
問障がい福祉課☎922-14365922-11535

10月31日初登庁日に中学生から花束を受け取る山川市長

「だれもが幸せなまち 草加」を目指して

草加市長

　草加市民の皆様こんにちは。
　10月の草加市長選挙において市民の皆様からご信託を受け、市長として4年間務めさせて
頂くことになりました山川百合子です。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
　任期は10月29日からの4年間になります。初登庁日は10月31日でした。秋晴れの空の下、
市民の皆様、職員に迎えられ庁舎に入りました。お祝いの言葉と共に、市政に対する期待
や思いなども伝えて頂き、その重責に改めて身の引き締まる思いでした。
　私は「だれもが幸せなまち 草加」に向けて、市民の皆様の力を結集するような市政を目
指しています。草加には切実な思いを持って様々な活動をして下さっている沢山の方がい
らっしゃいます。生きることに関わる切実な声や、時にはサイレントマジョリティかもし
れない声もあります。私は、そんなおひとりおひとりの思いをつなげる形で、草加市民全
体の幸せのためのかじ取りをしていきたいと思っています。
　様々な課題はありますし、それぞれの方が思い描く形をそのまま実行するのは難しいか
もしれませんが、出来る限り対話を大事にし、職員と共に、市民の皆様そして市議会の皆
様との対等なパートナーシップにおいて、草加のまちづくりを進めて参る所存です。何卒
ご理解とご協力を賜ります様、よろしくお願い申し上げます。

12月3日～9日は障害者週間です

　市内には、障がいのある人が活躍する施設があ
り、一人ひとりの個性を生かした訓練や就労を行
い、利用者の皆さんが社会の一員として働くサポ
ートをしています。就労を通じた社会参加や社会
自立は、利用者の皆さんの日々の充実感や見守る
家族の喜びにもつながっています。

続きは2面へ

誰もが
いきいきと
輝く社会へ
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■10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0.09／最小値0.08（市役所前）

　1面に掲載した料理やスイーツは、すべて市
内の障がい者就労支援施設等で提供、製造・販
売されているものです。クリスマスやバレンタ
インなど季節のイベントに合わせたものや、新
作や新しい味に挑戦するなど、職員の皆さんと
利用者の皆さんがアットホームな雰囲気の中で
製作しています。
　一つひとつ大切に作られた製品はどれも大好
評です。たくさん提供したいのですが、大量生
産は難しいのでまさに数量限定。出合えた時が
購入のチャンス。是非一度お試し下さい。

7時30分～
■調理
調理担当が一足早く
出勤し、作業に取り
掛かります。多いと
きは60食分も作りま
す。

10時30分～
■盛り付け
調理された料理を手
際よく正確に盛り付
けます。

11時30分～
■配達・販売
事業所で販売するほ
か、配達もします。

14時30分～
■片付け・掃除
使った調理器具など
を洗い、決まった場
所に片付けます。

ヘルシーランチ・マフィン・タルト
cafe＆farm Lento、市役所第2庁舎

働く利用者の皆さん「職人さん」が、自分らし
く心を込めてお仕事に取り組んでいます。ピン
クの可愛らしい建物が目印です。

PR

cafe＆farm Lento
（レント）
柳島町584-2
☎916-6417

米粉シフォンケーキ・米粉マドレーヌ
あある、川の駅そうか村、市役所第2庁舎

県内産米粉や米油・きび糖を使った焼菓子が自
慢。中でも市内産小松菜の粉末を使った小松菜
味が自信作。クラフトバック等小物もおすすめ。

PR

あある
瀬崎7-11-16
☎954-4714

チョコレート各種
YUI WORK

　　　板チョコレートの製造工程を一貫して行
っています。生産地が分かるカカオ豆と国内生
産のきび砂糖のみを使いカカオ豆の風味がダイ
レクトに味わえるよう製法を工夫しています。

PR

YUI WORK
（ユイ ワーク）
神明1-7-12
浜谷マンション1F
☎945-3466

アップルパイ・レモンチーズパイ・ベーコ
ンポテトパイ・わん！あんこパイ
市役所第2庁舎、草加市社会福祉協議会

蒲公英の丘
青柳8-57-25
☎932-7422

たんぽぽ

パンやアップルパイを販売しています。定期配
達も可能です。インスタグラムで販売告知や新
メニューの紹介もしています。

PR

マドレーヌ各種・小松菜マフィン
つばさの森、川の駅そうか村、コーヒーショ
ップナミキ、市役所第2庁舎、JAさいたまグ
リーンショップ、生鮮スーパーゼンエー、市
立病院、中央公民館（たんぽぽ）、松原食品

