を行います

●入団のきっかけは？
入団3年未満で50歳以下の団員は、消
防学校で災害活動の基礎知識を学べる
と聞き、自分や家族のためになると考え
入団しました。

●女性や学生の団員もいるの？
現在、女性団員は15人います。学生消防
団活動認証制度（※）などもあります。
※消防団員として活動した学生に対し、市町村長が証明
書を交付する制度

●良かったことは？
知り合いの家で火事があり、本人を
救出したことがありました。その際
に「助かりました。ありがとう」と言
われ、消防団をやっていて良かった
と感じました。

●もっと知りたいときは？
消防団事務局に入団についてなど
を問い合わせると、自分が住んでい
る地域の消防団や活動概要を丁寧
に説明してくれます。

192万円未満
230万円未満
268万円未満
306万円未満
344万円未満

236万円未満
274万円未満
312万円未満
350万円未満
388万円未満

0人
1人
2人
3人
4人

扶養人数
所得制限額

父・母・養育者 扶養義務者等

草加市
消防団

【団員に聞いてみました】

消防団の
活動内容は？

市議会6月定例会　開会

奨学資金貸付制度の活用を
問総務企画課☎922-2619Ü928-1178Ü

ひとり親家庭等に
医療費の一部を支給
問子育て支援課☎922-1476Ü922-3274Ü

□申あおば学園へ。☎Ü936-4972□申 Ü

令和5年度入園希望者の
個別見学受け付け中

児童発達支援センターあおば学園

② 草加人のための情報紙　広報「そうか」市政情報2022年6月5日号



■対象　
　15歳未満の人・65歳以上の人・障が
い手帳を持っている人のみの世帯で、市
税等を滞納していない世帯
■助成金額（個数）　
　1世帯あたり9000円（家具3個まで）
＜確認してください＞
・壁にねじで取り付けますので穴が開きます。賃貸住宅の人は住宅
所有者の同意書が必要です。
・市の登録業者が取り付けます。

　住居表示区域内（長栄・新栄・清門以外の○丁目と表示されてい
る区域）で建物を新築・改築した場合は、条例の規定により住居表
示の番号を取得するために届け出が必要です。届け出後、住居表示
の付定通知書と住居番号表示板を交付します。
　また、住居表示区域内で近隣宅と同じ住居番号（同じ住所）とな
っていることで不都合が生じている場合は、住居番号変更申請を行
うことで、枝番号を使用した住居番号に変更できます。なお、変更
に伴う登記等の諸費用は個人負担です。

　バランスよく、規則正しく食べることは食生
活の基本で、新型コロナウイルス感染防止のた
めにも大切です。家で食事をすることが多くな
った今こそ食生活を振り返る機会にしましょう。
なお、「草加市の食育」のページ（QRコー
ド）では赤ちゃんから高年者まで、健やかな生
活を送るための情報を掲載しています。ぜひ家
庭での食生活に活用してください。

　8月から使用する国民健康保険の保険証（兼高齢受給者証）と後
期高齢者医療制度の保険証を、それぞれ7月中旬に発送します。
　現在使用している保険証は、8月以降に保険年金課、後期高齢者
・重心医療室、サービスセンターに返却するか、裁断の上処分して
ください。
■国民健康保険
　発送方法：特定記録郵便
　簡易書留郵便での送付を希望する世帯は、6月24日㈮までに保険
証と160円分の切手を持参し、保険年金課またはサービスセンター
で申請してください。
～他の健康保険に加入したら～
　他の健康保険に加入した時は国民健康保険を辞める届け出が必要
です。加入した職場などの健康保険証、草加市国民健康保険の保険
証、個人番号の分かるもの（マイナンバーカード・通知カード等）
を持参し、保険年金課またはサービスセンターで手続きを。
■後期高齢者医療制度
　発送方法：特定記録郵便
　簡易書留郵便での送付を希望する人は、6月24日㈮までに保険証
と160円分の切手を用意し、後期高齢者・重心医療室またはサービ
スセンターで申請してください。
　なお今回送付する保険証は9月末まで有効です。10月からの窓口
負担割合の見直しに伴い、10月以降有効な保険証を9月中旬に発送
する予定です。

家具転倒防止器具を取り付けます

　取り付けに便利な電動ドライバー
や壁内の取り付けに適した場所を探
す間柱センサーを貸し出しています。

□食事をおいしく、楽しく食べている
□1日3食食べている
□毎食、主食・主菜・副菜が揃っている
□副菜の野菜を1日350ｇ（小鉢で5～6皿）食べている
□よく噛んで食べている
□感謝の気持ちをこめて「いただきます」「ごちそうさま」の
あいさつをしている

