
第2 回リノベーション

＠やつか

スクール

参加者募集中

問産業振興課☎922-08395936-3406問産業振興課☎922-08395936-3406

開催概要・申し込み

草加駅周辺から始まったリノベーションまちづくりは、谷塚駅周辺エリアでも展開を開始。

自分たちの手でまちを良くしたい。まちに関わりながら創業してみたい。自分のスキルを

活かしたい。楽しいことをやりたい。その熱い想いを実現させる4日間が始まる。

草加駅周辺から始まったリノベーションまちづくりは、谷塚駅周辺エリアでも展開を開始。

自分たちの手でまちを良くしたい。まちに関わりながら創業してみたい。自分のスキルを

活かしたい。楽しいことをやりたい。その熱い想いを実現させる4日間が始まる。
いい

2面 スクール詳細

　■日程 【プレスクール】11月1日（火）

　　　　 【本スクール】11月11日（金）～13日（日）

　■会場　谷塚文化センター

　■定員　12人（選考あり）

　■参加費　1万5000円（学生5000円）
ω10月16日（日）までに申し込みフォーム（QRコード）で。10月16日（日）までに申し込みフォーム（QRコード）で。

　　 回のリノベーションスクールは、題
材となる遊休不動産がありません。地域課
題を認識し、講師のアドバイスや参加者同
士のスキルを組み合わせ、公共空間の暫定
利用をきっかけにしたエリア価値向上の取
り組みや、地域に根差したビジネスプラン
創出を目指します。最終日は公開プレゼン
テーションとして地域住民や不動産オーナ
ー、不動産事業者等に提案します。

今今
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令和4年の市内交通事故状況（前年比）9月20日現在　人身事故369件（＋79）　死者5人（－1）

1面のつづき リノベーションスクール＠やつか　詳細

　投票所入場整理券を10月14日㈮頃に世帯全員分を同封し発送。
　また、選挙公報は10月20日㈭頃までに戸別配布（市ホームペー
ジにも掲載）します。
■期日前投票　投票日に予定がある場合に投票できます。投票の
際は、投票所入場整理券裏面の宣誓書兼請求書（各期日前投票
所、市ホームページでも入手可）を記入し、投票所の係員へ。

■投票方法　投票所入場整理券を提出し、①草加市議会議員一般
選挙、②草加市長選挙の順に投票。

■開票　10月23日㈰午後9時10分～。会場は記念体育館。
■投票・開票速報　市ホームページに掲載。
■郵便投票　郵便等投票証明書交付者対象(証明書交付要件：身体
障害者手帳所持者で特定部位の重度認定、または要介護5）。希
望者は10月19日㈬午後5時までに選挙管理委員会へ。

■特例郵便等投票　新型コロナウイルス感染症陽性の宿泊・自宅
療養者等対象。希望者は、選挙管理委員会へ。

■代理・点字投票　病気やけがで字が書けない場合は係員が補助
します。また、目の不自由な人で点字器が使える場合は点字で
投票できます。希望者は投票所の係員へ。

■不在者投票　選挙期間中、赴任先、学生寮、帰省先などの滞在
地で投票できます。事前手続きあり。早めに選挙管理委員会へ。
また、病院・特別養護老人ホームなどの入院・入居者は施設で
投票できる場合があります。

投票所の変更（入場券をよく確認してください）投票所の変更（入場券をよく確認してください）
新田小は音楽室へ変更になりました

期日前投票（10月17日㈪～22日㈯）期日前投票（10月17日㈪～22日㈯）
〇市役所西棟：午前8時30分～午後8時
〇草加市文化会館・勤労福祉会館・谷塚文化センター：
　午前9時30分～午後7時

投票できる人
平成16年10月24日までに生まれ、市に3か月以上住所を有し、
10月15日現在引き続き住民基本台帳に記録され、投票日まで
選挙人名簿に登録されている人

転出した人

転入した人

異動した人

令和4年7月15日以前に転入

令和4年7月16日以降に転入

令和4年9月21日以前に市内で異動

令和4年9月22日以降に市内で異動

〇

×

新住所地の投票所

旧住所地の投票所

投票可否等異動日
×

ただし、期日前投票を行
った後に転出した場合は
有効

エリア価値向上プロジェクト創出コース

今回のコースは2つ 主なプログラム

そうかリノベーションまちづくりの最新情報

谷塚駅周辺エリアに実在する公共空間を活用し、エリア
の価値を高めるきっかけとなるプロジェクトを生み出し
ます。エリアに変化をもたらす「場」としての可能性を
見つけ、求められるビジネスコンテンツを探り、どう編
集しなおすか。まちにある農業、工業（モノづくり）、
人などのあらゆる資源を活かしたプロジェクトの実現を
目指します。

①まち歩き
対象エリアをユニットで歩き、
地域の人から話を聞き、まちの
魅力や課題を探ります。

②ライブアクト
実際にまちに変化を与えるビジ
ネスを展開している講師陣から
レクチャーを受けます。

③ユニットワーク
エリアの課題解決に向けた事業
計画をユニットメンバーで検討
します。

④公開プレゼンテーション
練り上げた事業計画を地域住民
や不動産事業者等の前で発表し
ます。ローカルコアビジネス創出コース

リノベーションまちづくりの取り組みに共感する創業者
のビジネスプランを題材に、仕入れ・販促・建築・デザ
イン等のあらゆる角度からブラッシュアップし、まちと
関わりを持ちながらエリアのコアとなるプロジェクト型
創業プランを生み出します。
特定の物件を対象としないため、公開プレゼンテーショ
ンでは、地域の不動産オーナーや不動産事業者等へ提案
し、メンバーが関わりながら推進する創業プランと物件
のマッチングの実現に向けて動き出します。

