
安否確認方
法も

話し合って

おきましょ
う！

ディスプレイ等の固定

問危機管理課
☎922-06145922-65915

相次ぐ災害で日頃の備えの
必要性が再認識されています

自宅を
最良の
避難所に！

　防災用品や備蓄品を揃えても、いざ
という時に「電池が切れていた」「賞味
期限が過ぎていた」「足りないものがあ
った」といったことがないように備えを
見直しましょう。また、災害について家
族や身近な人と話し合っておきましょう。

地震による火災の半数は「電気」が原因。揺れを感知し、自動
的に電気を遮断する「感震ブレーカー」の設置が効果的です。

停電時に作動する保安灯（非常用照明器具）なども設置しましょう。

折り込んである「新型コロナウイルス感染症対策　市内事業者支援事業特集号」は、抜いて読んでください。

家 庭 でで

備 えも もし の

き る

「感震ブレーカー」の設置

耐震診断・耐震改修
外壁・ブロック塀の確認

□ 非常用食料・飲料水（水は1人1日3ℓ目安）
□ 簡易トイレ（1人1日5回を目安に）
□ ライト
□ 衛生用品
□ 応急医療品

備蓄は最低3日分準備
（できれば7日分を）

分電盤タイプ コンセントタイプ 簡易タイプ

感震センサー

テレビやパソコン等は、粘着
マットやストラップ式器具で
固定しましょう。

費用の一部補助や無料診断を行っています。
➡詳しくは2面へ

建物やブロック塀の倒壊は、人的被害につ
ながります。診断や必要な改修を行い、被
害を防ぎましょう。

震災編

器具（L字金具）等の
取り付けを支援しています。

□ タンスや本棚など倒れやすい家具を固定する
□ 寝る場所に家具が倒れないように家具の配置を見直す
□ 避難ルート（玄関や窓まで）が確保できるか確認する

家具の転倒防止対策

L字金具やベルトで つっぱり棒で

➡詳しくは2面へ

窓ガラス等の保護
窓や戸棚のガラス
は、飛散防止対策
済みのものに交換
するか、飛散防止
フィルムを貼りま
しょう。
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広報そうか9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
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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
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令和4年の市内交通事故状況（前年比）8月20日現在　人身事故318件（＋64）　死者5人（－1）

ここに
付けられるね

1面のつづき 地震に備えた補助制度

　令和5年4月から、あおば学園への入園を希望する人を対象に入園
相談会を開催します。
■日　　時　11月8日㈫～16日㈬　※㈯㈰を除く

午後3時30分～4時30分
■会　　場　あおば学園仮設園舎
■対　　象　令和5年4月1日時点で3歳以上のおおむね歩行可能な知

的障がいのある未就学児
■必要書類　入園相談会申込書、心身状況表、診断書
ω10月20日㈭（消印有効）までにあおば学園、子育て支援センター
で配布する申込書等（市ホームページ、ぼっくるんからも入手可）
を郵送。

家具転倒防止器具を取り付けます
■対象　15歳未満の人・65歳以上の人・障がい者手帳を所有して

いる人のみで、市税等の滞納がない世帯
■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＞
・壁にねじで穴を開けて取り付けるの
で、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

　地震による被害を最小限にするため、住宅の耐震診断・耐震改
修に要した費用の一部を補助しています。
■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
（築40年程度）。

■対象者　
　市内に建物を所有し、自ら1年以上居住する個人（マンションは
管理組合等）。所有者が複数いる場合は、他の所有者の同意が
必要です。

■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。

■補助対象・補助金額などの詳細は市ホームページ、建築安全課
・サービスセンター・公民館で配布するパンフレットで確認し
てください。

危険なブロック塀の撤去費用を補助
　基礎部分を含めた撤去が対象で、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
道路や歩道に接し、以下のいずれかに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5分の1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）

　上記助成の対象世帯ではない人に、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
ーを貸し出します。

ω平面図や間取り図を用意し、電話で建築安全課へ。
無料

無料

図面をもとに木造住宅を簡易診断（現地調査なし）

　令和5年4月から、市立保育園に育成保育対象児として入園を希望
する人の申込受付を行います。
■対象
　保護者の就労や病気等で保育を必要とし、心身に障がいのある、
または発達に心配があるが、保育園での集団保育が可能な乳幼児
■必要書類
・医師の診断書または意見書（書式等は問い合わせてください。）
・申込書（9月5日㈪から保育課で配布）

ω9月30日㈮までに必要書類を保育課へ。

電動ドライバー・間柱センサー貸出

緊急情報の入手方法も確認しておきましょう

耐震診断
補助の詳細
はこちら

耐震改修
補助の詳細
はこちら

テレビ

メール

SNS

電話

ラジオ

インター
ネット

▲草加市からの
お知らせの入手
方法はこちら 

問あおば学園☎Ü936-4972Ü

児童発達支援センター
あおば学園入園相談会

令和5年4月入園

□申危機管理課へ。☎922-0614Ü922-6591□申 Ü

・家具転倒防止器具の取り付け
 (高年者・障がい者世帯対象)
・電動ドライバー等無料貸出
・危険ブロック塀の撤去費用を補助

高年者・障がい者世帯対象)