□薄味を心掛けている
□麺類の汁を残している
□飲酒をしない日が週2日以上ある
□菓子やジュースをとり過ぎていない

無料貸出　
電動ドライバー・間柱センサー

　基礎部分を含めた撤去が対象です。一部のみの撤去や再設置に係
る費用は対象外。また、業者等に依頼する前に危機管理課へ申請し
てください。
■対象
　道路・歩道に接し、次項に1つでも該当するブロック塀等。
・塀の高さが地盤から2.2mより大きい
・塀の厚さが10cm未満（塀の高さが2m超2.2m以下の場合は15cm未
満）である
・塀の長さ3.4m以下ごとに、塀の高さ
の1/5以上の突出した控え壁がない
・コンクリートの基礎（根入れ）が
ない
・塀に傾き、ひび割れがある
■補助金額
　費用の3分の2（上限40万円、
1000円未満は切り捨て）

危険なブロック塀の撤去費用を補助

ここに付け
られるね

草加市の食育

住居表示区域内での新築・建て
替え時には、住居表示の届け出を
問建築安全課☎922-1949Ü922-3148

食生活を見直して
家族みんな健康に
問保健センター
　☎922-0200Ü922-1516

国民健康保険と後期高齢者医療制度
保険証を８月に切り替え

ω危機管理課へ。☎922-0614Ü922-6591ω

地震に備える
・家具転倒防止器具の取り付けを支援
　（高年者・障がい者世帯対象）
・電動ドライバー等の無料貸出
・危険ブロックの撤去費用を補助

問国民健康保険
　　…保険年金課☎922-1592Ü922-3178
　後期高齢者医療制度
　　…後期高齢者・重心医療室☎922-1367Ü922-3178

６月は「食育月間」・毎月19日は「食育の日」

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③市政情報 2022年6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
〈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

〈49歳以下〉

〈50歳以上〉
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】

　葛西用水沿いなどの桜並木で、特定外来
生物のクビアカツヤカミキリの発生報告が
相次いでいます。成虫を見つけたら、下記
担当課へ連絡し、可能であれば踏みつける
などの駆除をお願いします。特定外来生物
の許可のない飼養（飼育）、保管、運搬
（持ち出し）は法律で禁止されています。

特殊外来生物のカミキリムシ発見したら連絡を！

■街路や公園の桜木で見つけたら
　みどり公園課☎922-1973Ü922-3145
■自宅など自分で管理している樹木で見つけたら
　くらし安全課☎922-3642Ü922-1030

・首の部分が赤い
・体長は約3～4cm
・全体は光沢のある黒色

　昨年中に収入があり課税対象となる
人に、令和4年度市民税・県民税の税
額決定通知書兼納税通知書を6月中旬
に郵送します。ただし次の人には郵送
しません。
通知書が届かない人　昨年中の収入が

少なく非課税となる人。また、収入が
あっても、勤務先で市民税・県民税が
給与から引き落とされる人（税額等は
勤務先に通知済み）。
市民税・県民税の申告を
　令和4年1/1現在市内在住で、昨年中
に公的年金以外の収入があり、勤務先
から給与支払報告書の提出がなく、令
和3年分所得税及び復興特別所得税の
確定申告または令和4年度市民税・県
民税申告をしていない人は、申告が必
要です（個人年金は公的年金以外の収
入にあたります）。また、収入がない
場合でも、行政サービスの利用などの
ために市民税・県民税申告が必要な場
合があります。
ε市民税課☎922-1042Ü920-1502

　水道メーターは、法令により8年に1
度取り替えることが義務づけられてい
ます。今年度、対象となる人には、事
前に通知します。また、取り替え作業
は身分証明書を携帯した委託業者が行
います。費用は無料ですので、委託業
者が作業代を請求することはありませ
ん。なお、作業に支障をきたさないよう、
メーターボックスの上や周りには物を
置かない、ボックスの中はきれいにし
ておくなどの協力をお願いします。ε

水道営業課☎927-2220Ü927-1561

　国民健康保険税の納税通知書を6月
中旬に郵送します。なお、保険税を納
める義務は世帯主にあるため、世帯主
本人が国保に加入していない場合でも、
世帯の中に国保加入者がいれば、納税
通知書は世帯主宛てに送付されます。
ε保険年金課☎922-1592Ü922-3178

　ダンスパフォーマンスを披露する個
人参加者を募集します。
■日時　10/10㊗11時30分～17時30分
■会場　草加市文化会館
■対象　小学3年生～高校生
■費用　1人9000円、小中学生8000円
（衣装・保険・ゼッケン代込み）
■レッスン日　7/18㊗から全8回程度
■定員　40人
è草加市文化会館で配布する募集要項
（同館HPでも入手可）を確認の上、
6/7㊋9時～18㊏20時に申込フォーム
（QRコード）で。
ε同館☎931-9325Ü936-4690

　保育園・幼稚園に来年4月入園を予
定する人対象の、市内保育施設の合同
説明会です。保育園と幼稚園の違いや
保育料等を説明します。
①7/3㊐ひかわ保育園（仮園舎）、②7/22
㊎草加市文化会館、③8/3㊌高砂コミ
セン、④9/22㊍勤労福祉会館。時間は
10時～12時30分または14時～16時30
分。定員各40人（①のみ30人）。保護
者1人まで（乳幼児同伴可）。è6/6㊊
から予約フォーム（QRコード）で。ε