リノベーションまちづくりの取り組みや、
スクールの最新情報等は、Facebook・
Instagramで確認できます。

▲Facebook ▲Instagram

草加市議会議員一般選挙・
草加市長選挙

問選挙管理委員会☎922-2490Ü927-7693Ü

10月23日㈰ 午前7時～午後8時
市内49カ所 指定の投票所以外では投票できません。 17

月
18
火
19
水
20
木
21
金
22
土
23
日

期日前投票 投票日

投票日に予定がある人等は
期日前投票がおすすめです。

投票日

投票場所

い

② 広報「そうか」市政情報2022年10月5日号



対　　　　　象

問 い 合 わ せ 保育課☎922-1491Ü922-3274 子ども育成課☎922-1448Ü922-3274

申 し 込 み

会場受付の注意

案 内 の 配 布
10月5日㈬から、保育課・各保育所等・子育て支援センターで配布
（市ホームページからも入手可）。

10月5日㈬から、子ども育成課・各児童クラブ・子育て支援センター
で配布（市ホームページからも入手可）。

配布する案内を確認してください。就労証明書等、発行に時間がかかる場合がありますので、余裕をもって準備を。 提 出 書 類

■保育園、認定こども園（保育部分）、地域型保育（小規模・家庭的）
　保護者の就労や疾病等により保育を必要とする乳幼児
■家庭保育室
　上記の対象児のうち、生後6週以上満2歳未満の健康な乳幼児

■郵送受付
10月11日㈫～11月2日㈬（消印有効）に特定記録郵便で
〒340-8550保育課へ。
※郵送料は自己負担（基本料金＋特定記録郵便料160円）
■会場受付
11月17日㈭～20日㈰午前9時～午後5時（㈯・㈰も実施）
会場は中央公民館

■郵送受付
10月11日㈫～11月15日㈫（消印有効）に特定記録郵便で
〒340-8550子ども育成課へ。
※郵送料は自己負担（基本料金＋特定記録郵便料160円）
■会場受付
11月17日㈭～20日㈰午前9時～午後5時（㈯・㈰も実施）
会場は中央公民館

•入場は保護者1人（子の同伴不要） 
•公共交通機関での来場に協力を

保育所等 放課後児童クラブ

令和5年4月現在で、保護者や同居者の就労等により放課後保育を
必要とする小学生

　国の仕事などで「わからない」「説
明に納得できない」「処理が間違って
いるのではないか」と思ったときは、
苦情や要望を受け付け、行政運営に役
立てる行政相談制度が利用できます。
■総務省との合同行政相談 10/14㊎13
時30分～16時。会場は市役所西棟。希
望者は当日、広聴相談課へ。相談に必
要なものがあれば持参。

10/17㊊～23㊐は
行政相談週間

≪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、支給期間は初回・
再支給それぞれ最長3か月間）
　単身世帯：月6万円、2人世帯：月8
万円、3人以上の世帯：月10万円
è12/31㊏（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）。

10/30㊐は
秋の美化運動

令和4・5年度採用　市立病院新規職員
■採用人数　看護師…10人程度
　　　　　　言語聴覚士・薬剤師・社会福祉士…若干名
�10/27㊍（消印有効）までに市立病院（同病院HPからも入手可）、市職員
課、各サービスセンターで配布する申込書を郵送で〒340-8560同病院経営
管理課へ。☎946-2200Ü946-2211

　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HPで。
■対象　収入（均等割非課税）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

•申込受付期間中は保育課・子ども育成課窓口での受付不可

職種 受験資格等 試験日及び内容 採用予定日

看護師

言語聴覚士

薬剤師

社会福祉士

既卒：昭和52年4/2以降生まれで、
看護師免許を有する人。

新卒：昭和62年4/2以降生まれで、
令和5年3/31までに免許取得
見込みの人。

①昭和61年4/2以降に生まれた人。
②言語聴覚士の免許を有するまたは
令和5年3/31までに免許取得見込
みの人。

①平成4年4/2以降に生まれた人。
②薬剤師の免許を有するまたは令和
5年3/31までに免許取得見込みの
人。

①平成4年4/2以降に生まれた人。
②社会福祉士の資格を有するまたは
令和5年3/31までに資格取得見込
みの人。

11/5㊏
論文・面接

11/5㊏
論文
11/15㊋
面接

11/5㊏
一般教養・
論文・面接

令和5年1/1
または
同年4/1

令和5年4/1

プレミアム付商品券
再抽選・再販売を実施します

　8/22～9/5の引換販売で発行冊数13
万冊のうち、引き換えられなかった
3906冊を、落選した市内在住者を対象
に再抽選・再販売します。再抽選の結
果は、当選者にのみ10/7㊎に購入引換
はがきを実行委員会から発送します。
■再販売期間　10/17㊊～31㊊
■販売冊数　申込時の希望冊数
■使用期限　令和5年2/5㊐
■引き換え
•購入引換はがきがあれば代理人でも
購入可。家族分まとめての引き換
えに協力を。

•購入引換はがき・商品券の再発行、
商品券の返品はできません。

ε産業振興課☎922-3073Ü922-3406

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）
平日10時～16時
☎048-928-8121

■行政相談委員への相談　毎月第2㊎
曜日。会場は市役所西棟。総務大臣に
委嘱された行政相談委員が相談を受け
ます。委員宅への電話相談も可。
【行政相談委員】
醍醐洋子氏（氷川町☎925-1930）
中村久夫氏（中根3丁目☎936-0054）
山川邦子氏（栄町2丁目☎931-8689）
竹村博之氏（遊馬町☎925-4151）
山口久男氏（遊馬町☎925-0795）
■総務省関東管区行政評価局（きくみ
み埼玉）「行政苦情110番」☎0570-09
0-110Ü048-600-2336インターネット
（「行政相談受付」を検索）でも可。
�広聴相談課☎922-0566Ü922-3173

生活困窮者自立支援金の
申請期限を12/31㊏に延長

　市内全域で実施します。美化運動は、
毎年春・秋に行い、今回で84回目。実
施時間は町会・自治会で異なりますの
で、確認の上、清掃活動に協力を。
■ごみの出し方　可燃、不燃、資源物
に分別し、町会・自治会などが配布す
る「美化運動専用ごみ袋」に入れ「美
化運動専用の集積所」へ。
■Ｕ字溝等の清掃を行う場合　事前に
ヘドロ収集の依頼を草加市クリーンふ
るさと推進協議会へ。
■注意
•危険なため、ごみ収集車には近づか
ないでください。