鉄筋

高さ

厚さ

根入れ

控え壁

ひび割れ

問建築安全課☎922-1958Ü922-3148Ü

住宅の耐震診断・耐震改修費用の
一部補助

令和5年4月入園令和5年4月入園

問保育課☎922-1491Ü922-3274

9月30日㈮
まで

育成保育申込受付
（発達に心配のある乳幼児）

② 広報「そうか」市政情報2022年9月5日号



　草加市社会福祉協議会では、金婚を迎える夫婦へのお祝いとして
下記の写真館等で夫婦の写真（165mm×120mm）を1ポーズ撮影で
きる券を配布します。
　なお、例年開催している金婚式は、新型コロナウィルス感染症拡
大防止のため、開催を中止します。
■対象者　昭和47年（1月1日～12月31日）に結婚した夫婦
■定　員　80組
■写真館・スタジオ
　・高砂スタジオ（高砂2-21-35）
　・横田写真館（高砂2-17-10）
　・草加写真スタジオ（草加1-18-24）
　・ボアスタジオ（栄町3-1-22）
　・ホッタスタジオ（谷塚町591）
　※2ポーズ目以降は有料。
ω同協議会・コミセン等で配布する申込書を9月16日㈮～10月28日
㈮（消印有効）に郵送または持参で同協議会へ。

　支給要件を確認の上、受給を希望する場合は、期限までに提出を。
※既に本給付金を受給した世帯は、対象となりません。

　⑴住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書
該当すると思われる世帯へ支給要件確認書を送付しています。
必要事項を記入して返送してください。

　　提出期限：支給要件確認書に記載の日付（必着）
　⑵住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書（請求書）

該当すると思われる世帯へ、7月中旬に申請書を送付していま
す。必要書類を添えて返送してください。

　　提出期限：9月30日㈮（必着）

■対象：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

■提出期限：9月30日㈮（必着）
　申請書（市ホームページ（QRコード）から入手可）に、必要
書類を添えて郵送で臨時特別給付金室へ。印刷ができない人はコ
ールセンターへ問い合わせてください。　

　敬老事業は、これまで対象年齢を「75歳以上」としていました
が、令和4年度から「80歳以上」に引き上げます。今や人生100年
時代に突入し、人生の充実期が延びたことや、社会的に活躍されて
いる人の年齢層が高まっていることなどの実態を踏まえて、変更す
ることとしました。
　ご理解いただきますようお願いします。

　生活困窮者自立支援金の申請期限を9月30日㈮まで延長しまし
た。支給対象の可能性がある世帯へ申請書を郵送します。詳細は市
ホームページで確認してください。
■対象者
　収入や資産が一定の基準以下で、ハローワーク等に求職を申し込
み誠実かつ熱心に求職活動し、以下に該当する人。
≪初回支給≫
・総合支援資金特例貸付再貸付終了者、同支援資金(初回)及び緊急
小口資金貸付終了者など

≪再支給≫
・生活困窮者自立支援金初回支給終了者
■支給額（世帯別、支給期間は最長3か月間）
　単身：月6万円　2人：月8万円　3人以上：月10万円
ω9月30日㈮（消印有効）までに申請書を同封の返信用封筒で提出
してください（郵送申請のみ）。

　高校・短大・大学・専門学校等への入学希望者の保護者で、入学
準備金の調達が困難な人は、審査の上、入学準備金の貸付制度を利
用できます。
■条件（①～③の全て満たす人）
①市内に1年以上居住し市税を完納している。
②1都6県（東京・埼玉・神奈川・千葉・栃木・茨城・群馬）居住
で市区町村税を完納し、債務を保証できる所得等がある連帯保
証人（18歳以上で申請者と別世帯居住）が1人いる。

③申請者及び連帯保証人が、市の他の奨学金制度の保証人でない。
■貸付限度額（いずれも無利子）
　高校・高専・専修学校…国・公立10万円、私立30万円
　短期大学・大学…国・公立20万円、私立50万円
■返済
　貸し付けを受けた月の翌月より6か月経過後から、国・公立の学
校等は24か月、私立の高校・高専・専修学校は36か月、私立の短
期大学・大学は48か月で均等月払い。
■個別相談
　平日午前8時30分～午後5時に随時受け付け。電話相談可。
ω9月30日㈮までに総務企画課へ。

１ 令和4年度住民税非課税世帯

2 令和4年1月以降の家計急変世帯

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。
注意してください。

詐欺に
注意！

　市議会9月定例会が、9月1日㈭に開会されました。市長提出議案は
23議案。主な議案は次のとおり。
○草加市在宅福祉センター設置及び管理条例の一部を改正する条例
の制定について…高年者が住み慣れた地域で自立した日常生活を
営めるよう地域の支援体制を作り、高年者の介護予防、高年者・
介護する家族等の福祉の増進等を行うことを目的として、草加市
在宅福祉センターきくの里の事業内容を転換します。

○草加市児童遊園設置条例の一部を改正する条例の制定について…
近隣に都市公園を新たに整備するため、草加市吉町第2児童遊園
（吉町一丁目）を廃止します。

○令和4年度草加市一般会計補正予算（第3号）
○令和3年度草加市一般会計歳入歳出決算の認定について

問臨時特別給付金コールセンター☎0570-000-653

住民税非課税世帯等に
対する臨時特別給付金

問草加市社会福祉協議会☎932-6770Ü932-6779

金婚のお祝いに
記念写真を撮りませんか

市議会9月定例会が開会

生活困窮者自立支援金の
申請期限を9月30日㈮まで延長
問生活支援課生活困窮者自立支援金担当専用ダイヤル
　☎924-2825Ü928-6635Ü

入学準備金貸付制度
の活用を
問総務企画課☎922-2619Ü928-1178Ü

提出期限が近付いています

9月30日㈮
まで

対象年齢を80歳以上に引き上げ
問草加市社会福祉協議会☎932-6770Ü932-6779Ü

敬老事業敬老事業

③市政情報 2022年9月5日号広報「そうか」



・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

・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】

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
〈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

