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奥の細道サミット奥の細道サミット
俳聖・松尾芭蕉の紀行文『おくのほそ道』ゆかりの自治体等が集結するサミットが約30年ぶりに草加で開催。
サミットにあわせて『おくのほそ道』や俳句に関連したイベントを行います。
俳聖・松尾芭蕉の紀行文『おくのほそ道』ゆかりの自治体等が集結するサミットが約30年ぶりに草加で開催。
サミットにあわせて『おくのほそ道』や俳句に関連したイベントを行います。

令和3年に作品を募集した同大会の受賞者表彰のほか、選者に
よる講評も行います。

『おくのほそ道』の作中に草加宿が
登場します。

※『おくのほそ道』原文では「草加」が「早加」
　と表記されています

同大会の入選作品を展示。

『おくのほそ道』の旅人気分で市内を巡ろう！
先着でスペシャルグッズがもらえます。

アコスホール
7月30日㈯　午前11時～11時40分
100人 （当日先着順）

日本語俳句選者

井上康明氏 長谷川櫂氏 ディヴィッド・バーレイ氏

外国語俳句選者

～H A I K Uは世界語 ～～H A I K Uは世界語 ～

i ni n
草加草加

おくのほそ道

『おくのほそ道』
　　　　　草加の条

パネル展示

入賞作品展示

奥の細道ミステリー
スタンプラリー

芭蕉が残した謎を解く旅に出かけよう

スペシャルグッズ
・サミット開催記念筆ペンらくがきセット
・パリポリくんグッズ

（先着）

草加松原国際俳句大会授賞式

会　場
日　時

中央図書館　
7月6日㈬～8月8日㈪

会　場
期　間

❶物産・観光情報センター ❷歴史民俗資料館
❸草加宿今様本陣 ❹草加宿芭蕉庵
❺漸草庵 百代の過客
7月16日㈯～8月7日㈰
（7月上旬から各会場でスタンプ台紙を配布）

会　場

期　間

定　員
登壇者

大1人
小10人

7月下旬に漸草庵 百代の
過客庭園内に記念碑を
建立します。7月15日㈮
まで協賛者募集中。
問ドナルド・キーン先生
を顕彰する会事務局（草
加市文化会館内）
☎931-9325

カヌー体験会、綾瀬川の
美化活動など

7月18日㈷
午前9時～11時
12人

　草加パドラーズ事務局
　へ。 ☎931-3844

日  時

定  員
申

アコスギャラリー大
7月26日㈫～8月1日㈪

サミットに加盟する全国の『おくのほそ道』
ゆかりの自治体や団体等を紹介します。
会  場
期  間
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訳  話には聞きながらまだ行ったことの
ない土地を旅して、無事に帰れたら、
最高の幸せなのだが、などと少しの期
待を抱いて歩き続け、その日ようやく草
加という宿にたどり着いた

イ

企画展 草加といふ宿
－ 『おくのほそ道』の舞台・草加 －

歴史民俗資料館
☎922-04025922-1117
7月12日㈫～9月4日㈰

松尾芭蕉の生涯とともに、草加宿や草加
松原の歴史を紹介します。
会  場

期  間

ロ

問奥の細道サミットｉｎ草加実行委員会事務局
　（文化観光課内）  ☎922-29685922-3406
問奥の細道サミットｉｎ草加実行委員会事務局
　（文化観光課内）  ☎922-29685922-3406

ドナルド・キーン先生
生誕100年記念
顕彰レリーフ

カヌーに乗って
「松尾芭蕉と
河川美化活動」

広報「そうか」 毎月5日・20日発行　発行／草加市　編集／市長室広報課
〒340-8550草加市高砂1-1-1 ☎048-922-0151（代） 5048-922-3091No.1299

令和 　 年（2022年）

日号5
4

月7
広報そうかアンケート
広報そうか7月5日号の
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。

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☎933-9500【その他の地域】シルバー人材センター☎928-9211

OKA



令和4年の市内交通事故状況（前年比）6月20日現在　人身事故220件（＋21）　死者3人（－2）

■採用予定日　令和5年4月1日
　※看護師の経験者採用は令和5年1月1日もあり
■試 験 内 容　日時：8月6日㈯

内容：論文・面接・一般教養（社会福祉士のみ）
ω7月29日㈮（消印有効）までに市立病院、市職員課、各サービスセ
ンターで配布する申込書（同病院ホームページからも入手可）を〒
340-8560市立病院経営管理課へ。

　多様化する災害や事故、複雑化する都市構造等に対応し、管内約
34万人の安全・安心をともに守る意欲のある人材を募集します。詳
細は消防組合各施設（消防組合ホームページからも入手可）で配布
する募集要項及び試験申込書を確認してください。
■採用予定日　令和5年4月1日
■第1次試験　日時：9月18日㈰　午前9時30分～

会場：獨協大学
内容：一般教養・論文（高校卒は作文）

ω7月19日㈫～8月5日㈮（必着）に申込書を〒340-0012神明2-2-2草
加八潮消防局総務課へ（持参可）。
■受験資格等

　「政治倫理の確立のための草加市長の資産等の公開に関する条
例」に基づき、令和3年12月31日現在の市長の資産等並びに令和4年
4月1日現在で報酬を得て職についている会社等を公開します。
■建物

▼所得金額　2071万1444円
▼自動車　普通自動車1台、小型自動車1台
▼会社等　㈲エスアイエス（代表取締役）、東埼玉資源環境組合
（理事）、埼玉県都市ボートレース企業団（議員）、草加八潮消
防組合（管理者）、学校法人獨協学園（評議員）

　医療費が高額になるとき、医療機関に限度額適用認定証等を提示
することで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
　8月から有効な限度額適用認定証等の申請受け付けを7月19日㈫か
ら開始します。所得区分は下表のとおり（前年度所得をもとに計
算）。所得区分の確認は保険年金課へ（サービスセンター不可）。
■申請期間
　7月19日㈫～8月31日㈬※土曜日、祝日を除く
　・9月以降に申請した場合は、申請月の1日から有効な限度額適用
　認定証等を交付。

　・世帯の中に所得の未申告者がいると、70歳未満の人は自己負担
　限度額が最も高い区分となるため、収入の有無に関わらず所得
　の申告を済ませ申請を。

申請不要　70～75歳で所得区分が一般、現役並み所得者Ⅲの人
　上記の人は、お持ちの保険証兼高齢者受給者証を医療機関に提示
することで、限度額の適用を受けることができます。
■持ち物
　　保険証・世帯主と限度額適用認定証を受ける人のマイナンバー
が分かるもの（マイナンバーカード、通知カード等）