保育課☎922-1491Ü922-3274

　成人歯科健診受診通知票を対象者に
送付しました。口の健康は体全身へ影
響し、口の健康を守ることは体の健康
を守るひとつの方法です。この機会に
成人歯科健診を受けましょう。個別健
診のため、通知に記載の指定医療機関
へ直接問い合わせの上、受診を。転入
等で通知票が届かない人は保健センタ
ーへ連絡してください。
■対象者（生年月日）
　40歳：昭和57年4/2～同58年4/1生
　45歳：昭和52年4/2～同53年4/1生
　50歳：昭和47年4/2～同48年4/1生
　55歳：昭和42年4/2～同43年4/1生
　60歳：昭和37年4/2～同38年4/1生
　65歳：昭和32年4/2～同33年4/1生
　70歳：昭和27年4/2～同28年4/1生

■受診期間　令和5年1/27㊎まで
ε保健センター☎922-0200Ü922-1516

　新たな市民農園を開設。この機会に
野菜作りに挑戦してみませんか。
≪新善町樹農園≫
■場　　所　　新善町115-1

■募集区画　　10区画（約8坪）
■料　　金　　年間1万5000円
è6/6㊊～17㊎に農園運営事務局へ。
☎928-2881Ü924-4455ε都市農業振興
課☎922-0842Ü922-3406費用は無料　水道メーターの

取り替えを行います

国民健康保険税納税通知書を
6月中旬に郵送

市民税・県民税の税額決定通知書
兼納税通知書を郵送

市民農園で野菜を作ってみませんか？

草加ふささら
ダンスフェスティバル
キッズダンス参加者募集

『健康はお口から』
成人歯科健診受診通知票を送付

幼保入園のための
すくすく子育て説明会

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。

春のプラごみゼロウィーク実施中　「3R」でごみを出さない生活を。
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

④ 2022年6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」

▶市県民税（普通徴収） 第1期
▶国民健康保険税（普通徴収） 第1期
▶介護保険料（普通徴収） 第1期

6月の
納税
・
納付 6/30㊍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 問保健センター 〒340ｰ0016  中央1ｰ5ｰ22 ※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4年5月生まれ（妊産婦・新生児訪問をした家庭を除く） ö6月下旬～7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 ö7/13㊌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　ö6/29㊌13時15分～
ô6～8か月児　ë各回12組　ö6/29㊌10時～
ô8か月～1歳2か月児　ë各回12組　ö6/30㊍10時～

マタニティクラス両親学級　è7/1㊎から電話・市HPで
ô10～12月出産予定の初妊婦と夫　ë各10組　ö8/3㊌　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　è7/1㊎から電話で
ô妊婦と夫　ë20人　ö8/24㊌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12月生まれ
ô平成31年3月生まれ

ö7/5㊋・20㊌
ö6/14㊋・28㊋

時間等の詳細は
個別通知に記載

ê6月末
ê5月末

母子保健

成人保健

■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（集団検診は希望日を複数記入）・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 ■胃内視
鏡・乳がん（個別）・肝炎ウイルス・口腔がん…保健センターから受診通知表が届いたら指定医療機関へ■乳がん（個別）検診医療機関：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、八潮中央総合病院ほか（市HPで確認できます）

ô20歳以上　ö11/30㊌まで　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）

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）

ô30歳以上　ö12/16㊎まで　ß500円

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

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）

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）

ô50歳以上（前年度未受診者）　ö7/1㊎～12/20㊋
ß3500円　ê随時

乳がん検診（定員あり）
マンモグラフィ検査

ô40歳以上（前年度未受診者）　ö11/30㊌まで
ß1300円　ê随時

肝炎ウイルス検診
Ｂ・Ｃ肝炎検査

胃がん検診（定員あり）
内視鏡検査

ô40歳以上（同検診未受診者）ö12/16㊎まで

口腔がん検診
視触診

ô50歳以上　ö令和5年1/27㊎まで　ß700円
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
ミセン、㊌㊎…瀬崎・八幡・柳島コミセン、㊍…稲荷コミセン
ö㊊～㊎　è電話で　à保健センター、コミセン（オンラインも可）　ù
食事の個別相談、希望者の食塩量計測