〈64歳以下〉

〈65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　

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？

　いずれも成人対象。定員各30人。参加費4000円。è9/6㊋から生涯学習
課へ。ファクス、まいぷれ（QRコード）でも可。☎922-2819Ü922-3498
■映画の中のシェイクスピア
　10/5・26、11/2・9の㊌。14時～15時30分。全4
回。会場は中央図書館。劇作家シェイクスピアの
作品に着想を得て制作された映画の紹介と、その
魅力を考えます。講師は映画評論家の渡辺俊雄氏。
■情報社会と新聞～SNS時代の情報との付き合い方～
　10/24・31、11/21、12/5の㊊。14時～15時30分。全4回。会場は中央公民館。
全国130紙を読み比べてその多様性を体験。情報社会で変わる新
聞の楽しみ方や、フェイクニュースの拡散などSNS時代の情報との
接し方も解説します。講師は日本新聞博物館長の尾高泉氏ほか。

そうか市民大学後期講座創業ガイダンス・創業塾
è各申込期限までに、申込フォーム（QRコード）または申込書をファクス
で商工会議所へ。☎928-8111Ü928-8125
■創業ガイダンス
　9/21㊌18時30分～21時30分。創業に必要な心構えやポイントをオンラ
イン（Zoom）で学びます。申込期限は9/19㊗。
■創業塾
　①10/5～19の㊌18時30分～21時30分、②10/29㊏10時～16時、③11/12
㊏13時30分～16時30分の全5回。会場は①はオンライン（Zoom）、②は
cafe CONVERSION、③は草加駅周辺。創業に必要な知識を集中的に学び
ます。修了すると、法人設立時の登録免許税の軽減や、融資利
子の一部補助等の特典が受けられます。定員15人。参加費5000
円（10/29㊏の昼食、交流費含む）。申込期限は9/28㊌。

　令和4年度の市・県民税の申告期限
は本年3/15まででしたが、令和3年中
に収入があり未申告の人は早めに申告
してください。申告がない場合、一部

の行政サービスの利用に影響すること
があります。ただし、税務署に確定申
告をした人は申告は不要です。
■申告が必要な人　令和4年1/1時点で
草加市に居住している人で、①令和3
年中に合計96万5000円（扶養者がいる
人は基準額が変動）を超える給与収入
があり、現時点で市民税・県民税が課
税されていない人。②給与または公的
年金以外の収入があった人。
■申告方法　本人確認書類、個人番号
確認書類、源泉徴収票・控除を受ける
ために必要な書類を持参し、市民税課
へ（電話で申告書を取り寄せ、郵送で
申告することも可）。
ε市民税課☎922-1042Ü920-1502

　自筆証書遺言書保管制度は、自筆の
遺言書を作成した本人が法務局に保管
の申し出が出来る制度。利用により、
遺言書の紛失、隠匿、改ざん等を防止
することが出来ます。費用は1件につ
き3900円。詳細はさいたま地方法務局
HPまたは同法務局越谷支局（☎966-1
321）で確認してください。なお、遺言
書作成の相談は市の無料相談で受け付
けています。ε広聴相談課☎922-0566
Ü922-3173

　東武スカイツリーライン高架橋の耐
震補強工事等の実施による退去に伴い、
草加駅西口高架下の物産・観光情報セ
ンターは、9/30㊎をもって閉館します。
平成10年の開館以来、様々なイベント
での利用、来館ありがとうございまし
た。ε産業振興課☎922-3477Ü922-34
06

　10/1から草加市立地適正化計画を運
用開始するため、一定の要件に該当す

る「開発行為」・「建築行為」に、届
け出が必要になる場合があります。詳
細は、市HP（QRコード）へ。ε都市
計画課☎922-1896Ü922-3145

　草加都市計画都市計画区域の整備、
開発及び保全の方針の変更、草加都市
計画区域区分の変更について変更案の
閲覧と公聴会を行います。
■閲覧　9/20㊋～10/4㊋（㊏㊐㊗を除
く）。場所は都市計画課。
■公聴会　11/4㊎10時～。会場は八潮

市立八條公民館。草加市に住所がある
個人または法人で意見を述べたい人は、
10/4㊋（必着）までに閲覧場所にある
公述申出書を〒340-8550都市計画課へ
（県電子申請からも可）。傍聴は10/17㊊
から受け付け。
ε都市計画課☎922-1790Ü922-3145　ワクチン集団接種会場としての使用

休止に伴い、勤労福祉会館の一般利用
を一時再開します。利用出来る期間は
9/10～25の㊏㊐。è9/6㊋10時からま
んまる予約または同館窓口へ。☎941-
6111Ü941-6157

知っていますか？
法務局での遺言書保管制度

物産・観光情報センターは
9/30で閉館します

令和4年度市・県民税の申告
忘れていませんか？

開発・建築行為の新しい
届出制度が始まります

勤労福祉会館の一般利用を再開

都市計画変更案の閲覧・公聴会

④ 2022年9月5日号 広報「そうか」情報コーナー「すとりーと」

悩みをひとりで抱えず相談を  こころの健康相談☎0570-064-556（毎日24時間）
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

