
新型コロナウイルス感染症

２価ワクチン
オミクロン株対応ワクチンの効果は？

［第37回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会資料より］

●従来株対応ワクチンを上回るオミクロン株への予防効果が
　期待されています。
●2種類の抗原がある2価ワクチンは、今後の変異株にも有効
　な可能性が高いと期待されています。

初回接種（1･2回目）
をした12歳以上の人
※接種は「1人1回」まで

オミクロン株対応
ワクチンの対象

接種券の到着目安 予約の操作支援窓口を再開
２面に
続きます

●持ち物　接種券付き予診票、本人確認書類
●市役所西棟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

※到着目安を２週間過ぎても届かない人や、前回接種を受けてから
　転入した人は、コールセンターへ。

10月25日㈫～11月25日㈮の平日

接種実施

C H E C K

従来株・オミクロン株対応従来株・オミクロン株対応

問新型コロナウイルス対策課☎922-18395927-05015どの接種を受けられるの？
1・2回目
未接種

1・2回目
接種済

3回目
未接種

3回目
接種済

4回目
未接種

4回目
接種済

令和5年3月31日まで接種期間が延長。
2回目接種から5か月後にオミクロン
株対応ワクチンを接種できます。
※今後、接種間隔が短縮される見込
みです。

従来株
対応
従来株
対応

3・4回目の接種券が手元にある人は予約できます
（紛失した場合等は、コールセンターへ）。
接種券がこれから届く人は届き次第予約できます。

オミクロ
ン株

対応
オミクロ

ン株

対応

接種券が届いたら予約
できます。

オミクロ
ン株

対応
オミクロ

ン株

対応

ワクチン接種に関する問い合わせ
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

対象者（12歳以上） 接種券到着目安

10月25日㈫～28日㈮令和4年7月末までに
4回目接種をした人

11月1日㈫～4日㈮8月末までに
4回目接種をした人

11月15日㈫～18日㈮9月末までに
4回目接種をした人

10月19日㈬～21日㈮令和4年5月末までに
3回目接種をした人

11月8日㈫～11日㈮9月末までに
3回目接種をした人

発送する接種券

5回目接種券

4回目接種券 最新の情報は
市ホームページ

から

最新の情報は
市ホームページ

から

接種は全て
無 料

予約受付中 前回接種完了時期を基に
接種券を順次発送中 10月25日から

5回目接種券を順次発送

10月31日までBA.1対応
11月1日からBA.4-5対応も併用
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■9月の放射線量等　○大気中放射線量（単位：マイクロシーベルト／時）最大値0.08／最小値0.07（市役所前）

新型コロナウイルス Ｑ＆Ａ1面のつづき

濃厚接触者で陰性判定の場合

検査方法

下記のどちらか遅い方を、最終接触日0日目として5日間自宅待機
◆陽性者の発症日 （無症状の場合は、検体採取日）
◆住居内での感染対策開始日
2日目と3日目の2日間、抗原定性検査キットを用いた検査で陰性
の場合は5日を待たずに待機を解除できます。途中で症状が出た
場合は延長。
自宅待機期間であっても、感染対策をしての食料買出しOK

濃厚接触者とは、陽性者の発症日の2日前から、診断後に隔離開始されるま
での間に陽性者と接触した人のうち、次に該当する人。
❶患者と同居あるいは長時間の接触（車内、航空機内等を含む）があった人
❷手で触れられる距離（目安1ｍ）で、マスクなどの必要な感染予防策なしで、
患者と15分以上接触した人

❸適切な感染防護無しに患者を診察、看護もしくは介護した人
❹患者の気道分泌液または体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い人

ファイザー社製の2価ワクチン（11月1日からBA.4-5対応に切替え）
　・市内約60医療機関
　・アコスホール（11月4日㈮から再開）㈷除く毎日

市販の抗原検査キットで検査する
　　　抗原検査キットは薬事承認された「体外診断用
　　　医薬品」のものを使用してください。
症状がない人は無料検査できます
＊「埼玉県PCR検査等無料化事業」を検索
＊検査無料化相談窓口☎0570-200-607

モデルナ社製の2価ワクチン（当面の間BA.1対応を使用）
　草加市文化会館、勤労福祉会館　㈯午後、㈰午前/午後

※接種会場・接種実施日は状況によって変更する可能性があります。
※BA.1対応とBA.4-5対応の性質上に違いはないため、早く接種できるワクチンでの接種を。

2価ワクチンの接種会場と種類は以下のとおりです。

ワクチンの接種会場・使用ワクチンは？

▲検査キットに
　ついて

▲市ホームページ

①65歳以上（受診日現在）の人　
②入院を要すると医師が判断した人
③重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の服用あるいは酸素投与が
　必要と医師が判断した人
④妊娠している人

①～④のいずれかに該当する
（医療機関の発生届の対象）

①～④のどれにも該当しない
（医療機関の発生届の対象外）

医療機関が届け出
診察をした医療機関が保健所に届け出
します。パルスオキシメータは申込不
要で届きます。

自身で陽性者登録を行う
県新型コロナ陽性者登録窓口で登録す
る。登録時に、パルスオキシメータと
宿泊療養施設の利用の申し込みができ
ます。

登録後は自身で健康観察
My HER-SYS登録後、体温等の記録を。
体調が悪化したら自宅療養者支援センタ
ーへ。

定められた期間まで自宅療養
療養終了の連絡はありません。発生届
の対象外の人は、My HER-SYSの登録
をしても療養証明書は発行されません。

登録後は保健所等が健康観察
MY HER-SYS登録後、体温等の記録を。
保健所等が電話などで健康観察します。

ショートメッセージや電話で以下の
お知らせが届く
・健康観察機関と連絡先
・自宅療養期間
・宿泊療養施設等の申込方法
・My HER-SYS ID

ショートメッセージやメールで以下
のお知らせが届く
・自宅療養者支援センターの連絡先
・My HER-SYS ID

保健所等が案内する療養終了日まで
自宅療養
症状が続く場合等は期間を延長する場
合があります。

濃
厚
接
触
者

Q
A

・コールセンター
　☎0570-666-578
　(午前8時30分～午後5時
　 15分・㈯㈰㈷含む)

・予約システム
　(右記QRコード)

※予約の操作支援窓口も利用してください（1面）。

電話またはインターネットで行えます。
接種券が手元にある人・届いた人から予約できます。

ワクチンの予約方法は？Q
A

まずは検査を行い、陽性の場合は下のフローチャートを参考に療養等を行ってください。
(情報は、令和4年10月13日現在です。変更になる場合があります。最新情報は市ホームページで)

