
問福祉政策課
　☎922-12345922-10665

避難行動要支援者名簿

折り込んである「市議会だより」は、抜いて読んでください。

災害時と平常時の名簿登録情報の活用イメージ
緊急連絡先や体の状態などの登録情報を避難支援等関係者（消防・警察等）に共有して、避難支援などに活用します。

※優先的な救助を保証
　するものではありません。

　名簿に登録した個人情報を避難支援等関係者に提供
することに同意をした人のみ、草加市民生委員・児童
委員協議会等が見守りに活用します。

　　　　　害はいつ、
　　どのように起こるか
　わかりません。
名簿登録の有無にかか
わらず、日頃から地域の
関係作りや避難訓練
に参加するなど、
「備え」が重要です。

市役所

避難支援等関係者
○草加市民生委員・児童委員協議会
○草加市社会福祉協議会
○地域包括支援センター

避難支援等関係者
○消防機関　○警察
○自衛隊

救助※

避難行動要支援者

情報伝達

登録情報提供登録情報提供

災害時 平常時

災

「災害安全めいぼ」封筒は誰に届く？

以下の場合は、福祉政策課へ連絡を。
●送付対象者に該当するが、12月になっても書類が届かない人。
●8月31日以降に転入し、送付対象者に該当する人。
●過去に書類が届いたが、返送していない人。
●返送したか分からない人。

8月30日時点で、①または②に該当する人
①市の住民基本台帳に登録され、在宅かつ世帯
　員全員が次のいずれかに該当
　  ●要介護3以上の人　　　　　　　　
　  ●身体障害者手帳1～3級を所持している人
　   （障がい部位が全て上肢のみは除く）
     ●療育手帳Ⓐ・A・Bを所持している人
　  ●精神障害者保健福祉手帳1・2級を所持している人

②特別障害者手当の受給資格認定を受けた人

災害時に
自力で

の避難が
難しい

人のため
の

「災害安全めいぼ」封筒が届いたら

をお願いします。
開けて確認 記入・返送

送付対象者へ
11月上旬に
封筒を発送

送付対象者へ
11月上旬に
封筒を発送

A

「災害安全めいぼ」
ってなんですか？

Q

自力での避難が難しい人を
速やかな避難支援等へ
つなぐものです。

A

広報「そうか」 毎月5日・20日発行　発行／草加市　編集／市長室広報課
〒340-8550草加市高砂1-1-1 ☎048-922-0151（代） 5048-922-3091No.1307
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広報そうかアンケート
広報そうか11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時の参考と

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
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令和4年の市内交通事故状況（前年比）10月20日現在　人身事故414件（＋92）　死者5人（－1）

　10月23日、市内49投票所（当日有権者数20万6295人）で行わ
れた草加市長選挙では、開票の結果、山川百合子（戸籍名：瀨戸
百合子）氏が選出。
　任期は、10月29日～令和8年10月28日（4年間）です。

草加市長選挙

　10月23日、市長選挙と同時執行の市議会議員一般選挙では、開票の結果、28人が選出。
　任期は10月28日～令和8年10月27日（4年間）です。

市議会議員一般選挙

市立病院新規採用職員募集

当 新
現
新

53歳
62歳
58歳

無所属
無所属
無所属

39,813票
35,511票
7,061票

山川　百合子
浅井　昌志
福田　誠一

当
当
当
当
当
当
当
当
当
当
当
当
当
当
当
当
当
当
当
当
当

新
新
現
新
現
現
元
現
現
新
現
現
新
現
現
新
現
現
現
新
現

57歳
33歳
84歳
26歳
59歳
37歳
62歳
38歳
54歳
51歳
66歳
37歳
59歳
53歳
55歳
59歳
58歳
46歳
64歳
64歳
72歳

4,221票 
3,972票 
3,776票 
3,534票 
3,157票 
3,155票 
2,895票 
2,879票 
2,829票 
2,652票 
2,569票 
2,538票 
2,376票 
2,117票 
2,069票 
2,061票 
2,009票 
2,004票 
1,955票 
1,939票 
1,934票 

木村　忠義
中島　綾菜
吉澤　哲夫
平山　杏香
関　一幸
佐藤　憲和
平野　厚子
菊地　慶太
佐藤　利器
川﨑　久範
白石　孝雄
矢部　正平
藤原　みどり
鈴木　由和
芝野　勝利
森　覚
石川　祐一
田中　宣光
廣田　丈夫
堀込　彰二
松井　優美子

自由民主党
立憲民主党
無所属
無所属
無所属
無所属
日本共産党
立憲民主党
無所属
日本維新の会
自由民主党
立憲民主党
公明党
無所属
無所属
公明党
公明党
無所属
公明党
公明党
無所属

当
当
当
当
当
当
当

現
新
現
新
現
新
現
現
現
新
新
新
新
現
新
現
元
新
新
新

59歳
41歳
55歳
65歳
54歳
58歳
44歳
41歳
69歳
67歳
58歳
67歳
41歳
60歳
42歳
70歳
43歳
47歳
60歳
41歳

1,866票 
1,746票 
1,679票 
1,676票 
1,649票 
1,616票 
1,547票 
1,524票 
1,474票 
1,451票 
1,322票 
1,307票 
1,200票 
1,146票 
1,040票 
943票 
610票 
501票 
433票 
381票 

金井　俊治
河合　悠祐
小川　利八
並木　正成
吉岡　健
田川　浩司
齋藤　雄二
大里　陽子
切敷　光雄
佐藤　敬治
山口　あゆみ
三浦　八千代
木内　慎一
中野　修
根岸　絵美
石田　惠子
須藤　哲也
山本　貴平
木船　英雄
小山　太郎

公明党
河合ゆうすけと草加市の地域再生を実現する党
無所属
無所属
無所属
無所属
無所属
日本共産党
無所属
日本共産党
無所属
日本共産党
無所属
無所属
無所属
無所属
無所属
ＮＨＫ党
無所属
無所属

令和5年度
ごみ収集カレンダー広告者募集

　ごみ収集カレンダーは、令和5年4月
～同6年3月の家庭ごみ等の収集日を記
載したA4版16ページのカラー冊子で
す。この冊子に掲載する広告者を募集
します。掲載は、審査及び抽選により
決定。規格は1箇所・縦2.5㎝×横12㎝。
掲載数は12枠。費用は1箇所5万円（1
社2枠まで）。掲載位置・ページの指
定不可。表現等の条件有。

