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SOKA

広報そうかアンケート
広報そうか8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

水害が迫っているとき
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1番に考えるべき避難行動は？
自宅など

建 物 の 2階 以上 へ！

Q なぜ、避難所じゃないの？

垂
直
避
難

在宅避難（自宅等の２階以上への垂直避難）を推奨する主な理由
市内の地形は…

・2階以上へ浸水する地域はほとんどない
・土砂災害が起きる恐れがない
・家屋が流されるような洪水が起きる恐れ
がない

！

そのほか…

・住み慣れた場所でストレスが小さい
・避難場所までの移動時間や危険がない
・集団生活での感染症のリスクを抑えられる

3ｍ以上

2階以上に避難できない場合や、親戚・知人宅や避難所を利用する場合は、
浸水している中での移動は大変危険です。早めの行動をお願いします。

必ず!

危機管理課
☎922-0614 5922-6591

備えておきたいもの

食料・水

トイレ

電源など

家族数×最低3日分

家族数×1週間分以上

□ ヘッドライト・LEDランタン
□ ラジオ
□ 予備電池・モバイルバッテリー

□ 飲料水（1人1日3ℓ）
□ 備蓄食料

ローリングストック法

買い足す

消費する

在宅避難を安心して行うために

備える

□ 簡易トイレ（1人1日約5回）

あると便利

生活排水の逆流対策

賞味期限が1年未満
のものでも、普段か
ら多めに買 い 置き
し、定期的に消費・補
充すると備蓄として
活用できます。

建物周辺が浸水すると、風呂場
の排水口やトイレなどから水が
逆流することも。水のうを置くこ
とで逆流を防ぐことができます。

▲活用方法等

【水のうの作り方】
①ごみ袋
（45ℓ）
2枚を用意
②袋を2重にし半分まで水を入れる
③袋の空気を抜いて口を結ぶ

□ カセットコンロ
□ カセットボンベ（１本で約65分間使用可）
□ ウエットタオル
□ 食品用ラップ
□ 水を使わない歯磨き・ボディーソープ・
シャンプー

必要な時には品薄で
手に入らない場合も・
・
・
ライフラインの寸断にも対応
できるよう備えておきましょう

新型コロナ感染急拡大・感染防止に協力をお願いします
市内の感染急拡大中！
6/20〜26

1カ月で
126人 10倍以上

7/18〜24

基本的な感染対策・療養生活への備えを
手洗い、換気、場面に
応じたマスク着用等

食料や日用品等
を10日分

1788人

ワクチン接種

感染したかも
と思ったら…

8面へ

4面へ
▲フローチャート

折り込んである「スポーツ草加」「そうか市議会だより」は、抜いて読んでください。
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改めて確認しておきたい！水害時の行動

1面のつづき

水害は、事前の準備で被害を小さくできる災害です。テレビ、ネットなどで
気象情報を集めながら、備えを進めましょう。

マイ・タイムラインを作ろう！
ハザードマップ
P30に書き込んで
作れます

避難情報が出たら何をしたらいいの？

警戒レベル４の避難情報が出たら、安全な場所に避難を。

避難に時間がかかる人は警戒レベル３を目安に行動をはじめましょう。

マイ・タイムラインとは？
いざという時に慌てないように、家族一人ひ
とりの行動や避難のタイミングをあらかじめ
決めておく行動計画のこと。

警戒レベル

とるべき行動

避難情報・気象情報

発令・発表

5

命を守る最善の行動

緊急安全確保

草加市
草加市

4

危険な場所から全員避難

避難指示

3

避難に時間がかかる人は避難

高齢者等避難

草加市

2

避難場所・経路、備えの再確認

洪水注意報・大雨注意報 等

気象庁

1

最新の気象情報に注意

早期注意情報

気象庁

どこから情報を入手できるの？

▼動画で説明

テレビ（dボタン）・市HP・Twitter等、使いやすい方法で入手を。
市の情報発信ツール

防災情報発信アプリ

【iPhone】

あやしい
WARNING

﹁ 保険を使えば︑
無料でお宅を
修理できますよ！﹂

WARNING

お知らせ
メール

LINE

情報収集方法を動画
でも紹介

住宅の修理に乗じた詐欺にご用心！
大雨や台風シーズンになると、
「火災保険を使うと自己負担なく住宅を修理できる」などと勧誘され契約をした後、実際に保
険会社へ申請すると保険が下りずに、多額の支払いを請求をされるというようなトラブルが増えます。
・その場で契約せず、保険会社や代理店に直接相談を
困ったときは
・経年劣化による損傷を自然災害による損傷にするなど、
草加市消費生活センター☎941-6111
嘘の理由で申請し保険金を受け取ると、保険金の返還や
消費者ホットライン☎188へ。
契約解除を求められたり、詐欺罪に問われる場合もあります。

監査委員に中村幸彦氏を再任
市議会6月定例会で議会の同意を得て、監査委
員に中村幸彦氏を再任しました。任期は令和4年7
月9日から同8年7月8日まで。同氏は、早稲田大学
商学部卒業、平成元年税理士登録、同年中村幸彦
税理士事務所開業、同8年水道事業運営審議会委
員、同17年土地開発公社監事等を歴任。同18年か
ら草加市監査委員に就任し、現在5期目。