9/30㊎までに市指定金融機関、コンビニ、
スマートフォン決済で

9月の
納税
・
納付

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

▶国民健康保険税（普通徴収）　第4期
▶後期高齢者医療保険料（普通徴収）　第3期
▶介護保険料（普通徴収）　第4期

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。



≪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、
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8月生まれ（妊産婦・新生児訪問をした家庭を除く） ö9月下旬～10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 ö10/7㊎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　ö9/28㊌13時15分～
ô6～8か月児　ë各回12組　ö9/28㊌10時～
ô8か月～1歳2か月児　ë各回12組　ö9/29㊍10時～

マタニティクラス両親学級　è10/3㊊から電話・市HPで
ô令和5年1月～3月出産予定の初妊婦と夫　ë各10組　ö11/9㊌　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　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

幼児健康診査
1歳7か月児
3歳3か月児

ô令和3年3月生まれ
ô令和元年6月生まれ

ö10/4㊋・18㊋
ö9/14㊌・27㊋

時間等詳細は
個別通知に記載

ê9月末
ê8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）

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）　ö10/23㊐、11/11㊎　é9時30
分～10時50分、13時～14時20分  ß1300円

ô30歳以上　ö12/16㊎　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

ù離乳食の進め方の説明。試食はありません

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

健康相談ほか

ö9時～12時　㊊…原町コミセン（9/19・26を除く）、㊋㊎…氷川コミセ
ン（9/23・27・30を除く）、㊌㊎…瀬崎・八幡・柳島コミセン（9/21・23・
28・30を除く）、㊍…稲荷コミセン（9/29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、味噌汁の食塩量計測（希望者）

看護師による
地域健康相談

ô18歳以上　ö9/8㊍　é9時～9時15分、10時～10時15分、11時～
11時15分　ß100円　è電話で

骨密度測定
超音波簡易検査

栄養相談

　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。
■社会福祉審議会〈福祉政策課☎922-
1234Ü922-1066〉…9/27㊋10時～　市
役所西棟第1～3会議室で
■人権推進審議会〈人権共生課☎922-
0825Ü927-4955〉…10/7㊎10時～　市
役所西棟第2・3会議室で

　10/22㊏9時45分～15時。会場は上野
学園大学短期大学部（台東区）。「イ
ンド古典音楽の魅力」「フルートの魅
力～音でつなげるフルートの誕生から
現代まで～」の２つの講義のほか、実
技レッスン（ピアノ、バイオリン、ハ
ープ、フルート、声楽のいずれか）が
受講できます。定員30人。参加費1000
円。è9/6㊋から生涯学習課へ。☎92
2-2819Ü922-3498

　病気等の治療で血液を必要とする人
のため、協力をお願いします。日時等
は変更になる可能性がありますので、
埼玉県赤十字血液センターHPまたは
電話で確認を。
■草加駅東口　9/11㊐10時～11時45分、
13時～16時
■谷塚駅東口　9/22㊍10時～12時、13
時15分～16時30分
■市役所公用車駐車場　9/30㊎10時～
11時45分、13時～16時
ε同センター☎048-684-1511

　10/3㊊・20㊍。いずれも①10時30分
～11時30分、②14時～15時。②は免
税事業者向け。定員各30人。会場は川
口税務署。è電話で同署へ。☎048-25
2-5141 　11/26㊏・27㊐15時～18時。会場は

草加市文化会館。「いま、時を越え甦
る!!」をテーマに懐かしいオールデイ
ズや映画音楽を、地元ポピュラー系の
音楽家の演奏で届けます。料金両日共

通1500円。18歳未満は無料（実行委員
会（☎924-9244　L&Cアシスト）へ要
問合せ）。è9/8㊍10時から電話（チ
ケット専用☎931-9977）で同館または
プレイガイドへ。9/9㊎10時からは同
館窓口でも可。ε草加市文化会館☎
931-9325Ü936-4690

　10/16㊐講演会14時～15時、座談会
15時15分～16時。会場は高砂コミセン。
鳳永病院の浅野務院長による、訪問診
療についての講演会と人生会議につい
ての座談会を行います。定員講演会80
人、座談会10人。è9/12㊊9時から電
話で草加八潮医師会在宅医療サポート
センターへ。☎959-9972Ü959-9982

　9/30㊎14時～16時。会場は歴史民俗
資料館。江戸時代を中心に全国的に広
く信仰された庚申信仰について、草加
・越谷地域にスポットを当てて紹介し
ます。講師は越谷市郷土研究会の加藤
幸一氏。定員30人。è9/6㊋から電話
で同館へ。☎922-0402Ü922-1117

　10/11～12/6の㊋（11/22を除く）13
時～15時。全8回。会場は稲荷コミセ
ン。新聞紙を利用した、いつでもどこ
でもできるオリジナル体操の指導方法
を学びます。講師は健康運動指導士の
田邉雅子氏。定員50人。èスポーツ振
興課へ。☎922-2861Ü922-3172

　10/6～20の㊍9時30分～12時30分。
全3回。会場は柳島コミセン。干支
（卯）のポーチ作り。定員10人。参加
費700円。裁縫道具・定規・はさみ・
木綿糸（白・赤）持参。è9/6㊋10時
から同コミセンへ。☎Ü928-2321