　市立病院では令和5年4/1採用の歯科衛生士を募集します。詳しくは市立
病院（同院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
案内書を確認してください。
è11/24㊍（消印有効）までに申込書を〒340-8560市立病院経営管理課へ郵
送。☎946-2200Ü946-2211

　10/29㊏から山川百合子（戸籍上の
氏名：瀨戸百合子）市長が就任したこ
とに伴い、氏名の表記については次の
通りとします。
■一般文書の市長名
　草加市長　山　川　百合子
■契約書、証明書、行政処分等対外的
　に法的効果を伴う行政文書の市長名
　草加市長　瀨　戸　百合子
ε庶務課☎922-0969Ü922-3091

得票順。当は当選者。氏名、年齢（投票日時点）、届出時の所属、現＝現職、元＝元職、新＝新人。票数は按分による小数点以下を切捨てて表示。

受験資格等 試験日及び内容 採用人数

昭和62年4月2日以降生まれで、歯科衛生士の
免許を有し、歯科衛生士としての実務経験が
令和4年12月1日時点で3年以上ある人。

12/3㊏
論文・面接 若干名

市長の氏名の表記について 令和5･6年度
物品納入、保守管理業務委託等
競争入札参加希望者を受け付け

　令和5年4/1～同7年3/31に市（水道
事業を含む）、草加八潮消防組合及び
市立病院が発注する「物品納入、保守
管理業務委託等」の入札参加希望事業
者は申請をしてください。要領は11月
中旬に、市及び市立病院のHPにそれ
ぞれ掲載。必ず最新の様式を使用して
下さい。
è11/28㊊～令和5年1/13㊎（消印有
効）に郵送で①市（水道事業を含む）

投票者数 8万3952人(うち期日前投票数1万9031人) 投 票 率 40.70％(前回比2.82ポイント増加)

投票者数 8万3960人(うち期日前投票数1万9033人) 投 票 率 40.70％(前回比2.80ポイント増加)

及び草加八潮消防組合が行う入札参加
希望は〒340-8550契約課へ。②市立病
院が行う入札参加希望は〒340-8560市
立病院施設管理課へ。
ε契約課☎922-1129Ü922-3091、水道
総務課☎920-5677Ü925-5046、草加八
潮消防局企画課☎924-2111Ü928-8454
、市立病院施設管理課☎946-2200Ü94
6-2211

è11/18㊎までに廃棄物資源課で配布
（市HPで入手可）する申込書、掲載
原稿（紙及び電子媒体）、会社概要、
市外事業者は法人市民税及び固定資産
税の直近の納税証明書を同課へ。☎
931-3972Ü931-9993

令和5年4月1日採用

　国民健康保険では、ひと月の医
療費が限度額を超えた場合、手続
きを行うことで高額療養費を支給
しています。11月からは、簡素化
申請を行うことで、2回目以降の
手続きが不要になります。対象世
帯には、申請書を郵送します。
■申請書類　高額療養費支給申請
手続簡素化申請書兼同意書、世帯
主の口座がわかるもの、保険証
■注意　11月以前に届いた未申請
の高額療養費は、別途申請が必要。
保険税未納の世帯は、簡素化の開
始ができません。
ε保険年金課☎922-1593Ü922-31
78

2回目以降の申請不要
高額療養費の申請が
簡単になりました

新市長に山川百合子氏、新議員28人が選出 問選挙管理委員会☎922-2490Ü927-7693Ü

草加市議会議員一般選挙・草加市長選挙

② 広報「そうか」市政情報2022年11月5日号



ひとり親家庭等医療費の一部支給　現況届は郵送で11/30㊌まで

　ひとり親家庭等に対し、医療費の一部を支給します。対象者は手続きを。
【継続】10月下旬に現況届を送付済（児童扶養手当の現況届を提出した人を除く）。
【新規】申請が必要です。対象者は問い合わせを。
■対象　国民健康保険か社会保険の加入者で次のいずれかに該当する子、その
父または母、養育者
①父母の離婚や死亡等で父または母、あるいは父母と生計を別にしている
②父または母に一定の障がいがある
③父または母から１年以上遺棄されている
④父または母が裁判所からDV保護命令を受けた
⑤父または母が法令により1年以上拘禁されている
⑥母が未婚で出生した
■子の年齢要件
　18歳到達後最初の
3/31まで。一定の障が
いがある場合は20歳の
誕生日の前日まで。

■支給額　1世帯5万円
■対象①　世帯全員の令和4年度住
民税均等割が非課税の世帯
【申請方法】11月中旬から順次郵送
する書類に記入し返送する。令和4
年1月2日以降に転入した人がいる世
帯と住民税が未申告の人がいる世帯
は12月中旬に郵送。
※令和4年度の臨時特別給付金を受
給した世帯で、要件を満たす世
帯には「支給のお知らせ」を郵
送済（届いた世帯は申請不要）。

後期高齢者医療制度　医療費が高額になる人へ

　同じ月、同じ医療機関での一部負担金の金額を自己負担限度額までに抑えら
れる「限度額適用認定証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付に
は申請が必要です。保険証の負担割合が3割または1割で下表に該当する場合は
申請を。2割の人は手続不要です。自分の所得区分が分からない人は、問い合わ
せを。�後期高齢者・重心医療室☎922-1367Ü922-3178

　市の文化・スポーツに貢献した個人・団体に
贈られる草加市文化賞。昭和63年の制定からこ
れまで27人が受賞しています。
　篠﨑さんは、紫綬褒章の受章をはじめ数々の芸術賞・音楽賞を受賞し
ている日本を代表するハープ奏者で、ハープの演奏活動及び指導を通じ
た本市の市民文化の向上発展への多大な貢献が評価されました。
　本市と日本ハープ協会等が主催する国際ハープフェスティバル‒草加市
の開催に平成元年の第1回から、34年間の永きにわたり携わり、メインコ
ンサートへの出演の他、会期中に若手ハープ奏者育成のため開催される
草加‒日本国際ハープコンクールの審査員などを務め、令和元年～同3年
の日本ハープ協会会長在任中には国際ハープフェスティバル‒草加市の音
楽監督及び草加‒日本国際ハープコンクール実行委員長を務めるなど中心
的な役割を担いました。
　同氏は、11/19㊏開催の国際ハープフェスティバル2022‒草加市　フェ
スティバルコンサートにも出演予定です。

■対象②　予期せず1～12月の家計
が急変し、世帯全員の収入が住民税
均等割非課税相当まで減少した世帯
【申請方法】申請書を市HP（QRコ
ード）で入手し、必要書類を添えて
郵送で提出する。印刷ができない人
はコールセンターへ。
※①・②いずれも住民税課税者の扶
養親族のみの世帯は対象外