後期高齢者医療制度
保険証を9月中旬に送付

10月に
切り替え

10月1日から窓口負担割合が見直されます。これに伴い10月から使
用する後期高齢者医療制度の保険証を、9月中旬に送付します。
現在使用している保険証は、10月以降に後期高齢者・重心医療室、
サービスセンターに返却するか、裁断して処分してください。
■発送方法 特定記録郵便です。簡易書留郵便での送付を希望する
人は、8月26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。
■窓口負担割合の見直しの問い合わせ
制度の詳細は下記コールセンターにお問い合わせください。

窓口負担割合の見直しに係るコールセンター

☎0120-085-950

埼玉県後期
高齢者医療
祝日を除く㈪〜㈮ 午前8時30分〜午後5時15分
広域連合

後期高齢者窓口負担コールセンター

☎0120-002-719
祝日を除く㈪〜㈯ 午前9時〜午後6時

特別障害者手当、障害児福祉手当

現況届の提出はお早めに

（特別障害者手当）障がい福祉課☎922-1436 Ü 922-1153
（障害児福祉手当）子育て支援課☎922-1483 Ü 922-3274

後期高齢者・重心医療室☎922-1367 Ü 922-3178

厚生
労働省

【Android】

特別障害者手当と障害児福祉手当の受給資格の認定を受けている
人に現況届を送付します。必要事項を記入し、8月12日㈮〜9月12日
㈪（土・日曜日、祝日を除く）に各担当課へ提出してください。
特別障害者手当
■対
象 20歳以上で常時寝たきりや意思疎通が困難な人等、障
がいにより日常生活で常時特別な介護を必要とする人
■手当月額 2万7300円
■支給要件 ・施設に入所していないこと
・継続して3か月を超え病院等に入院していないこと
・所得制限限度額を超えていないこと
障害児福祉手当
■対
象 20歳未満で障がいにより日常生活で常時の介護を必要
とする人
■手当月額 1万4850円
■支給要件 ・施設に入所していないこと
・障がいが支給事由の年金を受給していないこと
・所得制限限度額を超えていないこと
所得制限について
障がい者本人またはその配偶者、扶養義務者に一定額以上の所得
があるときは、その年の8月から翌年の7月まで支給を停止します。
【所得制限限度額の一例（令和4年度）】
扶養親族等の人数

支給停止になる所得額※1
本人所得※2

扶養義務者※3所得

0人

360万4000円

628万7000円

1人

398万4000円

653万6000円

2人

436万4000円

674万9000円

3人

474万4000円

696万2000円

4人

512万4000円

717万5000円

※1 所得額とは諸控除後の額です。
※2 特別障害者手当の本人にかかる所得は、非課税の年金等も所得に含みます。
※3 扶養義務者とは障がい者本人と生計を同じくする障がい者本人の直系血族、兄弟姉妹を
いいます。

令和4年の市内交通事故状況（前年比）7月20日現在 人身事故268件（＋45） 死者5人（±0）
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HPVワクチン（子宮頸がん予防ワクチン）

積極的勧奨を再開
キャッチアップ接種の実施
保健センター☎922-0200 Ü 922-1516

HPV（子宮頸がん予防）ワクチンは、予防接種後にワクチンとの
因果関係が否定できない副反応の疑いがあり、国の方針により積極
的な勧奨は差し控えていました。その後、安全性について特段の懸
念が認められないことが確認され、接種による有効性
が副反応のリスクを明らかに上回ると認められたため、
令和4年4月から積極的勧奨が再開されました。詳細は
市ホームページ（QRコード）から確認してください。
定期予防接種
■対象
市に住民登録のある、小学6年生〜高校1年生相当（12〜16歳）
の女性
■実施期間
高校1年生相当となる年度の末日まで
※対象者のうち平成18年度および平成19年度生まれの人は、接種
機会の確保の観点より令和7年3月31日㈪まで
【接種機会を逃した人へ】HPVワクチンのキャッチアップ接種
積極的な勧奨の差し控えによりHPVワクチン定期予防接種を受け
る機会を逃した人に対し実施します。
■対象
市に住民登録のある、平成9年4月2日〜同18年4月1日生まれの女性
■実施期間
令和7年3月31日㈪まで
自費で受けた人へ接種費用を助成
積極的な勧奨を差し控えたことにより公費での接種ができず、定
期接種の対象年齢を過ぎた後、自費で接種した人は、接種費用の全
額または一部を助成します。
■対象（以下①〜③のすべてに該当する人）
①令和4年4月1日時点で市に住民登録のある、平成9年4月2日〜同
17年4月1日生まれの女性
②定期接種において3回接種が完了していない女性
③定期接種の対象年齢（高校1年生相当の年度末まで）を過ぎてか
ら、令和4年3月31日までに、国内の医療機関で、HPVワクチン
（2価または4価）を自費で接種した女性（※9価は対象外）
ω令和7年3月31日㈪（必着）までに接種記録と接種費用の領収書
等を申請書に添付し保健センターへ。

米寿・白寿
敬老祝金を贈呈します
長寿支援課☎922-1342 Ü 922-3279

対象者には8月中旬頃に通知しますので、同封の口座振込依頼書
に必要事項を記入し、返信用封筒にて返送、または長寿支援課へ持
参してください。
■支給対象者・支給額
5月1日において市に住民登録があり、8月1日現在引き続き市内
に居住している下表の人
生