　　　焼き菓子は15種類。新作の「メープルマ
ドレーヌ」は、メープルの粒ジャム入りでホッ
トケーキのような優しい味わいです。

PR

つばさの森
柿木町1105-2
☎935-5678

サブレ（リーフ・キューブ・セット）
川の駅そうか村、市立病院、中央公民館（た
んぽぽ）

「手づくりサブレ」は発売開始から20年続く人
気商品で、油脂分はバターのみを使用し、風味
豊かな食べ応えが特徴です。

PR

西れんげ草
苗塚町42-22
☎928-6658

めだか工房
草加1-7-13
☎941-8001

調理パン・惣菜パン・食パン・フランスパン
めだか工房

国産小麦にこだわり、調理パン・食パン・フラ
ンスパンを販売しています。特にクリームは自
家製にこだわっています。

PR

特製ライスカレー・パスタ・コーヒー・ピザ
pace（パーチェ）、川の駅そうか村、COC
O家カフェ

おいしい食事や本格エスプレッソマシンで入れ
たコーヒーが味わえます。すべてテイクアウト
可能で手作りの小物も販売しています。

PR

pace（パーチェ）
氷川町2144-11
アークプラザⅡ1F
☎928-5100

ドリンク・スイーツ・弁当・ランチプレート
wacca、Groovy

和を基調に野菜を中心とした手作りで体に優し
い料理です（期間限定メニューあります）。こ
だわりの食器で目でも楽しめます。

PR

wacca（ワッカ）
栄町3-3-3
☎954-5234
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「おいしい」を皆さんへ わたしたちの仕事を　　　紹介しますちょっと
cafe&farm
Lentoさんの場合

調理 盛り付け 配達・販売

お客様たちとのふれあいや、
話すことが大好き！働く大き
な原動力になっています。

1日のスケジュール

1日おつかれ様
でした

　　主な商品　　市内販売場所
販売の詳細は、各事業所に問い合わせて下さい。販売所一覧
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○PM2.5（単位：マイクログラム／㎥）最大値19.1／最小値0.1未満（花栗中学校内）
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東武バス東武バス

朝日バス朝日バス
朝日バス・
パリポリくんバス
朝日バス・
パリポリくんバス

JAさいたま● バス回転広場

↓獨協大学前〈草加松原〉駅

↑蒲生駅
12月1日㈭からは
こちらです11

22 33

　11月2日㈬に開催された市議会第2回臨時会で、新たな議長に小
川利八議員、副議長に佐藤利器議員が選出されました。また、監査
委員には佐藤憲和議員が新たに選任されました。
■小川利八議員　自由市民議員団　7期目　副議長などを歴任　青

柳八丁目9番4号
■佐藤利器議員　SOKA新政議員団　3期目　福祉子ども委員会委

員長などを歴任　青柳七丁目34番1号
■佐藤憲和議員　市民共同議員団　4期目　副議長などを歴任　花

栗四丁目13番21号

　交際費の執行状況を公開しています。今回は7～9月分までの市長
交際費、議長交際費など全ての交際費9種類、公開内容は、支出年
月日、支出目的、相手方(病気見舞いは除く)、金額の4項目。
　公開は3か月ごとに行い、市のホームページと市役所情報コーナ
ーで閲覧できます。概要は、次のとおりです。
■交際費支出件数・金額
　市長…1件・5000円、議長…3件・2万6500円。なお、教育委員会、
農業委員会、選挙管理委員会、監査委員、市立病院事業管理者、上
下水道部、公平委員会の支出はありませんでした。

　12月1日㈭から新田東口交通広場を暫定的に供用開始します。これ
に伴い、これまで県道沿いのバス回転広場内にあったバス停を移設
します。バス停留所のほか運行ダイヤも変更します。一般の路線バ
スの詳細は各バス会社に問い合わせてください。パリポリくんバス
については市ホームページで確認できます。

新田駅東口

新田駅でのバス乗り換えが
便利になります。
皆さんのご乗車をお待ちしています。

小川利八　議長 佐藤利器　副議長 佐藤憲和　監査委員

■財政健全化判断比率　2つの視点（収支・負債）と4つの指標

　一般会計の赤字が財政規模に対して
どれだけあるかを表す。
▶本市は黒字。

　全ての会計の赤字が財政規模に対し
てどれだけあるかを表す。
▶本市は黒字。

4つの指標

　将来負担しなければならない負債
（地方債残高など）が財政規模に対
してどれだけあるかを表す。
▶地方債残高は増加したが、財政調
整基金の増などにより2.9ポイント
改善

　一般会計や特別会計などの決算に基づいて、
「収支」の赤字と「負債」の大きさという2

つの視点から、財政の健全さを4つの指標に分けて示したもの。
▶比率ごとに、黄色信号の「早期健全化基準」と、赤信号の「財政
再生基準」があります。
比率のうち1つでも早期健全化基準以上になると、財政健全化計
画を定めて財政の健全化に、さらに財政再生基準以上となると、
財政再生計画を策定し、財政の再建に取り組む必要があります。

健全化判断比率

※実質赤字比率・連結実質赤字比率は赤字がないため「－（該当なし）」とし、参考に黒字の比率を（△）表記。

実質赤字比率

連結実質赤字比率

実質公債費比率

将来負担比率

草加市の指標
健全化判断比率

20.00

30.00

35.00

11.29

16.29

25.00

350.00

令和3年度

3.90

9.70

－（△12.23）

－（△32.04）

令和2年度

－（△  8.12）

－（△26.30）

3.90

12.60

単位：％

早期健全化
基準

財政再生
基準

　公営企業会計の資金不足がどれだけある
かを、料金収入などの事業規模と比較した指

標で、各会計の経営状況を表したもの。いずれの公営企業会計も資
金不足を生じておらず、健全な経営状態です。
▶経営健全化基準である20％以上になると公営企業の経営の健全
化を図る計画を策定しなければなりません。