�いずれも令和5年1/31㊋まで。
�草加市緊急支援給付金コールセン
ター☎0570-000-653

住居表示区域内での
新築・建て替え時には、
住居表示の届け出を

　住居表示区域内（長栄・新栄・清門
以外の○丁目と表示されている区域）
で建物を新築または、建て替えた場合
は、条例の規定により住居表示の番号
を取得するために届け出が必要です。
届け出後、住居表示の付定通知書と住
居番号表示板を交付します。また、住
居表示区域内で近隣宅と同じ住居番号
（同じ住所）となっていることで不都
合が生じている場合は、住居番号変更
申請を行うことで、枝番号を使用した
住居番号に変更ができます。
なお、変更に伴う登記等の諸費用は個
人負担です。ε建築安全課☎922-1949
Ü922-3148

　秋から冬にかけて、タヌキ、ハクビシン、アライグマの目撃情報が増えま
す。近年、特にアライグマが増えており、農作物や金魚等の被害、屋根裏へ
の侵入等の被害が発生しています。野生動物をおびき寄せないためにも、柿
などの実の収穫または、収穫が困難な場合は伐採等の検討をお願いします。

　自宅にアライグマがすみ着いている、
またはよくあらわれる場合は、市で捕
獲するので連絡を。なお、タヌキ、ハ
クビシンは捕獲しません。

©満田聡

扶養
人数

父、母
または養育者

扶養義務者※・配偶者・
孤児等の養育者

0人

1人

2人

3人

4人

192万円未満

230万円未満

268万円未満

306万円未満

344万円未満

236万円未満

274万円未満

312万円未満

350万円未満

388万円未満

※扶養義務者…申請する
父母または養育者と生
計を同じくする両親・
祖父母・子・兄弟姉妹
等。

※1 課税所得額…総所得から所得控除合計を引いた額
※2 代理人による申請は、本人の被保険者証と代理人の本人確認書類を持参。

所得区分 認定証の種類 手続方法

現
役
並
み
所
得
者

（
３
割
の
人
）

低
所
得
者

（
１
割
の
人
）

保険証のみの提示で自己負担限度額
となります（手続不要）

後期高齢者医療被
保険者証、本人確
認書類を持参し、
窓口へ。※2

限度額適用
認定証

課税所得額※1
380万円以上690万円未満Ⅱ

課税所得額※1
145万円以上380万円未満

Ⅰ

限度額適用・
標準負担額減
額認定証

世帯全員が住民税非課税であ
る人

上記以外

Ⅱ

世帯全員が住民税非課税かつ
所得が0円の人（年金は控除額
を80万円として計算）

Ⅰ

特 徴特 徴

顔に
黒い模様

しっぽがしま模様 しま模様がない

鼻から頭にかけて
白い模様

40～60cm 50～60cm 47～54cm
アライグマ タヌキ ハクビシン

■所得制限（下表）　
　対象者の令和3年中の所得額と扶養人数等で判定

�子育て支援課☎922-1476Ü922-3274

εみんなでまちづくり課
　☎922-0796Ü922-3406
ε

Ü

ハープ奏者
篠﨑史子氏が受賞

電力・ガス・食料品等
価格高騰緊急支援給付金を支給

住民税非課税世帯対象 令和4年度草加市文化賞

アライグマが増えています
庭の果樹の実は収穫しましたか？

問くらし安全課☎922-3642Ü922-1030

特定外来生物である
アライグマの捕獲をしています

③市政情報 2022年11月5日号広報「そうか」



　発生届の対象者（高年者・妊婦等）以外は、自身での陽性者登
録が必要になりました。また、見直しに伴い、発生届の対象者以
外は、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」が必要です

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（オンライン申請）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。

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

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

※薬事承認されたキットのみ・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】

　新庁舎建設工事に伴い、11/4㊎から
本庁舎西棟の出入口を北側に変更して
います。車いす利用者の出入口も同様
です。ご協力をお願いします。ε資産
活用課☎922-1798Ü924-3739

　対象年齢は令和5年4月現在。来場は
保護者一人のみで。子の同伴は不要で
す。
■保育所・家庭保育室等
　保護者の就労等で保育を必要とする
乳幼児対象。è保育課・市HP等で必
要書類を確認し揃えて、11/17㊍～20
㊐9時～17時（㊏㊐も可）に中央公民
館へ。ε保育課☎922-1491Ü922-3274
■放課後児童クラブ
　保護者の就労等で放課後保育を必要
とする小学生対象。è子ども育成課・
市HP等で必要書類を確認し揃えて、
11/15㊋までに郵送または11/17㊍～20
㊐9時～17時（㊏㊐も可）に中央公民
館へ。ε子ども育成課☎922-1448Ü92
2-3274

　健康な歯を保つため、歯みがきなど
の日頃の手入れに加え、かかりつけ歯
科医を持ち、歯科健診を受診しましょ
う。口腔内の小さな変化に気づきやす
くなり、虫歯や歯周病の早期発見・早
期治療につながります。ε健康づくり
課☎922-0200Ü922-1516

　同期間にあわせ、以下の展示を行い
ます。会場は男女共同参画さわやかサ
ロン。いずれも㊏㊐㊗は除く（②の
12/3㊏は実施）。
①DV防止啓発ミニコーナー　11/30㊌
まで　
②パネル展「私たちは性犯罪・性暴力
を許さない」　11/22㊋～12/3㊏
ε人権共生課☎922-0825Ü927-4955

　11～12月に、マイナンバーカードの
未申請者（75歳以上の人を除く）に
QRコード付き申請書を送付します。
届かない場合は市民課、サービスセン
ターへ。申請方法などが不明な場合は、
携帯電話店でも申請サポートを実施し
ています。ε市民課☎922-1536Ü920-
1501

　令和5年2/19㊐、3/4㊏・5㊐に草加
市文化会館で開催する市民音楽祭の参

加団体を募集します。市内に活動拠点
を置く2人以上のアマチュア団体、ま
たは市内の学校等のクラブ対象。詳細
は同館HP等で配布する募集要項で確
認を。è11/26㊏～12/4㊐9時～17時に
同館へ申込用紙を持参。☎931-9325Ü
936-4690

　ケアラーとは、家族等の身近な人に
対して、無償で介護、看護等をしてい
る人のこと。県では、11月を「ケアラ
ー月間」と定め、集中的な広報・啓発
に取り組んでいます。詳細は県HP
（QRコード）へ。ε県地域包括ケア
課☎048-830-3256Ü048-830-4781