年

参議院議員通常選挙結果
草加市
投票率

接種機会を逃してしまった人

齢

③

選挙管理委員会☎922-2490 Ü927-7693

小学6年〜高校1年相当の人

年

2022年8月5日号

月

日

支給額

満88歳（米寿）

昭和 8年8月2日〜同 9年8月1日

3万円

満99歳（白寿）

大正11年8月2日〜同12年8月1日

5万円

■支給方法
依頼書で指定された口座に振り込みます。

48.62

52.05％
県平均 50.25％

全国平均

％

7月10日、参議院議員通常選挙（埼玉県選出議員・比例代表選出
議員）の投票が行われました。
当日の有権者数は20万8402人で、投票率は48.62％でした。投票率
は令和元年7月の参議院議員通常選挙と比較し、4.71ポイント上回り
ました。草加市の埼玉県選出議員の投票結果（敬称略・県得票順）
は、【表1】のとおりです。
また、比例代表選出議員選挙の投票結果（候補者名の投票を含
む）は、【表2】のとおりです。
【表1】埼玉県選出議員選挙の投票結果
（ ）内は草加市
候補者名

政党等の名称

投票数

当 関口

まさかず

自由民主党

72万7232.241票（2万4417票）

当 上田

きよし

無所属

50万1820.000票（1万2850票）

当 西田

まこと

公明党

47万6642.000票（1万7493票）

当 高木

まり

立憲民主党

44万4567.000票（1万3421票）

加来

たけよし

日本維新の会

32万4476.000票（1万1425票）

梅村

さえこ

日本共産党

23万6899.750票（

7844票）

れいわ新選組

12万1769.000票（

4667票）

参政党

8万9693.000票（

3054票）

西

みゆか

さかうえ

ひとし

高橋

やすし

無所属

2万2613.000票（

693票）

河合

ゆうすけ

NHK党

1万8194.000票（

861票）

幸福実現党

1万5389.000票（

494票）

みなと

侑子

小林

宏

NHK党

1万3966.000票（

390票）

宮川

なおき

NHK党

1万2279.000票（

300票）

堀切

笹美

日本第一党

8588.000票（

322票）

NHK党

7178.000票（

498票）

池

高生

【表2】比例代表選出議員選挙の投票結果（草加市）
政党等の名称

投票数

政党等の名称

投票数

自由民主党

3万0576.796票

NHK党

2603.000票

日本維新の会

1万4213.423票

社会民主党

2101.604票

公明党

1万3520.000票

ごぼうの党

418.000票

立憲民主党

1万1692.719票

幸福実現党

288.000票

日本共産党

7882.017票

日本第一党

271.000票

れいわ新選組

5901.202票

維新政党・新風

177.000票

国民民主党

5719.251票

新党くにもり

117.000票

参政党

3291.982票

令和4年度

当選者にはがきを発送
産業振興課☎922-3073 Ü922-3406

同商品券は、7月21日㈭に申込受付を終了し、発行冊数を超える
申し込みがあったため、市内在住の人を対象に抽選を実施します。
抽選の結果、当選した人にのみ8月12日㈮に購入引換はがきを実行
委員会から発送します。届いた人は下記引換販売期間内に購入引換
はがきと現金を持参して、はがきに記載の引換販売所で商品券を購
入してください。落選者には通知しません。
■引換販売期間 8月22日㈪〜9月5日㈪
■使用期間 8月22日㈪〜令和5年2月5日㈰
■引き換え
・8月22日㈪〜24日㈬の3日間は混雑が予想されます。混雑を避け
た購入に協力をお願いします。
・購入引換はがきを持参すれば、代理人でも購入できます。販売所
の混雑防止のため、家族等でまとめての引き換えをお願いします。
・購入引換はがき・商品券の再発行は一切行いません。
・商品券の返品はできません。
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

（平日午前10時〜午後4時）

④

情報コーナー「すとりーと」

2022年8月5日号

情報コーナー

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

8月の

▶市県民税（普通徴収） 第2期
▶国民健康保険税（普通徴収） 第3期
▶後期高齢者医療保険料（普通徴収） 第2期
▶介護保険料（普通徴収） 第3期

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。

8/31㊌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
・施設の利用定員の遵守
・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。