•家庭ごみや事業系ごみ、テレビ、自
転車、石、コンクリート等は収集
しません。

�草加市クリーンふるさと推進協議会
（廃棄物資源課内）☎931-3972Ü931-
9993

ε生活支援課生活困窮者自
立支援金担当専用ダイヤル
☎924-2825Ü928-6635

保育所等・放課後児童クラブ
令和5年4月から保育所等の入園及び放課後児童クラブの入室を希望する人の申込受付を行います。

令和5年4月入園・入室受付

③市政情報 2022年10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】

　発生届の対象（高年者・妊婦等）を除き、自身での陽性者登録
が必要になりました。なお、見直しに伴い、発生届の対象以外は、
9/26以降、療養証明書は発行されなくなりました。

次の人は、受診した医療機関から保健所へ発生届がされるため、登録は不要です
発生届の対象：受診日現在65歳以上の人、妊婦、重症化リスクが高いと医師が判断した人等

新型コロナの検査で陽性になったら…
自身での「陽性者登録」が必要になりました

体調悪化時には早めに　陽性者相談窓口へ　☎0570-089-081　24時間受付

市販の検査キット※で陽性

検査確定診断登録窓口で登録を！ 陽性者登録サイトで登録を！

医療機関の検査で陽性
◆15歳以下の人及び50～64歳の人
　医療機関で確定診断を受ける
◆16～49歳の人
　確定診断登録窓口（ネット申請）へ

受診時は、医療機関に事前に電話をして
ください。
かかりつけ医が無い場合は、県受診相談
センター（☎048-762-8026）へ連絡するか、
医療機関検索システムで検索を。

●申請方法・操作方法は埼玉
県感染症対策課へ
☎048-830-3557
9：00～17：15　※㊏㊐㊗を除く

●登録内容・操作方法はコール
センターへ
☎0570-007-989
9：00～18：00　※㊏㊐㊗含む

※薬事承認されたキットのみ

　県では、人を支え、社会を支えるや

りがいのある介護の仕事に興味のある
人を幅広く支援しています。介護事業
所への就職を希望する人に、介護に関
する入門研修の受講から職場見学・体
験の実施、県内介護事業所への就職ま
での支援を行います。ε㈱シグマスタ
ッフ大宮支店（県委託事業受託者）☎
048-782-5173

　災害時の被災地支援や、地域で行わ
れている様々な福祉活動に活用されま
す。金融機関やインターネット（QRコ
ード）での募金も可能です。ε県共同
募金会草加市支会（市社会福祉協議会
内）☎932-6770Ü932-6779

　ポイント申込期限の令和5年2/28㊋
まで、市役所第2庁舎１階に設置の端
末から手続きができます。㊐9時～12
時30分も手続きできます。本庁舎西棟
設置の端末利用は終了しました。マイ
ナポイントは国の事業です。事業につ
いての問い合わせはマイナンバー総合
フリーダイヤル☎0120-95-0178または
総務省HP（QRコード）へ。εIT・市民
サービス推進室☎922-1974Ü922-1294

　病気の早期発見と健康の保持増進の
ため、人間ドックまたは脳ドックいず
れかの検査料を一部助成します。上限
2万円（1年度1回限り）。後期高齢者
医療制度加入者で、申請日時点で保険
料の未納がない人対象。è被保険者証
・人間ドックまたは脳ドックと記載さ
れた領収書・預金通帳を持参し、後期
高齢者・重心医療室へ。☎922-1367Ü
922-3178

　自転車事故にも対応する個人賠償責
任補償付総合保険「入って安心!RinRin
そうか」令和4年度加入受付は、10/18
㊋17時で終了します。加入希望者は、
公共施設にある加入依頼書に記入し、
郵便局で支払いを。ε交通対策課☎92
2-1641Ü922-1030

　令和5年1月オープンに向け11/1㊋か
ら受け付けます。利用料1面1時間600
円（児童・生徒300円）照明設備使用
料340円。予約はまんまるよやくシス
テムで。εスポーツ振興課☎922-2861
Ü922-3172

　10/1現在外国人学校に在籍し、令和
5年3/31までに在学期間が6か月を超え
る子どもの保護者で、同4年4/1以降に
市の住民基本台帳に登録されている人
対象。補助額は通学費を超えない範囲
で、1人当たり小学生は年額3万円以内、
中学生は年額5万円以内。è在学校で
配布する補助金交付申請書・請求書を
10/31㊊までに各校へ。ε総務企画課☎
922-2619Ü928-1178

　市の税金は、9割以上の人が年度内
に納付されています。皆さんが安心し
て暮らしていくための財源と税負担の
公平性を確保するため、県と県内全市

町村では10～12月を滞納整理強化期間
として、滞納者に対する差押えの強化
など、滞納の解消に向けた取り組みを
集中的に行います。うっかりした納め
忘れを防止するためには手続き簡単で
安心な口座振替がおすすめです。引き
続き期限内納付に協力をお願いします。
ε納税課☎922-1126Ü920-1502

　10/1から県の最低賃金は時間額987
円（引上げ額31円）です。年齢や雇用
形態に関係なく、県内で働く全ての労
働者に適用されます。1時間当たりの
賃金額を必ず確認しましょう。一部の
産業には、特定（産業別）最低賃金も
適用されます。ε埼玉労働局労働基準

部賃金室☎048-600-6205

　11/1㊋から駐車監視員活動エリアに
松戸草加線が追加されます。詳細は県
警HPで。ε草加警察署交通課☎Ü943-0
110

　麻薬・大麻等の薬物乱用は、乱用者
個人の健康上の問題にとどまらず、周
りの人たちの人生までも狂わせてしま
います。特に大麻は「体に害がない」
などの誤った情報で若者を中心に乱用
が増加しています。薬物乱用は1回で
も「ダメ。ゼッタイ」。困ったときは
相談してください。ε草加保健所☎99
9-5515Ü925-1554

　埼玉県都市ボートレース企業団は草
加市を含む15市で構成されています。
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。ボートレ
ースの開催期間は10/7㊎～10㊗、14㊎
～17㊊、25㊋～30㊐、11/3㊗～7㊊、
10㊍～13㊐、16㊌～21㊊、12/2㊎～6
㊋、9㊎～12㊊、20㊋～25㊐、28㊌～
31㊏。会場はボートレース戸田。ε財
政課☎922-0761Ü922-1547