審議会

上野学園大学短期大学部公開講座
市民のための音楽教養講座事業者向け

消費税のインボイス制度説明会

草加ミュージック・フェスティバル

れきみん講座「庚申信仰」

パッチワーク教室

愛の献血

在宅療養 虎の巻講座
「訪問診療を知っていますか？」

一本棒・バッテン棒体操
リーダー養成講座

広報「そうか」 ⑤情報コーナー「すとりーと」 2022年9月5日号
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　文教大学東京あだちキャンパスが開設され、市の玄関口として注目され
る瀬崎・谷塚地区を舞台に、昨年度に引き続きリノベーションスクール＠
やつかを開催します。
　スクールでは、市内外から集まった受講生でチームを組み、実在する遊
休不動産やオープンスペース等を題材に、講師陣のアドバイスを受けなが
ら地域経営課題の解決につながるビジネスプランを検討、作成します。ス
クールの最終日には、対象案件のオーナーや地域住民に向けてプレゼンテ
ーションを行い、了承が得られたものは事業化に進みます。
　まちづくりに興味や関心がある
人、対象地区でビジネスを興した
い人が対象のこのスクール。ほし
い暮らしを自分の手で作るために。
皆さんの参加をお待ちしています。
■日　程　全4回　プレスクール：

11/1㊋、本スクール：
11/11㊎～13㊐。

■会　場　谷塚文化センター
■定　員　12人（選考の上決定）
■参加費　1万5000円　学生5000円
è10/16㊐までに申込フォーム（QRコード）で。

■日　程

■会　場
■定　員
■参加費
è

 リノベーションスクール＠やつか

 受講生募集
やつかにはある－想いをカタチにする場が

産業振興課 922-0839Ü922-3406ε産業振興課☎922-0839Ü922-3406

勤労青少年ホーム秋期講座

　会場は勤労青少年ホーム。対象は中学生以上。

社交ダンスのサンバ
骨盤エクササイズ
ボールペン字講座
ストレッチ呼吸法で詩吟
自彊術
やさしいおこと
コアトレ＆ダンス

内容 持参するもの参加費
（円）

定員
（人）日時

9/17㊏10時～12時
9/19㊗10時～12時
9/22㊍10時～11時30分
9/23㊗14時～16時
9/28㊌19時～20時30分
10/1㊏14時～16時
10/16㊐13時～15時

200
200
500
200
100
500
200

ダンスシューズ
ヨガマット
ボールペン、ノート

敷物
あればこと爪
ヨガマット・室内靴

20
20
20
7
10
8
20

è9/6㊋から同ホームへ。☎928-5550Ü928-9632è9/6㊋から同ホームへ。☎928-5550Ü928-9632

子ども・親子向け

高年者向け

　9/17㊏～20㊋10時30分～16時。会場
は物産・観光情報センター。市の三大
地場産業の一つである「ゆかた染め」
の県伝統工芸士で草加市文化賞受賞者
の昼間時良氏が、注染（ちゅうせん）
という染色技法を用いる際に使用して
いた型紙や道具、反物などを展示しま
す。ε産業振興課☎922-3477Ü922-34
06

Ü

市民体育祭　柔道大会
　11/27㊐9時～。会場は記念体育館。
学年ごとの個人戦。幼児以上対象。参
加費800円。è10/10㊗までに草加市ス
ポーツ協会へ。☎928-6361Ü922-1513

è

Ü

蓄音機コンサート
　9/11㊐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、懐かしいSP
レコードに刻まれた音楽を鑑賞します。
ε同館☎922-0402Ü922-1117Ü

ゆうゆうひろば　再開しました
　9/12㊊、11/2㊌、令和5年1/16㊊、
3/15㊌。10時～12時。会場は保健セン
ター。0歳～1歳6か月の、未熟児養育
医療を受けた、または2500g未満で生
まれた子どもとその保護者を対象とし
た仲間づくり、情報交換の広場です。
è保健センターへ。☎922-0200Ü922-
1516
è Ü

ふれあいの里のイベント
　いずれも会場はふれあいの里。è②
は9/8㊍10時から、③は9/12㊊10時か
ら電話でふれあいの里へ。☎920-6222
Ü920-6251
①にこにこサロン楽楽　9/10㊏13時30
分～14時30分。簡単なゲーム・ぬりえ
・折り紙等。60歳以上対象
②集まれ料理男子　10/7㊎10時15分～
13時。さんまの蒲焼、りんごと柿のお
ろし和え、じぶ煮。60歳以上の男性対
象。定員8人。参加費800円。エプロン、
三角巾またはバンダナ持参
③やさしい水彩画教室　10/13～11/3
の㊍10時15分～12時。全4回。60歳以
上対象。定員10人。参加費300円。水
彩画材セット・鉛筆（2B以上）・消し
ゴム持参

è

Ü

①にこにこサロン楽楽

②集まれ料理男子

③やさしい水彩画教室

ボッチャ体験
　10/4㊋13時30分～14時30分。会場は
であいの森。60歳以上対象。定員12人。
è9/6㊋10時から電話でであいの森へ。
☎936-2791Ü936-2792
è

Ü

車いすバスケットボール
体験会

　9/10、10/1、11/5、令和5年1/21、
2/18、3/25の㊏9時～12時。会場は記
念体育館。基礎練習やミニゲーム。障
がい者及びその家族・知人・支援者対
象。定員各10人。参加費200円。è開
催日の前日までに草加市スポーツ協会
へ。☎928-6361Ü922-1513