夜間 ㊌
（㊗㊡を除く）
21時まで

10/8㊏･9㊐にアコスホー
ルで展示する華道展の作品を募集しま
マイナポイント申込端末を設置
す。作品は90×90cm以内で展示でき
市役所の会場は本庁舎西棟
るもの。生けこみは10/7㊎15時〜21時
マイナポイントの申し込みが行える に同館で。出品料は2000円（高校生以
端末を、以下の通り設置しています。 下は無料、1人1点まで）。花材費は自
このうち、市役所会場は設置期間を延 己負担。定員20人（応募多数の場合は
長し、場所を本庁舎西棟1階に変更し 抽選）。è9/1㊍までにはがきに住所
・氏名・電話番号・所属団体を記入し、
ます。
■設置会場・期間 市役所本庁舎西棟 〒340-8550文化観光課へ。ファクス、
1階…9/30㊎まで。谷塚文化センター、 メール（QRコード）も可。☎922-2968 Ü
勤労福祉会館、草加市文化会館…8/31 922-3406
㊌まで。
みんなでまちづくり会議スピンオフ企画
■受付時間 いずれも㊏㊐㊗と施設休
〜これからの草加の話をしよう〜
館日を除く8時45分〜17時（草加市文
化会館のみ9時〜17時15分）
8/22㊊…紅藤カナダビル、9/15㊍…
■会場間違いに注意を 市役所会場の 市役所西棟。いずれも16時〜18時。全
西棟は工事中の旧本庁舎の隣の建物で 2回。草加市総合振興計画第三期基本
す。県道足立越谷線沿いの第2庁舎に 計画策定に向けて、草加の未来の姿を
向かう人が多いため注意してください。 共有し、ともに希望あふれる草加を創
ε IT・市民サービス推進室☎922-1974 るため、将来を担う若者の参加を募集
Ü922-1294
します。15〜22歳の市内在住・在学者

新庁舎建設工事の工事期間を延長します
建設工事の様子
（市HP）

8/10㊌11時

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
〈64歳以下〉
県庁からSMSで連絡
〈65歳以上〉
保健所から電話で連絡
療養生活
療養期間終了

華道展の作品を募集

ε庁舎建設室☎922-1060Ü922-1062
市役所新庁舎建設工事の工事期間が、
建設資材供給不足の影響等により2か月
程度延長になります。これに伴い、新
庁舎の使用開始は令和5年5〜6月にかけ
て段階的に実施する予定です。
また、新庁舎の使用開始後に、新庁
舎に隣接する西棟の改修工事を行いま
す。ご理解ご協力をお願いします。

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

全国瞬時警報システム
（Jアラート）
試験放送

●広報「そうか」掲載の催事は、

【主催者】

日曜・夜間納税窓口

対象。定員5組（1組4人）。è8/15㊊
までにみんなでまちづくり課へ。☎92
2-0796Ü922-3406
みんなの想い出ふえる
写真展 募集期間を延長

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。
ド）を利用した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。
■問合せ先一覧
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

草加市文化会館は今年で開館50年。 市民税課☎922-1042Ü920-1502
同館では、皆さんの想い出の写真で館 納税証明書（個人市県民税のみ）について
内壁面を彩る写真展を開催しています。
納税課☎922-1098Ü920-1502
この写真展に飾る写真とエピソードを
引き続き募集中です。応募者には開館
事業者対象
50年の記念品を抽選でプレゼントしま
消費税のインボイス制度説明会
す。è8/31㊌までに写真データ（2MB
川口税務署では事業者を対象に消費
まで）を特設サイト（QRコード）内
の応募フォームへ。印刷した写真や記 税のインボイス制度の説明会を開催し
録メディア（USBメモリ不可）の持参 ます。9/12㊊・27㊋のいずれも①10時
30分〜11時30分、②14時〜15時。会
も可。☎931-9325Ü936-4690
場は川口税務署。②は免税事業者対象。
コンビニ交付サービス一時休止
定員各30人。公共交通機関での来場に
8/19㊎・31㊌は、メンテナンスのた 協力を。è電話で川口税務署（☎048めマイナンバーカード（個人番号カー 252-5141）へ。

まちの学校

何にもやることが見つからなかった僕が、
地元でソーセージ屋をはじめる話

ε産業振興課☎922-0839Ü922-3406
草加市でビジネス等、何かを始めたいと考えている人に向け開催するま
ちの学校。今回は、沖縄市で食肉加工専門店「TESIO」を経営する嶺井大
地氏が、地域を巻き込みながら、どのように魅力ある
店やエリアを生み出したかについて講演します。「欲
しい暮らしを自分でつくりたい人」の参加をお待ちし
ています。
■定員 40人
■日時 9/6㊋19時〜20時30分
■会場 ビジネス旅館越後家駐車場（瀬崎3-35-34）
è8/30㊋までに申込フォーム（QRコード）で。電話
・ファクスも可。

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。

情報コーナー「すとりーと」
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つけない・増やさない・やっつける

ε文化観光課☎922-2403Ü922-3406

姉妹都市の福島県昭和村を訪ね、野菜収穫体験や矢ノ原湿原散策、喰
丸小見学などを行う、秋の魅力がつまったツアーです。
■行先 福島県昭和村
■日時 9/17㊏〜18㊐
■対象 市内在住・在学の人（高校生以下は保護者同伴）
■定員 20人程度
■参加費（宿泊先別 2日目の昼食代・各種体験料を含む）
①昭和温泉しらかば荘 大人1万2170円、小学生以下9820円
※1人で利用する場合は2000円加算
②民宿松屋 一律1万2300円
è8/19㊎（必着）までに、希望宿泊施設、参加者全員の住所、氏名（ふ
りがな）、性別、年齢、電話番号を記入し、〒340-0013松江6-1-1共栄旅
行サービス（☎932-4236 Ü932-4237）へ。ファクス、メール（QRコー
ド）も可。1組5人まで。重複応募は無効。申込多数の場合は抽選。結果
は8/24㊌以降に通知します。