　市の許可を得ずに営業する違法な回
収業者は、回収品の不適正な処理で環
境に悪影響を及ぼしたり、高額な料金
請求をされたりするなど多くのトラブ
ルが報告されています。不用品廃棄時
はごみ収集カレンダーで確認してくだ
さい。ε廃棄物資源課☎931-3972Ü93
1-9993

埼玉県最低賃金が改正されました

松原テニスコート予約は11/1㊋から

外国人学校への通学費を補助 草加警察署駐車監視員
活動エリアの改定

赤い羽根共同募金に
協力を

マイナポイントは
第2庁舎で申し込めます

後期高齢者医療制度加入者に
人間ドック等の検査料を助成

「入って安心！RinRinそうか」
令和4年度加入は10/18㊋まで

ストップ！滞納　10～12月は
市税等の滞納整理強化期間

県介護人材確保総合推進事業
参加者募集

10/1～11/30
麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動

不用品回収は市の「一般廃棄物
収集運搬業」許可業者へ

ボートレース事業の
収益金で道路整備

④ 2022年10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

10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

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。

▶市県民税（普通徴収） 第3期
▶国民健康保険税（普通徴収） 第5期
▶後期高齢者医療保険料（普通徴収） 第4期
▶介護保険料（普通徴収） 第5期
10/31㊊までに市指定金融機関、コンビニ、
スマートフォン決済で



≪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）　

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9月生まれ（妊産婦・新生児訪問をした家庭を除く） ö10月下旬～11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 ö11/16㊌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　ë12組　ö10/26㊌13時15分～
ô6～8か月児　ë12組　ö10/26㊌10時～
ô8か月～1歳2か月児　ë12組　ö10/31㊊10時～

マタニティクラス両親学級　è11/1㊋から電話・市HPで
ô令和5年2～4月出産予定の初妊婦と夫　ë各10組　ö12/7㊌　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　è11/1㊋から電話で
ô妊婦と夫　ë20人　ö12/14㊌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4月生まれ
ô令和元年7月生まれ

ö11/1㊋・15㊋
ö10/11㊋・25㊋

時間等詳細は
個別通知に記載

ê10月末
ê9月末

■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

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

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

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）

ù離乳食の進め方の説明。試食はありません

健康相談ほか

ö祝・休館日、第5・6週を除く9時～12時　㊊…原町コミセン
（10/10㊗を除く）、㊋㊎…氷川コミセン、㊌㊎…瀬崎・八幡・柳島
コミセン（10/19㊌を除く）、㊍…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、食塩量計測

看護師による
地域健康相談

ô18歳以上　ë各20人（年度内1回）　ö10/19㊌、11/4㊎　é①9
時～9時15分、②10時～10時15分、③11時～11時15分　ß100円
è10/6㊍から電話で

骨密度測定
超音波簡易検査

栄養相談

母子保健

成人保健

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

いいがなうめぇがな市
昭和村

　10/8㊏10時30分～。会場は草
加マルイ1階。姉妹都市福島県昭
和村の農作物や特産品、食品等を
販売します。「田舎の野菜便」を
昨年度リニューアルし、多様な物
産を提供しています。ε文化観光
課☎922-2403Ü922-3406

　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。
■市立小中学校通学区域審議会〈学務
課 ☎922-2674Ü928-1178〉…10/25㊋
10時～ 中央公民館で
■情報公開・個人情報保護審議会〈庶

務課☎922-0954Ü922-3091〉…10/26
㊌13時30分～ 市役所西棟第1～3会議
室で
■男女共同参画審議会〈人権共生課☎
922-0825Ü927-4955〉…10/28㊎14時
～ 市役所西棟第1・2会議室で

　10/31㊊15時～21時30分。館内消毒
のため休館します。ε勤労青少年ホー
ム☎928-5550Ü928-9632

　令和5年4月開設予定の特別養護老人
ホーム「ラスール草加」（原町1丁目・
定員192人）の入居希望者受付中。è

百葉の会ラスール草加開設準備室☎
950-8322。ε長寿支援課☎922-2862Ü
922-3279

　10/20㊍「和風ビーフストロガノフ」、
11/17㊍「石狩鍋風すいとん」10時～
12時。会場は保健センター。講話と調
理実習。40歳以上対象。定員各10人。
いずれか1日のみ。参加費500円。è10/6
㊍から保健センターへ。☎922-0200Ü
922-1516

　10/9㊐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。ε同館☎922-
0402Ü922-1117

　10/21㊎13時30分～14時45分。会場
は①高砂コミセン・定員50人②オンラ
インで後日配信。講師は埼玉県立大学
准教授の有竹清夏氏。18歳以上対象。
è10/6㊍から①保健センター、②申し

込みフォーム（QRコード）へ。☎922-02 
00Ü922-1516

　10/21・28の㊎9時50分～10時50分。
全2回。会場は高砂コミセン。定員40
人。室内靴持参。è10/7㊎から電話で
同館へ。☎Ü920-3066

　10/21㊎…高砂コミセン・23㊐…新
田西文化センター。いずれも13時～15
時。全2回。定員5人。è10/14㊎まで
にシルバー人材センターへ。☎928-92
11Ü928-9209

　10/21㊎12時～
15時30分。会場は
朝霞市民会館ゆめ
ぱれす。差別や偏
見のない、人権が
尊重されるまちづ
くりを目指して開
催します。スマイ
リーキクチ氏の講演「インターネット
と人のかかわり合い～突然、僕は殺人
犯にされた～」ほか。ε人権共生課☎
922-0825Ü927-4955

　10/14㊎～12/16㊎。2023年版の埼玉
県民手帳を市役所情報コーナーで販売
します。手帳のサイズは縦14㎝×横9
㎝。色はネイビーとペールグリーン。
価格は600円（税込み）。ε庶務課☎
922-0973Ü922-1108