資金不足比率

※資金の不足が発生していないため「－（該当なし）」とし、参考に資金剰余の比率を（△）表記。
※新田西部及び新田駅西口土地区画整理事業特別会計は、資金の不足額及び剰余額が生じていないため「－（該当
なし）」と表記。   

水道事業会計
病院事業会計

新田西部土地区画整理事業特別会計
新田駅西口土地区画整理事業特別会計

公共下水道事業会計

草加市の指標
公営企業名

20.0

令和3年度

－（△113.3）
－（△  31.4）

－
－

－（△27.3）

令和2年度

－（△117.0）
－（△  18.7）
－（△100.0）

－
－（△  10.6）

単位：％

経営健全化
基準

　借金（地方債）などの返済額が財政
規模に対してどれだけあるかを表す。
▶償還額の増加などから、単年度は
0.66ポイント悪化したが、令和
元～同3年度の3か年平均値は増
減なし

収
支
の
視
点

負
債
の
視
点

実質公債費比率 将来負担比率

実質赤字比率 連結実質赤字比率

東武バス：東武バスセントラル㈱、朝日バス：朝日自動車㈱

市議会
第2回臨時会
新議長等を選出新田東口交通広場を

暫定的に供用開始します

問新田駅周辺土地区画整理事務所☎954-6371Ü941-5951
　交通対策課☎922-1685Ü922-1030

問庶務課☎922-0954Ü922-3091
交際費の執行状況を公開します

議　　長　小川  利八  議員
副 議 長　佐藤  利器  議員
監査委員　佐藤  憲和  議員

財政健全化判断比率・
資金不足比率を公表
問財政課☎922-0761Ü922-1547Ü

令和3年度決算に基づくいずれも
健全な
状　態

　地方公共団体は、財政健全化法により、「健全化判断比率」と公営企
業会計の「資金不足比率」を算定し、財政の健全さを判断します。
　令和3年度の決算に基づき指標を算定した結果、いずれの比率も国が定
めた早期健全化基準などを下回っており、市の財政は健全な状態です。
将来にわたって行政サービスを確実に実施できるよう、持続可能で健全
な財政運営を行っていきます。

12月1日㈭から

新田駅東口バス停&パリポリくんバスの
乗り場が変わります
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　12/4㊐10時～12時30分。
会場は草加市文化会館。手話通訳・要
約筆記が付く講演「野菜 足りてる？
～ムダなく使いきっておいしく食べよ
う～」。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30人。è
11/21㊊から草加市社会福祉協議会へ。
メール（QRコード）も可。☎932-6770
Ü932-6781

すまいる広場～介護予防～

高年者向け

あんしんファクス・
あんしん電話サービス

　防災行政無線で放送する災害に関わ
る緊急情報を、登録されたファクスま
たは電話に知らせます（回線が混み合
い、届くまでに時間を要する場合があ
ります）。草加お知らせメール、市HP
等で情報の入手が困難で防災行政無線
の放送が聞こえづらい人対象。èファ
クス・はがき・電話のいずれかで氏名
・住所・お知らせ方法（ファクスまた
は電話のいずれか）を〒340-8550危機
管理課へ。☎922-0614Ü922-6591

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

であいの森まつり

聴覚障がい者のひろば

歳末就職面接会

　12/3㊏9時～12時。会場はであいの
森。同館で活動のサークル・主催講座
による発表・作品展示、スポーツ吹矢
・茶道の体験、ボッチャの小堀逸也選
手の講演、マジックショー、菓子・野
菜販売。送迎バス2台（獨協大学前
〈草加松原〉駅・谷塚駅発）運行。終
日入浴休止。入場にはチケットが必要
です。èであいの森へ。☎936-2791Ü
936-2792

地域包括支援センター（包）
介護者のつどい・介護予防教室等

水引とプリザーブドフラワーで作る
お正月アレンジメント

■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高砂コミセン　12/2㊎13時15分～14
時45分。ε草加東部・草加稲荷（包）☎
959-9133Ü922-3801
②であいの森　12/14㊌13時～14時30
分。ε草加川柳（包）☎932-7007Ü931-
0993
■サステナブル体操　12/1㊍13時30分
～14時30分。会場は勤労福祉会館。65
歳以上対象。定員30人。è11/21㊊電
話で新田西部（包）へ。☎946-0520Ü94
6-0523
■認知症サポーター養成講座　12/19
㊊14時～15時30分。会場は氷川コミセ
ン。定員25人。è12/1㊍～16㊎に草
加西部（包）へ。☎946-7030Ü942-7582

脳の健康度チェックは
12/16㊎まで

　認知症は、年齢を重ねるほど発症す
る可能性が高まり、65歳以上の約4人
に1人が認知症またはその予備軍と言
われています。症状が軽いうちに適切
な治療を受ければ、進行を遅らせたり、
症状を改善したりする事が出来ます。
脳の健康度チェックを行い、認知症の
早期発見に役立てて下さい。
■受診期限　12/16㊎まで（期間内に1回）
■対象　①60歳になる人（昭和37年4/
2～同38年4/1生まれ）。②65歳以上の
人（昭和33年4/1以前生まれ）。
■受診方法　健康保険証、お薬手帳を
持参し、指定医療機関で受診。指定医
療機関は市HP（QRコード）で確認を。
■費用　無料※他に受ける診察・検査
等を除く