感染の疑いがあり、発熱等の症状があったときは？Q
A

かかりつけ医で検査する

かかりつけ医が無い場合
＊県指定診療・検査医療機関検索システム（右記QRコード）
＊県受診・相談センター（☎048-762-8026）へ相談。

ま
た
は

医療機関へ行く前には、電話で事前予約を。

検査の結果が「陽性判定」の場合 検査方法や年齢により登録先が変わります

自宅療養終了の目安

療養期間中であっても、症状が軽快して24時間経過したら感染症対策をしての食料買出しOK

検査キットを使って検査した人のうち、16～49歳の人

確定診断登録窓口
(ネット申請・午前9時～午後4時受付)
問コールセンター
☎0570-007-989
(毎日午前9時～午後6時)

医療機関で検査した人、15歳以下の人、50歳以上の人

陽性者登録
(ネット申請・24時間受付)
問コールセンター
☎0570-007-989
(毎日午前9時～午後6時)

①と②を満たす場合終了
①発症（検体採取）から7日を経過（8日目か
　ら外出可能）
②症状が軽快してから24時間を経過

検査キットで陽性判定となった15歳以下また
は50～64歳の人は、かかりつけ医等の医療
機関での確定診断を受けてから、陽性者登録
をしてください。

療養期間は症状や入院、施設入居などの状況により
異なります。
療養終了後は、4週間は健康観察を続けてください。
症状が出た場合は
県受診・相談センター（☎048-762-8026）へ。

または

② 広報「そうか」市政情報2022年10月20日号



住民票、印鑑登録証明書、
戸籍謄本・抄本等

課税・非課税証明書、
所得証明書

納税証明書
（個人市県民税のみ）

市民課

市民税課

納税課

取得可能証明書 担当課

葬儀社名・電話

㈱本郷屋
☎931-4444

フルールウーノ㈱
☎0120-4949-29

アルファクラブ
武蔵野㈱
☎0120-33-8411

㈱親愛
☎0120-66-2186

㈱親愛
☎924-0144

㈱東冠
☎927-0044

㈱東冠
☎926-7800

神明1-11-4
（本郷屋斎場）

谷塚町836-5
（瀬崎5-29-25
西往寺光明殿）

旭町3-1-1
（さがみ典礼
草加葬斎センター）

氷川町2139-18
（親愛セレモニーホール）

西町1450-1
（ファミリーホール）

氷川町833
（東冠メモリアル草加）

氷川町2124-5
（東冠メモリアル
草加駅前）

場所（葬儀場の名称）マイナンバーカード（個人番号カード）
による全国の指定コンビニでの証明
書等の手数料引き下げと一時休止

国民健康保険加入者対象
特定健診の受診期限は12/16㊎

不正取得による個人の権利侵害を防ぐ
「住民票等の本人通知」の登録を

　特定健診は、生活習慣病の予防・早
期発見を目的に実施しています。国民
健康保険加入者で40～74歳の人には、
受診券を発送しています（9月加入者
へは10月末発送）。受診期限は12/16
㊎。なお、10/28㊎に8月末時点で未受
診者へ2回目の勧奨はがきを発送しま
す。ε保険年金課☎922-1593Ü922-31
78

■コンビニ交付発行手数料を一律100
円に引き下げ
期間　令和6年3/31㊐まで

■コンビニ交付サービス一時休止
日時　10/28㊎16時～29㊏6時30分　シ
ステムメンテナンスのため
　詳細は各課または市HPで確認を。
ε市民課☎922-1526Ü920-1501、市民
税課☎922-1042Ü920-1502、納税課☎
922-1098Ü920-1502

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月は「いじめ撲滅強調月間」

　いじめは重大な人権侵害であり、決
して許されることではありません。い
じめを受けていたら一人で悩まず相談、
気が付いたら通報してください。ε子
どもスマイルネット☎048-822-7007
（㊗・年末年始を除く10時30分～18
時）。県青少年課☎048-830-2907Ü04
8-830-4754

　本人通知制度とは、第三者に戸籍謄
本や住民票の写し（本籍記載のもの）
などを交付したときに、登録者本人に
その事実を通知する制度で、個人の権
利を保護するだけでなく、制度を広く
周知することで不要な身元調査を未然
に防止し、不正請求の抑止や不正取得
の早期発見につながります。市の住民
基本台帳、市が編製した戸籍、戸籍の
附票に記載されている人が対象。登録
希望者は本人確認できる書類（運転免
許証・保険証等）を持参し市民課・サ
ービスセンターへ。なお、本人以外に

音楽の森ミニコンサート
出演団体募集

11/1㊋県東部地域
県・市町村不動産共同公売を実施

秋季企画展「草加の子どもと学校
－寺子屋からのあゆみ－」展示解説

　市内の音楽活動団体に出演の場を提
供します。①令和5年1/29㊐11時、14
時30分…WATARAKUマルシェ（青柳
2-16-18）。②令和5年2/22㊌10時、15
時30分…つなぐ八市（八幡町935-4）。
いずれも2人以上の音楽団体対象。
è 11/21㊊までに専用申込フォーム
（QRコード）または草加市文化会館
他で配布する申込用紙（同館HPから
も入手可）を同館へ。☎931-9325Ü93
6-4690

　令和4年1～9月に支払った国民年金
保険料の社会保険料控除証明書が、11
月上旬に日本年金機構から送付されま
す。この証明書は確定申告や年末調整
に必要なものです。大切に保管してく
ださい。εねんきん加入者ダイヤル☎
0570-003-004（IP電話は☎03-6630-25
25）へ。※㊋～㊎8時30分～17時15分
（㊗を除く、曜日により延長あり）

国民年金保険料控除証明書を送付

　令和5・6年度に東埼玉資源環境組合
が発注する工事の請負や物品の納入等
を希望する事業者は入札参加審査申請
をしてください。

■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。介護中、経
験者、する予定の人対象。
①高砂コミセン　11/4㊎13時15分～14
時45分。ε草加東部・草加稲荷（包）☎
959-9133Ü922-3801
②草加市文化会館　11/8㊋13時15分～
14時45分。ε新田東部（包）☎932-6775
Ü932-6779
③であいの森　11/9㊌13時～14時30分。
ε草加川柳（包）☎932-7007Ü931-0993
■男塾　11/25㊎14時～15時30分。会
場は生活クラブ草加生活館。男性が鍛
えるべきポイントを運動の専門家が分
かりやすくアドバイス。65歳以上の男
性対象。定員10人。è10/24㊊から草
加西部（包）へ。☎946-7030Ü946-7582

市民福祉葬を実施しています

入札参加資格審査申請の受付

　葬儀にかかる経費の負担が困難な市
民を対象に、経費の一部を市が負担す
る市民福祉葬を実施しています。亡く
なった人と葬儀を行う人がいずれも草
加市の住民基本台帳に記録されている
場合に利用でき、市の規定する仕様
（葬儀場、寝台車、祭壇、棺・骨つぼ、
火葬を含む）で行います。会葬者への
飲食を提供する葬儀は対象外。基本仕
様の利用者負担額は5万円ですが、寝
台車の移動距離や火葬までの棺の管理
にかかる経費などにより追加負担が生
じる場合があります。è下表中いずれ
かの葬儀社に市民福祉葬利用の旨を連
絡した後、死亡届と市民福祉葬申請書
を市民課に提出してください。ε市民
課☎922-1526Ü920-1501 年1回は浄化槽の定期水質検査を