　※保険税に滞納がある世帯には交付できません。直近1か月以内に
　納付した場合は、確認ができる領収書の持参を。

■70歳未満の人の自己負担限度額

職種 受験資格等 採用人数

看護師

歯科衛生士

理学療法士

言語聴覚士

薬剤師

社会福祉士

10人程度

若干名

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

新卒：昭和62年4月2日以降生まれで、令和5年3月31日
までに看護師免許を取得見込みの人

昭和62年4月2日以降生まれで、歯科衛生士の免許を有
し、歯科衛生士として3年以上実務経験がある人

平成4年4月2日以降生まれで、理学療法士の免許を有す
るまたは令和5年3月31日までに取得見込みの人

昭和61年4月2日以降生まれで、言語聴覚士の免許を有
するまたは令和5年3月31日までに取得見込みの人

平成4年4月2日以降生まれで、薬剤師の免許を有するま
たは令和5年3月31日までに取得見込みの人

平成4年4月2日以降生まれで、社会福祉士の資格を有す
るまたは令和5年3月31日までに取得見込みの人

基準総所得金額※1
901万円超または未申告世帯

25万2600円+(医療費の総額-84万
2000円)×1％(14万100円※3)

基準総所得金額
600万円超～901万円以下

16万7400円+(医療費の総額-55万
8000円)×1％(9万3000円※3)

基準総所得金額
210万円超～600万円以下

8万100円+(医療費の総額-26万7000
円)×1％(4万4400円※3)

基準総所得金額210万円以下 5万7600円(4万4400円※3)

市民税・県民税均等割非課税世帯※2 3万5400円(2万4600円※3)

ア

イ

ウ

エ

オ

区　分 自 己 負 担 限 度 額

■70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額■70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額

※1　総所得金額（給与所得や事業所得等の合計額）、山林所得金額、土地の譲渡等による所得
等から基礎控除額（43万円）を差し引いた金額。

※2　非課税世帯の人は、過去1年間に91日以上入院した場合、入院時の食事代が減額されま
す。91日以上入院していることが分かる領収書を持参し、保険年金課へ。

※3　過去12か月以内に高額療養費の支給が4回以上ある場合の、4回目以降の限度額です。た
だし、70歳以上75歳未満場合、回数の計算は外来のみで該当のあった月を除きます。

※4　1年間（8月～翌7月）で支払う外来の限度額の上限は年間14万4000円です。
※5　低所得Ⅱの区分の人が過去1年間に91日以上入院した場合、入院時の食事代が減額され

ます。入院したことが分かる領収書を持参し、保険年金課へ。

課税所得690万円以上

課税所得
380万円以上690万円未満
課税所得
145万円以上380万円未満

市民税・県民税
均等割非課税世帯

25万2600円+(医療費の総額-84万2000円)
×1％(14万100円※3)
16万7400円+(医療費の総額-55万8000円)
×1％(9万3000円※3)
8万100円+(医療費の総額-26万7000円)
×1％(4万4400円※3)

区　分 外来<個人単位> 外来＋入院<世帯単位>

現
役
並
み
所
得
者

一般、未申告世帯

低所得Ⅱ※5

低所得Ⅰ

8000円

8000円

2万4600円

1万8000円※4 5万7600円
(4万4400円※3)

1万5000円

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

職種 受験資格等試験区分

大学卒

短大卒

高校卒

消防士

平成9年4月2日以降生まれで、大学以上を卒業
または令和5年3月に卒業見込みの人

平成11年4月2日以降生まれで、短期大学を卒業
または令和5年3月に卒業見込みの人

平成13年4月2日以降生まれで、高等学校を卒業
または令和5年3月卒業見込みの人

採用人数

若干名

所　在　地
草加市稲荷四丁目35番地15
草加市稲荷六丁目816番地2
草加市稲荷六丁目907番地1
草加市稲荷六丁目907番地2

514万5166円
58万7479円
156万3943円
70万2648円

127.51㎡
 77.76㎡
 96.05㎡
 48.02㎡

面　積 固定資産税課税標準額

市立病院新規職員募集
問市立病院経営管理課☎946-2200Ü946-2211Ü

令和5年1月・4月採用

草加八潮消防組合新規職員募集
問草加八潮消防局総務課☎924-2112Ü924-0963Ü

令和5年4月採用

市長の資産等を公開
問庶務課☎922-0954Ü922-3091Ü

限度額適用認定証の
申請受付を開始
□申保険年金課☎922-1593Ü922-3178□申 Ü

医療費が高額になる人へ 要申請

② 広報「そうか」市政情報2022年7月5日号



　対象世帯に、順次、確認書または申請書を送付します。受給を希
望する場合は、必要事項を記入し返送してください。

　市民の皆さんに愛され、長く親しんでもらえる交流の場とな
るよう募集した松原児童青少年交流センターの愛称が、200を
超える作品の中から「ｍiraton（ミラトン）」に決定しました。
　素敵な作品を寄せてくださっ
た皆さん、選考に協力くださっ
た皆さん、ありがとうございま
した。なお、工事の遅れにより、
開館が令和5年1月に延期するこ
ととなりました。ご理解をお願
いします。

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ありません。
ご注意ください。

　市長の諮問に応じ、総合振興計画の策定に関し、意見を述べ、審
議する市民委員を募集します。
■対象　市内在住の18歳以上（11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　男女各1人
■任期　委嘱の日から2年間
■報酬　会議1回につき7000円
■公開抽選　8月10日㈬午後2時から紅藤カナダビル3階会議室で
ω 7月29日㈮までに市役所情報コーナー・サービスセンター等で配
布する応募用紙（市販のA4用紙でも可）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（あればフ
ァクス番号）・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・志望動機（600～800字）を記入し〒340-8550総合政
策課へ（メールも可）。

　市内で製造された独自性のある優れた工業製品や技術、食品を
「草加モノづくりブランド」として認定します。
　認定された製品・技術・食品は、市や草加商工会議所のホームペ
ージで紹介するほか、同ブランドのロゴマークの使用や展示会での
PRなど、認知度向上や販路拡大の様々な支援が受けられます。
■認定対象製品等
　市内事業所で製造または企画開発した工業製品・技術・食品で、
すでに一般に販売や実用化しているもの等。各部門で要件が異なり
ます。
■事業者の応募資格
　市内で1年以上継続して事業を営んでおり、かつ次のいずれかに
該当する事業者
・市内に本社を有する中小製造業者等
・市内に開発・製造部門の事業所があり、該当事務所で対象製品・
技術を開発または製造している中小製造業者等
・中小企業が主たる構成者となって活動している協同組合等の団体、
任意グループ