　12/14㊌13時30分～16時。会場は勤
労福祉会館。草加・八潮・三郷市内の
企業20社が参加予定。職種は営業、事
務、製造、運転、技術等。主に正社員

　簡単なタオル体操　12/8㊍・21㊌、
足りない数字・いろいろ足し算を考え
てみよう　12/13㊋・26㊊。いずれも
10時～10時30分。会場はであいの森。
60歳以上対象。利用登録証（ない人は
本人確認書類）持参。当日直接会場へ。
ε同館☎936-2791Ü936-2792

ブッシュドノエルを作ろう

　12/10㊏10時～12時。会場は柿木公
民館。18歳以上の身体障がい者対象。
定員9人。参加費500円。è11/28㊊10
時から電話でであいの森へ。☎936-27
91Ü936-2792

　12/12㊊10時～12時。会場は草加市
文化会館。定員14人。材料費1800円。

干支手ぬぐい展

　12/1㊍～14㊌10時～17時（1㊍は12
時から、14㊌は15時まで）。会場はア
コスギャラリー小。市文化賞受賞者で、
県伝統工芸士の昼間時良氏が熟練の技
術で染め上げた十二支の手ぬぐいを展
示します。ε文化観光課☎922-2403Ü
922-3406

　12/3㊏14時～15時。会場は歴史民俗
資料館。同館学芸員が解説。ε同館☎
922-0402Ü922-1117

希望の人対象（新規高校卒業予定者を
除く）。複数企業と面接が出来るので、
履歴書は複数枚持参で。雇用保険受
給中の人は失業認定の求職活動にな
ります（希望者に参加証明書を当日発
行）。ε商工会議所☎928-8111Ü928-
8125

ハサミ、木工用
接着剤、ピンセ
ット、持ち帰り
用の袋持参。è
12/9㊎までに生
涯学習課へ。☎
922-2819Ü922-
3498

ε長寿支援課☎922-2862Ü922-3279

・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】

　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
◆12歳未満の人及び65歳以上の人
　医療機関で確定診断を受ける
◆12～64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

④ 2022年11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。

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

12/1㊍～14㊌は「冬の交通事故防止運動」期間。人も車も自転車も安心・安全

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

▶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



5☎946-3000 5944-3800

れきみん体験教室「和凧作り」

子ども・親子向け

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）

体力測定会

　11/29㊋10時～11時。会場はふれあ
いの里。握力・長座位体前屈・足踏み50
回他。60歳以上対象。当日直接会場へ。
εふれあいの里☎920-6222Ü920-6251

　12/10㊏10時～12時。会場は歴史民
俗資料館。竹や和紙を使って昔ながら
の和凧作り、凧揚げ体験。小学生（保
護者同伴）対象。定員6人。è11/22㊋
から同館へ。☎922-0402Ü922-1117

絵本とあそぼう
きらきらクリスマス

　12/4㊐10時30分～12時
30分。会場は谷塚文化センター。カラ
フルパエリア、かぼちゃとさつま芋の
デザートサラダ。小学生と保護者対象。
定員8組。料金大人300円、子ども200
円。室内靴、エプロン、三角巾、布巾
2枚持参。è11/21㊊から電話か申請フ
ォーム（QRコード）で。ε保健セン
ター☎922-0200Ü922-1516

大人300円、子ども200
円

　12/8㊍9時50分～11時30分。会場は
保育ステーション。リース作り、ふれ
あい遊び。1歳～未就学児と保護者対
象。定員15組。è11/21㊊9時から電話
で保育ステーションへ。☎920-1120Ü
920-1101

■大人のためのおはなし会　11/26㊏

草加市スポーツ協会
（会計年度任用職員）

　場所は松原テニスコート。18歳（高
校生不可）～69歳対象。12月中旬採用。
時給1016円。è11/30㊌までに指定の
申込書（同協会HPで入手可）を同協
会へ持参。☎928-6361Ü922-1513

▼おもちゃ病院　11/24㊍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  
▼脳トレボードゲーム「ウボンゴ」　
12/3㊏14時～　小学生対象　定員4人
▼ふれあいだいこん掘り　12/4㊐10時
～10時45分細井農園（谷塚2-22付近）
集合　乳幼児（保護者同伴）～高年者
対象　定員40組　参加費1本100円
▼まつぼっくりツリー作り　12/4㊐・
11㊐14時～　小学生対象　定員各5人、
12/9㊎・16㊎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
▼ほっこりリトミック　12/9㊎10時～、

11時～　乳幼児と保護者対象　定員各
10組
▼ママのためのリフレッシュヨガ　
12/17㊏10時15分～　定員15人 
▼ともだち文庫の「おはなしポケッ
ト」　12/19㊊11時～　読み聞かせ・
わらべ歌　乳幼児と保護者対象　定員
15組　

▼クリスマスカード　11/28㊊～12/9
㊎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　è11/22㊋10時から電
話で同館へ
▼フェルトのクリスマスリース　12/
12㊊～19㊊（13㊋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　è12/5㊊13時から電話で同館へ
▼ピヨピヨ広場　12/13㊋・20㊋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以降生まれ対象　定
員10人　è希望日1週間前の㊋13時か
ら電話で同館へ  
▼おもちゃ病院　12/16㊎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　12/19㊊10時～　
会場はコンフォール松原19号棟　令和
3年12月生まれ対象　定員10人　è12/
1㊍13時から電話で同館へ　  
▼クリスマスリース　12/21㊌・22㊍
14時～　会場はコンフォール松原19号