ε保健センター ☎922-0200Ü922-1516
予防の三原則、「つけない」「増やさない」「やっつける」を実践し、
夏に増える食中毒を予防しましょう。
■つけない
・帰宅後、調理や食事の前等、機会があるごとに手洗いを。下のイラスト
の石けん洗い（10秒）とすすぎ（15秒）を2回くり返すと効果的です。
・生肉、生魚の調理時には、他の食材とまな板・包丁の使い分けを。
■増やさない
・調理後は早めに食べましょう。持ち帰りやデリバリーの料理も同様に。
・食品は常温で保存せず、小分けにして速やかに冷蔵庫へ。
・買い物後の食材の持ち帰りには、保冷剤や保冷ボックス等の活用を。
■やっつける
・調理時は十分な加熱を。中心部の温度で75℃で1分以上を目安に。
・汁物等の調理時は、かき混ぜて、均一に全体が沸騰するまで加熱を。
・調理器具は洗剤で丁寧に洗浄し、熱湯や漂白剤を使用して消毒を。
準備

爪は短く切り、
時計や指輪は
外す

母子保健

⑤

夏は食中毒に注意 できていますか？

秋の実りを味わおう！
昭和村 秋の体験ツアー

みんなの健康

2022年8月5日号

水洗い

石けん洗い

すすぎ

乾燥

流水で軽く
手を洗う

よく泡立て、
指の間や手首
まで念入りに

流水で
よくすすぐ

ペーパータオルや
清潔なタオルを
使用

〒340ｰ0016 中央1ｰ5ｰ22

保健センター ☎922‒0200

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、
保健センターへ連絡を

こんにちは赤ちゃん訪問

ô令和4年7月生まれ（妊産婦・新生児訪問をした家庭を除く） ö8月下旬〜9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

離乳食講習 è電話・市HPで
ù離乳食の進め方の説明。試食はありません
ô4〜6か月児 ë各回12組 ö8/29㊊13時15分〜
初期
ô6〜8か月児 ë各回12組 ö8/29㊊10時〜
中期

後期・完了期 ô8か月〜1歳2か月児 ë各回12組 ö8/31㊌10時〜

乳幼児相談 è電話で

ô乳幼児と保護者 ë10組 ö9/21㊌9時30分〜11時20分 ù保健師・栄養士の育児・栄養相談

幼児健康診査
1歳7か月児 ô 令和3年2月生まれ

ö9/6㊋・20㊋

3歳3か月児 ô 令和元年5月生まれ

ö8/9㊋・30㊋

ê8月末
時間等詳細は
個別通知に記載 ê7月末

マタニティクラス両親学級 è 9/1㊍から電話・市HPで

ô12月〜令和5年2月出産予定の初妊婦と夫 ë 各10組 ö 10/5㊌ 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 è9/1㊍から電話で

ô妊婦と夫 ë20人 ö10/19㊌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

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） ê随時
胃がん検診（定員あり）
内視鏡検査

肝炎ウイルス検診
Ｂ・Ｃ肝炎検査

口腔がん検診

視触診、触診

ô50歳以上（前年度未受診者） ö12/20㊋まで
ß3500円
ô40歳以上（同検診未受診者） ö12/16㊎まで
ô50歳以上 ö令和5年1/27㊎まで ß700円

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

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）
ô30歳以上 ö12/16㊎まで ß500円
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）

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 ö11/29㊋、12/16㊎ é8時15分〜10時（大腸
バリウムX線・
がんのみ9時30分〜10時30分） ß胃がん900円、大腸がん
便潜血反応検査
500円
乳がん検診

マンモグラフィ検査

ô40歳以上
（前年度未受診者） ö9/23㊗・26㊊、
10/16㊐・23㊐、
11/11㊎・14㊊ é 9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

健康相談ほか
骨密度測定

ô18歳以上 ö8/22㊊、9/8㊍ é9時〜9時15分、10時〜10時15分、
超音波簡易検査 11時〜11時15分 ß100円 è8/8㊊から電話で

ö㊗・休館日、第5・6週を除く9時〜12時 ㊊…原町コミセン（8/15を
看護師による
除く）、㊋㊎…氷川コミセン（8/12・16を除く）、㊌㊎…瀬崎・八幡・柳島
地域健康相談
コミセン（8/10・12・17を除く）、㊍…稲荷コミセン（8/11を除く）
栄養相談