看護師による
地域健康相談

ô18歳以上ö6/20㊊   é9時～9時15分、10時～10時15分、11時～11
時15分  ß100円  è6/6㊊から電話で

骨密度測定
超音波簡易検査

栄養相談

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）

ô40歳以上（前年度未受診者） ö7/8㊎・21㊍、8/5㊎・24㊌、9/23
㊗・26㊊ é9時30分～10時50分、13時～14時20分 ß1300円

ô30歳以上　ö7/1㊎・16㊏、9/2㊎・16㊎　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

乳がん検診
マンモグラフィ検査

胃がん・大腸がん検診
バリウムX線・
便潜血反応検査

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

■普段から気を付けましょう
・のどが渇く前に1時間あたりコップ半分程度の水分を補給し、汗をかい
たらスポーツドリンクなど塩分を含んだ飲料を飲みましょう。

・寝る前にもコップ1杯程度の水を飲みましょう。
・マスクで水分摂取が少なくなるため、適度に水分補給しましょう。
・高年者や持病のある人は室内でも熱中症になる恐れがあります。エアコ
　ンや扇風機を上手に活用しましょう。
■おかしいと思ったら
　熱中症はめまい、頭痛、吐き気、倦怠感などの症状が表れます。おかしい
と思ったら、涼しい場所に避難し、医療機関に相談しましょう。また、集団
活動の場では仲間の体調にも配慮し、もしも熱中症の症状が表れた人が居た
ら、涼しい場所へ避難させ、衣服を緩めて体を冷やすとともに水分や塩分を
補給させましょう。意識がない場合やけいれんを起こしているなど、重い症
状が表れたら119番通報してください。

　体が気温の上昇に慣れていないこの時期も、自動車
内の温度や部屋の温度が高くなり熱中症が発生するこ
とがあります。暑さをしのぎ涼むことができる場所と
して、市の公共施設のほか、草加市薬剤師会の協力に
より加盟薬局が一時休息所として利用できます。「ク
ールオアシスそうか」のポスターが目印です。

ε保健センター☎922-0200Ü922-1516

熱中症予防のための休息所

「クールオアシスそうか」

▲目印のポスター

　市の審議会等を傍聴できます。定員
5人（当日先着順）。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。
■人権推進審議会〈人権共生課☎922-
0825Ü927-4955〉…6/21㊋10時～　市
役所西棟第1･2会議室で

■公民館運営審議会〈中央公民館☎92
2-5344Ü925-0152〉…6/24㊎15時～　
中央公民館第1･2講座室で
■男女共同参画審議会〈人権共生課☎
922-0825Ü927-4955〉…6/27㊊10時～
　市役所西棟第1～3会議室で
■開発審査会〈都市計画課☎922-1802
Ü922-3145〉…7/1㊎10時30分～　紅
藤カナダビル2階職員研修室で

　7/2㊏10時～。会場は中央図書館。
戦争の悲惨さと平和を考え、願う機会
とするため、ウクライナを舞台とした
「ひまわり」を上映します。定員50人
（応募多数の場合は抽選）。è6/20㊊
（必着）までに、はがきに住所・氏名
（2人まで可）・電話番号を記入し、〒
340-8550人権共生課「平和DVD上映
会」係へ。メール（QRコード）も可。
☎922-0825Ü927-4955

　募集は15団体（1枠1団体）。詳細は
市HP（QRコード）で確認を。
■日時　10/24㊊～28㊎9時50分～11時
30分、11時50分～13時30分、13時50
分～15時30分
■対象　子どもが楽しめる工作や人形
劇等や親子で楽しめるワークショップ
等を行う子育て支援団体等
è6/24㊎までに応募用紙（市HP、ぼ
っくるんから入手可）を子育て支援セ
ンターへ。☎941-6819Ü941-6828

審議会

子育て応援Week!!
参加団体募集

平和DVD上映会
「ひまわり」

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6月5日号



⑥ 2022年6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。

ドナルド・キーン先生と草加のゆかり展

　平成塾は高年者の生きがいづくりと世代間交流を目的として、市内14の
小学校に設置しています。合同発表会では、平成塾で活動するサークルに
よる発表を行います。お気軽にお越しください。

■会場　草加市文化会館　　
■料金　前売4000円　当日4500円
（全席指定、4歳以下ひざ上無料）

草加市文化会館 931-9325Ü936-4690ε草加市文化会館☎931-9325Ü936-4690

平成塾活動合同発表会
よしもとお笑いライブ
～チャンピオンの集い～in草加2022

生涯学習課 922-2819Ü922-3498ε生涯学習課☎922-2819Ü922-3498

è

Ü

è6/11㊏10時からプレイガイド
　または電話で草加市文化会館へ。
　☎931-9977Ü936-4690

会場：中央公民館

ドナルド・キーン生誕100年特別企画

人気芸人が草加にやってくる！
7/16㊏
19時
開演

子ども・親子向け

高年者向け

展示の部 あべこうじ中川家 トータルテンボスパンクブーブー

プラス・マイナス インディアンストレンディエンジェルとろサーモン

書道、手芸、生け花等の展示

6/28㊋～7/1㊎
9時～21時30分（7/1㊎は13時まで）

ホールの部

©YOSHIMOTO KOGYO CO.LTD

詩吟、フラダンス、舞踊、マジック等の発表

6/30㊍
10時～15時30分

　6/29㊌10時～12時。会場は中央公民
館。講師は市聴覚障害者協会の村上育
代氏。難聴者のための簡単な手話講座
とミニ講演、交流の場を設けます。難
聴者・中途失聴者対象。手話通訳・要
約筆記あり。è草加市社会福祉協議会
（QRコード）へ。☎932-6770Ü932-6781