è

Ü

東京本染めの模様と道具
型紙展

　9/30㊎13時30分～16時。会場は越谷
市立中央市民会館。埼玉弁護士会越
谷支部の弁護士が、離婚、相続、借金、

地元弁護士による
無料法律相談会

■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
いる人、していた人、する予定の人対
象。
①新里文化センター　9/10㊏13時15分
～14時45分。ε谷塚西部（包）☎929-00
14Ü929-5222
②草加市文化会館　9/13㊋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　9/16㊎
13時30分～15時。ε草加西部（包）☎
946-7030Ü942-7582
④勤労福祉会館（認知症介護者のつど
い）　9/21㊌13時15分～14時30分。認
知症当事者も参加可。ε新田西部（包）
☎946-0520Ü946-0523
⑤旧かっぱ天国　9/21㊌18時30分～20
時。ε草加安行（包）☎921-2121Ü928-
8989
■誰でもできる気功教室　9/16㊎9時
15分～10時40分。会場は高砂コミセン。
未経験者でも気軽に参加を。定員30人。
è9/6㊋から草加東部・草加稲荷（包）
へ☎959-9133Ü922-3801
■介護予防教室えだまめ　9/21㊌14時
～15時。会場はふれあいの里。脳トレ
体操「ピカッとブレイン」。65歳以上
対象。定員20人。è9/6㊋9時から谷塚
西部（包）へ。☎929-0014Ü929-5222
■コツコツ貯筋体操　9/21㊌14時～15
時30分。会場は花栗会館。65歳以上対
象。定員15人。運動靴、フェイスタオ
ル持参。è9/6㊋9時から草加安行（包）
へ。☎921-2121Ü928-8989
■認知症サポーター養成講座　9/30㊎
10時～11時30分。会場は高砂コミセン。
定員30人。è9/6㊋から電話で草加東
部・草加稲荷（包）へ。☎959-9133Ü92
2-3801
■脳力アップいきいき体操　10/7～28
の㊎10時～12時。全4回。会場は生活
クラブ草加生活館。認知症予防のため
の運動と理学療法士による口腔機能の
講座。65歳以上対象。定員16人。è9/

■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

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

■誰でもできる気功教室

è

Ü

■介護予防教室えだまめ

è

Ü

■コツコツ貯筋体操

è

Ü

■認知症サポーター養成講座

è

Ü

■脳力アップいきいき体操

è

地域包括支援センター（包）の
イベント 　10/24㊊～28㊎。10時10分～11時10

分、12時10分～13時10分、14時10分
～15時10分の1日3部制。会場は子育て
支援センター。親子で楽しめる子育て
支援団体のイベント。未就学児（保護
者1人で3人まで）と保護者対象。一部
有料。車での来場不可。詳細は市HP
（QRコード）で確認を。è9/6㊋から
申込フォームで。ε子育て支援センタ
ー☎941-6819Ü941-6828

è

Ü

親子で楽しもう
子育て応援week!!

　9/10㊏10時30分～。会場は草加マル
イ1階。姉妹都市である福島県昭和村
のパネル展示、ドレッシングなどの加
工品等を販売。感染症予防のため、同
村の農産物の販売は今回休止します。
ε文化観光課☎922-2403Ü922-3406

いいがな うめぇがな市

　9/22・29の㊍10時～12時。全2回。
会場は八幡コミセン。高校生以上対象。
定員15人。費用600円。大判ハンカチ、
はさみ等持参。è9/6㊋9時30分から同
コミセンへ。☎Ü935-4878

マジックの
基本と応用の体験教室

　主に正社員を募集する企業30社（予
定）が参加する就職面接会を開催しま
す。9/14㊌13時～15時30分。会場はア
コスホール。求職者対象（高校卒業予
定者は不可）。募集職種は営業、事務、
製造、運転、技術等。複数の履歴書を
持参。草加地区雇用対策協議会ほかの
主催。ε草加商工会議所☎928-8111Ü
928-8125

草加で就職面接会

　11/12㊏・13㊐9時～17時。会場は記
念体育館。競技・コンテストの部。幼
児～高校生の女子、幼児～高校生の男
子（コンテストの部のみ）対象。参加
費400円。è9/20㊋（必着）までに草
加市スポーツ協会のHPから申込書を
入手しメールで同協会へ。☎928-6361
Ü922-1513

ジュニア新体操競技大会

交通事故の問題など様々な法律問題の
相談に応じます。è9/16㊎からの平日
10時～16時30分に同弁護士会事務局
へ。☎048-962-1188

è

20㊋9時から電話で草加西部（包）へ。
☎946-7030Ü942-7582Ü
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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。
■第11回悠々会絵画展　9/9㊎まで10
時～18時　アコスギャラリー　ε岸尾
☎080-5029-8558
■稚心会書道体験　9/6㊋・20㊋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
■スポーツウエルネス吹矢体験会　9/
6㊋・20㊋・23㊗・27㊋13時～15時　
9/9㊎・11㊐・15㊍・10/4㊋9時～11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会　9/
10㊏・24㊏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　9/10
～24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
■八幡ダンスサークルフリーダンス　

■第11回悠々会絵画展

■稚心会書道体験

■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会

■スポーツウエルネス吹矢体験

è

■八幡ダンスサークルフリーダンス

介護認定調査員
（会計年度任用職員）

手芸教室

　10/17㊊10時～12時。会場はであい
の森。軍手で干支の卯（うさぎ）を作
ろう。60歳以上対象。定員10人。材料
費700円。はさみ持参。è9/8㊍10時か
ら電話でであいの森へ。☎936-2791Ü
936-2792