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、味噌汁の食塩量計測（希望者）

■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
≪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8月5日号
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一般男女別、シニア男女別の部。参加
費1種目1000円。
8/27㊏・28㊐11時〜17時。会場は物 è ①は8/21㊐まで、②は8/10㊌までに
実施日は11/27㊐。会場は聖学院大
産・観光情報センター。手作り品の人 草加市スポーツ協会へ。☎928-6361Ü
生きもの調査会
学（上尾市）。受験料1万円。
気作者等を講師としたワークショップ。 922-1513
いろいろな生きものを
■受験資格 ①〜③のいずれかを満た
事前予約、参加費が必要なものあり。
一本棒・バッテン棒体操
見つけてみよう
すか、それに準ずる人。①高等学校の
詳細は同センターHPで。 è 同センタ
リーダー養成教室
8/23㊋8時50分獨協大学雄飛ホール ーへ。☎921-1800Ü 921-1811
土木工学科相当を卒業、②高等学校を
卒業し排水設備工事等の設計・施工で 集合、11時30分解散。小学生以上対象。
8/30〜9/27（9/13を除く）の㊋10時
地域包括支援センター（包）のイベント
1年以上の実務経験を有する、③排水 定員30人。同大学周辺で生きものを観
〜12時。全4回。会場は中央公民館。
è
設備工事等の設計・施工で2年以上の 察します。あれば双眼鏡持参。 8/22 ■介護者のつどい 介護の情報交換と 転倒予防・認知症予防のため、いつで
㊊までに氏名、住所、電話番号を環境 交流。会場は以下の通り。介護をして もどこでもできる新聞紙を利用したオ
実務経験を有する。
è 8/22㊊から下水道課で配布する受験 課へ。メール（QRコード）も可。☎92 いる人、していた人、する予定の人対象。 リジナル体操の指導方法を学びます。
案内を確認し、9/30㊎（必着）までに 2-1519Ü 922-1030
①新里文化センター 8/13㊏13時15分 講師は健康運動指導士の田邉雅子氏。
Ü
郵送で。☎922-2314 922-3244
〜14時45分。ε 谷塚西部（包）☎929-00 定員50人。è スポーツ振興課へ。☎92
つるし飾り制作講習会
2-2861Ü 922-3172
14Ü 929-5222
11/1㊋・9㊌・16㊌・23㊗。全4回。 ②勤労福祉会館（認知症介護者のつど
おとなのための食育講座
会場は歴史民俗資料館。ひなまつり用 い） 8/17㊌13時15分〜14時30分。認
（ヘルスメイト養成講座）
市の審議会等を傍聴できます。定員 の「つるし平飾り」を布ちりめん等で 知症当事者の参加も可。 ε 新田西部
9/5・12・26、10/17・24、11/7・14・21
5人（当日先着順）。なお、市内在住 作ります。制作した作品は、来年同館 （包）☎946-0520Ü946-0523
の聴覚障がい者で手話通訳者の派遣を で開催する「桃の節句展」で展示しま ③旧かっぱ天国 8/17㊌18時30分〜20 の㊊10時〜11時30分（10/24、11/7は
希望する場合は、会議開催1週間前ま す。定員16人。材料代2000円。è 8/7 時。ε草加安行（包）☎921-2121Ü 928- 12時まで）。全8回。会場は保健セン
ター。栄養バランス・フレイル予防・
でに各担当事務局へ連絡を。
㊐〜21㊐に電話で同館へ。☎922-0402 8989
④ケアステーションかしの木 8/19㊎ おやつ・野菜等についての講義や運動
■環境審議会〈環境課☎922-1519Ü 92 Ü 922-1117
13時30分〜15時。 ε 草加西部（包）☎ 実習、調理実習、食生活改善推進の基
2-1030〉…8/22㊊10時〜 市役所西棟
昭和村の魅力がいっぱい
本的な知識習得等。定員15人（全日程
946-7030Ü 942-7582
第1・2会議室で
いいがな うめぇがな市
■介護予防教室えだまめ（体操） 8/ 参加出来る人優先）。受講料500円。
■男女共同参画審議会〈人権共生課☎
922-0825Ü 927-4955〉…8/23㊋14時〜
8/20㊏10時30分〜。会場は草加マル 17㊌14時〜15時30分。会場はふれあ è 8/8㊊から電話・ファクスで同セン
市役所西棟第1・2会議室で
イ1階。姉妹都市である福島県昭和村 いの里。65歳以上対象。定員20人。è ターへ。☎922-0200Ü 922-1516
■景観審議会〈都市計画課☎922-1790 の農作物や特産品、同村製造の加工食 8/8㊊9時から谷塚西部（包）へ。☎929高年者向け
Ü 922-3145〉…8/23㊋14時〜 松ロイ 品等の販売を行います。ε文化観光課 0014Ü 929-5222
60歳からのスポーツサロン
■介護・子育てと仕事の両立支援制度
ヤルビル6階会議室で
☎922-2403Ü 922-3406
講座 9/6㊋14時〜15時30分。会場は ■民踊 9/2〜10/21の㊎。全7回。
ヨーガ体験教室
ケアステーションかしの木。仕事を続 ■レクリエーションダンス 9/7〜11/
9/4・11の㊐10時30分〜11時30分。 けながら、介護や育児をしたい人を支 2の㊌。全7回。
いずれも9時15分〜11時。会場は勤
会場は高砂コミセン。定員各40人。ヨ 援する制度について学ぶ。地域住民、
子育て支援講座
ガマットまたは、バスタオル持参。è 高年者や子育て支援に携わる人対象。 労福祉会館。60歳以上対象。定員各45
「よりよいおやこ関係をつくる
8/9㊋10時から同コミセンへ。☎ Ü 92 定員10人。è 9/2㊎までに電話で草加 人。要保険加入。室内靴持参。è 8/19
ペアレント・トレーニング」
㊎までに往復はがきに住所・氏名・年
西部（包）へ。☎946-7030Ü 942-7582
0-3066
齢・電話番号・希望種目を記入し〒34
9/8〜12/15の㊍（除外日
市民体育祭
上級救命講習
0-8550スポーツ振興課へ。☎922-2861
あり）10時〜12時。全8回。
Ü 922-3172
9/3㊏13時〜18時。会場は草加消防
会場はいずれも記念体育館。
オンライン講座。子どもの
行動に焦点をあてた親子の関わり方を 署西分署。心肺蘇生法・AEDの使用法 ①ソフトバレーボール交流大会 9/11
みんなで踊ろうエアロビダンス
学ぶ。講師は獨協大学地域と子どもリ ・異物除去法ほか。市内または八潮市 ㊐9時40分〜。混合の部はフリー（男
9/12、10/3・24・31、11/14・28の㊊
ーガルサービスセンター相談員の内山 在住・在勤の中学生以上対象。定員10 女各2人以上で計8人以内）・合計180歳
è
明子氏。3歳〜未就学児の保護者で 人。応募多数の場合は抽選。 8/18㊍ 以上（平均45歳以上）・合計220歳以上 と12/3㊏・5㊊の10時〜11時30分。全8
Zoomの映像と音声をオンにして参加 までに草加消防署西分署へ。☎925-32 （平均55歳以上）。レディースの部は 回。会場はであいの森。12/3㊏に同館
フリー（8人以内）。参加費3000円。
で発表会あり。60歳以上対象。定員12
できる人対象。定員6人（応募多数の 51Ü 925-3269
②剣道大会 9/18㊐9時50分〜。内容 人。室内靴持参。è 8/15㊊10時から同
マーケットの学校 in そうか 始まります
は基本の部、小・中学生男女学年別、 館へ。☎936-2791Ü 936-2792
下水道排水設備
工事責任技術者共通試験