　10/18㊋～12/28㊌。会場は歴史民俗
資料館。明治5年8月の日本最初の学校
制度「学制」公布から150年にあわせ、
草加の教育をテーマとした企画展を開
催します。江戸時代から第二次世界大
戦終戦までの教科書や学校で使われた
道具、生徒の文集などを通じて小学校
の教育を紹介します。ε同館☎922-04

02Ü922-1117

スマイリーキクチ氏

　10/21㊎～26㊌10時30分～18時（最
終日は15時まで）。会場はアコスギャ
ラリー大。埼玉県美術展覧会入賞・入
選作品等の市民の作品を展示。ε草加
市文化会館☎931-9325Ü936-4690

　10/21㊎～26㊌10時30分～18時（最
終日は15時まで）。会場はアコスギャ
ラリー大。埼玉県美術展覧会入賞・入
選作品等の市民の作品を展示。ε草加
市文化会館☎931-9325Ü936-4690

特別養護老人ホーム
入居者受付中 40歳以上の人の

ヘルシー料理教室

健康体操

県展作品展

秋季企画展「草加の子どもと学校
-寺子屋からのあゆみ-」

シルバーカルチャー教室体験講座
「水彩画」

北足立郡市町
人権フェスティバル

県民手帳を販売

勤労青少年ホーム
蓄音機コンサート

睡眠講演会～こころと
体に効く！健康のための
良質な睡眠とは～

広報「そうか」 ⑤情報コーナー「すとりーと」 2022年10月5日号



⑥ 2022年10月5日号 広報「そうか」情報コーナー「すとりーと」

　中禅寺湖畔千手ヶ浜近くの国立公園内にあり、野鳥や鹿などの野生動物
が生息する豊かな自然に囲まれています。これからの季節は木々も紅葉し、
ハイキングや写真撮影を楽しむには最適です。
■宿泊料金　1人1泊1540円（4歳～中学生770円）※㊊㊋定休（㊗の場合は

翌平日）。1部屋1人での利用不可。5連泊まで。
■食事料金　夕食Ⓐ1512円、Ⓑ2700円　朝食810円、昼食324円（おにぎり2

個）
■交　　通　自然保護区域のため一般車両の乗り入れ不可。赤沼車庫駐車

場から千手ヶ浜行き低公害バス利用（約30分）。

■宿泊料金

■食事料金

■交　　通

　1月からのCAMP（右記）に向け
てパーパス経営を学ぶ公開講座
■日時　11/8㊋19時～21時30分
■会場　cafe  conversion
■講師　㈱POPS  田中淳一氏、㈱野

村総合研究所  坂口剛氏
■定員　10人　
■申込締切　11/4㊎

■日時
■会場
■講師

■定員
■申込締切　

　企業課題解決のため事業化を目
指した実践型集中講座
■定　員　企業2社、

クリエイ
ター10人

■参加費　1万円
■日　時　令和5年1/21㊏・22㊐、

2/11㊗・12㊐

　企業課題解決のため事業化を目
指した実践型集中講座
■定　員

■参加費
■日　時　

　市内企業、クリエイタ
ー対象。è詳細と申し込
みは右QRコードへ。

　市内企業、クリエイタ
ー対象。è詳細と申し込
みは右QRコードへ。

奥日光の紅葉を見に来ませんか？

è利用日の3日前までに料金を添えて
　学校施設課へ（電話申込不可）。
　☎922-2643Ü928-1178

è利用日の3日前までに料金を添えて
　学校施設課へ（電話申込不可）。
　☎922-2643Ü928-1178

奥日光自然の家 11/6㊐
まで

産業振興課☎922-3477Ü922-3406ε産業振興課☎922-3477Ü922-3406
SOKA CREATIVE MEETING SOKA CREATIVE CAMP（全4回）

受講生募集

田中淳一氏

青空ストレッチ&ウオーキング体験
　10/13㊍10時～11時。会場はそうか
公園。18歳以上対象。定員35人。èそ
うか公園へ。☎931-9833Ü935-8510

è

普通救命講習Ⅲ

求職支援

　11/5㊏9時～12時。会場は草加消防
署北分署。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・在勤の中学生以上対象。定員20
人。応募多数の場合は抽選。è10/20
㊍までに草加消防署北分署へ。☎944-
7301Ü944-8188

è

障がい者野外活動
　11/12㊏9時30分～11時30分。会場は
そうか公園。軽スポーツやレクリエー
ションを楽しみながら体を動かします。
小学生以上の知的障がい者とその家族、
支援者対象。定員20人。参加費200円。
è10/6㊍から草加市スポーツ協会へ。
☎928-6361Ü922-1513
è

ストレッチ体操体験会
　11/11㊎・25㊎13時30分～14時30分。
会場は稲荷コミセン。定員各30人。è
10/13㊍から電話で同館へ。☎Ü931-
5333

è

聴覚障がい者教養講座
「お口と歯の健康」

　10/30㊐10時～12時。会場は中央公
民館。講師は歯科医師。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35人。手話通訳・要約筆記がつきま
す。è10/6㊍から草加市社会福祉協議
会へ。メール（QRコード）も可。☎
932-6770Ü932-6781

è

漸草庵茶会
　11/6㊐①10時～11時30分②11時30
分～13時③13時～14時30分④14時30
分～16時。会場は漸草庵 百代の過客。
台目席（裏千家）・松の間（表千家）
・立礼席（裏千家）の3席。料金2500
円、学生1500円（1申し込み2枚まで）。
è10/6㊍10時から電話で草加市文化会
館へ（10/7㊎10時から窓口も可）。☎
931-9977Ü936-4690

è

εくらし安全課☎941-6111Ü941-6157
■女性キャリアセンター就職支援セミ
ナー「就活の基本」　11/14㊊10時～
12時。会場は勤労福祉会館。女性対象。
定員30人。面接時の企業の視点、マナ
ーほか。参加企業との面談可。託児あ
り。è10/6㊍から電話で同館へ。
■就職氷河期世代活躍支援「正社員就
職セミナー」　11/15㊋「就職のイロ
ハ」、11/21㊊「応募書類の作成」、
11/29㊋「面接対策」。いずれも13時
30分～15時30分。会場は越谷コミュニ
ティセンター。受講証明書発行あり。
35～54歳対象。定員各15人。èキャリ
アバンク㈱へ。☎048-711-
2209。専用フォーム（QR
コード）も可。
■「30代・40代でも大丈夫！正社員に
なろうプロジェクト」合同企業説明会
・面接会　11/17㊍12時～16時。会場