ω11月18日㈮までに草加商工会議所、産業振興課で配布する応募
用紙（市ホームページからも入手可）に必要書類を添えて〒340-00
16中央2-16-10草加モノづくりブランド実行委員会事務局へ。

対象 申込方法

令和4年度
住民税非課税世帯

令和4年1月以降
家計急変世帯※

※新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯

届いた確認書または申請書に必要書類を添えて返送し
てください。
送付時期は草加市に住民登録した日で異なります。
令和3年12月10日以前…確認書を送付済み
令和3年12月11日以降…申請書を7月中旬ごろ送付

申請書（市ホームページ（QRコード）
から入手可）に、必要書類を添えて郵送
してください。
印刷ができない人はコールセンターへ。

　国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者が、新型コロ
ナウイルス感染症の感染などにより仕事を休んだことで給与が受け
られなかった場合、次の全ての要件に該当する人は、傷病手当金が
支給されます。なお、支給期間は働くことができなかった期間（4
日目から復帰まで）となります。
■要件
・勤務先から給与等の支払いを受けている被用者であること
・新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑いによる療養
のため、労務ができなかった期間が連続して4日以上あり、そ
の療養のため受けられなかった給与等があること

　国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者で、新型コロ
ナウイルス感染症の影響により次のいずれかに該当する場合は、申
請により保険税（料）の全部または一部減免が受けられます。
■要件
⒈主たる生計維持者（以下「世帯主」）が死亡し、または重篤な
傷病を負った世帯の被保険者

⒉世帯主の収入が著しく減少し、次の全てに該当する世帯の被保
険者
・令和4年中の世帯主の事業収入や給与収入が令和3年に比べ
10分の3以上減少する見込み
・世帯主の令和3年の所得合計が1000万円以下
・収入減少が見込まれる所得以外の令和3年の所得合計が400
万円以下

傷病手当金の支給

保険税（料）の減免

詐欺に
注意！

令和3年度住民税非課税世帯または家計急変世帯に対する臨時特別給付
金を受給した世帯は対象となりません。
■支給額　1世帯当たり10万円
■対象・申込方法

対象世帯へ確認書・申請書を送付

松原児童青少年交流センターの愛称決定！

問臨時特別給付金コールセンター☎0570-000-653

問子ども育成課☎928-6421Ü928-9632

総合振興計画審議会

問保険年金課
　国民健康保険（傷病手当金）☎922-1593Ü922-3178
　　　　　　　（保険税減免）☎922-1592Ü922-3178
　後期高齢者医療☎922-1367Ü922-3178

Ü

Ü

Ü

傷病手当金の支給・
保険税（料）の減免

問総合政策課☎922-0749Ü927-4955
　sogoseisaku＠city.soka.saitama.jp

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

新型コロナウイルス感染症による委員
募集

問草加モノづくりブランド実行委員会事務局
　（草加商工会議所内）☎928-8111Ü928-8125

製品・技術・食品を募集
草加モノづくりブランド

国民健康保険
・

後期高齢者
医療制度

③市政情報 2022年7月5日号広報「そうか」



・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】

　8月から使用する保険証は、7月中旬
に特定記録郵便で発送します。届くま
でに時間がかかる場合があります。
■70～74歳の国民健康保険の加入者

の皆さんへ　所得などに応じて自己負
担割合を記載した「保険証兼高齢受給
者証」を発送します。
■保険証の記載内容を変更する場合
（氏名・世帯主氏名・住所等）市民課
またはサービスセンターで住民登録情
報の変更手続きを行ってください。手
続き後、保険年金課またはサービスセ
ンターで保険証を差し替えます。
ε保険年金課☎922-1592Ü922-3178

　広報そうか7/5
号と同時に右のは
がき付案内冊子を
市内全戸配布しま
した。
商品券に関する問
い合わせ　令和4
年度草加市プレミ
アム付商品券事業実行委員会事務局
（草加市商店連合事業協同組合内）☎
928-8121（平日10時～16時）ε産業振
興課☎922-3073Ü922-3406

　防衛省では①一般曹候補
生、②自衛官候補生を募集します。埼
玉地方協力本部HP（QRコード）から
詳細を閲覧可。資格は18～32歳。受付
期間は①は9/5㊊まで、②は通年。ε

自衛隊朝霞地域事務所☎048-466-4435

　虐待はいかなる理由があっても禁止
されるものです。虐待を発見した、虐
待を受けている、虐待をしてしまった
などの場合は、「埼玉県虐待通報ダイ
ヤル＃7171」に電話してください。
（ひかり電話、IP電話、ダイヤル回線、
PHSを利用の場合☎0120-80-7171、つ
ながらない場合は☎048-762-7533へ）。
ε県福祉政策課☎048-830-3391Ü048-
830-4801

　7/23㊏8時～14時30分は定期点検に
伴う庁舎の停電のためマイナンバーカ
ード（個人番号カード）を利用した全
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ので注意し
てください。

　JR東日本では、7/22㊎に南越谷駅に
設置する「みどりの窓口」の営業を終
了し、7/23㊏から受話器や液晶モニタ
ーを使用してオペレーターが購入の案
内やサポートなどを行う「話せる指定
席券売機」を導入します。詳細は、JR
東日本HPへ。εJR東日本お問い合わ
せセンター☎050-2016-1600

　市の審議会等を傍聴できます。都市
計画審議会以外は定員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。
■市立図書館協議会〈中央図書館☎94
6-3000Ü944-3800〉…7/14㊍14時～　
中央図書館多目的ホールで
■在宅医療・介護連携推進協議会〈長
寿支援課☎922-2862Ü922-3279〉…
7/14㊍15時～　高砂コミセン集会室で
■子ども・子育て会議〈子育て支援課
☎922-3492Ü922-3274〉…7/21㊍10時
～　市役所第2庁舎第1・2委員会室で
■地域経営委員会〈総合政策課☎922-
0749Ü927-4955〉…7/21㊍10時30分～
　市役所西棟第1・2会議室で
■情報公開・個人情報保護審議会〈庶
務課☎922-0954Ü922-3091〉…7/22㊎
10時～　高砂コミセン集会室で
■市立小中学校通学区域審議会〈学務
課☎922-2674Ü928-1178〉…7/26㊋10
時～　谷塚文化センター第1･2学習室で
■地域包括支援センター等運営協議会
〈長寿支援課☎922-2862Ü922-3279〉
…7/28㊍13時30分～　中央公民館第1
・2講座室で
■障がい児支援協議会〈子育て支援課
☎922-1483Ü922-3274〉…8/4㊍10時
～　市役所第2庁舎第1・2委員会室で
■都市計画審議会〈都市計画課☎922-
1802Ü922-3145〉…8/4㊍10時30分～
　中央図書館多目的ホールで　定員10
人（開会30～15分前に受け付け、定員
を上回った場合は抽選）