è

Ü

難聴者の集い

　6/7・14・21・28の㊋17時～19時。
全4回。会場は社会福祉活動センター。
定員10人。費用1600円。室内靴、ラケ
ット持参。è草加市シルバー人材セン
ターへ。☎928-9211Ü928-9209

è

Ü

シルバーカルチャー教室
卓球教室

　7/17㊐9時～。会場は記念体育館。
参加費一般1500円、高校生800円、小
・中学生500円。è6/30㊍までに草加
市スポーツ協会へ。☎928-6361Ü922-
1513

è

Ü

市民体育祭バドミントン大会

　6/12㊐14時～15時。会場は歴史民俗
資料館。昭和時代初期に製作されたフ
ロア型の機械式蓄音機で、懐かしのSP
レコードを鑑賞します。当日直接会場
へ。ε同館☎922-0402Ü922-1117Ü

蓄音機コンサート 　7/2㊏9時～12時。会場は草加消防署。
成人の心肺蘇生法・AED・異物除去法
ほか。市内または八潮市在住・在勤の
中学生以上対象。定員20人。応募多数
の場合は抽選。è6/16㊍までに草加消
防署へ。☎924-2114Ü924-0965

è

Ü

普通救命講習Ⅰ

　7/28㊍13時～16時30分。会場は草加
市文化会館。修了後に一人暮らしや日
中独居の高年者宅などを訪問して話し
相手となる「傾聴（おしゃべり）ボラ
ンティア」として活動できる人対象。

　「漸草庵　百代の過客」の命名・揮ごう者であるドナル
ド・キーン先生と市のあゆみや、先生の愛用品を展示しま
す。同会場のお休み処では、先生の幼少期の愛犬をモチー
フにした上生菓子を期間限定で提供します。
■日時　6/17㊎～27㊊10時～16時（最終受付：15時45分）
■会場　漸草庵　百代の過客

傾聴ボランティア養成講座初級

シニアのための就職支援セミナー
「健康と働き方」～働いて健康を
維持する～＆個別就職相談会

にこにこサロン楽楽
　6/15㊌13時30分～15時。会場はふれ
あいの里。60歳以上対象。簡単なゲー
ム・ぬりえ・折り紙・茶話会など。ε
ふれあいの里☎920-6222Ü920-6251Ü

歴史民俗資料館の七夕

■七夕かざりを作ろう　6/25㊏10時～
12時。会場は歴史民俗資料館。小学生

お料理女子会

のんびりヨガ（夏コース）

　6/29～8/10（8/3を除く）の㊌10時
15分～11時15分。全6回。会場はふれ
あいの里。60歳以上対象。初参加者優
先。定員18人。ヨガマット、タオル持
参。è6/9㊍10時から電話でふれあい
の里へ。☎920-6222Ü920-6251

è

Ü

かけはしサロン
　7/13㊌13時～14時。会場はであいの
森。講話「草加市について知ろう」、
体操など。60歳以上対象。定員20人。
è6/6㊊10時から電話でであいの森へ。
☎936-2791Ü936-2792
è

Ü

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　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。
①新里文化センター　6/11㊏13時15分
～14時45分。定員10人。ε谷塚西部
（包）☎929-0014Ü929-5222
②勤労福祉会館　6/15㊌13時15分～14
時30分。認知症当事者の参加も歓迎。
ε新田西部（包）☎946-0520Ü946-0523
③旧かっぱ天国　6/15㊌18時30分～20
時。ε草加安行（包）☎921-2121Ü928-
8989
④ケアステーションかしの木　6/17㊎
13時30分～15時。ε草加西部（包）☎
946-7030Ü942-7582
■コツコツ貯筋体操～いつまでも若々
しく～　6/15㊌14時～15時30分。会場
は苗塚会館。トレーナーによる運動機
能向上プログラムを行い、転倒しにく
い身体をつくる。65歳以上対象。定員
15人。動きやすい服装。è6/6㊊9時か
ら草加安行（包）へ。☎921-2121Ü928-
8989
■ピカッとブレイン　6/15㊌14時～15
時。会場はふれあいの里。認知機能・
維持向上プログラムで認知症予防に努
める。65歳以上対象。定員20人。運動
しやすい服装で。è6/6㊊9時から谷塚
西部（包）へ。☎929-0014Ü929-5222
■はつらつバルーン体操　6/22㊌13時
30分～14時30分。会場は川柳文化セン
ター。ボール等を使用した介護予防体
操。65歳以上で軽い運動のできる人対
象。定員30人。室内靴持参。è6/6㊊9
時から草加川柳（包）へ。☎932-7007Ü
931-0993