■女性キャリアセンター就職支援セミ
ナー「就活の基本」

è

■就職氷河期世代活躍支援「正社員就
職セミナー」

è

■「30代・40代でも大丈夫！正社員に
なろうプロジェクト」合同企業説明会
・面接会

■介護者のつどい　情報交換と交流。
会場は以下の通り。介護中、経験者、
する予定の人対象。
①新里文化センター　10/8㊏13時15分
～14時45分。ε谷塚西部（包）☎929-00
14Ü929-5222
②勤労福祉会館（認知症介護者のつど
い）　10/19㊌13時15分～14時30分。
認知症当事者の人も参加可。ε新田西
部（包）☎946-0520Ü946-0523
③旧かっぱ天国　10/19㊌18時30分～
20時。ε草加安行（包）☎921-2121Ü92
8-8989
④ケアステーションかしの木　10/21
㊎13時30分～15時。ε草加西部（包）☎
946-7030Ü942-7582
■コツコツ貯筋体操　10/19㊌14時～
15時30分。会場は花栗会館。65歳以上
対象。定員15人。室内靴持参。è10/6

■介護者のつどい

①新里文化センター

②勤労福祉会館（認知症介護者のつど
い）

③旧かっぱ天国

④ケアステーションかしの木

■コツコツ貯筋体操

è

地域包括支援センター（包）
介護者のつどい・介護予防教室

　11/3㊗10時～12時。会場は中央図書
館。太平洋戦争間近の時代の荒波に飲
み込まれていく一組の夫婦を描いた作
品を通して、戦争の悲惨さと平和の大
切さを考えましょう。定員50人。è10/
17㊊（必着）までに、はがきに住所・
氏名・電話番号を記入し〒340-8550人
権共生課「平和DVD上映会」係へ。1
通2人まで（氏名明記）。メール（QR
コード）でも可。☎922-0825Ü927-49
55

è

平和DVD上映会
劇場版「スパイの妻」

れきみん講座
「後藤明生と草加松原団地」

　10/21㊎14時～16時。会場は歴史民
俗資料館。団地小説の先駆者、後藤明
生とその作品について学びます。講師
は文芸評論家の染谷洌氏。定員30人。
è10/6㊍から電話で同館へ。☎922-04
02Ü922-1117
è

Ü

　10/22㊏10時～16時。成年後見制度
について知りたい人、利用を検討中の
人の疑問に、弁護士、司法書士、社会
福祉士が電話で答えます。☎048-845-
3185（当日のみ有効）。ε県地域包括
ケア課☎048-830-3251Ü048-830-4781

成年後見なんでも電話相談

①ダンスフェスティバル　10/30㊐12
時～16時15分。会場は市民体育館。交
流や模範演技。小学生以上対象。定員
300人。参加費1000円。室内靴持参
②空手道大会　11/3㊗9時～。会場は
記念体育館。形・組手（年齢区分あ
り）。幼児以上対象。参加費3000円
③ボウリング大会　11/3㊗14時～。会
場はSAP草加ボウル。部門別（大人・
子ども）3ゲームハンディキャップ戦。
4歳以上対象。定員各30人。参加費大
人1800円、中学生以下1600円
④バウンドテニス大会　11/6㊐9時～。
会場は市民体育館。団体・男女別リー
グ戦。小学生5年生以上対象。参加費
一般1500円、高校生以下500円
⑤アスレチック競技大会　11/13㊐9時
30分～16時。会場は市民体育館。カロ
ーリング、室内グラウンド・ゴルフ。

①ダンスフェスティバル

②空手道大会

③ボウリング大会

④バウンドテニス大会

⑤アスレチック競技大会

市民体育祭

は大宮ソニックシティ。県内企業50社
が出展予定。個別就職相談あり。30～
40代対象。è同プロジェク
ト事務局へ。☎0120-555-8
43。専用フォーム（QRコ
ード）も可。
■シニアのための合同企業面接会　
11/17㊍12時30分～16時。会場は勤労
福祉会館。地元企業による会社概要や
仕事内容の説明後、複数企業と面接可。
相談ブースあり。利用証明書発行あり。
60歳以上対象。定員34人。è県セカン
ドキャリアセンターへ。☎049-265-58
44
■若者就労支援セミナー「働けなかっ
た私たちの本音」　11/17㊍14時～15
時45分。会場は勤労福祉会館。15～49
歳とその家族対象。地域若者サポート
ステーションOBによる就労までの体
験講話。定員20人。è10/20㊍から電
話で若者自立支援センター埼玉へ。☎
048-255-8680

è

■シニアのための合同企業面接会

è

■若者就労支援セミナー「働けなかっ
た私たちの本音」

è

㊍9時から草加安行（包）へ。☎921-21
21Ü928-8989
■栄養講座と体操～えだまめ～　10/
19㊌14時～15時30分。会場ふれあい
の里。65歳以上対象。定員20人。è
10/6㊍9時から電話で谷塚西部（包）へ。
☎929-0014Ü929-5222
■認知サポーター養成講座　10/22㊏
10時～11時30分。会場は苗塚会館。定
員20人。è10/6㊍9時から電話で草加
安行（包）へ。☎921-2121Ü928-8989
■はつらつバルーン体操　10/26㊌13
時30分～14時30分。会場は川柳文化セ
ンター。65歳以上対象。定員30人。室
内靴持参。è10/6㊍9時から電話で草
加川柳（包）へ。☎932-7007Ü931-0993

■栄養講座と体操～えだまめ～

è

■認知サポーター養成講座

è

■はつらつバルーン体操

è

小学生以上対象。定員80人。参加費60
0円
⑥市長・議長杯バレーボール大会　
11/20㊐9時～。会場は記念体育館。一
般男子・女子、高校生、中学生、小学
生の部。参加費1チーム5000円（小学
生～高校生1000円）
è①は10/18㊋まで、⑤は10/31㊊まで
に草加市スポーツ協会へ。☎928-6361
Ü922-1513、②は10/15㊏まで、③は
10/28㊎まで、④は10/21㊎まで、⑥は
11/11㊎までに市民体育館へ。☎Ü93
6-6239