　草加川柳地区、草加西部地区では、
昨年度からコミュニティプラン策定に
向けたワークショップを実施していま
す。全5回のうち4回目の今回は「アイ
デアの実施を支える仕組みの検討を行
おう」をテーマに開催します。各地区
に関わりのある人対象。定員各40人。
■草加川柳地区…12/1㊍。会場は川柳
文化センター　■草加西部地区…
11/25㊎。会場は氷川コミセン。いず
れも18時30分～21時。è11/21㊊まで
に氏名・住所・年代・電話番号・メー
ルアドレス・興味があるテーマ・所属
団体等を都市計画課へ。ファクス、
メール（QRコード）も可。☎922-1802
Ü922-3145

　11月は児童虐待防止推進月間です。
11/19㊏14時から、草加駅構内で児童
虐待防止キャンペーンを実施します。
児童虐待は、社会全体で解決すべき問
題です。あなたの一本の電話で救われ
る子どもがいます。「もしかしたら虐
待かも」と思ったら、児童相談所虐待
対応ダイヤル☎189（いちはやく）へ。
連絡の秘密は守られます。ε子育て支
援センター☎941-6791Ü941-6828

　活動は週1～3回で、時間は14時～17
時30分、活動場所は原則自宅近くの小
学校。77歳以下対象。ε子ども育成課
☎922-1064Ü922-3274

　看護師養成所等の在学者または令和
5年4月在学予定者で、卒業後に市立病
院の看護師として働くことを希望し、
経済的理由等によって修学困難な人を
対象に修学資金を貸与します。期間は
令和5年4月～正規の修学期間終了月。
額は月額7万円。書類審査及び面接
（令和5年1/21㊏、会場は市立病院）
で選考。募集人数は若干名。è11/21㊊
～12/5㊊（消印有効）に、同院、市役
所総合案内で配布する申請書等（同院
HPからも入手可）を簡易書留等で〒
340-8560市立病院経営管理課へ。持参
不可。☎946-2200Ü946-2211

進入不可
障がい者専用駐車場

第2駐車場

信用金庫

駐輪場

西棟

北側
出入口

新庁舎
工事
エリア

閉鎖

スーパー

N

11/8はいい歯の日

市民音楽祭
参加団体募集

11月は
「ケアラー月間」

11/12～25は女性に対する暴力を
なくす運動期間

市立病院の看護師を目指す人に
修学資金を貸与

放課後子ども教室
有償ボランティアを募集

児童虐待と感じたら
虐待対応ダイヤル☎189へ

令和5年4月の保育施設等の
入園・入室受付は11/20㊐締め切り

マイナンバーカード未申請の人に
申請書を送付

新庁舎工事に伴い変更
本庁舎西棟出入口は北側へ

コミュニティプラン
策定に向けた地区別
懇談会　参加者を募集

④ 2022年11月5日号 広報「そうか」情報コーナー「すとりーと」

全国瞬時警報システム（Jアラート）試験放送　11/16㊌11時
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

11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。

▶国民健康保険税（普通徴収） 第6期
▶後期高齢者医療保険料（普通徴収） 第5期
▶介護保険料（普通徴収） 第6期
11/30㊌までに市指定金融機関、コンビニ、
スマートフォン決済で



≪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10月生まれ（妊産婦・新生児訪問をした家庭を除く） ö11月下旬～12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 ö12/12㊊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　ö11/28㊊13時15分～
ô6～8か月児　ë12組　ö11/28㊊10時～
ô8か月～1歳2か月児　ë12組　ö11/30㊌10時～

マタニティクラス両親学級　è12/1㊍から電話・市HPで
ô令和5年3～5月出産予定の初妊婦と夫　ë各10組　ö令和5年1/11㊌　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
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5月生まれ
ô令和元年8月生まれ

ö12/6㊋・19㊊
ö11/8㊋・22㊋

時間等詳細は
個別通知に記載

ê11月末
ê10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

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
子宮頸部の細胞検診

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週を除く9時～12時　㊊…原町コミセン、㊋㊎…氷
川コミセン、㊌㊎…瀬崎・八幡コミセン、㊍…稲荷コミセン
（工事中による閉館のため、柳島コミセンは休止中）
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（年度内1回）　ö12/1㊍　é①9時～9時15分、②10時
～10時15分、③11時～11時15分  ß100円  ë各20人 è11/7㊊から
電話で

骨密度測定
超音波簡易検査

栄養相談

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

母子保健

成人保健

　勤務は令和5年2/1㊌～3/31㊎のうち
1か月程度（㊏㊐㊗を除く）。勤務時
間は8時30分～17時のうち5時間30分～
7時間。勤務は草加市立中央公民館（川
口税務署での勤務期間もあり）。勤務
内容はPC操作補助他。時給1090円。
募集は1人程度。詳細は国税庁HP・関

東信越国税局採用案内で。ε川口税務
署☎048-252-5141

　勤務は㊊～㊎8時30分～16時45分の
うち7時間30分。時給1103円（有資格
者は1150円）。社会保険、期末手当、
交通費あり。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
も添え同課へ。☎922-2497Ü928-1178

　いずれも中学生以上対象。⑤は小
学生（保護者同伴）も可。

①筆で簡単、素敵な年賀状を書こう
　11/26㊏10時～11時30分　定員15人
　参加費500円　用具持参
②ヒモトレで体バランスを整えまし
ょう　12/9㊎14時30分～16時30分　
20人　参加費500円　ヨガマット等持
参　
③写真入門講座　12/10㊏14時～16時
　定員5人  参加費200円  カメラ持参
④やさしいおこと　12/10㊏14時～16
時　定員8人　参加費500円　あれば
こと爪持参　
⑤親子で書道　12/25㊐10時～11時30
分　定員30人　参加費300円　用具・
手本・半紙等持参
⑥骨盤エクササイズ　令和5年1/9㊗
10時～12時　定員20人　参加費200円
　ヨガマット等持参
è11/6㊐から勤労青少年ホームへ。☎
928-5550Ü928-9632