　清掃や保守点検とは別に年1回の定
期水質検査受検が義務づけられていま
す。この検査は、浄化槽の浄化機能を
検査するものです。è県浄化槽協会へ。
☎048-501-5707Ü048-501-5709

　10/29㊏14時～15時。会場は歴史民
俗資料館。同館学芸員が解説します。
ε同館☎922-0402Ü922-1117

　11/1㊋12時30分～13時30分受付。場
所は春日部地方庁舎。市の重要な財源
である市税収入の安定的な確保と収納
率の向上を図るため、収納対策の一環
として、県と不動産共同公売を実施。
公売方法は入札。詳細は県HPで確認
を。è10/24㊊までに陳述書等を〒340-
8550納税課へ。☎922-3417Ü920-1502

■要領等の配布　11月上旬に同組合HP
に掲載予定

è11/14㊊～12/9㊎（消印有効）に申
請書に必要書類を添えて〒343-0011越
谷市増林3-2-1東埼玉資源環境組合総
務課庶務担当へ。☎966-0122Ü965-65
69

よる申請は同世帯の家族でも委任状が
必要です。また、郵送での登録もでき
ます。詳細は市HPで確認を。ε市民
課☎922-1526Ü920-1501

・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】

広報「そうか」 ③情報コーナー「すとりーと」 2022年10月20日号

対象は原則市内在住・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

夕焼けチャイム　11～2月は16時28分に放送します

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

▶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

○PM2.5（単位：マイクログラム／㎥）最大値10.9／最小値0.6（花栗中学校内）



リノベーションスクール
@やつか　公開プレゼン
テーション参加者募集

■ステンシルで作る年賀状・ポチ袋
　11/18㊎9時30分～12時。会場は柿木
公民館。定員7人。材料費1000円。カ
ッター、あればカッティングマット持
参
■孫育てのコミュニケーションのコツ

　ビジネスによって地域経営課題の解
決を目指すリノベーションスクール。
最終日に受講生が検討したビジネス・
プロジェクトを、地域住民、不動産オ
ーナー、不動産事業者等に向けて提案。
■日時　11/13㊐15時～17時
■場所　谷塚文化センター
è11/11㊎17時までに専用フォーム（QR
コード）で。電話・ファクスも可。ε
産業振興課☎922-0839Ü922-3406

ソープフラワーアレンジメント
体験教室

　11/14㊊14時～16時。会場は瀬崎コ
ミセン。定員12人。材料費1000円。は
さみ（花用・あれば針金用）、持ち帰
り用袋持参。è10/21㊎10時から同館
へ。☎Ü924-5300

漫画家・コラムニストの
田房永子さんが親子の
距離の取り方を講演

　11/23㊗13時30分～
15時30分。会場は草加
市文化会館。草加市男
女共同参画フォーラム
の講演会。演題「母の
ことがしんどかった私

記念体育館、市民体育館、
吉町テニスコート、そうか公園

在宅療養虎の巻講座
認知症講演会

　認知症があっても自分らしく生きる
ために、今からできることを考えてみ
ませんか。
■日時　11/26㊏13時30分～16時
■会場　中央公民館
■内容　第1部「？人に1人が認知症時
代！今からできる認知症予防」。講師
：神谷医院神谷達司院長。第2部「認
知症を知り　ともに生きる」。講師：
愛の家グループホーム草加谷塚高橋規
子ホーム長
■定員　200人
è10/21㊎～11/4㊎に電話で長寿支援
課へ。専用フォーム（QR
コード）からも可。☎922-
2862Ü922-3279

子ども教育連携教員
（会計年度任用職員）

　勤務は令和5年3/31までの㊊～㊎8時
30分～17時のうち7時間45分（長期休
業中を含む）。場所は小・中学校。教
科指導、幼保小中の連絡調整ほか。中
学校教員数学科免許状所有者対象。募
集は若干名。月給22万5568円。社会保
険、交通費等有。è電話で子ども教育
連携推進室へ。☎922-3494Ü928-1178

そうか市民大学後期講座
「まちの匠～作る・皮革講座
～中・上級コース」

　12/10㊏、17㊏の13時15分～16時30
分。会場は草加市文化会館。皮革講座
初級コース修了者対象。定員15人。参
加費9000円。講師は市内皮革制作会社
の茂垣隆生氏、中野重美氏、佐々木勇

「初めての暗闇ズンバ」体験教室

　11/6㊐・13㊐11時30分～12時30分。
全2回。会場は高砂コミセン。定員30
人。室内靴持参。è10/21㊎10時から
同館へ。☎Ü920-3066 演劇fair in そうか

　11/5㊏13時25分～17時10分、6㊐12
時35分～16時45分。会場は中央公民館。
出場は高校演劇部6校。ε草加市青少
年健全育成市民会議事務局（子ども育
成課内）☎928-6421Ü928-9632

0歳からの
ハープコンサート

生涯学習体験講座

　11/14㊊①10時30分～11時。②11時
45分～12時15分。会場は子育て支援セ
ンター。定員各12組（親子1組3人ま
で）。è10/24㊊10時から申込フォー
ム（QRコード）で。10/25㊋9時から電
話も可。ε草加市文化会館☎931-9325
Ü936-4690

であいの森

　11/5㊏～6㊐。電気設備点検・館内
消毒のため、臨時休館します。εであ
いの森☎936-2791Ü936-2792

　11/7㊊は施設整備のため休館します。
なお、そうか公園はトイレ・水道・ド
ッグランも利用できません。ε（体育
館・テニスコート）草加市スポーツ協
会☎928-6361Ü922-1513、（そうか公
園）みどり公園課☎922-1973Ü922-31
45

すまいる広場～介護予防～

高年者向け

　11/2㊌・18㊎…簡単なタオル体操。
タオル持参。11/8㊋・21㊊…生活力を
高めよう。いずれも10時～10時30分。
会場はであいの森。60歳以上対象。ε
同館☎936-2791Ü936-2792

軍手人形～来年の干支卯を作ろう～

　11/24㊍①10時15分～12時、②13時
30分～15時15分。会場はふれあいの里。
60歳以上対象。定員各10人。参加費
700円。糸切はさみ、あればピンセッ
ト持参。è10/25㊋10時から電話で同
館へ。☎920-6222Ü920-6251