棟　小学生対象　定員各5人　è12/12
㊊13時から電話で同館へ  

▼ブックカバー作り　11/27㊐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　12/1㊍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
▼ママヨガ　12/2㊎・20㊋13時30分～
14時10分　0～3歳と保護者対象　定員
各6人　
▼みんなで楽しく！レッツダンス　
12/3㊏13時～14時30分…練習・4㊐11
時～16時…オンライン発表会　全2回
　小学生対象　定員10人　　
▼おもちゃばこ・ONLINE　12/7㊌・
14㊌13時15分～13時45分　オンライ
ンで交流　1～3歳と保護者対象　
▼パパとアスレチック　12/11㊐・25
㊐10時～12時　1～3歳と保護者対象　
定員各8組
▼パパと遊ぼう「ボールをシュート」　
12/17㊏10時30分～11時30分　3歳以
上の未就学児と保護者対象　定員8組
▼ひ革工房「クリスマスリース」　
12/17㊏13時30分～15時30分　小学生
～18歳対象　定員20人　
▼クリスマス造形「アロマサシェ」　
12/24㊏13時30分～、14時30分～　ろ
うを使ったにおい飾り作り　幼児～小
学生と保護者対象　定員各6組
▼開運ダルマ作り　12/25㊐13時30分
～　幼児～小学生と保護者対象　定員
6組

14時～15時30分「つるにょうぼう」
「地獄からもどった男」他　中学生以
上対象　定員20人　è11/21㊊9時から
電話で
■バリアフリー上映会　12/4㊐14時～
15時20分　「梅切らぬバカ」（バリア
フリー日本語字幕・音声ガイド付）　
成人対象　定員30人（障がいのある人
の参加歓迎）　è障がいのある人は同
館HP（QRコード）か電話
で　その他の人は11/21㊊
13時から電話で
■工作会「サンタさんカード」　12/
17㊏13時30分～13時55分、14時5分～
14時30分　幼児（保護者同伴）～小学
生対象　定員各5組　è11/
21㊊9時から同館HP（QR
コード）で
■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）、12/18㊐
11時～11時30分（小学生対象）　定員
各6組（当日先着順）

親子料理教室

Instagram　草加市広報課【公式】アカウント開設

インスタグラムの広報課公式アカウントを
開設しました。

広報課職員が取材などで
発見した市の魅力などを
発信しています。ぜひ、
フォローして下さい。

＠sokacity_koho
　草加市広報課【公式】

そ
う
か
小
話

5922-3274
定員のあるものは11/21㊊
10時から各館へ申し込みを

わくわくタウン松原 ☎941-2905

氷川児童センター ☎928-2341

　通常登校日の15時に行っている「下校時見守り放送」では、1学期交代で市内の小・中学生の皆さ
んにアナウンスをお願いしています。子どもたちの安全を守るには、地域の皆さんの協力が欠かせま
せん。15時の放送が流れたら、下校する子どもたちを見守って頂きますようお願いします。
　そのアナウンスのBGMでは、令和元年に草加市制60周年を記念して作られたPRアニメーション

「きみの待つ未来（ばしょ）へ」のエンディング曲「心が帰
る場所」のオルゴール版が流れています。シンガーソングラ
イターの奥華子さんが実際に市内を歩いて書き下ろした作品
で、市HPから曲が入手出来ます。是非一度聞い
てみて下さい。
�総合政策課☎922-0749Ü927-4955

見守り放送のBGMを知っていますか？ ♬♪ ♪

☎925-1856谷塚児童センター

広報「そうか」 ⑤情報コーナー「すとりーと」 2022年11月20日号



■草加太極拳同好会　㊎10時～12時　
中央公民館で　ゆったりした動きで体
調管理と老化防止　経験不問　入会金
2000円　月額3500円　ε長島☎942-99
12
■稚心会（書道）　第1・3㊋9時15分
～11時15分　であいの森で　書道は生
涯の友達　始めませんか　先生の指導
で上達楽し　入会金1000円　月額1500
円　体験200円　ε野村☎941-5108
■みんなの心のうたゆりかご（童謡）
　月2回㊊10時～12時　勤労福祉会館
で　ピアノ伴奏で大きな声で歌おう　
どなたでも可　入会金1300円　月額
1000円　ε山崎☎090-5757-5164
■綾瀬川自然観察同好会　第1㊏13時
～15時　新田駅集合・綾瀬川土手で　
季節の野草中心に身近な自然観察　年
会費1000円　ε菅☎942-0036
■白ゆり会（着付け）　㊌㊏10時30分
～12時　谷塚文化センターで　家で眠
っている着物を使って楽しく装ってみ
ませんか　月額4000円　ε長谷川☎
090-3475-8567
■サークルホワイト（油彩・水彩）　
㊍9時～13時　中央公民館で　絵画を
やってみたい人どなたでも歓迎　月額
2500円　ε松山☎922-9076
■なかよし会（グラウンド・ゴルフ）
　㊊㊌㊎8時30分～10時30分　清門中
央公園で　楽しくグラウンド・ゴルフ
で健康作りと仲間作り　年会費1500円
　ε佐藤☎941-3400
■フレンドリーダンスサークル（社交
ダンス）　㊏10時～12時　であいの森
で　2人の先生と楽しみながら練習し
ています　特に男性お待ちしています
月額2000円　ε西宮☎090-1791-6389
■サークル華墨（書道）　第1・3㊊10
時～11時30分　新里文化センターで　
毛筆硬筆を楽しく美文字に　入会金
1000円　月額2300円（任意教本代800
円あり）　ε川村☎090-2657-3631
■民踊希鶴会　月4回㊊11時～13時　
中央公民館で　草加の踊りを中心に日
本各地の民踊を健康維持のために始め
ませんか　月額2000円　ε下田☎09
0-1205-1303
■川文ユニカールクラブ　㊊9時～11
時　川柳文化センターで　冬のスポー
ツカーリングを参考にしたユニカール
を一緒に楽しみませんか　年会費1000
円　1回100円　ε川口☎090-9133-7870
■ロイヤルビーチボールバレー　㊌19
時～21時　川柳小で　体育館でビーチ
ボールを使ってバレーボールをしてい
ます　年会費3000円（別途スポーツ保
険加入）　ε増井☎935-7774