　ボートレースの開催期間は～7/8㊎、
12㊋～17㊐、29㊎～8/1㊊、4㊍～8㊊、
11㊗～16㊋、19㊎～23㊋、9/1㊍～4㊐、
16㊎～19㊗、23㊗～26㊊。会場はボ
ートレース戸田。埼玉県都市ボートレ
ース企業団は草加市を含む15市で構成
され、ボートレース事業の収益金は、
市内の道路整備に充てられています。
ε財政課☎922-0761Ü922-1547

　7/1㊎～令和5年1/31㊋まで。会場は
埼玉県歯科医師会会員の歯科医院。口
腔検査等を実施します。疾病の予防や
健康増進のため、ぜひ受診してくださ
い。昭和16年4/2～同17年4/1生まれ、
または昭和21年4/2～同22年4/1生まれ
の県後期高齢者医療被保険者対象。受
診時は、事前に対象医院へ電話予約を。
ε県後期高齢者医療広域連合給付課☎
048-833-3130Ü048-833-3472

　8/5㊎まで発売する今年のサマージ
ャンボ宝くじは、1等・前後賞合わせ
て7億円。サマージャンボミニも同時
発売。収益金は市町村の明るく住みよ
いまちづくりに使われます。県内の宝
くじ売り場を利用してください。ε財
政課☎922-0761Ü922-1547

　長期優良住宅認定制度では、認定を
受ける際に作成された維持保全計画に
従って点検・修繕等を行い、その状況
に関する記録を作成・保存することが
法律で義務付けられています。認定を
受け工事完了後、およそ5年及び10年
を経過する長期優良住宅から無作為に
抽出した住宅を対象に、維持保全状況

の調査を実施します。対象者には8月
中に調査書を送付します。詳細は市
HPで確認を。ε建築安全課☎922-1949
Ü922-3148

　ウイルスなどの病原体に感染した人
や動物の血を吸った蚊に刺されると、
さまざまな感染症にかかる恐れがあり
ます。感染症を防ぐため、注意・協力
をお願いします。
○蚊に刺されないようにしましょう。
　海外へ渡航する際は、現地の流行状
況を把握し、できるだけ肌を露出せず、
蚊に刺されないよう万全な対策をしま
しょう。

○蚊を増やさないようにしましょう。
　蚊は、植木鉢の受け皿や屋外に放置
された空き缶に溜まった雨水などの水
たまりで発生します。日頃から住まい
の周囲を清潔にするよう心がけましょ
う。
ε保健センター☎922-0200Ü922-1516

住民票、印鑑登録証明書、戸籍証明書等について
市民課☎922-1526Ü920-1501
課税・非課税証明書、所得証明書について
市民税課☎922-1042Ü920-1502
納税証明書（個人市県民税のみ）について
納税課☎922-1098Ü920-1502

■問合せ先一覧
７月は虐待ゼロ推進月間

ボートレース事業の収益金で道路整備

サマージャンボ宝くじ発売

自衛官を募集

蚊を介する感染症の予防対策を

コンビニ交付サービスの
一時休止のお知らせ

南越谷駅に
「話せる指定席券売機」を導入

健康長寿歯科健診
（75歳・80歳）

認定長期優良住宅の
維持保全状況等に関する調査

令和4年度草加市プレミアム付商品券　
はがき付案内冊子を配布

国民健康保険
保険証を７月中旬に発送

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。

7/15㊎～24㊐は「夏の交通事故防止運動」期間。ルールとマナーの再確認を。
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7月5日号 広報「そうか」情報コーナー「すとりーと」

7月の
納税
・
納付

▶固定資産税・都市計画税  第2期
▶国民健康保険税（普通徴収）  第2期
▶後期高齢者医療保険料（普通徴収）  第1期
▶介護保険料（普通徴収）  第2期
8/1㊊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



■夏休みラジオ体操
εふれあいの里☎920-6222Ü920-6251
7/21㊍～8/26㊎（8/11㊗～15㊊を除く）8時45分～8時55分。会場はふれあい
の里。ラジオ体操第一のほか草加市歌・草加音頭を踊ります。小学生以下
（未就学児は保護者同伴）対象。
■ふれあいジュニア大学
è7/8㊎10時からふれあいの里へ。☎920-6222Ü920-6251
7/22㊎・29㊎、8/9㊋・19㊎9時30分～11時、9/10㊏13時30分～14時45分。全
5回。会場はふれあいの里。おもしろ消しゴムの組み立て、陶芸体験、おそう
じ講習会等楽しく学べるプログラム。小学3～6年生対象。定員15人。参加費
500円。7/29・8/9はエプロン・タオル、8/19はぞうきん持参。
■夏のれきみん体験教室
è7/6㊌～15㊎までに同館に電話またはまいぷれ（QRコード）で。
☎922-0402Ü922-1117
いずれも会場は歴史民俗資料館。
古代の生活にふれてみよう　7/23㊏10時～12時。火起こし体験・発掘調査で
出土した土器片を触ったり、観察したりして、古代の歴史について学びます。
小学4～6年生（保護者同伴）対象。定員10人。
竹工作　8/6㊏10時～12時。竹かざぐるま、竹みずでっぽうのいずれかを選択
して工作。小学生（保護者同伴）対象。定員各10人。
藍染めハンカチ作り　8/20㊏・27㊏10時～12時。オリジナル模様の藍染めハ
ンカチを作成（2日とも同様）。小学生（保護者同伴）対象。定員各10人。材
料費300円。
■おやこでたいそう
è7/6㊌から柳島コミセンへ。☎Ü928-2321
7/23㊏・31㊐15時～16時。会場は柳島コミセン。ボールやロープなどを使っ
た体操。3～5歳児と保護者対象。定員各10組。