　11/22㊋10時～11時30分。会場は草
加市文化会館。孫と信頼関係を築く話
の聞き方を学ぶ。定員10人
■女性のための美姿勢体操　11/30、
12/7、14の㊌10時～11時30分。会場は
川柳文化センター。講義と実技。定員
10人
■年末の片づけ講座　12/2㊎「親子の
片付け」。会場は草加市文化会館。子
どもへの声のかけ方ほか。12/8㊍「基
本の片づけ」。会場は中央図書館。整
理・収納、冷蔵庫整理と食品ロスを防
ぐ食材備蓄ほか。いずれも10時～11時
30分。定員30人
■天然アロマ香水とルームスプレー作
り　12/6㊋10時～11時30分。会場は新
里文化センター。定員15人。材料費15
00円
è開催日の3日前までに生涯学習課へ。
☎922-2819Ü922-3498

れきみん体験教室

子ども・親子向け

　11/23㊗13時～16時40分。会場は草
加市文化会館。映画「おらおらでひと
りいぐも」、one difference & sio'nのラ
イブ・コンサート。料金1100円、小中
高校生600円（未就学児入場不可）。
è当日11時から直接会場へ。ε同館☎
931-9325Ü936-4690

■昔の道具を使ってみよう　11/3㊗10
時～12時。千歯こきの脱穀体験、けん
玉と竹とんぼを使った昔の遊び
■まが玉作り　11/13㊐10時～12時。
材料費250円
　いずれも会場は歴史民俗資料館。小
学生（保護者同伴）対象。定員各10人。
è10/21㊎から同館へ。☎922-0402Ü
922-1117

特別上映会＆ライブ・コンサート

パパと楽しむクリスマス工作

　11/27㊐10時30分～12時。会場は中
央公民館。クリスマスツリーやサンタ
の飾りを作ります。3歳以上の未就学
児と保護者対象。定員12組。è10/21
㊎9時30分から男女共同参画さわやか
サロンへ。☎931-9325○内50Ü936-4690○内

太氏。本革のトートバッグを作ります。
è10/21㊎から住所・氏名・年齢・電
話番号を生涯学習課へ。ファクスも可。
☎922-2819Ü922-3498

～親子のじょうずな距離のとり方～」。
過干渉の苦しさから心を回復させた体
験を漫画家でコラムニストの田房永子
氏が講演。定員40人。保育あり（1歳
～未就学児対象）。è11/7㊊（必着）ま
でに、はがきに氏名（ふりがな）・住所
・電話番号・保育の有無・手話通訳希
望の有無を記入し〒340-8550人権共生
課へ。ファクス、メール（QRコード）
も可。1通2人まで（同伴者氏名を明
記）。☎922-0825Ü927-4955

田房永子氏

　リサイクル本の配布　期間中随時
配布　3階「もちっこ文庫」で

　読書週間「お楽しみ袋」　10/27㊍
～11/2㊌、11/3㊗～9㊌。年齢別の
図書3冊セット。定数　0～2歳・小
学5～6年生　各回10袋、3
～5歳・小学1～2年生・小
学3～4年生　各回15袋　

　「おしいれのぼうけん」でたどる
絵本の魅力展　10/26㊌～11/14㊊　
絵本『おしいれのぼうけん』（古田
足日作・田畑精一絵）の複製画、子
ども読書活動推進の取り組み紹介

　読書で子育て講演会「絵本や紙芝
居で広がる世界」　11/5㊏14時～16
時。講師は㈱童心社前社長の田中正
美氏。家庭や地域で読書の楽しさや
子どもに与える影響等。オンライン
（Zoom）も可。小学生までの保護者、
子育てに関心のある人対象。定員会
場35人、オンライン30
人。è10/21㊎9時から同
館HP（QRコード）で

　大人映画会　11/13㊐14時～15時
40分　「アルジャーノンに花束を」
　成人対象　定員30人　è10/21㊎
13時から電話で（1組3人まで）

　埼玉県文芸・文学・文化賞受賞者紹
介展　11/16㊌～12/12㊊　市ゆかりの
埼玉県文芸・文学・文化賞受賞
者7人の作品と人物紹介

　絵本の読み聞かせと紙芝居　㊌15時
30分～16時（0～3歳と保護者対象）、
㊎11時～11時30分（乳幼児と保護者対
象）、㊏㊐14時30分～15時（幼児（保
護者同伴）～小学生対象）、11/20㊐
11時～11時30分（小学生対象）　定員
各6組（当日先着順）

秋の図書館フェア　10/26㊌～11/21㊊　ε中央図書館☎946-3000Ü944-3800

西町・川柳
・高砂小 

■地域開放型図書室（予約本の受け取り可）
㊐10時～16時
（年末年始・蔵書点検日を除く）

④ 2022年10月20日号 広報「そうか」情報コーナー「すとりーと」

ミニ情報、みんなの健康、となりまちは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。



定員のあるものは10/21㊎
10時から各館へ申し込みを

谷塚文化センター ☎928-6271

わくわくタウン松原 ☎941-2905

新栄児童センター ☎942-9876

住吉児童館 ☎928-5736

氷川児童センター ☎928-2341

☎925-1856谷塚児童センター

定員のあるものは10/21㊎
8時30分から各館へ申し込みを

5922-3274

5925-0152

▼LINEいろいろ活用教室　11/6㊐14
時～16時　講師は和田智獨協大教授ほ
か　成人対象　定員20人　　
▼家庭教育学級「親子料理教室」　11/
14㊊14時～16時　県民の日メニュー
（せんべいから揚げ・小松菜餃子ほ
か）小学生と保護者対象　定員6組　
参加費1家族300円　　  
▼すくすくクラブ　11/25㊎10時～10
時40分、11時～11時40分　大型絵本
・手遊び他　0～3歳と保護者対象　定
員各7組

市立病院で停電を伴う法定点検

　10/29㊏・30㊐、11/6㊐8時30分～14
時。自家用電気工作物の法定点検を実
施します。点検は、停電を伴うため照
明の使用やレントゲン撮影、検査等を
制限します。ε市立病院施設管理課☎
946-2200Ü946-2211

▼毛糸の帽子マスコット　10/31㊊～
11/11㊎15時～　会場は㊊㊎中央図書

館、㊌㊍コンフォール松原19号棟　小
学生対象　定員各5人　è10/24㊊13時
から電話で同館へ  
▼ピヨピヨ広場　11/8～29の㊋10時～
11時45分　会場はコンフォール松原19
号棟　親子のフリースペース・親子遊
び　令和3年4/2以降生まれ　定員各10
人　希望日1週間前の㊋13時から電話
で同館へ  
▼CDケースで作るX'masステンドグ
ラス　11/16㊌～25㊎（22㊋を除く）
15時～　会場は㊊㊎中央図書館、㊌㊍
コンフォール松原19号棟　小学生対象
　定員各5人　è11/7㊊13時から電話
で同館へ　  
▼おもちゃ病院　11/18㊎13時30分～
15時　会場は子育て支援センター　お
もちゃの無料修理　部品代実費　1人2
点まで  
▼初めての誕生会　11/29㊋13時～　
会場はコンフォール松原19号棟　令和
3年11月生まれ対象　定員10人　è11/
1㊋10時から電話で同館へ　  