Ü

Ü

Ü

Ü

è

Ü

è

Ü

è

Ü

　6/24㊎10時15分～13時。会場はふれ
あいの里。変わり柳川・シーチキンの
鳴戸・水羊羹。60歳以上の女性対象。
定員8人。参加費800円。エプロン・三
角巾持参。è6/7㊋10時からふれあい
の里へ。☎920-6222Ü920-6251

è

Ü

　6/22㊌13時30分～16時。会場はアコ
スホール。職種は営業、事務、製造、
運転、技術等で主に正社員の採用を希
望する企業約30社が参加予定。新規高
等学校卒業予定者を除く求職者対象。
履歴書複数枚持参。予約不要。ε草加
商工会議所☎928-8111Ü928-8125Ü

就職面接会
～地元の企業で働きませんか～

　6/8㊌～20㊊。会場は中央図書館。
個性や生き方、多様性を認め合う社会
を目指し、「草加市人権尊重都市宣
言」ほかを展示します。ε人権共生課
☎922-0825Ü927-4955Ü

人権啓発パネル展「草加市人権尊重
都市宣言と様々な人権」

　6/24㊎14時～16時。会場は歴史民俗

れきみん講座
「草加宿に残された神酒枠」

■開催日時　8/25㊍　セミナー10時～
12時、14時～16時　個別就職相談会12
時～12時30分、12時30分～13時
■会場　勤労福祉会館
■対象者　おおむね60歳以上
■定員　セミナー各34人、個別就職相
談会各3人（1人30分）
è6/6㊊9時から県セカンドキャリアセ
ンターへ。☎049-265-5844
è

■内容

（保護者同伴）対象。定員10人。è6/
11㊏から電話で同館へ。☎922-0402Ü
922-1117

è

Ü

定員30人。è7/20㊌までに草加市社会
福祉協議会へ。☎932-6770Ü932-6779

è

Ü

資料館。草加宿内の大山信仰で使用さ
れた神酒枠（御神酒を納め、運ぶため
の道具）ついて紹介します。定員30人。
è6/7㊋から電話で同館へ。☎922-04
02Ü922-1117
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防災テレフォンサービス ▶防災行政無線放送　☎0120-777031　▶火災・防災情報　☎997-8511 ＱＲコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

※感染症の影響で催事の中止・変更の
場合があります。εèに確認を。
■ふれあい書道体験会　6/6㊊・20㊊9
時～11時　シルバー人材センター　6/
13㊊・27㊊9時～11時　中央公民館　
無料　ε小高☎090-4704-9663
■スポーツウエルネス吹矢体験会　6/
7㊋・10㊎・19㊐・21㊋・28㊋9時～
11時　6/14㊋13時～15時　7/1㊎15時
～17時　中央公民館　無料　ε関根☎
090-4062-1356
■稚心会書道体験　6/7・21の㊋9時15
分～11時15分　であいの森　毛筆の感
触体験しませんか　参加費200円　ε
野村☎941-5108
■たまrin子育てセミナー「比べない
子育て　兄弟姉妹お友達」　6/9㊍10時
30分～12時　草加市文化会館第1研修
室　予約制　参加費300円　託児有　
è家庭倫理の会石野☎090-9203-4244
■バドミントン無料体験会　6/9・16
の㊍17時～19時　清門小体育館　シャ
トルを打ち気持ち良い汗を流しましょ
う　お待ちしています　ε清門バドミ
ントンクラブ原田☎080-1053-7504

è

内容

健康講座 7/2・16の㊏
13時30分～15時

8/1・8の㊊
10時15分～11時45分

9/22㊍
13時30分～15時

10/17㊊
13時30分～15時

口腔講座

栄養講座

教養講座

介護予防
運動

日時

草加市文化会館

　6/14㊋～15㊌は、館内消毒のため休
館します。ε草加市文化会館☎931-93
25Ü936-4690Ü

シニア大学＆ふれあいカレッジ

①シニア大学まなびあい　7/2・16の
㊏、8/25、9/22、10/20、11/17、12/8
の㊍13時30分～15時。全7回。
②ふれあいカレッジ ～介護予防と健
康づくり～　内容・日時は以下のとお
り。全16回。定員15人。

　いずれも会場はふれあいの里。60歳
以上対象。è参加は①②のいずれかの
み。①6/8㊌10時から、②6/10㊎10時か
ら電話でふれあいの里へ。☎920-6222
Ü920-6251