　市の審議会等を傍聴できます。当日
先着順で定員5人（都市計画審議会を
除く）。なお、市内在住の聴覚障がい
のある人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。
■障がい児支援協議会〈子育て支援課
☎922-1483Ü922-3274〉…11/14㊊10時
～　子育て支援センターで
■地域経営委員会〈総合政策課☎922-
0749Ü927-4955〉…11/17㊍10時30分
～　市役所西棟第1・2会議室で
■地域包括支援センター等運営協議会
〈長寿支援課☎922-2862Ü922-3279〉
…11/18㊎13時30分～　保健センター
で
■子ども・子育て会議〈子育て支援課
☎922-3492Ü922-3274〉…11/22㊋10
時30分～　中央公民館で
■介護保険推進委員会〈長寿支援課☎
922-1342Ü922-3279〉…11/22㊋14時
～　紅藤カナダビルで

■都市計画審議会〈都市計画課☎922-
1802Ü922-3145〉…11/24㊍15時～　
中央図書館で　定員10人（開会30分前
～15分前に受け付け。多数の場合は抽
選）
■振興計画審議会〈総合政策課☎922-
0749Ü927-4955〉…11/25㊎19時30分
～　市役所西棟第1～3会議室で

　11/21㊊、12/2㊎。いずれも18時～。
会場は草加市文化会館。令和5年度に
市立小・中学校で臨時的任用教職員ま
たは非常勤講師として勤務を希望する
人に向けた説明会。小・中学校いずれ
かの教員免許状、養護教諭免許状また
は栄養士免許の所有者が対象（令和5
年3/31までの取得見込み者含む）。学
務課で配布する臨時的任用教職員希望
調書（市HPでも入手可）を持参。当
日参加できない場合は問合せを。ε学
務課☎922-2674Ü928-1178

　採用予定日は令和5年4/1。受験資格
は平成4年4/2以降生まれで大学、短期
大学、専門学校を卒業または令和5年3
月に卒業見込みの人。詳細は募集要項
で確認を。è11/17㊍までに同協会HP
または記念体育館等で配布する申込書
を同協会へ持参。☎928-6361Ü922-15
13

　11/28㊊13時30分～15時。会場は瀬
崎コミセン。定員10人。参加費500円。
è11/10㊍10時から同コミセンへ。☎
Ü924-5300

　令和4年1～6月に市へ寄せられた善
意です。敬称略。
≪危機管理課へ≫▼避難所トイレ用手
すり　SMC㈱草加事業所
≪新型コロナウイルス対策課へ≫▼マ
スク　医療法人健身会　▼マスク　山
口文良
≪子ども育成課へ≫▼児童図書 草加
地区更生保護女性会
≪みどり公園課へ≫▼時計　八幡町会
≪市内小中学校へ≫▼防犯ブザー　
（一社）埼玉県トラック協会　▼黄色
いワッペン　㈱みずほフィナンシャル
グループ、損害保険ジャパン㈱、明治
安田生命保険(相)、第一生命保険㈱　
▼DVD教材・ランドセルほか　草加
ライオンズクラブ　▼ランチョンマッ
ト　こども応援団マイカ
≪中央図書館・あおば学園へ≫▼絵本
　川井かすみ

　12/10㊏8時50分新田西文化センター
集合、12時解散。綾瀬川の土手で野鳥
を中心に生きものを観察します。小学
生以上対象。定員30人。あれば双眼鏡
持参。è12/9㊎までに氏名、住所、電
話番号を環境課へ。メール（QRコー
ド）でも可。☎922-1519Ü922-1030

臨時的任用教職員・常勤講師
希望者説明会

草加市スポーツ協会の正職員募集　　

川口税務署の非常勤職員募集

勤労青少年ホーム冬期講座

小学校の調理士を募集
（会計年度任用職員）

審議会

生きもの調査会
綾瀬川の野鳥を観察

孔版画で作る
年賀状作成講座
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秋季全国火災予防運動

　9月30日現在、市内の火災発生件数は35件で、火災による死者0人、負傷
者4人です。住宅火災による死傷者を出さないため、住宅用火災警報器を設
置しましょう。住宅用火災報知器は定期的に点検を行い、作動状況を確認
してください。

〇住宅防火対策の推進（住宅用火災警報器の設置及び維持管理）
〇放火火災防止対策の推進
〇特定防火対象物等における防火安全対策の徹底
〇製品火災の発生防止に向けた取り組みの推進

【いのちを守る10のポイント】
・寝たばこはしない・ストーブの周りに燃えやすい
ものを置かない・火のそばを離れない・コンセント
はほこりを清掃し不要なプラグは抜く・安全装置の
付いた機器を使用する・住宅用火災警報器を定期的
に点検し10年目安に交換する・寝具・衣類・カーテ
ン等は防炎品を使用する・消火器等を設置し使い方
を確認しておく・避難経路・方法を常に確保してお
く・防火防災訓練等、地域ぐるみの防災対策を行う

草加八潮消防局予防課 996-0660Ü997-1300ε草加八潮消防局予防課☎996-0660Ü997-1300
11/9㊌
～15㊋

重
点
目
標

高年者向け

上級救命講習

Let's!! リズム体操
　12/9・23、令和5年1/13・27、2/10
・24の㊎13時～14時。全6回。会場は
であいの森。60歳以上対象。今年度初
めての人優先。定員20人。室内靴、ヨ
ガマットまたはバスタオル持参。è
11/7㊊10時から電話でであいの森へ。
☎936-2791Ü936-2792

è

Ü

みんなでズンバ♪
　12/2～12/23の㊎13時30分～14時15
分。全4回。会場はふれあいの里。楽
しく気軽に体を動かし、体力維持とス
トレスの軽減を図ります。60歳以上対
象。定員15人。è11/9㊌10時から電
話でふれあいの里へ。☎920-6222Ü92
0-6251

è

Ü

にこにこサロン楽楽
　11/15㊋13時30分～14時30分。会場
はふれあいの里。簡単なゲーム、ぬり
絵、折り紙他。60歳以上対象。εふれ
あいの里☎920-6222Ü920-6251Ü

体力測定事業
　握力、バランス・歩行能力を測定し、
体力や苦手な部分を把握しましょう。
日程、会場は下表の通り。時間は①13
時15分～、②15時～。65歳以上対象。
定員各12人。è11/10㊍9時から電話で
長寿支援課へ。☎922-2862Ü922-3279

è

Ü

　12/3㊏13時～18時。会場は草加消防
署。心肺蘇生法・AEDの使用法・異物
除去法ほか。草加・八潮市内在住・在
勤の中学生以上対象。定員10人（抽
選）。è11/17㊍までに同署へ。☎92
4-2114Ü924-0965

è

Ü

健康フォーラム
　12/1㊍13時～16時10分。会場は草加
市文化会館。高年者の運動指導等の有
資格者、興味のある人を対象とした、
高年期に意識したい運動や食事等の健
康上の心得への理解を深め、その指導
方法を学ぶ講演です。講師は筑波大学
教授の田中喜代次氏。定員60人。è
11/8㊋から電話で草加市スポーツ協会
へ。☎928-6361Ü922-1513