è

Ü

ふれあいの里
　9/17㊏・18㊐は館内消毒作業等のた
め臨時休館します。εふれあいの里☎
920-6222Ü920-6251Ü

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）

9/11㊐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
■映画で中国文化を学ぶ　9/11㊐13時
30分～　中央公民館　「二十歳よ、も
う一度」70歳の老女が若返るコメディ
ー　参加費500円（資料代ほか）　終
了後懇親会　è武藤☎090-3574-1031
■ふれあい書道体験会　9/12㊊・26㊊
9時～11時　シルバー人材センター　
9/19㊗9時～11時　中央公民館　無料
　ε小高☎090-4704-9663
■卓球体験　9/13㊋15時～17時　9/16
㊎11時～13時　市民体育館　ε松が根
クラブ須藤☎922-4789
■卓球体験　9/13㊋15時～17時　9/16
㊎15時～17時　勤労福祉会館　εアッ
プル倶楽部中村☎080-2555-0962
■ミシン洋裁基礎講座　9/7㊌・21㊌
13時～17時　9/14㊌・18㊐9時～13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
■スクエアダンス無料講習会　9/14㊌
・21㊌13時～15時　中央公民館　カン
トリーの音楽に乗って踊る歩くダンス
　室内靴持参　ε草加スクエアダンス
飯田☎935-4662
■介護者サロン「らくだ」　9/16㊎　
わ～くわっく草加　「こもれび」　9/22
㊍　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
■遺言書の書き方と終活を学ぼう　9/

■映画で中国文化を学ぶ

è

■ふれあい書道体験会

■卓球体験

■卓球体験

■ミシン洋裁基礎講座

è

■スクエアダンス無料講習会

■介護者サロン「らくだ」
「こもれび」　

■遺言書の書き方と終活を学ぼう

17㊏10時～12時　草加市文化会館音楽
室　一般対象　定員10人　参加費無料
　è遺言相続後見ネット☎946-5152
■介護者の集い「オアシス」　9/17㊏
10時～12時　中央公民館　9/27㊋10時
30分～12時　瀬崎平成塾　10/4㊋13時
30分～15時30分　氷川平成塾　ε山田
☎928-5332
■スポーツウエルネス吹矢体験会　9/
17㊏13時～15時　9/30㊎9時～11時　
瀬崎コミセン　無料　ε石井☎090-93
10-5460
■氷川ダンス倶楽部フリーダンス　9/
18㊐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
■11/3「よさこい草加」で踊ろう講
座　9/21㊌・28㊌、10/4㊋・24㊊・30
㊐19時～　草加市文化会館ほか　1回
600円　è草加市よさこい振興会田畑
☎090-5400-0463
■彩の会展（油絵）　9/22㊍～26㊊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　ε柳
堀☎090-7287-4009
■自然観察会　10/1㊏13時～15時　新
田駅東口集合　綾瀬川土手で自然観察
（主に植物）　参加費100円（高校生
以下無料）　申込不要　ε菅☎942-00
36
■家庭婦人初心者卓球教室　10/11・
18・25の㊋13時～15時　市民体育館
　全3回　参加費1000円　è9/27㊋ま
でに佐藤☎936-7950

è

■介護者の集い「オアシス」

■スポーツウエルネス吹矢体験会

■氷川ダンス倶楽部フリーダンス

■11/3「よさこい草加」で踊ろう講
座

è

■彩の会展（油絵）

■自然観察会

■家庭婦人初心者卓球教室

è

　㊊～㊎8時30分～17時15分。場所は
介護保険課、認定調査実施場所。介護
認定申請者の調査・窓口受付ほか。介
護・医療・保健に係る業務経験者対象。
募集は1人。月給18万2320円（地域手
当含む）。期末手当、通勤手当、社会
保険等あり。面接日は相談。採用は
10/1付。è9/16㊎（必着）までに指定
申込書（市HPから入手可）を介護保
険課へ。☎922-1414Ü922-3279

è

Ü

子ども教育連携教員
（会計年度任用職員）

　㊊～㊎8時30分～17時。場所は市内
小・中学校。教科指導、幼保小中の連
絡調整、校務分掌ほか。中学校教員免
許状（数学）所有者対象。募集は若干
名。月給22万5568円。通勤手当、社会
保険等あり。期間は令和5年3/31まで。
è電話で子ども教育連携推進室へ。☎
922-3494Ü928-1178
è

Ü

㈲東洋開発
正木設備㈱

両新田西町246
栄町3-9-30

☎928-5520
☎931-3933

9/10㊏
 11㊐

㈲東洋開発
㈲石田水道
㈱井戸梅

両新田西町246
吉町1-5-12
住吉2-4-3

☎928-5520
☎922-2736
☎922-3413

9/17㊏
18㊐
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時休日等上水道工事店

内
科

外
科
・
午
前

外
科
・
午
後

9/11㊐ 9/18㊐

内
科

外
科
・
午
前

外
科
・
午
後

9/19㊗

内
科

外
科

歯
科

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。

あい小児科
9時～12時・14時～17時

草加1-18-12
☎951-1830
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

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

新島整形外科
9時～12時・14時～17時

草加2-4-14
☎943-2711
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

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

黒田総合内科診療所
9時～12時・14時～17時

手代1-4-11
☎954-5546

手代薬局☎921-7397

せざき歯科クリニック
9時～12時
瀬崎7-11-8
☎926-8211

新田駅前内科クリニック
9時～12時・14時～17時

金明町371 2F
☎954-5362

あるも薬局☎954-5368

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。!