  
▼ハロウィン工作　10/25㊋・27㊍15
時30分～　小学生対象  
▼ママのためのリラクシングヨガ　
11/5㊏10時30分～11時15分　定員6人
▼おもちゃ病院　11/11㊎10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費
1人2点まで

▼こぶたのしっぽ　11/2㊌11時～　パ
ネルシアター　乳幼児と保護者対象　
10組　
▼ふれあいグラウンド・ゴルフ　11/5
㊏10時30分～（雨天中止）　小学生～
高年者対象　
▼読み聞かせバンビ　11/7㊊・21㊊11
時～　読み聞かせ・わらべ歌　乳幼児
と保護者対象　定員各10組　 

　3/28～9/30に寄せられた善意です
（敬称略）
≪福祉に関する事業へ≫
▼15万円　ライキ株式会社
≪子育てに関する事業へ≫
▼300万円　株式会社サンベルクス　
▼15万円　ライキ株式会社　▼4万20
52円　埼玉土建一般労働組合草加支部
≪緑化保全に関する事業へ≫
▼18万4416円　株式会社ダイエー
≪被災者支援に関する事業へ≫
▼5万円　草加モラロジー事務所　▼3
万円　草加測量・設計・調査技術研究会
≪ウクライナ避難民支援に関する事業
へ≫
▼27万377円　吉町連絡協議会　▼21
万616円　柳島町会　▼18万8748円　
ねずみの森混声合唱団　▼2万2000円
　日本折紙協会草加・越谷支部
≪指定なし≫
▼63万9500円　明治安田生命保険相互
会社越谷支社　▼10万円　国際ロータ
リー第2770地区第9グループ
ε財政課☎922-0761Ü922-1547

▼グリーンコンシューマー講座「エコ
工作」　11/9㊌15時30分～　廃材で工
作をし環境を学ぶ　小学生対象　定員
10人　  
▼ドッジボール大会　11/15㊋15時30
分～…小学1年生対象・16時～…小学2
年生対象、11/16㊌15時45分～…小学3
～6年生対象　定員各学年20人　
▼おもちゃ病院　11/19㊏13時30分～
15時　おもちゃの無料修理　部品代実
費　1人2点まで

▼ハロウィンの箱作り　10/29㊏13時
30分～、14時30分～　かぼちゃの形の
手さげ箱　小学生～18歳対象　定員各
6人
▼ママ防災　11/2㊌10時30分～11時30
分　災害時に役立つ防災バッグの作り
方を防災士のママから学ぶ　保護者対
象（子の同伴可）　定員15組
▼おもちゃ病院　11/4㊎13時30分～15
時　おもちゃの修理　部品代実費　1
人2点まで　  
▼みんなで楽しく！レッツダンス　
11/6㊐14時～14時45分…小学1～3年生
対象、15時～15時45分…小学4～6年
生対象　定員各10人
▼おもちゃばこ・ONLINE　11/9～30
（23㊗を除く）の㊌13時15分～13時
45分　乳幼児と保護者に向けたオンラ
イン交流の場　1～3歳と保護者対象
▼ママヨガ　11/11㊎10時30分～11時
10分・22㊋13時30分～14時10分　0～
3歳と保護者対象　定員各6人
▼みなクル工房「ビー玉万華鏡」　
11/12㊏13時30分～15時30分　小学生
～18歳対象　定員20人
▼パパとアスレチック　11/13㊐・27
㊐10時～12時　1～3歳と保護者対象　
定員8組　
▼外でとばしてみよう　11/14㊊14時
～　紙飛行機・竹とんぼほか　幼児

（保護者同伴）～18歳対象 
▼パパと遊ぼう「鉄棒」　11/19㊏ 10
時30分～11時30分　3歳～未就学児と
保護者対象　定員8組　  
▼ひ革工房「しおりづくり」　11/19
㊏13時30分～15時30分　小学生～18
歳対象　定員20人　　  
  

▼おもちゃ病院　10/27㊍13時30分～
15時　おもちゃの無料修理　部品代実
費　1人2点まで  
▼どんぐり工作　11/11㊎・25㊎14時
45分～15時30分　3歳以上の幼児と保
護者対象　定員各5組、11/20㊐・26㊏
14時～　小学生対象　定員各5人　
▼脳トレボードゲーム「ウボンゴ」　
11/12㊏14時～　小学生対象　定員4人
▼ママのためのリフレッシュヨガ　
11/19㊏10時15分～　定員15人
▼ともだち文庫の「おはなしポケッ
ト」　11/21㊊11時～　読み聞かせ・
わらべ唄　乳幼児と保護者対象　定員
15組　　 

・「友だち追加」ボタンをクリック
し「追加」する。
・QRコードを読み取り
「追加」する。
・ID（@city_soka）を検索
し追加する。

市から情報が自動で届く！
「お知らせメール」登録を

こんな情報が届きます

❶「t-soka@sg-m.jp」へ件名
や本文を空白の
ままメールを送
る（QRコード
からも可）。

❷届いたメールに記載された
アドレスへアクセス。

❸取得したい情報を選択して
登録完了。

　LINEアプリをインストールしてい
ることを確認し、次のいずれかの方
法で「友だち追加」をしてください。

・災害・気象等　・新型コロナウイルス感染症　・交通安全・防犯
・行政情報　・イベント　・子育て　・健康・福祉　・障がい福祉

登録方法
メールで
受け取りたい人

LINEで
受け取りたい人

　市からの行政情報や、災害・気象等の情報等をお知らせメールやLINEで発
信しています。いざという時などに備えて市からの情報をスムーズに入手が
できるよう、事前に登録しておくと安心です。

何を見たら
いいか

迷っちゃう～

スマホに
自動配信で
届くから
情報収集が
楽々♪

ε広報課☎922-0549Ü922-3041
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公共施設での市民の自主的なサークル活動
を紹介しています。交渉は当事者間で。市
は関与しません。掲載依頼は指定の用紙で。

中央公民館 ☎922-5344

新里文化センター ☎927-3362

柿木公民館 ☎931-3117

新田西文化センター ☎942-0778

■草加ハーモニカ同好会　第1～3㊊10
時～13時　であいの森で　ハーモニカ
の練習　入会金500円　月額500円　ε
中村☎070-8487-4122
■放課後テニスクラブ（硬式テニス）
　㊋㊎17時～19時　そうか公園テニス
コートで　小学3年生～中学生対象　
年額800円（保険料）　月額5000円　
ε下林☎090-6537-9340
■ウクレレ・リーフクラブ　第2・4㊊
13時30分～　高砂コミセンで　癒しの
音ウクレレを弾きましょう　初心者対
象　楽器貸し出し有　月額3500円　体
験2回1000円　ε島田☎090-7428-1604
■みんなの心のうたゆりかご（童謡）
　月2回㊎9時45分～11時45分　草加
市文化会館で　ピアノ伴奏で歌う　ど
なたでも可　入会金1300円　月額1000
円　ε山崎☎090-5757-5164