定員のあるものは11/21㊊
8時30分から各館へ申し込みを

5925-0152

▼元気ルームMINI　12/1㊍10時～12
時　ホール開放　乳幼児と保護者対象
▼おもちゃの病院　12/12㊊10時～12
時　おもちゃの無料修理　部品代実費
　1人2点まで　　  
▼クリスマスイブ手作りケーキ　12/
24㊏10時～13時　いちごのズコット　
定員10人　参加費2800円　

▼クリスマスコンサート　12/11㊐14
時　「吹奏楽のための組曲第一番」
「鎌倉殿の13人メインテーマ」他　定
員200人　è11/21㊊から同館窓口で整
理券配布　
▼にじいろタイム　12/16㊎11時～12
時　わらべ歌・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」
　12/16㊎13時30分～　胎教・仲間作
り　初妊婦対象　定員10人

▼子ども料理教室　12/17㊏10時～12
時　クリスマス料理作り　小学生対象
　定員12人　参加費500円　
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
12/21㊌10時～10時40分…0～1歳6か
月と保護者、11時～11時40分…1歳7
か月～3歳と保護者　クリスマス工作
・大型絵本他　定員各5組　

▼こどもライブフェスタ2022　11/27
㊐10時～15時　プラレール・囲碁・将
棋、クリスマスランタン作り（材料費
100円）・多色刷り版画他
▼歌声喫茶銀河～クリスマスの集い～
　12/4㊐13時30分開演　ピアノ・ハー
モニカ・ギターの伴奏で「聖夜」「星
に祈りを」他　お楽しみ抽選会有り　
成人対象　定員60人　参加費500円(飲
み物付き）　è11/22㊋8時30分から同
館へ
▼彩りのステンシル　12/12㊊13時30
分～15時　成人対象　定員12人　参加
費1500円　　  
▼高年者学級コスモス公開講座「ピカ
ッとブレイン」　12/21㊌10時～11時
10分　認知機能維持向上プログラム　
65歳以上対象　定員30人 
▼すくすくクラブ　12/23㊎10時～10
時40分、11時～11時40分　クリスマ
ス工作・大型絵本他　0～3歳と保護者
対象　定員各7組　　
　　　  

▼サンタと遊ぼう！クリスマス　12/1
㊍10時～10時50分…0～1歳6か月と保
護者対象、11時～11時50分…1歳7か
月～3歳と保護者対象　クリスマス工
作　定員各7組　材料費200円　　
▼そば打ち体験　12/4㊐9時～13時　
成人対象　定員8人　参加費2500円　
▼すくすくクラブ　12/8㊍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　クリスマス工作　定員各10人
▼アートフラワーのお正月飾り講座　
12/13㊋10時～12時　講師は桂由美フ
ラワーアドバイザー　成人対象　定員
12人　材料費2000円　　  
▼ほっぷ・すてっぷ・English　12/15
～令和5年1/26（12/29を除く）の㊍16
時～16時45分　外国人の先生と音楽や
カードで英語に親しもう　小学1・2年
生対象　定員各15人　参加費500円　 
▼のびのび広場　12/16㊎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　
▼フレイル予防講座　12/16㊎13時～
15時30分　加齢による健康障害予防の
チェック方法等を解説　定員20人　
▼大人の料理教室　12/21㊌10時～13
時　時短おせち　定員12人　参加費10
00円
▼おもちゃの病院　12/23㊎10時～12
時　おもちゃの修理　部品代実費　1
人2点まで　  

▼ロビー　木版画年賀状展　11/23㊗
～12/5㊊　
▼日本語教室　12/2～23の㊎10時～12
時　外国籍市民対象
▼おはなしの広場　12/9㊎・23㊎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10組（当日
先着順）　　　  
▼おもちゃ病院　12/16㊎10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで　  
▼クリスマスマジックショー　12/18
㊐10時～11時30分　出演は草加アラ神
マジッククラブ　定員50人
▼親子で楽しむクリスマス会　12/19
㊊11時～11時45分　手遊び・リズム体
操他　1～3歳と保護者対象　定員5組
▼みんなでバドミントン　12/26㊊9時
30分～12時　小学4年生～中学生対象
　定員10人　
▼家庭教育学級「親子で作る時短おせ
ち」　12/27㊋9時30分～12時　小学3
～6年生と保護者対象　定員4組　参加
費1人600円　
　    