è

Ü

公立保育園夏期アルバイト
（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）

■卓球体験　6/10㊎9時～11時　6/16
㊍11時～13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　6/
11㊏・25㊏9時～11時　柿木公民館　
初心者歓迎　用具は不要です　参加費
無料　ε山下☎931-7681
■ミシン洋裁基礎講座　6/12㊐9時～
13時、6/29㊌9時～13時、13時～17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☎090-6657-4005
■八幡ダンスサークルフリーダンス　
6/12㊐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
■フォークダンス初心者講習会　6/13
～7/25（7/18を除く）の㊊10時～12時
　全6回　氷川コミセン　美しい音楽
で踊ってみませんか　参加費1500円　
ε中村☎922-2636
■オンラインおやこ大学ひろば　6/14
㊋　未就園児と保護者対象　①0～1歳
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
■車いすを希望する社会福祉団体募集
　草加市スポーツ少年団がプルタブを
集めて購入した車いすを寄贈します　
è6/15㊌までに草加市スポーツ少年団
事務局☎927-6774
■スポーツウエルネス吹矢体験会　6/
17㊎・24㊎9時～11時　7/5㊋13時～15
時　瀬崎コミセン　無料　ε石井☎09
0-9310-5460
■介護者サロン「らくだ」　6/17㊎　

è

è

è

わ～くわっく草加　「こもれび」　6/
23㊍　市民活動センター　各13時～15
時　参加費100円　ε介護者支援の会
草加酒井☎090-9245-2067
■介護者の集い「オアシス」　6/18㊏
9時～11時　中央公民館　6/28㊋10時
30分～12時　瀬崎平成塾　7/5㊋13時
30分～15時30分　氷川平成塾　ε山田
☎928-5332
■油絵サークルキャンバス展　6/19㊐
～24㊎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鈴木☎936-3589
■遺言書の書き方と終活を学ぼう　6/
25㊏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　6/
26㊐13時15分～16時　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　体力健康維持に最適　ε
太田☎090-3520-7309
■俳句体験会　6/28㊋13時～17時　勤
労福祉会館　定員5人　年齢不問　参
加費無料　筆記用具持参　è草萌竹の
子句会流石☎090-3336-5257
■集講座「縄文時代は自然と共生…循
環型社会の源泉です」　7/17㊐10時30
分～12時　中央公民館　一般対象　定
員20人 参加費500円　è江戸の文化歴
史を楽しむ会栃倉☎090-6517-7985
■草加中央吹奏楽団第35回定期演奏
会　7/31㊐14時開演　中央公民館ホー
ル　無料　ドラゴンクエスト序曲、春
の猟犬、大仏と鹿、音楽物語マイフェ
アレディほか　ε森☎090-1705-5744

è

è

è　勤務は7/1～9/30の㊊～㊎8時30分～
17時のうち週19時間以内。時給1120
円（保育士有資格者1189円）。高校生
以下は不可。è6/15㊌までに保育課で
配布する申込書（市HPでも入手可）
と資格証の写しを同課へ持参。☎922-
1491Ü922-3274

è

Ü

8/29、9/5・12・26、10/3・
24・31、11/7・14・21の㊊
10時15分～11時45分

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

両新田西町246
手代3-11-8
八幡町802

☎928-5520
☎922-2429
☎931-3330

6/5㊐
12㊐
19㊐

㊐㊗等の漏水・出水不良など
の水道トラブルに対応します。
受付時間：9時～17時

内
科

外
科
・
午
前

外
科
・
午
後

6/5㊐ 6/12㊐

内
科

外
科
・
午
前

外
科
・
午
後

6/19㊐

内
科

外
科
・
午
前

外
科
・
午
後

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

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

休日当番医
QRコード

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

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

☎954-6401

埼玉県救急電話相談

※ダイヤル回線・IP電話は
☎048-824-4199

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

☎♯7119

受診時は、必ず事前に電話連絡を。!

草加内科呼吸ケアクリニック
9時～12時・14時～17時

草加1-4-5
☎999-5941

マミー薬局☎943-2827

草加松原整形外科医院
16時～19時
松江2-3-26
☎935-4838
院内処方

草加松原整形外科医院
16時～19時
松江2-3-26
☎935-4838
院内処方

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

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

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

中町クリニック
9時～12時・14時～17時

谷塚1-22-18
☎954-8962

あけぼの薬局☎926-1189

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

井口小児科クリニック
9時～12時・14時～17時

松原5-1-7
☎941-8686

草加調剤薬局☎941-5967



　松尾芭蕉が記した「おくのほそ
道」ゆかりの自治体等が参加する
「奥の細道サミット」が、約30年
ぶりに草加市で開催されます。国
内外で愛されているHAIKU（俳
句）をテーマに、豪華なゲストや
市内中学生によるステージイベン
トを行います。

　松尾芭蕉と河合曾良がおくの
ほそ道の旅の1日目に訪れた5月
16日（旧暦3月27日）を前に、
芭蕉像・曾良像のお身拭いが行
われました。約60人が参加し、
制作者の市内在住の彫刻家・麦
倉忠彦さんも訪れ、1年の感謝
をこめて像を清めました。参加
したお子さんは、「初めて、像
にさわった」と嬉しそうに松尾
芭蕉像を拭っていました。

　であいの森で、障がいがある人
を対象に新型コロナウイルスワク
チン3回目の接種を実施しました。
これは、通常の集団接種が難しい
人に対して、接種できる機会を提
供できないかと、障がい者施設か
ら相談を受けたことをきっかけに
実施をしたものです。接種希望者
に施設職員帯同のもと、安全に行
われました。