場合抽選）。è8/21㊐までに申込フォ
ーム（QRコード）で。ε子育て支援
センター☎941-6819Ü 941-6828

みんなでマーケットについて考えてみよう
ε産業振興課
産業振興課☎922-0839
922-0839Ü922-3406

マーケットの学校では、市内にある空き地などを活用したマーケットの
ある暮らしについて考えていきます。マーケットに関わる人が担う役割は
様々。そのノウハウを参加者で対話を重ねていく中で作り上げていきます。
市内で何かしたい、マーケットを自分で作ってみたい、地域に関わるきっ
かけが欲しいなど、動機は自由。皆さんの参加をお待ちしてます。
■日時 9/16・30、10/14・28の㊎、11/13㊐
13時30分〜15時30分 全5回
■会場 草加駅周辺
■定員 12人
■講師 オープラスアーキテクチャー合同会社
代表 鈴木美央氏
è 9/2㊎までに申込フォーム（QR
コード）で（電話、ファクスも
可）。
鈴木 美央 氏

ワークショップマルシェ

ペットボトルはつぶして出しましょう
ε廃棄物資源課
廃棄物資源課☎931-3972
931-3972Ü931-9993
ペットボトルを捨てるときは、キャップとラベルを外して中をすすぎ、
必ずつぶした上で、集積所のペットボトル専用の回収袋へ。つぶすことで、
より多く回収袋に入れることができ、袋からあふれ出て散乱したペットボ
トルが美観を損ねたり交通事故につなが
つぶす前
つぶした後
ったりすることを防ぐことができます。
また、作業員等への新型コロナウイル
ス感染を予防するために、ペットボトル
や飲料用のびんや缶などを捨てる際は、
中や飲み口を洗いよく乾かすなどし、一
定の時間を置いてから出すよう協力をお
つぶせば1.5倍の量が入ります。
願いします。

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
8/7㊐

8/11㊗

栄町2-11-9 4F

9時～12時・14時～17時
金明町604-1

☎954-7677

☎933-0015

内科

9時〜12時・14時〜17時

8/14㊐

草加グリーンクリニック

内科

内科

草加パートナーズ
内科・糖尿病クリニック

9時〜12時・14時〜17時
吉町3-2-51

☎922-2943

ドレミ薬局☎931-5534

山崎クリニック

かがわ医院

草加西口
大腸肛門クリニック

中央2-4-11

9時〜12時・14時〜17時
草加3-8-21

☎924-1375

☎942-6062

そうごう薬局☎928-1431

16時〜19時
松江2-3-26

!

☎927-1155

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。

9/14㊌13時〜14時。会場はであいの
森。60歳以上対象。定員20人。è 8/15
㊊10時から電話で同館へ。☎936-2791
Ü 936-2792
いやしの足湯
8/31㊌〜9/6㊋10時〜13時40分。1
回20分。会場はふれあいの里。60歳以
上対象。定員各6人。è 8/12㊎10時か
ら電話で同館へ。☎920-6222Ü 920-62
51
スローストレッチで筋力アップ
9/1・15、10/6・20、11/17、12/1の
㊍。10時〜11時。全6回。会場はであ
いの森。60歳以上対象。定員20人（今
年度の初参加者優先）。室内靴、ヨガ
マットかバスタオル持参。è 8/8㊊10
時から電話で同館へ。☎936-2791Ü93
6-2792
ドレミ♪でスッキリ教室
音楽や軽運動を取り入れた、認知症
の予防教室です。
■勤労福祉会館 9/1〜11/24（11/3㊗
を除く）の㊍9時15分〜10時30分
■川柳文化センター 9/6〜12/6（9/
20・27を除く）の㊋9時15分〜10時30
分
いずれも全12回。物忘れ等認知症が
気になる65歳以上対象。定員20人。室
内靴持参。è 8/8㊊〜12㊎に電話で長
寿支援課へ。☎922-2862Ü 922-3279
防災テレフォンサービス