⑥市長・議長杯バレーボール大会

è
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高年者向け

※感染症の影響で催事の中止・変更の
場合があります。εèに確認を。
■スポーツウエルネス吹矢体験会　
10/7㊎・18㊋・21㊎・23㊐・25㊋・
28㊎、11/1㊋・5㊏9時～11時　10/11
㊋13時～15時　中央公民館　無料　ε
関根☎090-4062-1356
■スポーツ吹矢体験会　10/8㊏・22㊏
9時～12時　新里文化センター　集中
力を楽しみませんか　無料　ε髙野☎
090-4545-8052
■スポーツウエルネス吹矢体験会　
10/9㊐・16㊐13時～15時　瀬崎コミセ
ン　無料　ε石井☎090-9310-5460
■ふれあい書道体験会　10/10㊗・24
㊊9時～11時　シルバー人材センター
　10/17㊊・31㊊9時～11時　中央公民
館　無料　ε小高☎090-4704-9663
■卓球体験　10/11㊋9時～11時　

■スポーツウエルネス吹矢体験会

■スポーツ吹矢体験会

■スポーツウエルネス吹矢体験会

■ふれあい書道体験会

■卓球体験

手芸教室
～軍手で作ろう干支・卯（うさぎ）～

里親入門講座
　10/22㊏14時～16時。会場は中央公
民館。里親制度の説明、現役里親の体
験談、質疑応答ほか。定員40人。è草
加児童相談所へ。☎920-4152ε子育て
支援センター☎941-6791Ü941-6828

è
小学校の調理士（会計年度任用職員）

　勤務は㊊～㊎8時30分～16時45分の
うちの7時間30分。時給1103円（有資
格者1150円）。社会保険等あり。募集
は若干名。è総務企画課で配布する申
込書（市HPからも入手可）を有資格
者は免許状の写しも添えて同課へ。☎
922-2497Ü928-1178

è
にこにこサロン教室

　10/15㊏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。☎920-6222Ü920-6251

かけはしサロン
　11/9㊌13時～14時。会場はであいの
森。認知症について知ろう。60歳以上
対象。定員20人。è10/7㊎10時から電
話でであいの森へ。☎936-2791Ü936-
2792

è

体幹を鍛えようヨーガ教室
　11/1・15、12/6・20、令和5年1/17
・31の㊋9時50分～11時10分。全6回。
会場はであいの森。60歳以上対象。ヨ
ガマット等持参。定員8人。ボール代
110円。è10/13㊍10時から電話でであè

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）

10/19㊌11時～13時　市民体育館　ε
松が根クラブ須藤☎922-4789
■たまrin子育てセミナー「親の気持
ち子知らず～押し付けない子育て」　
10/13㊍10時30分～　氷川コミセン　
参加費300円　要予約　託児有　è家
庭倫理の会草加市石野☎090-9203-4244
■卓球体験　10/14㊎・10/25㊋11時～
13時　新田西文化センター　εアップ
ル倶楽部中村☎080-2555-0962
■スポーツウエルネス吹矢体験会　
10/15㊏・22㊏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」　10/15
㊏10時～12時　中央公民館　10/25㊋
10時30分～12時　瀬崎平成塾　11/1㊋
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　10/
15㊏11時～・22㊏13時～　八幡コミ
セン　全2回　参加費無料　用具不要
　è山口☎931-4092
■勤少空手道教室無料体験会　10/16
㊐・30㊐17時～19時　勤労青少年ホー
ム　軽装水分タオル持参　男女年齢問
わず　基礎体力作り健全な青少年の育
成　ε栁田☎080-5419-2027
■街バル町張楽座　10/16㊐～11/16㊌
　獨協大学前〈草加松原〉駅周辺　木
札（300円）を買ってお得に楽しも
う！　虹空横丁　10/16㊐　εパイン
アベニュー商店会乾☎090-4527-5403
■キッズのためのダンス＆バレエを体
験してみよう　10/19㊌17時～18時　
中央公民館　年少～小学生対象　定員

■たまrin子育てセミナー「親の気持
ち子知らず～押し付けない子育て」

è

■卓球体験

■スポーツウエルネス吹矢体験会

■介護者の集い「オアシス」

■スポーツウエルネス吹矢体験

è

■勤少空手道教室無料体験会

■街バル町張楽座

虹空横丁　

■キッズのためのダンス＆バレエを体
験してみよう

20人　èダンスバレエ赤いくつ金丸☎
080-6890-9377
■介護者サロン「らくだ」　10/21㊎
　わ～くわっく草加　「こもれび」　
10/27㊍　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
■八幡ダンスサークルフリーダンス　
10/23㊐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-
9229
■天津駐在よもやま話　10/23㊐13時
30分～　中央公民館　駐在して分かっ
た中国の良い所など面白い体験談　参
加費500円（資料・茶菓代）　èサー
クル中国大好き武藤☎090-3574-1031
■中・高生の不登校相談会　10/24㊊
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
■遺言書の書き方と終活を学ぼう　
10/29㊏10時～12時　中央公民館クラ
ブ室　一般対象　定員9人　参加費無
料　è遺言相続後見ネット☎946-5152
■図書館ボランティア募集の説明会　
10/30㊐13時30分～　中央図書館多目
的ホール　本の整理や読み聞かせ等の
活動内容の紹介　質問のコーナーもあ
り　εL.V.S.野田☎090-8307-5497
■市民ユニカール大会　11/19㊏9時～
13時　市民体育館　カーペット上で3
人1組のカーリング　参加費1人700円
　è10/31㊊までに草加市ユニカール
協会山本☎927-5878

è

■介護者サロン「らくだ」
「こもれび」

■八幡ダンスサークルフリーダンス

■天津駐在よもやま話

è

■中・高生の不登校相談会

■遺言書の書き方と終活を学ぼう

è

■図書館ボランティア募集の説明会

■市民ユニカール大会

è

　11/4㊎10時～12時。会場はであいの
森。60歳以上対象。定員10人。材料費
700円。はさみ持参。è10/7㊎10時か
ら電話でであいの森へ。☎936-2791Ü
936-2792