▼ママといっしょにおはなし会　11/
28㊊、12/19㊊10時30分～11時　読み
聞かせ・手遊び　
▼放課後クラブ　12/1㊍17時～18時…
卓球、12/19㊊16時～17時…将棋、
12/20㊋16時30分～17時30分…スポー
ツウエルネス吹矢　小学生対象（保護
者同伴） 
▼高年者のための初めてのスマートフ
ォン教室　12/2㊎14時～16時　文字入
力・QRコード読み取り他　おおむね
60歳以上対象　定員20人　スマートフ
ォン貸し出し　 
▼外国人のための日本語教室　12/3～
17の㊏10時～12時
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
12/5㊊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　クリスマス
工作・手遊び他　定員各12人
▼おもちゃ病院　12/5㊊10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで　
▼元教員が教える中学生のための英語
　12/5～26の㊊16時～17時…中学1・2
年生対象・17時～18時…中学3年生対
象
▼中学3年生のための数学・理科　12/
6～27の㊋17時～18時　全4回　公立
高校入試対策　中学3年生対象　定員
10人　　  
▼迎春の苔盆景作り　12/14㊌13時30
分～15時30分　成人対象　定員16人　
参加費1000円　
▼パパと子どものパン作り　12/17㊏
10時～12時30分　ちぎりパン　小学生
と保護者対象　定員6組（1組2人）　
参加費700円　

　　
  　
▼ドッヂビー講習会　11/26㊏14時～
15時　ルール・ゲームについて　小学
生対象　定員20人　　  
▼ママのためのリラクシングヨガ　
12/3㊏10時30分～11時15分　定員6人
▼クリスマス工作　12/13㊋・15㊍15
時30分～　小学生対象　　　　　  

▼ABCで遊ぼう　11/28㊊、12/12㊊
15時30分～16時30分　3歳～小学生
（幼児は保護者同伴）対象　定員各10
組　
▼読み聞かせ「バンビ」　12/5㊊・19
㊊11時～　わらべ歌と読み聞かせ　乳
幼児と保護者対象　定員各10組　
▼こぶたのしっぽ　12/7㊌11時～　光
るブラックシアター　乳幼児と保護者
対象　定員6組　  
▼クリスマスコンサート　12/12㊊11
時～…バイオリン・13㊋11時～…ピア
ノと歌　乳幼児と保護者対象　定員各
10組
▼チャンピオンはだれだ！「めざせ、
人間タイマー」　12/13㊋15時…小学1
年生対象、14㊌15時～…小学2年生対
象・16時～…小学3～6年生対象　時計
を見ないで時間を計るゲーム　定員各
20人
▼おもちゃ病院　12/17㊏13時30分～
15時　おもちゃの無料修理　1人2点ま
で　部品代実費　　  
▼生け花体験　12/20㊋16時～17時　
クリスマスフラワーアレンジメント　
年長児～小学生（幼児は保護者同伴）
対象　定員16組　参加費700円　 

▼いちごのクリスマスドームケーキ
（1人1台）を作ろう　12/23㊎9時30
分～12時30分　成人対象　定員8人　参
加費1700円

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。

住吉児童館 ☎928-5736

新栄児童センター ☎942-9876

谷塚文化センター ☎928-6271

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

川柳文化センター ☎936-4088

⑥ 2022年11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。



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

広報「そうか」 ⑦情報コーナー「すとりーと」 2022年11月20日号

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）

11/30㊌13時～16時…新里文化センター☎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
11/21㊊、12/16㊎…氷川児童センター☎928-2341
11/24㊍、12/8㊍…谷塚児童センター☎925-1856
12/1㊍…住吉児童館☎928-5736
12/7㊌・15㊍…新栄児童センター☎942-9876

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
11/21㊊～12/20㊋
（㊗㊡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下さい。

ä

三栄工業
㈱今泉水道
竹内セントラル㈱
㈲駒﨑設備

苗塚町55-4
谷塚上町483-3
氷川町2112-6
氷川町818-3

☎925-7384
☎927-1010
☎928-5525
☎924-4136

11/20㊐
23㊗
27㊐

12/  4㊐

㊐㊗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
わせて下さい）。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）。

休日等上水道工事店

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下さい。

■内科㊐㊗・外科㊗…（午前）9時～12時、（午後）14時～17時
■外科㊐…（午前）9時～12時、（午後）16時～19時

　　■歯科㊗…9時～12時 

受診時は、必ず事前に電話連絡を。!