ひと足早くハープの音色をお届け　スポットコンサート
■日時　10月1日㈯　午後2時～2時45分
■会場　上野学園大学短期大学部（台東区）
■定員　30人
ω9月6日㈫10時から申込フォーム（QRコード）で。

■チケット（全席指定）
一般2000円／学生500円（未就学児入場不可）
同館先行（電話・Web）：9月25日㈰10時～
一般（窓口・プレイガイド）：9月30日㈮10時～
ω草加市文化会館ホームページ（QRコード）
または電話（☎931-9977）、プレイガイドで。

　「無印良品　東武動物公園駅前」の出店に立ち上げから関わ
り、エリアの土壌を生かしたサービスの展開に携わってきた藤
岡氏が、地域の発展や課題解決のヒントについて講演します。
■日時　10月12日㈬　午後5時30分～6時45分
■会場　市民交流活動センター・オンライン
■定員　30人（定員に達し次第終了）
　　　　※オンラインは定員なし
■講師　㈱良品計画　ソーシャルグッド事業部
　　　　地域プロデュース担当　藤岡　麻紀氏
ω9月6日㈫～10月4日㈫に氏名（ふりがな）・電話番号・参加
形式（会場・オンライン）を電話・ファクス・メールのいずれ
かで市民活動センターへ。
草加ソーシャルビジネスサポートネットワーク…地域社会の課題を解決するため
のサポート機関で県・商工会・税理士会・行政書士会等で組織。2015年発足。

８月かどまちごとでき
　ゼロカーボンシティ共同宣言に伴い、東京大学客員准教授松本真
由美氏を招いた講演会を中央公民館で開催しました。松本氏は、地
球温暖化が与える影響や脱炭素社会に向けた国内外での取り組みを
紹介し、「企業や市民の皆さんの省
エネへの意識がゼロカーボンシティ
を目指すための大きな一歩になりま
す。ご協力をお願いします」と会場
へメッセージを送りました。

　第33回県消防操法大会で、市消防
団の選抜選手5人がポンプ車の部に
出場し、優良賞を受賞。記録が残っ
ている中で、市消防団が同大会で受
賞するのは初めてのことです。

新型コロナワクチン情報

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

Q.接種を悩んでいます。効果はあるのですか？
A.ファイザー、モデルナ、ノババックスのどのワクチンでも効果や安全性が確認されています。
接種により、時間の経過と共に低下したワクチンの効果が回復します。

※接種には接種券が必要です。会場によって、予約方法や対象年齢が異なります。

 ⑴検査確定診断登録窓口（ω県ホームページから）
　陽性判定の検査キット等の写真を撮り、電子申請(午前9時～午後4時)
で申請。医師が内容を確認し確定診断をします。
【対象】16歳以上50歳未満で基礎疾患がない人
 ⑵検査キット陽性者相談窓口（ω県ホームページから）
　インターネットで診療申込。陽性判定の検査キット等を準備の上、診療日にオンライン診
療を行い、医師が確定診断をします。

Q.発熱等の症状があり、薬局等で入手した検査キットで陽性が出ました。医療機関を
受診しなければなりませんか？
A.医療機関を受診しなくてもインターネット等から医師の確定診断を受けることが可能です。
　※薬事承認された検査キットに限ります。

Q.9月はどこでワクチン接種を受けられますか？
A.下表の会場で接種が可能です。また、10月以降の接種については、詳細
が決まり次第、広報そうかやホームページでお知らせします。

ゼロカーボンシティ講演会11日

草加市消防団が優良賞を受賞20日

ワクチン接種会場

市内医療機関（一部）

草加市文化会館（9月23日㈷のみ）

県ワクチン接種センター

武田社ワクチン県内接種会場

自衛隊大規模会場

ファ

－

－

－

－

ファ

－

ノバ

ノバ

－

ファ

モ

ノバ ／  モ

ノバ

モ

ファ

モ

モ

－

モ

出典：第30回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会資料

ワクチンの接種効果
発症予防効果（オミクロン株）

入院予防効果（オミクロン株）
65%
90％以上

69%
90％以上

ファイザー社 モデルナ社

▲県HP

9月

11月19日㈯・20日㈰　草加市文化会館

フェスティバルコンサート
■日時　11月19日㈯
　　　　午後3時～
■特別ゲスト
　coba（アコーディオン）
■共演
　篠﨑　史子（ハープ）

ファイナルコンサート
■日時　11月20日㈰
　　　　午後1時30分～
■特別ゲスト
　青島　広志（ピアノ）
■共演
　篠﨑　和子（ハープ）

押しつけないまちづくり
”感じ良い暮らしと社会”の実現へ

問草加ソーシャルビジネスサポートネットワーク事務局
　（市民活動センター内）☎920-3580Ü925-1872
　simin-katudo@city.soka.saitama.jp

草加ソーシ
ャル

ビジネスサ
ポート

ネットワーク

セミナー

国際ハープフェスティバルメインコンサート

※各公演の詳細は同館ホームページで確認してください。

問草加市文化会館☎931-9325Ü936-4690

ファ ＞ファイザー　モ  ＞モデルナ　ノバ ＞ノババックス

よくある問い合わせ

©満田　聡

©満田　聡©Gakken　Plus

会場 小児 1・2回目 3回目 4回目

SOKA INTE RNAT I ONA L

H A R P FE ST I VA L2022

広報「そうか」⑧ できごとまちかど2022年9月5日号

市の人口　令和4年8月1日現在　25万1061人（男12万6627人・女12万4434人）/前月比65人増/世帯数12万2753世帯
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