è

いの森へ。☎936-2791Ü936-2792

㈲東洋開発
㈲駒﨑設備

両新田西町246
氷川町818-3

☎928-5520
☎924-4136

10/8㊏
 9㊐

㈲イワセポンプ店
㈲東洋開発
㈲井戸浅水道工事店

手代3-11-8
両新田西町246
八幡町802

☎922-2429
☎928-5520
☎931-3330

10/10㊗
15㊏
16㊐

㊏㊐㊗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

10/9㊐ 10/10㊗

内
科

外
科

歯
科

10/16㊐

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。

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。

佐藤医院
9時～12時、14時～17時

谷塚町831
☎925-4952
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

小泉歯科クリニック
9時～12時

松原1-1-6-A-302
☎941-1177

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

土谷メディカルクリニック
9時～12時、14時～17時

谷塚町629
☎928-0228

あおば薬局☎929-3133

神谷医院
9時～12時、14時～17時

吉町3-1-3
☎922-2616

アイセイ薬局☎926-2330

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

山崎胃腸科内科クリニック
9時～12時、14時～17時

氷川町2129-2
☎928-0011
院内処方

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。!



問文化観光課☎922-2968Ü922-3406

　綾瀬川での和舟乗船体験・草加松原の探索が出来る半日ツアー。
当日は草加さわやかさんも同行します。川面と遊歩道からそれぞれ
異なる草加松原の姿を楽しんでみてはいかがですか。
■日時　11月13日㈰午前8時45分～午後1時
■集合　獨協大学前〈草加松原〉駅東口
■定員　30人
■料金　1500円（呈茶代込み）
ω10月21日㈮までに代表者の住所・電話番号、
参加者全員の氏名（ふりがな）・年齢を市観光
協会へ（1組4人まで）。メール・ファクスも
可。申込多数の場合は、1組単位で抽選。結果
は10月28日㈮以降に通知します。

　市民が創作した美術作品（日本画・洋
画・彫刻・工芸・書・写真）約250点を
展示します。今回は開催40回目を記念
し、市内小中学生の優秀作品約110点を
「ジュニア絵画展」として展示するほ
か、これまでの市展を振り返るパネルも展示します。
■日時　10月21日㈮～29日㈯午前10時30分～午後6時

（最終日は午後3時まで）
■会場　アコスホール・ホワイエ

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

▲県HP

▲体験教室
▲コンサート

▲防衛省・自衛隊HP

オミクロン株対応ワクチン接種実施中

令和4年3月末まで

4月末まで

5月末まで

3回目接種完了時期 接種券到着（目安）

10月5日㈬～7日㈮

10月13日㈭～14日㈮

10月19日㈬～21日㈮

第40回記念草加市美術展

土方明司
美術講演会

「大正期の美術・その魅力」
■日時　10月21日㈮午後3時～4時
■会場　アコスホール・ホワイエ
■定員　40人
ω10月6日㈭から文化観光課へ。

国際ハープフェスティバル

ヴィラ・デ・マリアージュ越谷レイクタウン（越谷市）

■日時　10月20日㈭
　　　　①正午～
　　　　②午後2時～
■出演　Café de la Harp（ハープトリオ）
ω申込フォーム（左記QRコード）で。

■日時　11月13日㈰
①午前10時30分
～午後1時

②午後2時
～4時30分

■会場　草加市文化会館
■定員　各13人
■参加費　1000円
ω10月6日㈭午前10時から申込
フォーム（左記QRコード）で。

草加宿 今様本陣 鍵や

■日時　10月30日㈰
　　　　午後6時～
■出演　金井早苗（ハープ）

スポットコンサート

レバーハープ体験教室

草加まち歩きツアー
和舟乗船体験・草加松原探索

問草加市観光協会事務局（文化観光課内）
☎922-2403Ü922-3406bunkakanko@city.soka.saitama.jp

メインコンサートよりひと足早く
ハープの音色をお届け

■対象者

■接種会場

■4回目接種券（12～59歳の人）

令和4年7月末まで

8月末まで

4回目接種完了時期 接種券到着（目安）

10月25日㈫～28日㈮

11月1日㈫～4日㈮

■5回目接種券（4回目接種済の人）

❶ 4回目未接種で3回目接種から5か月以上が経過した
　 12歳以上の人
❷ 3回目未接種で2回目接種から5か月以上が経過した
　 12歳以上の人
❸ 4回目接種から5か月以上が経過した人

◆場　　所：市内約60医療機関
◆日　　程：医療機関により異なります
◆ワクチン：ファイザー社製の2価ワクチン

※1・2回目未接種の人、5～11歳の人は対象にはなりません。
　なお、1・2回目接種及び小児接種の受け付けも継続しています。
※3回目または４回目接種券が手元にある人で、未接種の場合は、その接種券を
　そのまま使用できます。

■予約 接種券が手元にある人・接種券が届いた人から予約ができます。

オミクロン株（BA.1）対応ワクチン接種は1人1回まで

オミクロン株対応
ワクチン接種の詳
細や最新の情報は
市ホームページで

個別接種会場

◆場　　所：草加市文化会館
◆日　　程：10月15日㈯・22日㈯・29日㈯
◆ワクチン：モデルナ社製の2価ワクチン（18歳以上のみ）

集団接種会場

埼玉県ワクチン接種センター、
自衛隊接種会場でも
接種を受けることができます。

インターネット（予約システム） 電話（コールセンター）

https://soka.
hbf-rsv.jp

☎0570-666-578
※ナビダイヤルで案内
　（通話料がかかります。）

11月4日㈮からアコスホールでの接種も再開します。

問草加市文化会館☎931-9325Ü936-4690

【陽性になった場合】一部の人を除き、「陽性者登録」が必要になりました➡詳細は4面

広報「そうか」⑧ イベント情報2022年10月5日号

市の人口　令和4年9月1日現在　25万1026人（男12万6571人・女12万4455人）/前月比35人減/世帯数12万2784世帯
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