è

Ü

市民体育祭　少林寺拳法大会
　12/25㊐12時～17時。会場は記念体
育館。演武の部、運用法の部。小学生
以上対象。参加費1000円。è11/20㊐
までに草加市スポーツ協会へ。☎928-
6361Ü922-1513

è

Ü

■介護者のつどい　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　11/12㊏13時15
分～14時45分。ε谷塚西部（包）☎929-
0014Ü929-5222
②勤労福祉会館（認知症介護者のつど
い）　11/16㊌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
③旧かっぱ天国　11/16㊌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　11/18
㊎13時30分～15時。ミニ講座「薬との
上手なつきあい方」あり。ε草加西部
（包）☎946-7030Ü942-7582
■コツコツ貯筋体操　11/15㊋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。è11/7

■介護者のつどい

①新里文化センター

Ü

②勤労福祉会館（認知症介護者のつど
い）

Ü

③旧かっぱ天国
Ü

④ケアステーションかしの木

Ü

■コツコツ貯筋体操

è

地域包括支援センター（包）の
イベント

　11/21㊊13時30分～15時…保健セン
ター、11/29㊋13時30分～15時30分…
高砂コミセン。全2回。加齢に伴い心
身機能が低下した状態「フレイル」の
予防講座。食事、口腔機能、運動の3
つのポイントを学べます。65歳以上で
医師から運動制限を受けていない人対
象。定員25人。è11/7㊊から電話で保
健センターへ。☎922-0200Ü922-1516

è

Ü

「フレイル」のトリセツ
～筋力アップと食事のコツ～

　12/10㊏9時30分～17時。吉川美南駅
集合、南越谷駅解散。草加・越谷・八
潮・三郷・吉川・松伏の5市1町在住・
在勤の24～42歳の独身男女対象。定員
男女各20人（抽選）。参加費5000円。
è11/18㊎までにメール（QRコード）
で。抽選結果は11/25㊎までに連絡。
12/7㊌から取消料が発生します。12/3
㊏に男性向け事前セミナーあり。ε県
東南部都市連絡調整会議事務局☎048-
967-5167

è

婚活まんまる
バスツアー

　草加から世界へ羽ばたく未来のハー
ピストたちのコンクールを公開します。
各部門の優勝者は、11/20㊐のファイ
ナルコンサートに出演します。会場は
草加市文化会館。
■日程　（アドバンス部門）予選…
11/17㊍、本選…18㊎　（ジュニア部
門）19㊏　いずれも10時～
ε同館☎931-9325Ü936-4690

■日程 （アドバンス部門）
（ジュニア部

門）
Ü

草加－日本
国際ハープコンクール公開審査

　12/10㊏・11㊐の10時～、13時～。
会場は漸草庵。茶会の所作を学べる初
心者向けの茶道講座。高校生以上対象。
定員各10人。参加費1500円。è11/12
㊏10時～12/2㊎17時に申込フォーム
（QRコード）で。11/13㊐9時から電話
でも可。ε草加市文化会館☎931-9325
Ü936-4690

è

Ü

1から始める
お茶会のいろは

　12/3㊏16時～18時30分。会場は記念
体育館。スポーツ活動中の傷、骨折な
どに対する手当の正しい知識と技術を
学びます。18歳以上対象。定員20人。
è11/6㊐から電話で草加市スポーツ協
会へ。☎928-6361Ü922-1513
è

Ü

覚えておきたいスポーツ現場での
応急処置

　同館HP（QRコード）から入手でき
るぬりえに彩色し窓口に持参すると、
記念品をプレゼント。ぬりえは館内に
展示します。記念品がなくなり次第終
了。è11/30㊌までの9時～17時に同館
へ。☎931-9325Ü936-4690
è

Ü

草加市文化会館
開館50周年記念
ぬりえキャンペーン

　11/19㊏10時30分～。会場は市観光
案内所脇（草加マルイ1階）。姉妹都
市である福島県昭和村の農作物や特産
品、食品等を販売します。ε文化観光
課☎922-2403Ü922-3406Ü

いいがなうめぇがな市

　12/4㊐14時開演。会場は草加市文化
会館。クラシック音楽が楽しめるコン
サート。「ファンタジー」「アヴェ・
マリア」他。出演は草加市演奏家協会、
メサイア歌の会。料金一般2000円、3
歳～大学生1000円（全席自由、3歳未
満入場不可）。è草加市文化会館へ。
☎931-9325Ü936-4690

è

Ü

ハートフルコンサート
女性創業サロン

　12/1・8・15の㊍9時30分～12時30
分。会場は高砂コミセン。うさぎのポ
ーチ作り。定員10人。材料費700円。裁
縫道具、定規、はさみ、糸（赤・白）
持参。è11/8㊋10時から同コミセンへ
☎Ü920-3066

è

Ü

パッチワーク教室

㊊9時から草加安行（包）へ。☎921-21
21Ü928-8989
■はつらつバルーン体操　11/30㊌13
時30分～14時30分。会場は川柳文化セ
ンター。65歳以上で軽い運動の出来る
人対象。定員30人。è11/7㊊9時から
電話で草加川柳（包）へ。☎932-7007Ü
931-0993
■誰でもできる気功教室　11/18㊎9時
15分～10時40分。会場は高砂コミセン。
65歳以上対象。定員30人。è11/7㊊9
時から電話で草加東部・草加稲荷（包）
へ。☎959-9133Ü922-3801

Ü

■はつらつバルーン体操

è

Ü

■誰でもできる気功教室

è

Ü

　11/26㊏10～16時。会場
はcafe CONVERSION。先輩創業者や
講師を交えて、自らのやりたいことを
仕事にしていくコツを学びます。市内
で創業を目指す女性対象。定員15人。
参加費2000円（昼食代込み）。è11/20
㊐までに申込フォーム（QRコード）
または、申請書を草加市商工会議所へ。
☎928-8111Ü928-8125ε産業振興課☎
922-3477Ü922-3406

è

Ü

Ü

　日程
12/ 1㊍
12/ 5㊊
12/ 6㊋
12/ 7㊌
12/15㊍
12/20㊋
12/21㊌
12/23㊎

　　　会場
草加市文化会館
谷塚文化センター
勤労福祉会館
川柳文化センター
原町コミセン
氷川コミセン
新里文化センター
高砂コミセン
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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。