■オンライン親子料理教室～親子でいっしょに楽しく作ろう～
è7/6㊌から保健センターへ。申込フォーム（QRコード）も可。
☎922-0200Ü922-1516
7/24㊐あんかけチャーハンと豆腐プリン。8/6㊏豚しゃぶトマつ
ゆそうめんとフルーツ大福。いずれも10時30分～12時。オンライ
ン（Zoom）で。小学生と保護者対象。定員各15組（いずれか1
日）。食材・調理器具は、参加者で用意を。エプロン・三角巾着
用。
■夏休み親子で自由研究「3Rでごみを減らそう」
è7/6㊌～22㊎に廃棄物資源課（環境業務センター内）へ。☎931-3972Ü931-
9993
8/1㊊13時30分～16時。会場はリサイクルセンター。ごみを減らす3つのR
（リデュース・リユース・リサイクル）について施設見学やペットボトルを
使用した工作などを通じ、学んでみませんか。小学生（保護者同伴1人につき
子ども2人まで）対象。定員30人。
■漸草庵　夏休み親子茶道教室　ε草加市文化会館☎931-9325Ü936-4690
è7/7㊍から草加市茶道協会へ（10時～18時）。☎Ü931-6708
8/4㊍・5㊎9時30分～12時30分（裏千家）、13時～16時（表千家）。いずれ
も全2回。会場は漸草庵。小学生～中学1年生と保護者対象。定員各10組（1
組3人まで）。参加費子ども1000円・大人2000円。
■子ども自然ふれあい教室　ε子ども育成課☎928-6421Ü928-96
32
è7/12㊋までに申込フォーム（QRコード）で。
8/6㊏（荒天時7㊐に順延）。場所はポッポ農園（大田原市）。鮎つかみ・野
菜の収穫体験。詳細は申込フォームから確認を。小学生対象。定員30人（応
募多数の場合抽選）。参加費1500円（保険料含む）。草加市子ども会育成者
連絡協議会との共催。

親子・子ども向けイベント

7/24分

8/6分

　8/14㊐～15㊊は館内消毒作業を行う
ため、全てのコミセン及びミニコミセ
ンを休館します。εみんなでまちづく
り課☎922-0796Ü922-3406

　7/20㊌～9/4㊐。会場は歴史民俗資
料館。ε同館☎922-0402Ü922-1117
■連携展示「明治天皇草加行在所」　
宮内庁と県東部5市1町による連携展示
「埼玉県東部と近代の皇室」の一環と
して、明治9年、同14年の東北・北海
道巡幸で明治天皇が滞在された草加行
在所に関する資料を紹介。
■スポット展示「草加宿に伝わる大山

講の神酒枠」　旧草加宿内の町会で保
管されてきた大山講の神酒枠を展示
し、大山信仰を紹介。

　9/10㊏8時～。会場はそうか公園。
小学3年生以上対象。1人1種目まで

（リレーを除く）。中学生は市内中学
校単位での参加のみ。参加費1種目500
円（小学生400円）、リレー1チーム
800円。種目は表のとおり。è7/6㊌～
8/20㊏に草加市スポーツ協会HPで。
☎928-6361Ü922-1513

①7/24㊐10時～11時30分。
会場は草加市文化会館。講
師は埼玉大学教育学部附属
幼稚園副園長の小谷宜路氏。0～5歳児
の保護者及びこれから親になる人対象。
②8/7㊐10時～11時30分。
会場は中央公民館。講師は
立教大学現代心理学部教授
の大石幸二氏。小学3年～中学生の保
護者対象。
　いずれも定員80人。è①7/19㊋②7/

29㊎までに電話または「こくちーず」
（QRコード）から子ども教育連携推
進室へ。☎922-3494Ü928-1178

　7/18㊗午前の部11時～11時30分、午
後の部：15時30分～16時。会場は草加
市文化会館。出演は午前の部：The 
Village（ザ・ヴィレッジ）…アコーステ
ィックギターグループ。「少年時代」
ほか。午後の部：Palette（パレット）
…スティールパンバンド。「マツケン
サンバⅡ」ほか。定員35人。è7/7㊍
10時から申込フォーム（QRコード）
で。ε同館☎931-9325Ü936-4690

　7/31㊐10時～12時30分。
会場は中央公民館。講演「野菜足りて
る？～ムダなく使いきっておいしく食
べよう～」。聴覚障がい者、音声また
は言語機能障がい者やその家族、聴覚
障がい福祉関係者等対象。定員30人。
è草加市社会福祉協議会へ。メール
（QRコード）も可。☎932-6770Ü932-
6781

中学女子

中学男子

小学3～6年男女
小学5～6年男女
小学5～6年男子、女子

100m
1000m
4×100mリレー

対象 種目

100m、5000ｍ
100m、5000ｍ
100m、5000ｍ

高校・一般（～39歳）
壮年（40～59歳）
60才以上

100m、200m、
400m、800ｍ、
1500m、
4×100mリレー、
110ｍハードル、
走り高跳び、
走り幅跳び、
砲丸投げ（5ｋｇ）

100m、200m、
800m、
1500ｍ、
4×100mリレー、
100ｍハードル、
走り高跳び、
走り幅跳び、
砲丸投げ（2.72ｋｇ）

　7/21㊍～8/19㊎…葛西用水緑橋、
7/21㊍～8/5㊎…であいの森、8/12㊎
～19㊎…中央公民館。7月の河川愛護
月間にちなみ、みなさんから寄せられ
た市内の川・橋・水辺の写真や絵画を
展示します。ε河川課☎922-2172Ü92
2-2124

　7/22㊎8時30分柿木公民館集合、11
時解散。小学生以上対象。定員30人。
中川河川敷で生きものを観察します。
あれば双眼鏡持参。è7/21㊍までに氏
名、住所、電話番号を環境課へ。メー
ル（QRコード）も可。☎922-1519Ü922-
1030

　8/6㊏9時～12時。会場は市立病院。
手術室見学、血圧測定、自己血糖測定、
手洗い、シーツ交換などを体験。看護
の仕事に関心がある高校生対象。定員
12人。参加者は2週間前から健康観察
が必要です。è7/6㊌から電話で市立
病院看護部へ（複数名の同時申込不
可）。☎946-2200○内3101

　8/6㊏9時～12時。会場は八潮消防署。
乳幼児の心肺蘇生法・AED・異物除去法
ほか。市内または八潮市在住・在勤・
在学の中学生以上対象。定員20人。応
募多数の場合は抽選。è7/21㊍までに
八潮消防署へ。☎998-0119Ü997-8519

　8/15㊊・16㊋10時～15時30分。会場
は草加市文化会館。制度や介護の基礎
を学びます。この研修修了者は、通所
介護・訪問介護のサービス提供を行う
ことが出来ます。定員30人。è7/29㊎
までに草加市社会福祉協議会へ。☎93
2-6770Ü932-6779