内
科

外
科

歯
科

内
科

11/23㊗ 11/27㊐

内
科

外
科
・
午
前

外
科
・
午
後

外
科
・
午
前

外
科
・
午
後

草加松原整形外科医院
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
栄町2-11-9

☎933-0015
日本調剤薬局☎933-2270
ウエルシア薬局☎935-9028

西倉小児科医院
旭町4-9-2

☎941-7250

コイケ薬局☎943-4022

重松歯科医院
西町655

☎922-5310

さくら整形外科
谷塚上町235-1
☎921-7155
院内処方

たかぎ医院
吉町3-2-47

☎922-3731

院内処方

草加松原整形外科医院
松江2-3-26

☎935-4838
院内処方

山崎クリニック
中央2-4-11

☎924-1375
そうごう薬局☎928-1431

山崎クリニック
中央2-4-11

☎924-1375
そうごう薬局☎928-1431

12/4㊐

内
科

外
科
・
午
前

外
科
・
午
後

草加松原整形外科医院
松江2-3-26

☎935-4838
院内処方

豊田クリニック
柿木町1127-1
☎930-3636

アイン薬局☎954-9193

あさこ小児科
内科医院
高砂2-2-31

☎922-2517
たかさご薬局☎922-4619



　草加商工会議所まつりの会場のまつばら綾瀬川公園は、市内飲食店等の屋台や、ステ
ージイベント、市内産業製品をお得に購入出来るモノづくりダイレクトセールなどで大
盛り上がり。また、市内小学生の絵画が飾られた青空美術展の授賞式にも多くの家族連

れが訪れました。
　同日、草加市文化会館では文
化の広場が開催。市内で活動す
る様々な分野の文化団体が集
い、数々の秀作の展示や呈茶、
舞台では創作パフォーマンスの
上演など、日頃の活動の成果が
披露されました。

　アコスホール・ギャラリー
で開催。市展では、市内美術
家の作品225点と、開催40回
目を記念し「ジュニア絵画

展」として市内小中学生
の作品112点を展示。県
展作品展では県展で展示
された作品のうち草加市
民の作品25点が展示され
ました。
　また、岡本太郎美術館
館長の土方明司氏による

美術講演会もあり、大正期ならではの特色ある絵画とその作者の心
境に思いを馳せるひと時になりました。

　「秋の図書館フェア」の一環と
して中央図書館で講演会を開催。
講師は㈱童心社の取締役で、3人
の子育てを経験された田中正美
氏。絵本や紙芝居が歩んできた時
代背景や、読書・学習環境を話し
「子どもの本分は遊ぶこと」と、締めくくり
ました。参加者からは「普段読み聞かせてい
る絵本の出版社の人の話を楽しみに来まし
た。絵本の完成まで色々な人が関わり、多く
の時間が費やされていると聞き、長く愛され
る本を生み出す大変さが分かりました」との
感想が寄せられました。

　寄せられた165点の中から、13点が入賞しました。

10月 11月かどまちごとでき

市展・県展作品展

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

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

インフルエンザの予防接種との同時接種
新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンは、
期間を空けずに接種できます（同日も可）。
同時接種希望者は事前に医療機関へ問い合わせを。
抗原検査定性キット・解熱鎮痛薬の準備
新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザが同時流行す
ると、発熱外来がひっ迫する恐れがあります。抗原検査定性キット
・解熱鎮痛薬を購入するなど、事前に備えておくと安心です。

オミクロン株対応ワクチンの追加接種（3～5回目）
接種間隔は「3か月」に短縮。接種券は順次送付中。
※既に接種券を持っている場合は、そのまま使用出来ますが、紛失した人や新たに転入して
きた人は申請が必要です。

展示会
令和5年1月5日㈭～18日㈬
午前9時～午後5時（5日は正
午から、18日は午後3時まで）
会場：アコスギャラリー小

入賞作品集
今回の入賞作品を1冊の本にし
ました。令和5年1月頃から各
公共施設で配布します。

年明け以降、接種会場等を縮小予定

インフルエンザとの同時流行に備えた対策を

▲厚生労省HP

ワクチン接種は年内に　毎年、年末年始に感染が拡大する傾向です。
市内60医療機関、アコスホール

草加市文化会館
勤労福祉会館

埼玉県ワクチン接種センター（※）
自衛隊東京大規模会場

ファイザー社製のBA.4-5対応型ワクチン

モデルナ社製のBA.1対応型ワクチン
（近日中にBA.4-5対応型に切り替え）
モデルナ社製のBA.1対応型ワクチン
※予約なしで接種出来る会場があります。
　詳細は県HPヘ。

接種会場と取扱いワクチン（11月14日現在）

場所（平日のみ）

持ち物

市役所西棟1階　午前8時30分～午後5時
各文化センター　午前9時～午後5時

接種券付き予診票、身分証明書

予約の操作支援窓口は11月25日㊎で終了

初回接種・小児接種・乳幼児接種も実施中

受賞者
観光協会会長賞
「デッドヒート!」新谷精二
草加松原賞
「祭りの灯り」三原俊郎
そうか桜（しだれ桜）賞
「そうか桜の下で」小池基夫
東武よみうり新聞社賞
「桜の下でラジオ体操」飯田芳正
フォトライフサポートセンター賞
「初雪の朝」米山臣行

10月21日 読書で子育て講演会
『絵本や紙芝居で
広がる世界』

11月5日

草加商工会議所
まつり

11月3日

文化の広場

家族みんな
で

楽しんだよ
♪

草加の四季観光写真コンクール入賞作品決定 松

観

松

桜

東

フォ

フォ東桜

観

広報「そうか」⑧ イベント・講座情報　できごとまちかど2022年11月20日号

市の人口　令和4年11月1日現在　25万1032人（男12万6569人・女12万4463人）/前月比100人減/世帯数12万3001世帯
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