▼SKT吹矢体験講座　11/2～16の㊌14
時～　全3回　成人対象　定員20人　
参加費500円　
▼おいも掘りごっこ　11/4㊎10時～10
時45分…0～1歳6か月と保護者対象、
11時～11時45分…1歳7か月と保護者
対象　工作他　定員各回6組　参加費
子ども1人100円　
▼県民の日事業「まるごとアート体験
子どもの城」　11/13㊐10時～15時　
昔遊び、パタパタペンギン人形作り
（定員20人、材料費700円）ほか　小学
生（小学3年生以下は保護者同伴）対象
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
11/16㊌10時～10時40分…0～1歳6か
月対象と保護者対象、11時～11時40分
…1歳7か月～3歳と保護者対象　大型
絵本・簡単工作他　定員各回5組　　
▼にじいろタイム　11/18㊎11時～12
時　わらべ唄・読み聞かせ他　0歳～
未就園児と保護者対象　定員10組　
▼マタニティー「だっこままぎゅっ」
　11/18㊎13時30分～　胎教・仲間作
り　初妊婦対象　定員10人　
▼人権講座　11/19㊏13時～15時　映
画上映「ツヒノスミカ」 定員200人　
▼スポーツウエルネス吹矢体験　11/
19㊏10時～12時　小・中学生対象　定
員20人
▼文学講座「奥の細道」　12/8・15、
令和5年1/5～26の㊍14時～16時　全6
回　定員40人　　　

▼ロビー展　10/25㊋～11/6㊐…日本
郵趣協会切手展　11/10㊍～15㊋…パ
ッチワークキルト・カトレア作品展
▼日本語教室　11/4～25の㊎10時～12
時　外国籍市民対象
▼おはなしの広場　11/11㊎・25㊎10
時30分～11時15分　手遊び・紙芝居他
　乳幼児と保護者対象　定員各10組
（当日先着順）　　　 
▼県民の日子ども体験教室「親子で木
材で作るテーブルホッケーゲーム
盤」　11/14㊊14時～16時　小学生と
保護者対象　定員6組　参加費800円
▼おもちゃ病院　11/18㊎10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで　  

▼おはなしの時間　10/26㊌、11/16㊌
10時30分～11時　読み聞かせ・手遊び
他　乳幼児と保護者対象
▼柿木の芸術家たち展　11/5㊏～24㊍
　陶芸・星空写真などの展示　　　　
▼かきのきみんなde発表会　11/5㊏
・6㊐10時～15時　同館で活動する団
体の成果発表
▼おもちゃの病院　11/14㊊10時～12
時　おもちゃの無料修理　部品代実費
　1人2点まで
▼柿木町文学散歩　11/23㊗9時30分集

合、12時解散　柿木町の歴史と文学を
学ぶ　小学5年生以上対象　定員20人
▼今から取り組もう！防災講座　11/
28～12/12の㊊14時～15時30分　全3
回　定員20人　
▼韓国家庭のキムチ作り　11/29㊋9時
30分～13時　白菜・大根のキムチ作り
　定員12人　参加費800円　
▼しめ飾り作り　12/14㊌10時～12時
　定員15人　参加費1500円　 
▼初めてのスマートフォン教室　12/
15㊍14時～16時　成人対象　定員20
人

▼美文字マスター講座　11/1㊋10時～
11時30分　成人対象　定員12人　参加
費300円　
▼すくすくクラブ　11/10㊍10時～10
時40分…0～1歳6か月と保護者対象、
11時～11時40分…1歳7か月～3歳と保
護者　工作・読み聞かせ　定員各回10
人
▼押し花絵教室　11/11㊎10時～12時
　クリスマスリースのデザイン　定員
8人　参加費1800円 
▼草加の野菜DEあったかボルシチ　
11/17㊍10時～12時　定員16人　参加
費1000円　
▼のびのび広場　11/18㊎10時～11時
　季節のイベント・読み聞かせ他　乳
幼児と保護者対象　
▼うたごえひろば　11/18㊎10時～12
時　定員40人（当日先着順）　参加費
100円
▼「睡眠」と「健康」の知恵袋講座　
11/22㊋10時～12時　睡眠についての
正しい知識ほか　定員20人  
▼おもちゃの病院　11/25㊎10時～12
時　おもちゃの修理　部品代実費　1
人2点まで　  
▼ふたりのおもしろクラウンショー　
11/26㊏13時30分～16時　筆ペンお絵
かき・紙すきほか　定員80人（当日先
着順）　参加費18歳以上1000円

　11/3㊗8時30分～13時　自家用電気
工作物点検による停電のため休館しま
す
▼ママといっしょにおはなし会　10/
24㊊10時30分～11時　読み聞かせ・
手遊び
▼秋の親子星空教室　11/4㊎18時～20
時　星空観察と秋の星座と惑星などの
スライド上映　小学生（保護者同伴）
対象　定員18組　　
▼百人一首体験教室　11/5㊏10時～11
時30分　小学生対象　定員20人
▼外国籍市民のための日本語教室　
11/5～19の㊏10時～12時
▼葉物野菜とコンパニオンプランツの
共生栽培　11/5㊏13時30分～15時30分
　プランターでの栽培方法学習・雑草
液肥作り　成人対象　定員16人　参加
費500円（用土、種等）　

川柳文化センター ☎936-4088

▼ホッとひと息「子育てサロン」　
11/7㊊10時～10時40分…0～1歳6か月
と保護者対象、11時～11時40分…1歳
7か月～3歳と保護者対象　工作・手遊
び他　定員各回12人　
▼おもちゃ病院　11/7㊊10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代は実費　
1人2点まで　
▼元教員が教える中学生のための英語
　11/7～28の㊊　16時～17時…中学1
・2年生対象・17時～18時…中学3年生
対象
▼スマホのカメラ教室　11/11㊎10時
～12時　iPhone、13時30分～15時30分
　Android　いずれもスマートフォン
を持っている成人対象　定員20人
▼アート体験あそびの広場　11/12㊏
14時～16時　プラレール・紙コップタ
ワー工作他　幼児（保護者同伴）～小
学生対象　定員30人　  
▼県民の日「苔の観察とテラリウム作
り」　11/14㊊13時30分～15時30分　
小学3年生～高校生対象　定員8人　参
加費300円　
▼放課後クラブ　11/15㊋16時30分～
17時30分…スポーツウエルネス吹矢、
11/21㊊16時～17時…将棋　小学生対
象（保護者同伴） 
▼筆文字アートで年賀状講座　11/24
㊍10時～11時30分　絵手紙風年賀状作
り　成人対象　定員15人　参加費500円
▼ボッチャ体験会　12/3㊏10時～11時
30分　ルールの説明・試合　小学生以
上対象　定員15人（障がいのある人の
参加歓迎）　参加費100円　
▼大人のためのコンサート～午後のひ
と時をジャズの音色で～　12/4㊐13時
30分～15時10分　「ムーンライトセレ
ナーデ」「黒いオルフェ」ほか　定員
80人
▼干支（卯）の木目込み人形作り　12/7
㊌9時30分～16時　成人対象　定員10
人　参加費2500円　