子ども・親子向け

※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。
■ミシン洋裁基礎講座　11/9・30の㊌
①9時～13時②13時～17時　勤労福祉
会館　材料費1000円　洋裁の基礎を一
から学び作品を作りましょう　è竹花
☎090-6657-4005
■スポーツウエルネス吹矢体験会　
11/8㊋・12/3㊏13時～15時、11/12㊏
・15㊋・20㊐・22㊋・29㊋9時～11時
　中央公民館　無料　ε関根☎090-40
62-1356
■スポーツ吹矢体験会　11/8㊋・15㊋

■ミシン洋裁基礎講座

è

■スポーツウエルネス吹矢体験会

■スポーツ吹矢体験会

体力UPプログラム選考会
　12/13㊋・15㊍・16㊎18時～19時30
分。会場は記念体育館。体力UPプロ
グラムは県の「彩の国プラチナキッ
ズ」への選抜を目指す育成プログラム
で、高いレベルでの基礎体力及び運動
能力の向上を図ります。小学1～3年生
対象。定員各50人。è草加市スポーツ
協会へ。☎928-6361Ü922-1513

è

Ü

クリスマス
親子レクリエーション

　12/17㊏10時～11時30分。会場は市
民体育館。年少～年長児と保護者対象。
定員50組。è11/6㊐から同館へ。☎Ü
936-6239

è Ü

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）

13時～15時　谷塚文化センター　集中
力を楽しみませんか　無料　ε髙野☎
090-4545-8052
■あみものを楽しむ会の基礎講座　
11/10㊍・25㊎10時～12時　勤労福祉
会館　クリスマスのドア飾り・くつ下
等　材料費1000円　見学自由　ε植竹
☎931-4809
■たまrin子育てセミナー「お母さん
の心の余裕を作るには」　11/10㊍10
時30分～　氷川コミセン小会議室　参
加費300円　要予約　託児有　ε家庭
倫理の会草加市石野☎090-9203-4244
■卓球体験　11/10㊍11時～13時、11/
15㊋9時～11時　市民体育館　ε松が
根クラブ須藤☎922-4789
■プリザーブドフラワーでリースまた
は正月アレンジ　11/11・25の㊎10時
～12時30分　中央公民館　定員10人　
参加費2500円　εアマイケ☎090-4376-
5294
■スポーツウエルネス吹矢体験　11/
12～26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
■キッズのためのダンス＆バレエを体
験してみよう　11/14㊊17時～18時　
新田西文化センター　年少～小学生対
象　定員20人　èダンスバレエ赤いく
つ金丸☎080-6890-9377
■稚心会書道体験　11/15㊋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　参加費無料　ε野村☎
941-5108
■自彊術無料体験「日本最初の健康体
操」　11/15㊋・22㊋15時15分～16時

■あみものを楽しむ会の基礎講座

■たまrin子育てセミナー「お母さん
の心の余裕を作るには」

■卓球体験

■プリザーブドフラワーでリースまた
は正月アレンジ

■スポーツウエルネス吹矢体験

è

■キッズのためのダンス＆バレエを体
験してみよう

è

■稚心会書道体験

■自彊術無料体験「日本最初の健康体
操」

45分　新里文化センター　定員10人　
è田丸☎090-5505-6759
■よたん楊名時健康太極拳体験会　
11/15・22の㊋19時～20時30分　シル
バー人材センター　初心者歓迎　è野
間口☎090-1204-3725
■スポーツウエルネス吹矢体験会　
11/18㊎・25㊎9時～11時　瀬崎コミセ
ン　無料　ε石井☎090-9310-5460
■介護者サロン「らくだ」　11/18㊎　
わ～くわっく草加　「こもれび」　11/
24㊍　市民活動センター　各13時～15
時　参加費100円　ε介護者支援の会
草加酒井☎090-9245-2067
■スポーツウエルネス吹矢体験会　
11/19㊏・26㊏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」　11/19㊏
10時～12時　中央公民館　11/22㊋10
時30分～12時　瀬崎平成塾　12/6㊋13
時30分～15時30分　氷川平成塾　ε山
田☎928-5332
■獨協インターナショナルフォーラム
「新しい時代と生涯キャリア教育－ド
イツの｢国家継続職業教育戦略」から
何を学べるか」　11/19㊏10時～　獨協
大学　è国際交流センター☎946-1918
■八幡ダンスサークルフリーダンス　
11/20㊐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
■八条用水と中川土手で「冬鳥観察
会」　11/23㊗　集合①8時30分　獨協
大前駅東口（要予約）②9時　八潮団

è

■よたん楊名時健康太極拳体験会

è

■スポーツウエルネス吹矢体験会

■介護者サロン「らくだ」
「こもれび」　

■スポーツウエルネス吹矢体験会

■介護者の集い「オアシス」

■獨協インターナショナルフォーラム
「新しい時代と生涯キャリア教育－ド
イツの｢国家継続職業教育戦略」から
何を学べるか」

è

■八幡ダンスサークルフリーダンス

■八条用水と中川土手で「冬鳥観察
会」

地バス停　参加費100円（高校生以下
無料）　è菅☎942-0036
■第59回草加母親大会　11/23㊗13時
30分～　勤労福祉会館　講演「アウシ
ュヴィッツからの問い－「わたし」は
どう答えるか」石岡史子　どなたでも
参加できます　ε浜野☎942-3482
■中・高生の不登校相談会　11/24㊍
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
■第3回松尾芭蕉杯カヌー大会参加者
募集　11/27㊐　綾瀬川第2ラグーン　
小中学生20人　大人スラローム30人・
スプリント20人　参加費無料　è草加
市カヌー協会中島☎931-3844
■草加水彩画の会展　12/1㊍～6㊋10
時～17時（初日は13時から、最終日は
16時まで）　アコスギャラリー　水彩
画の会立ち上げから3回目。ご高覧を
お待ちしています　ε佐藤☎929-0357
■落葉はきweek！　12/1㊍～5㊊11
時～15時　冒険松原あそび場　期間中
落葉はきした人にヤキイモ1本　無料
　あれば軍手持参　ε冒険あそび場ネ
ットワーク草加☎935-7383
■コーロかわやぎコンサート　12/2㊎
13時30分開演　草加市文化会館第1会
議室　女声合唱ストーリー「おさなな
じみ」を中心に皆さんご存知の曲をメ
ドレーで演奏　ε廣瀬☎947-7829
■クリスマス＆望年会コンサート　
12/11㊐14時～16時　新田西文化セン
ター　定員30人　参加費100円　ε
The Villageヨシダ☎090-5394-2571