音楽の森
ミニコンサート

コミセン・ミニコミセン｠  

歴史民俗資料館イベント

聴覚障がい者のひろば

普通救命講習会Ⅲ

高校生のためのふれあい看護体験

河川環境展の作品展示

子育て講演会

生きもの調査会
いろいろな生きものを
見つけてみよう

介護予防・日常生活支援総合事業
担い手研修

陸上競技選手権大会
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≪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6月生まれ（妊産婦・新生児訪問をした家庭を除く） ö7月下旬～8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 ö8/8㊊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　ö7/27㊌13時15分～
ô6～8か月児　ë各回12組　ö7/27㊌10時～
ô8か月～1歳2か月児　ë各回12組　ö7/29㊎10時～

マタニティクラス両親学級　è8/1㊊から電話・市HPで
ô11月～令和5年1月出産予定の初妊婦と夫　ë各10組　ö9/7㊌　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　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3年1月生まれ
ô平成31年4月生まれ

ö8/2㊋・23㊋
ö7/12㊋・26㊋

時間等詳細は
個別通知に記載

ê7月末
ê6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・大腸がん検診…個別か集団のどちらか一方のみ。■乳がん検診…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・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

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）　ö9/30㊎まで　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）　ê随時

ô50歳以上（前年度未受診者）　ö12/20㊋まで
ß3500円

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、触診

ô50歳以上　ö令和5年1/27㊎まで　ß700円

健康相談など

ö㊗・休館日、第5・6週を除く9時～12時　原町コミセン…㊊（7/18・
25を除く）、氷川コミセン…㊋㊎（7/26・29を除く）、稲荷コミセン…㊍
（7/28除く）、瀬崎・八幡・柳島コミセン…㊌㊎（7/20・27・29を除く）

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　ö7/28㊍　é9時～9時15分、10時～10時15分、11時～
11時15分　ß100円　è7/6㊌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） ö8/5㊎・24㊌、9/23㊗・26㊊、10/
16㊐・23㊐  é9時30分～10時50分、13時～14時20分  ß1300円

ô30歳以上　ö10/3㊊・21㊎、11/3㊗　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

ù離乳食の進め方の説明。試食はありません

高年者向け

■介護者のつどい　介護の情報交換と
交流。会場は以下の通り。介護をして
いる、していた、する予定の人対象。
①新里文化センター　7/9㊏13時15分
～14時45分。定員10人。ε谷塚西部
（包）☎929-0014Ü929-5222
②草加市文化会館　7/12㊋13時15分～
14時45分。ε新田東部（包）☎932-6775
Ü932-6779。
③ケアステーションかしの木　7/15㊎
13時30分～15時。ε草加西部（包）☎

■介護者のつどい

①新里文化センター

☎ Ü

②草加市文化会館
☎

Ü

③ケアステーションかしの木
☎

シルバーカルチャー教室

ハンドベルを奏でよう
　8/10・24、9/7・28、10/12・26の㊌
10時～11時30分。全6回。会場はであ
いの森。60歳以上対象。定員16人。手
袋代110円。è 7/8㊎10時からであい
の森へ。☎936-2791Ü936-2792

è

Ü

■そろばん、体操、間違い探しなどの
頭と体のトレーニング　月2回㊋9時～
11時　定員各10人　月額1500円
■写真教室基礎コース　第1・3㊎13時
～15時。定員10人。月額1200円
　いずれも会場は草加市文化会館。è
シルバー人材センターへ。☎928-9211
Ü928-9209

■そろばん、体操、間違い探しなどの
頭と体のトレーニング

■写真教室基礎コース

è

☎
Ü

è同大学HPで。ε同大学エクステン
ションセンター☎946-1678
■特別講座　8/6㊏14～16時。会場は
獨協大学またはオンライン。「オース
トリア皇妃エリザベート」。ハプスブ
ルク君主国末期の皇妃エリザベートは、
物語や演劇、ミュージカルなどを通し
て広く愛される人物です。3人の専門

■特別講座　

獨協大学オープンカレッジ
特別講座・秋期講座受講生募集

地域包括支援センター（包）
介護者のつどい・介護予防教室

946-7030Ü942-7582
④勤労福祉会館（認知症介護者のつど
い）　7/20㊌13時15分～14時30分。認
知症当事者の参加も可。ε新田西部
（包）☎946-0520Ü946-0523
⑤旧かっぱ天国　7/20㊌18時30分～20
時。ε草加安行（包）☎921-2121Ü928-
8989
■誰でも出来る気功　7/15㊎9時15分
～10時40分。会場は高砂コミセン。65
歳以上対象。定員30人。è7/6㊌から
草加東部・草加稲荷（包）へ。☎959-91
33Ü922-3801
■コツコツ貯筋体操～いつまでも若々
しく～　7/20㊌14時～15時30分。会場
は苗塚会館。65歳以上対象。定員15人。
è 7/6㊌9時から草加安行（包）へ。☎
921-2121Ü928-8989
■栄養・体操教室　7/20㊌14時～15時
30分。会場はふれあいの里。健康に必
要な栄養の教室・介護予防運動。65歳
以上。定員20人。è7/6㊌9時から谷塚
西部（包）へ。☎929-0014Ü929-5222
■はつらつバルーン体操　7/27㊌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

Ü

④勤労福祉会館（認知症介護者のつど
い）

☎ Ü

⑤旧かっぱ天国
☎ Ü

■誰でも出来る気功

è

☎
Ü

■コツコツ貯筋体操～いつまでも若々
しく～

è ☎
Ü

■栄養・体操教室

è

☎ Ü

■はつらつバルーン体操

家がそれぞれの研究成果から、その人
物像に迫ります。講師は同大学外国語
学部・上村敏郎准教授、常石史子准教
授、三宅舞専任講師。定員200人。
■秋期講座　下記ほか全52講座を10月
から開講。会場は獨協大学またはオン
ライン。

■秋期講座　

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。è7/6㊌9
時から草加川柳（包）へ。☎932-7007Ü
931-0993
■認知症サポーター養成講座　8/20㊏
10時～11時30分。会場は新田西文化セ
ンター。定員20人。è7/6㊌から新田
西部（包）へ。☎946-0520Ü946-0523