　令和5年1月9日㈷に開催する「二十歳のつどい」の企画・運営等を
行う実行委員を募集します。
■対　　象　平成14年4月2日～同15年4
月1日生まれの市内在住者
■活動内容　式典内容や開催テーマ等の
検討（8月から月1回程度の委員会に参
加）、当日の司会進行等
ω6月30日㈭までに生涯学習課へ（ファクス・メールも可）。

5月かどまちごとでき

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

接種券発行の『申請が不要』
　3回目接種完了時期をもとに、草加市に住民票があ
る人へ接種券を順次発送しています。

4回目接種を希望する人は、接種券発行の『申請が必要』
　事前にかかりつけ医と相談の上、判断してください。
次のいずれかの方法で申し込めます。接種券は、3回目の接種日をもとに発送しま
す。また、申請を受け付けてから2～4週間程度の時間がかかる場合があります。

60歳以上の人

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

問実行委員会事務局（文化観光課内）
☎922-2968Ü922-3406bunkakanko@city.soka.saitama.jp
問実行委員会事務局（文化観光課内）
☎922-2968Ü922-3406bunkakanko@city.soka.saitama.jp

問文化観光課
☎922-2968
Ü922-3406

問文化観光課
☎922-2968
Ü922-3406

奥の細道サミットin草加

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

問生涯学習課☎922-2819Ü922-3498
shogaigaku@city.soka.saitama.jp
問生涯学習課☎922-2819Ü922-3498
shogaigaku@city.soka.saitama.jp

「二十歳のつどい」実行委員募集

日時
7/30㈯

会場
アコスホール

午後の部
申込方法

3回目接種完了
令和4年1月末まで

2月15日まで

2月28日まで

接種券到着（目安）
到着済み

6月14日㈫～17日㈮

6月28日㈫～7月6日㈬

電子
申請

郵送・
窓口
申請

おくのほそ道　旅立ちの日に
芭蕉像・曾良像「お身拭い」が行われました15日 集団接種が苦手な障がいのある人を対象に

ワクチン接種が行われました19日

～HAIKUは世界語～

第40回記念草加市美術展

作品募集

期間：6月13日㈪～7月20日㈬の平日
場所：市役所西棟　午前8時30分～午後5時

文化センター　午前9時～午後5時
（新里・谷塚・新田西・川柳）　

持ち物：接種券付き予診票・本人確認書類

18～59歳の基礎疾患のある人

予約システム操作支援窓口を再開します

■対　　象　15歳（中学生を除く）以上の市内在住・在勤・在
学者と市内公共施設で活動している人

■募集部門　日本画、洋画、彫刻、工芸、書、写真
■出 品 料　1点につき1000円（各部門1人1点。彫刻・工芸

は2点まで可）
■申 込 書　文化観光課、公民館ほかで配布。市HPでも入手

可
■申し込み　作品に申込書と出品料を添えて搬入日にアコス

会議室・ギャラリーへ。
■作品搬入日　10月8日㈯・9日㈰いずれも午前10時30分～

午後5時

午前の部
午前11時～11時40分（当日先着順・定員100人）
第2回おくのほそ道　草加松原国際俳句大会　授賞式

草加市電子申請・届出サービス（右記QRコード）
※3回目接種日時点で草加市に住民票がある人のみ電子申請可。

●必要書類
・【4回目用】接種券発行申請書（市HPまたはコールセンターへ
の依頼で入手できます。市役所西棟、第2庁舎受付、市民課、サ
ービスセンター、障がい福祉課でも配布）。
・3回目接種をしたことがわかるコピー（接種済証や接種記録書等）
●提出先
〒340-0016中央1-5-22（保健センター内）新型コロナウイルス対策課

6月6日㈪～30日㈭に電話またはメールで
①代表者住所、②代表者電話番号、③観覧者全員の氏名、④「奥の細道
サミット観覧希望」の文言を明記の上、事務局（文化観光課内）へ。

午後の部（事前申し込み制・定員100人（定員に達し次第終了））
午後3時15分～5時40分
①「おくのほそ道」スペシャルセッション～群読と三味線弾き語り～
　（市内中学生、キーン誠己氏）
②記念講演【「おくのほそ道」の構成法～草加の段を起点として～】
（堀切実氏）
③ドナルド・キーン生誕100年記念『おくのほそ道』スペシャルトーク
　（黒田杏子氏、長谷川櫂氏、井上康明氏、アーサー・ビナード氏）

4回目接種について

▲草加市HP

▲申請ページ

3回目接種から
5ヵ月たったら接種 接種券が届いた人から、

コールセンターまたは予約システムで。予約

対象者① 対象者②

草加人のための情報紙　広報「そうか」⑧ 講座情報　できごとまちかど2022年6月5日号

市の人口　令和4年5月1日現在　25万718人（男12万6540人・女12万4178人）/前月比75人増/世帯数12万2238世帯
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