■柳和茶道クラブ（裏千家）　第1・3㊋
10時～13時　川柳文化センターで　入
会お待ちしております　入会金1000円
　月額3000円　ε小橋☎090-5426-0829
■埼玉県生態系保護協会草加八潮支部
　第1㊐9時～11時ほか　あやせ新栄ビ
オトープほかで　身近な自然観察と保
護活動や保全活動　入会金500円　年
会費2000円　ε菅☎942-0036
■新田平成塾宗照会（茶道裏千家）　
第1・3㊋10時～12時　新田小で　お茶
の稽古を通じて日本の和の文化を楽し
みましょう　月額3000円　ε秋元☎09
0-3233-3615
■KEI（ケイ）ストレッチクラブ　第1
・2・3㊎9時30分～11時　柿木公民館
で　講師指導　年齢不問　体験（無
料）歓迎　入会金1000円　月額1500
円　ε木村☎090-4241-1878
■草加松原ノルディックウオーキング
　㊊9時30分～10時30分　草加松原遊
歩道ハープ橋脇集合　ポールを使った
ウオーキング　高年者・初心者歓迎　
ε酒井☎944-5572
■ボーイスカウト草加第3団　㊏また
は㊐　川柳文化センターほかで　野外
料理・ハイキングなど子ども達の成長
活動　指導員も募集中　入会金5000円
　月額3000円　ε宮森☎936-1509
■草加平成塾健康体操の会フレンド　
第1・3㊎10時～11時30分　草加小で
　楽しく体力作りしてみませんか　見
学可　入会金1000円　月額1000円　
ε石川☎928-0383
■芙蓉会（茶道裏千家）　月1回㊍9時
～13時　ふれあいの里で　静寂なひと
時を楽しみませんか　椅子でも可　見
学可　入会金1000円　月額1000円　ε
小山☎090-9148-3538　
■おはなしちいさな森　第3㊍10時30
分～12時　中央図書館で　ストーリテ
リングの会　子ども達にお話を語って
みませんか　見学お待ちしています　
ε浅井☎924-4535
■書道サークル明道　第2・4㊋13時～
15時　中央公民館で　見学自由　月額
2100円　ε大浦☎924-5485
■ことばの国際交流サークル　㊐10時
～12時　新田ミニコミセンで　外国人
とふれあい日本語を教えてみませんか
　外国語知識や資格は不要です　ε高
橋☎070-2150-7631
■スマホサークル　月1～2回11時15分
～12時45分　新田西文化センターで　
60歳以上対象　スマホ初心者が楽しく
学んでいます　1回500円　ε山崎☎
080-7734-7049
■朋友会（中国語）　㊐10時～12時　
中央公民館で　初・中・上・高級　研
究の5クラス　講師は高学歴の中国人
女性講師と日本人大学准教授　3か月
（12回）9000円　ε薄井☎928-1287
■若木（生田流）　第1・3㊋13時～15
時　勤労青少年ホームで　初心者、楽
器をお持ちでない人もどうぞ　月額
3000円　ε島根☎922-3641
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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
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ＱＲコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

㊊～㊎9時30分～16時…消費生活センター（勤労
福祉会館内）☎941-6111（消費労政係）

ä第2㊌19時～21時…勤労青少年ホーム☎928-5550

ä専門相談員が担当　㊊～㊎10時～16時…配偶者
暴力相談支援センター☎922-35625927-4955（人
権共生課）

㊊～㊎（第3㊌を除く）8時30分～17時（ä他日時
は希望日1週間前まで）…市民活動センター☎920-
3580
第2㊍13時30分～16時30分…草加市社会福祉協議
会／☎048-263-07815048-261-2626（関東信越税
理士会川口支部）

㊊～㊏9時～16時30分…保育ステーション☎920-
1120

育児電話相談（0歳～未就学
児の育児全般）

保育ステーション育児相談
（電話・来所）

10/26㊌13時～16時...柳島コミセン☎922-0825（人権
共生課）／㊊～㊎8時30分～17時15分...みんなの人権
110番☎0570-003-110

人権相談
（夫婦・親族・近所など）

助産師・保健師などが担当　㊊～㊎8時30分～17
時…保健センター☎922-0204・☎922-0200

にんしん出産相談室ぽかぽか
（妊娠・出産に関する相談）

消費生活相談（電話）

青少年のカウンセリング
（仕事・恋愛・人間関係等）

市民活動相談（団体の会則
作成補助・助成金の活用等）

市民税務・経営相談
（前日12時までにä・来所）

配偶者等からの暴力相談

保健師・管理栄養士が担当　㊊～㊎8時30分～17時
…保健センター☎927-1929・☎922-0200※㊋9時30
分～12時は各保育園でも育児電話相談を開設

子育て支援コーディネーターが担当　10時～12時
10/27㊍、11/10㊍...谷塚児童センター☎925-1856
11/2㊌・17㊍...新栄児童センター☎942-9876
11/10㊍...住吉児童館☎928-5736

すこやか相談会
（子育て相談・情報提供）

その他

家庭児童相談員などが担当　㊊～㊎8時30分～17時
…子育て支援センター☎944-0621

総合相談センター
（電話・来所）

㊊…市民相談室／㊍…勤労福祉会館／いずれも10時
～12時、13時～15時　☎941-6111（消費労政係）
ä㊊㊌㊎10時～16時…勤労福祉会館☎049-265-5844
（セカンドキャリアセンター）

内職相談

就職相談

女性の生き方なんでも
相談

ボランティア相談
（電話・来所）

㊊～㊎8時30分～17時15分…草加市社会福祉協議会ボ
ランティアセンター☎932-67725932-6779
㊊～㊏9時～17時…新田西部☎946-05205946-0523／新
田東部☎932-67755932-6779／草加川柳☎932-700759
31-0993／草加安行☎921-21215928-8989／草加西部☎
946-70305942-7582／草加東部・草加稲荷☎959-9133
5922-3801／谷塚西部☎929-00145929-5222／谷塚中
央・谷塚東部☎929-36135933-9380