è

☎ Ü

■認知症サポーター養成講座

è

☎ Ü王義之とその時代

絵本の世界

『古事記』の説話を読む

古代の神々と関東の神社

ヨーロッパの詩と真実

無声映画の魅惑

ドイツ演劇における身体

ギリシアの世界遺産

富士山をめぐる信仰

武者の世の探訪

　9/10㊏14時開演。会場は草加市文化
会館ホール。0歳から大人まで3世代で
鑑賞できるコンサート。出演は安藤な
おこ、県警察音楽隊、草加保育魂。
è8/10㊌（必着）までにハガキに代表
者氏名、郵便番号、住所、電話番号、
鑑賞希望者全員（代表者含む4人ま
で）の氏名・緊急連絡先、手話通訳・
盲導犬・車いす利用の有無を記載し〒
330-9301県文化振興課「童謡コンサー
ト係」へ。申込フォーム（QRコード）
も可。ε同館☎931-9325Ü936-4690

彩の国さいたま
童謡コンサート
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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。
■ミシン洋裁基礎講座　7/6・13の㊌
①9時30分～13時②13時～17時　勤労
福祉会館　洋裁の基礎を一から学び作
品を作りましょう　材料費1000円　è
竹花☎090-6657-4005
■スポーツウエルネス吹矢体験会　7/
7㊍・10㊐・19㊋・23㊏・27㊌、8/2㊋
9時～11時　7/16㊏、8/5㊎13時～15時
　中央公民館　無料　ε関根☎090-40
62-1356
■スポーツウエルネス吹矢体験　7/9
～23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
口☎931-4092
■スポーツウエルネス吹矢体験会　7/
12㊋・29㊎13時～15時　瀬崎コミセン

■ミシン洋裁基礎講座

è

■スポーツウエルネス吹矢体験会

■スポーツウエルネス吹矢体験

è

■スポーツウエルネス吹矢体験会

にこにこサロン楽楽
　7/15㊎13時30分～14時30分。会場は
ふれあいの里。簡単なゲーム、塗り絵、
折り紙等。60歳以上対象。εふれあい
の里☎920-6222Ü920-6251Ü

小学校調理士
（会計年度任用職員）

シニアのための
いきいき就職座談会

　9/21㊌14時～15時30分。会場は勤労
福祉会館。就職活動がうまくいかない
などの悩みを、就職支援スタッフを交
えながらシニア同士で情報交換し、効
率的な就職活動の方法を知る座談会。
県と共催。おおむね60歳以上対象。定
員20人。è7/11㊊から県セカンドキャ
リアセンターへ。☎049-265-5844。ε
くらし安全課☎941-6111Ü941-6157

è

Ü

子ども教育連携教員
（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）

　無料　ε石井☎090-9310-5460
■たまrin子育てセミナー「イライラ
しない子育て方法」　7/14㊍10時30分
～　氷川コミセン大会議室　参加費
300円　託児要予約　ε家庭倫理の会
草加市石野☎090-9203-4244
■介護者サロン「らくだ」　7/15㊎　
わ～くわっく草加　「こもれび」　7/
28㊍　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
■スポーツウエルネス吹矢体験会　7/
16㊏・8/6㊏9時～11時　柿木公民館　
初心者歓迎　用具は不要です　参加費
無料　ε山下☎931-7681
■介護者の集い「オアシス」　7/16㊏
10時～12時　中央公民館　7/26㊋10時
30分～12時　瀬崎平成塾　8/2㊋13時
30分～15時30分　氷川平成塾　ε山田
☎928-5332
■おひとり様の相続・遺言書の書き方
　7/17㊐9時～11時　草加市文化会館
音楽室　終活相談会　定員8人　参加
費無料　ε不動産相続と住まいの窓口
坂斉☎923-0021
■八幡ダンスサークルフリーダンス　
7/17㊐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
■キッズのためのバレエ講座　7/17㊐
・24㊐17時～18時30分　全2回　新田
西文化センター　3歳～小学生対象　
定員15人　参加費無料　εバレエ赤い
くつ金丸☎080-6890-9377

■たまrin子育てセミナー「イライラ
しない子育て方法」

■介護者サロン「らくだ」
「こもれび」

■スポーツウエルネス吹矢体験会

■介護者の集い「オアシス」

■おひとり様の相続・遺言書の書き方

■八幡ダンスサークルフリーダンス

■キッズのためのバレエ講座

■ふれあい書道体験会　7/18㊗9時～
11時　中央公民館　無料　ε小高☎09
0-4704-9663
■中国家庭料理で暑気払い　7/18㊗10
時～14時　中央公民館　本場の薬膳医
食同源で夏バテ予防！　参加費1500円
　エプロン・タオル持参　èサークル
中国大好き武藤☎090-3574-1031
■第22回歌謡祭　7/24㊐10時開演　
中央公民館　連合会と近隣地域のカラ
オケサークルとの交流カラオケ発表会
　ε草加市カラオケ連合会高橋☎090-
3902-7570
■氷川ダンス倶楽部フリーダンス　
7/24㊐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　健康寿命と医療費節減に
最適　ε太田☎090-3520-7309
■卓球体験　7/26㊋9時～11時　7/29
㊎11時～13時　市民体育館　ε松が根
クラブ須藤☎922-4789
■遺言書の書き方と終活を学ぼう　7/
30㊏10時～12時　中央公民館第2会議
室　一般対象　定員13人　参加費無料
　è遺言相続後見ネット☎946-5152
■草加市ダンススポーツ連盟フリーダ
ンス　7/31㊐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☎935-9861
■中・高生の不登校相談会　8/4㊍15
時30分～16時50分　草加市文化会館第
2研修室　不登校に悩む中・高生、保
護者対象　εそうか不登校支援ネット
森泉☎932-5139

■ふれあい書道体験会

■中国家庭料理で暑気払い

è

■第22回歌謡祭

■氷川ダンス倶楽部フリーダンス

■卓球体験

■遺言書の書き方と終活を学ぼう

è

■草加市ダンススポーツ連盟フリーダ
ンス

■中・高生の不登校相談会

　小学校への乗り入れ授業を行うため
の教科指導、幼保小中の連絡調整、校
務分掌ほか。勤務は8/1～令和5年3/31
㊊～㊎8時30分～17時のうち7時間45
分（長期休業中を含む）。募集は若干
名。勤務場所は市内中学校（小学校で
の勤務もあり）。対象は中学校免許状
（数学）所有の人。基本給22万5568円。
通勤手当、社会保険等あり。è電話で
子ども教育連携推進室へ。☎922-3494
Ü928-1178

è

Ü

　勤務は㊊～㊎8時30分～16時45分の
うち7時間30分（長期休業中は原則勤
務なし）。募集は若干名。時給1103円
（免許有は1150円）。社会保険、期末
手当、交通費あり。採用は9/1付。随
時面接可。è申込書（市HPから入手
可）を総務企画課に持参または郵送。
調理士免許所有者は免許状の写しも提
出。☎922-2497Ü928-1178

随
時面接可。è

Ü
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内
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・
科
外

後
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外
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・
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外

後
午
・
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7/18㊗

科
内

科
外

科
歯

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。

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。

草加循環器クリニック
9時～12時・14時～17時

氷川町2131-6
☎927-4811

ハート薬局☎920-6010

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

メディクス草加クリニック
9時～12時・14時～17時

氷川町2149-3
☎920-6161

日本調剤草加薬局☎920-3317

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

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

メディカルハブクリニック
9時～12時・14時～17時

金明町516-1-1
☎943-8292

マーガレット薬局☎999-5030

飯田歯科医院
9時～12時
松江1-2-4

☎936-6370

虎溪医院
9時～12時・14時～17時

青柳6-22-1
☎931-3700

一正堂薬局☎936-7715

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）。

■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。!