è

■第59回草加母親大会

■中・高生の不登校相談会

■第3回松尾芭蕉杯カヌー大会参加者
募集

è

■草加水彩画の会展

■落葉はきweek！

■コーロかわやぎコンサート

■クリスマス＆望年会コンサート

休日等上水道工事店
㈲石田水道
㈱井戸梅
三栄工業

吉町1-5-12
住吉2-4-3
苗塚町55-4

☎922-2736
☎922-3413
☎925-7384

11/6㊐
13㊐
20㊐

㊐㊗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

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

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

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

11/3㊗

内
科

外
科

歯
科

内
科

外
科
・
午
前

内
科
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科
・
午
前

外
科
・
午
後

外
科
・
午
後

内
科

外
科
・
午
前

外
科
・
午
後

柳島クリニック
9時～12時、14時～17時

柳島町650
☎927-7911

ウエルシア草加柳島店
☎920-1914

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

11/6㊐

内藤クリニック
9時～12時、14時～17時

住吉1-2-28
☎922-6011

院内処方

内田歯科医院
9時～12時

両新田西町446-1
☎927-4390

11/13㊐

臼田診療所
9時～12時、14時～17時
松原2-4-21-101
☎942-5300

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

11/20㊐
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
栄町2-11-9
☎933-0015

日本調剤☎933-2270
ウエルシア草加松原店
☎935-9028

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

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。

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）。

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。 ■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。!



　市内の体育施設で、草加スポーツフェスティバル2022が開催され
ました。記念体育館では、車いすバスケやボッチャ等のパラスポー
ツ体験、そうか公園では、野球体験等が行われ、参加した子どもた
ちの歓声が響きました。来場した親子は、「初めて行うスポーツが
いくつも体験出来て楽しめました。また参加したいです」と嬉しそ
うに話していました。

　草加マルイ1階の市観光案内所隣接のスペ
ースで開催されました。姉妹都市の福島県昭
和村の皆さんが、野菜、からむしうどん、ド
レッシングなどの加工食品、地酒等を販売
し、会場は賑わいを見せていました。
　来場者は「以前購入した野菜がとてもお
いしかったので、今回も楽しみに来まし
た」と喜んでいました。また、母方の実家
が昭和村という女性は、「おばあちゃんの
家にあったものが並んでいる」と懐かしそ
うに手に取っていました。

　アコスホールで開催されました。幼児、小・中学生を含む幅広い
世代の作品102点が並びました。市華道協会副会長の助手で孫の宇
塚理実さん（高3）は「生け花は美しいけれど難しくもある。作品を
作り上げる祖母は私の自慢です」と話しました。また、いけばな親
子教室で指導する黒崎千草さんは「大人になっても華道を続ける人
が出てきた」と、60回の歴史に寄せる思いを語ってくれました。

　草加の魅力を明るく元気にさわやかにPRする「第17代草加さわや
かさん」が新たに決定しました。応募総数20人の中から3人が選ば
れ、委嘱式では先代から「たすき」が引き継がれました。これから
2年間、市観光協会主催の朝顔市や桜並木撮影会、草加ふささら祭
りなどのイベントに参加
し、草加の魅力を発信して
いきます。

　草加市の都市経営課題の解決に直結する新事業への参入や既存
事業の再構築を通じて、地域の発展に貢献し、自社の価値を高め
たい企業を対象とした実践型スクールプログラムです。その趣旨
や効果について理解を進める啓発講演会を行います。
　自社のリソースを

い

活かしつつ、地域のリソースと合わせて、専
門家の支援の下、自社完結では実現できない事業ステージを目指
したい人の参加をお待ちしています。
■日時　12月14日㈬　午後6時30分～8時30分
■場所　草加市文化会館　■定員　30人程度
■対象
・自社の存在意義、経営戦略の明確化と見直しを検討している人
・遊休不動産の利活用により収益化を検討している事業者
・新事業創出や既存事業の再構築を考えている経営者
ω11月30日㈬までに申込フォーム（QRコード）で。電話、ファ
クスも可。

　マーケットの学校はマーケットを主題にくらしを考える対話
型のワークショップ。9・10月に行った内容の実践編です。新
しいマーケットを自分で作ってみたい人や今やっているマーケッ
トをもっと進化させてみたい人などは参加してください。
■日時　12月16日㈮、令和5年1月21日㈯・1月27日㈮、2月10

日㈮午後1時30分～3時30分（1月21日は午前11時～午
後1時）

■場所　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
ω11月30日㈬までに申込フォーム（QRコード）で。電話、フ
ァクスも可。

　当日開催の品評会に出品された市内農業者が丹精込めて作った
農産物の即売会や、農業団体による草加産野菜の販売を行います。
■日時　12月4日㈰

野菜販売　午前11時～　即売会　午後1時30分～
■会場　市民体育館　■定員　即売会のみ140人（抽選）
ω11月18日㈮までに申込フォーム（QRコード）または申込書
（市HPから入手可）を都市農業振興課へファクス。

10月かどまちごとでき

　オミクロン株対応ワクチンと乳幼児接種に関する内容を記載していま
す。詳しくは臨時号を確認してください。

BA.4-5対応型ワクチンの使用
を開始しました。
アコスホールでの接種を開始し
ました。

草加スポーツフェスティバル202210日

いいがなうめぇがな市8日第60回記念草加市華道展8・9日

第17代草加さわやかさん決定15日

企業版リノベーションスクール
啓発講演会

新型コロナワクチン情報 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

問い
合わせ

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

農業祭

マーケットの学校 in そうか
問産業振興課☎922-0839Ü922-3406問産業振興課☎922-0839Ü922-3406
マーケットをやってみよう!

講師
清水義次氏　(株)アフタヌーンソサエティ代表取締役
　千代田区、北九州市、岩手県紫波町など全国で、民間や
公共の遊休不動産を活用し、エリア価値を向上させるリノベ
ーションまちづくり事業をプロデュースしている。

広報そうか臨時号を同時配布します

【18歳以上39歳以下の部】
佐藤　美咲さん（左端）
渡邊　遥菜さん（中央）

【40歳以上の部】
栗田　真帆さん（右端）

11/1㈫から
11/5
号 11/4㈮から

▲第1回から出品を続けている
高橋理一さん（88歳）▲田中理昭副会長（右）と宇塚さん

問都市農業振興課☎922-0842Ü922-3406

広報「そうか」⑧ イベント　できごとまちかど2022年11月5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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