地域包括支援センター
（高年者のこと全般）

弁護士による法律相談
（裁判・離婚・相続・多重債務など）

女性の法律相談（裁判・離婚など）

司法書士による相談（相続・登記など）

行政書士による相談（相続・外国人在留
帰化・金銭貸借等の書類作成など）

ä㊋㊌、第1・4㊎13時20分～16時20分

ä第2㊍13時20分～16時20分
ä第1㊍・3㊎9時～12時

税務相談 ä第3㊎13時30分～16時30分
行政相談（国の仕事に関する意見・要望）第2㊎13時30分～16時

ä第4㊍9時～12時

くらしの法律総合相談（税・労働・年金・
住宅・不動産・マンション・特許など） ä第3㊍13時30分～15時30分…高砂コミセン

働く

女性の生き方

福祉・介護

ä㊍、第1㊏11時～16時…草加市文化会館 ☎931-9325○内
50（さわやかサロン）

◇会場の指定がない場合は市民相談室◇予約は広聴相談課☎922-05665922-3173法律・行政

相　談　案　内
10/21㊎～11/20㊐
（㊗㊡を除く）
相談は無料 　 は要予約
電話のかけ間違いに注意してください。

ä

㈲東洋開発
㈲やまと水道
㈲東洋開発
萬設備
正木設備㈱

両新田西町246
氷川町429-4
両新田西町246
長栄1-779-1-R1
栄町3-9-30

☎928-5520
☎927-8519
☎928-5520
☎942-1200
☎931-3933

10/22㊏
23㊐
29㊏
30㊐

11/  3㊗

㊏㊐㊗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 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

■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

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）。

中田医院
9時～12時・14時～17時

中央2-16-43
☎922-2111
院内処方

草加西部クリニック
9時～12時・14時～17時

両新田西町456
☎928-3301

内田歯科医院
16時～19時

両新田西町446-1
☎927-4390

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

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

石井外科医院
9時～12時・14時～17時

氷川町928
☎925-4255

リボン薬局☎959-9386

内
科

外
科
・
午
前

外
科
・
午
後

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

外
科
・
午
後

10/23㊐ 10/30㊐

内
科

外
科

歯
科

柳島クリニック
9時～12時・14時～17時

柳島町650
☎927-7911

ウエルシア☎920-1914

11/3㊗

内
科

外
科
・
午
前

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。

受診時は、必ず事前に電話連絡を。!

休日等上水道工事店



　草加マルイ1階に「草加市観光案内所」がオ
ープンしました。この日は開所式とオープニン
グイベントが行われ、抽選会はすぐに整理券が

なくなるほどの盛
況でした。今後は
イベントの案内や、「まち歩きガイ
ド」の受け付けなどを行い、市内の観
光、産業、歴史文化の情報を発信して
いきます。

　中央図書館で開催。講演会では、ICAN国際運
営委員の川崎哲氏が核兵器を取り巻く世界の動き
を解説。「世界の安定が核保有国の脅しあいで成
り立つことは、核兵器を使用していることと同
じ。世界中の核兵器を無くすためには、各国一丸
となった取り組みが必要」と警鐘を鳴らしまし
た。講演に先立ち、平和大使として広島市へ派遣

された中学生4人の感想文の朗読が行われ、平和の尊さを考える機
会となりました。4人の感想文は市HPに掲載しています。

　市内の文化団体が作品の展示、舞台公演を行う総合芸術祭。テー
マは「黎明 ～月と太陽の間～」。
■日時　11月3日㈷
　展示・呈茶：午前10時～午後4時　舞台：午後1時30分～3時30分
■会場　草加市文化会館
ω呈茶と舞台の入場整理券を10月21日㈮午前9時から同館で配布。

　634本の松にわらで編んだこもを巻く、
年に一度の草加松原の冬の風物詩「松のこ
も巻き」を行います。
■日時　11月7日㈪午前8時30分から

（荒天時は11月8日㈫に順延）
■場所　草加松原遊歩道

（外かく環状道路側から開始）

　庭先販売所や直売所で販売する草加産の野菜
に貼られたシールを7枚集め、参加店舗や都市
農業振興課で配布する台紙に貼って応募する
と、抽選で240人に野菜の詰め合わせなどが当
たります。シール配布は12月28日
㈬まで。参加店舗・賞品等は市
HP（QRコード）で確認してくだ
さい。

　講師は福祉分野で多数のプロジェクトに携わる澤田智洋氏。障が
いのある人もない人も同じフィールドに立ち、「楽しさ」や「嬉し
さ」をシェアすることができる。そういった事例に触れながら、社
会を変えるアイデアを一緒に考えてみませんか。
■日時　11月19日㈯午後1時30分～3時30分
■会場　紅藤カナダビル　■定員　50人
ω11月14日㈪までに市HP（QRコード）または、障が
い福祉課で配布する申請用紙を同課へ。

10月かどまちごとでき

草加市防犯NEWS

問草加市観光協会事務局（文化観光課内）
☎922-2403Ü922-3406

問障がい福祉課☎922-1436Ü922-1153

問草加市文化会館☎931-9325Ü936-4690

あなたにもできる!様々な対策
刑法犯認知件数の中で、大きな割合
を占めるのが窃盗です。その中でも
最も件数が多いのが自転車盗です。

市内でも被害件数が増加傾向にあります。

自転車盗 短時間でも！
しっかりカギを
かけよう

駐輪場に
置こう！

二重ロック

防犯ライト

防犯登録を
しよう

砂利を
敷く

じゃり

令和3年(1～8月)

令和4年(1～8月)

240件
　  329件

令和3年(1～8月)

令和4年(1～8月)

64件
　　 146件

市内では、侵入盗被害件数が急増し
ています。

　市内の犯罪の発生個所が一目で分かる「草加市安全安
心マップ」をくらし安全課ほかで配布中！

侵入盗

不
用
意
に
停
め
て

し
ま
う
と…

！

泥
棒
は
在
宅
中
で
も

入
っ
て
き
ま
す
！

#庭先販売
#鮮度
#フードマイレージ文化の広場2022 あつまれ

やさいの森3

澤田智洋氏　「世界ゆるスポーツ協会」代表
　1981年生まれ。2015年に誰もが楽しめる新しいスポーツを
開発する「世界ゆるスポーツ協会」を設立。また、一般社団法人
「障害攻略課」理事として、福祉領域におけるビジネスも多数
プロデュース。

松のこも巻き

ゆる福祉のススメ
～平熱で続ける脱力系社会活動～

福祉+プラスのまちづくり講演会

問くらし安全課☎922-3607　草加警察署☎943-0110

窃盗事件が急増中!!!

草加マルイに市観光案内所がオープン1日 ～核兵器のない世界へ～平和の日講演会1日

問都市農業振興課☎922-0842Ü922-3406

被
害
件
数

被
害
件
数

89件増!

2倍以上!

広報「そうか」⑧ イベント情報　できごとまちかど2022年10月20日号

市の人口　令和4年10月1日現在　25万1132人（男12万6650人・女12万4482人）/前月比106人増/世帯数12万2986世帯
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