㈲東洋開発
正木設備㈱

両新田西町246
栄町3-9-30

☎928-5520
☎931-3933

7/9㊏
 10㊐

㈲東洋開発
萬設備 
㈱井戸梅

両新田西町246
長栄1-779-1-R1
住吉2-4-3

☎928-5520
☎942-1200
☎922-3413

7/16㊏
17㊐
18㊗㊏㊐㊗等の漏水・出水不良などの水道トラブルに対応します。受付時間：9時～17時

休日等上水道工事店



新型コロナワクチンの臨時接種期間は9月30日まで
希望する人は早めに接種を

　26日、まつばら綾瀬川公園
で草加朝顔市を開催。用意さ
れた500鉢がすぐに完売とな
りました。毎年来ているとい
うご家族は「花が開く様子を

観察するのが楽しみ」と熱心に選んでいました。また、草加松原遊
歩道で開催された草加松原夢祭り
（25･26日）では、ライトアップさ
れた松並木を背景に浴衣姿で撮影を
する人や着ぐるみで走るティラノサ
ウルスレースなどの催しを楽しむ家
族連れなどで賑わいました。

　従来の視点を変え、課題を好機にすることを目指す、
市内で企業を経営する人を対象とした、新進気鋭の経営
者による講演会を開催します。
■日　時　7月30日㈯午後1時～4時
■会　場　紅藤カナダビル
■定　員　30人
■講演者　神戸マッチ㈱代表取締役　嵯峨山真史氏

トランクデザイン㈱代表取締役　堀内康広氏
■進行役　㈱野村総合研究所 プリンシパル　坂口剛氏
ω7月27日㈬までに申込フォーム（QRコード）で。

　市が誇る草加モノづくりブランド
認定製品と草加市ふるさと納税返礼
品を販売します。
■日　時　7月16日㈯・17日㈰

午前11時～午後5時
■会　場　物産・観光情報センター

かどまちごとでき 6月

■部門・要件　小説（3～30枚）、児童文学（5～10枚）、評論
（5～15枚）、随筆（3～5枚）、自由詩（30行以内）。いずれ
も400字詰め原稿用紙で。短歌・俳句・川柳は各5首・句以内。
カット絵は、はがき版～A5版で点数制限なし（掲載は白黒）。
※未発表作品に限ります。
※小・中学生の評論、小学生の随筆は応募不可。
■対象　市内在住・在勤・在学者、市内公共施設等で活動する
団体に所属する人等
ω9月9日㈮（消印有効）までに作品に応募部門、題名、氏名
（ふりがな）、年齢、住所、電話番号、所属団体（学生は学校
名と学年）、ペンネームの場合は本名を記入し、〒340-8550文
化観光課へ。郵送は、封筒に「ふれあい文芸草加」と朱書き。
メールは、件名を「ふれあい文芸草加」とし、添付ファイルは
PDF形式にしてください。

※会場により、予約空き状況、予約方法、対象年齢や使用するワクチンの種類などが異な
ります。

※接種を受けるには、接種券が必要です。
※会場によっては、9月30日以前に接種が終了する可能性があります。
※10月1日以降の国の方針が決まり次第市ホームページや広報そうかでお知らせします。
※ワクチン接種は強制ではありません。

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

接種券が届いたら予約できます

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

問産業振興課☎922-3477Ü922-3406問産業振興課☎922-3477Ü922-3406

問物産・観光情報センター☎921-1800Ü921-1811問物産・観光情報センター☎921-1800Ü921-1811

3回目接種完了

令和4年2月28日まで

3月31日まで

接種券到着状況（予定） ファイザー
※モデルナを併用する
　場合あり

1・2回目：ファイザー
3・4回目：モデルナ

モデルナ

モデルナ

武田社ワクチン
（ノババックス）

個別接種会場
（市内医療機関）

集団接種会場
（草加市文化会館・
勤労福祉会館）

自衛隊大規模
接種会場（東京）

県ワクチン
接種センター
東部会場は夜間の実施あり

武田社ワクチン
県内接種会場
（県内22会場）

一部の医療機関で実施

月1回程度
実施

実施

実施
※18歳以上のみ

実施

会場 小児 1・2回 3回目 4回目 ワクチンの種類

到着済み

7月12日㈫～15日㈮

●市役所本庁舎西棟1階
　午前8時30分～午後5時
●文化センター（新里・谷塚・新田西・川柳）
　午前9時～午後5時

接種券付予診票・本人確認書類

4回目接種情報
3回目接種から
5か月経過したら

草加朝顔市&草加松原夢祭り25・26日

接種 コールセンターまたは
予約システムで予約

60歳
以上

7月20日㈬まで

「申請が必要」です
4回目接種を希望する人は18～59歳

基礎疾患

予約の支援をしています

場所
・
日時

持ち物

嵯峨山真史氏

▲接種会場の
詳細はこちら

堀内康広氏

平日のみ

SOKA CREATIVE MEETING 2022

経営に革命を！
―　これからの時代の経営とデザイン　― 問文化観光課☎922-2968Ü922-3406

　bunkakanko@city.soka.saitama.jp

あなたの作品を発表してみませんか

草加のいいもの販売会

作品募集ふれあい文芸草加

申請方法は、HPで確認を▶

※3回目接種後に転入してきた人は申請が必要です。

■実施会場一覧（6月29日現在）

市
　
　
　
市
　
　
　
国
　
　
　
県
　
　
　
県

実施
※18歳以上のみ

広報「そうか」⑧ イベント情報　できごとまちかど2022年7月5日号

市の人口　令和4年6月1日現在　25万898人（男12万6578人・女12万4320人）/前月比180人増/世帯数12万2491世帯
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