受診時は、
必ず事前に
電話連絡を。

☎954-6401

■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

受付時間：9時〜17時

両新田西町246 ☎928-5520
8/13㊏ ㈲東洋開発
☎922-2429
14㊐ ㈲イワセポンプ店 手代3-11-8
両新田西町246 ☎928-5520
20㊏ ㈲東洋開発

水彩画を楽しく描こう
9/8・29、10/13・27、11/10・24の
㊍13時〜15時。全6回。会場はであい
の森。60歳以上対象。定員6人。材料
費1000円。è 8/12㊎10時から電話で同
館へ。☎936-2791Ü 936-2792
季節を感じよう
俳句講座
9/9・30、10/14・28、11/11・25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12人。
あれば歳時記持参。è 8/12㊎10時から
電話で同館へ。☎936-2791Ü 936-2792
子ども・親子向け
おやこでブラッシング＆
子育て相談
9/12㊊9時30分〜10時30分、10時40
分〜11時40分。会場は保健センター。
歯科衛生士による歯みがき相談、管理
栄養士や保健師による育児相談会。未
就学児と保護者対象。定員各9組。 è
8/8㊊から電話で同センターへ。☎9220200Ü 922-1516

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。
■草加市ダンススポーツ連盟フリー
ダンス 8/7㊐13時15分〜16時 谷塚

▶防災行政無線放送

子ども急病夜間クリニック
（小児科）

㊏㊐㊗等の漏水・出水不良などの水道トラブルに対応します。

両新田西町246 ☎928-5520
8/6㊏ ㈲東洋開発
7㊐ 竹内セントラル㈱ 氷川町2112-6 ☎928-5525
氷川町818-3
11㊗ ㈲駒崎設備
☎924-4136
かけはしサロン「簡単イス体操」

☎048-824-4199

氷川町2144-11 3F

夜間に急変した0〜15歳を応急診療します。

氷川町2126-1 2F

休日等上水道工事店

☎♯7119

※ダイヤル回線・IP電話は

フラワー薬局☎959-9631

9時〜12時

院内処方

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・14時〜17時

菅原歯科医院

☎935-4838

休日当番医
QRコード

埼玉県救急電話相談

☎951-0421

プラザ薬局☎946-6756

歯科

外科・午後

草加松原整形外科医院

外科

院内処方

外科

外科・午前

コイケ薬局☎943-4022

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）
。

石関医院

日本調剤☎933-2270

9時〜12時

2022年8月5日号

☎0120-777031

文化センター 飲み物付き 競技選手
男女リボン待機 トライアルあり ε
川端☎935-9861
■ふれあい書道体験会 8/8㊊9時〜11
時 シルバー人材センター 8/22㊊・
29㊊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 8/
9㊋・28㊐13時〜15時 8/19㊎・9/4㊐
9時〜11時 瀬崎コミセン 無料 ε
石井☎090-9310-5460
■卓球体験 8/10㊌9時〜11時・8/12
㊎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 8/
13㊏・27㊏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会 8/
13㊏・30㊋13時〜15時 8/16㊋・23
㊋・25㊍9時〜11時 中央公民館 無
料 ε関根☎090-4062-1356
■遺言書の書き方と終活を学ぼう 8/
20㊏10時〜12時 草加市文化会館第2
研修室 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
■スポーツウエルネス吹矢体験 8/20
〜27の㊏13時〜15時 全2回 八幡コ
ミセン 参加費無料 用具不要 è 山
口☎931-4092
■氷川ダンス倶楽部フリーダンス 8/
21㊐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
手待機 体力健康寿命医療費節減に最

▶火災・防災情報

☎997-8511

適 ε太田☎090-3520-7309
■ルピナス絵画グループ展 8/24㊌〜
29㊊10時〜17時（初日は13時から、
最終日は15時まで） アコスギャラリ
ー 会員による油絵・水彩画約40点を
展示 ε西村☎941-4512
■ボウリングジュニア無料体験会 8/
27㊏15時30分〜 SAP草加ボウル 高
校生以下対象 参加費無料 è 草加市
ボウリング連盟牧☎932-5050
■八幡ダンスサークルフリーダンス
8/28㊐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
■獨協大学「夏休み図書館開放」 9/
22㊍までの9時〜18時（㊐㊗、8/10㊌
〜16㊋は休館） 高校生・予備校生対
象 生徒証必携 詳細はHP参照 ε
図書館閲覧係☎946-1806
■家庭婦人初心者トランポリン教室
9/2〜16の㊎11時〜13時 市民体育館
全3回 60歳までの初心者女性対象
定員10人 参加費2000円 è 8/26㊎
までに奥山☎927-9350
■そうか公園で「秋の虫の声を聞く
会」 9/3㊏18時30分〜20時30分 集
合①獨協大前駅東口17時45分②公園事
務所前18時15分 参加費100円（中学
生以下無料） ε菅☎942-0036
■中・高生の不登校相談会 9/14㊌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
ＱＲコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

