
問交通対策課☎922-16415922-10305

年末にかけて事故が一層増えやすくなります。
大切な命を守るため、今一度、
交通ルールの確認と順守をお願いします。

教えて課長！ 事故を起こしやすい「特徴」
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2日に1人

　自転車は軽車両のため、
道路の左側に寄って通行し、
車道と歩道の区別があると
ころは車道通行が原則です。

　歩道を通行する場合は、
車道寄りを徐行し、歩行者
の通行を妨げる場合は一時
停止を。

　道路交通法が改正さ
れ、全ての自転車利用
者の乗車用ヘルメット
着用が、令和5年4月
末までに、努力義務と
なります。

　令和4年1～10月の市内の自転車事故による死傷者は164人
で、これは令和3年同期間の件数（111人）の約1.5倍です。
自転車は、年齢を問わず便利に利用出来る乗り物ですが、道
路を通行する時は、「車」として交通ルールを守るとともに
常に交通マナーを意識するなど、安全運転を心掛けましょう。

　草加市内では、自転車が関係する交通事故が多く発生
しており、自転車側の8割以上に何らかの交通違反が認
められます。自転車を運転する際は、信号機や一時停止
標識の指示を守り、ヘルメットを着用しましょう。また、
自転車の盗難も増えていますので自転車から離れる際は、
必ず鍵をかけましょう。

事故が起きやすい時間帯・場所はありますか。
また、事故原因で多いものはありますか。

市内の自転車事故は、通勤通学時間帯に多く、7割
以上は交差点で起きています。特に、安全不確認
の違反が最も多く、交差点での周囲の安全を確認
していれば、防ぐことが出来た事故がたくさんあ
ります。あわてず、落ち着いて、安全確認をしな
がら、自転車に乗りましょう。

折り込んである「マイ・ステージ」は、抜いて読んでください。

自転車安全利用五則を
守りましょう!

飲酒運転は
禁止

車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先
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令和4年の市内交通事故状況（前年比）11月20日現在　人身事故456件（＋96）　死者5人（－2）

市民税、固定資産税、軽自動車税、
市たばこ税、都市計画税

市　税
369億8945万円

213億8412万円

収入率 57.8%

市が実施する特定の事業に対して国
から交付されるもの

国庫支出金
208億6565万円

56億2097万円

収入率 26.9%

市が一定水準の事務を行うために国
が交付するもの

地方交付税
37億  266万円

26億8767万円

収入率 72.6%

市が実施する特定の事業に対して県
から交付されるもの

県支出金
55億4875万円

9億7737万円

収入率 17.6%

都道府県の地方消費税収入額のうち
一定割合が交付されるもの

地方消費税交付金
53億円

29億3999万円

収入率 55.5%

人事、徴税や防犯・防災対策、庁舎管
理などの一般行政に要する経費

総務費 198億6704万円

49億8915万円

執行率 25.1%

保健衛生や環境衛生、ごみ・し尿処理
などに要する経費

衛生費 86億5210万円

34億1055万円

執行率 39.4%

学校教育、学校施設、学校給食、公民
館、図書館などに要する経費

教育費 78億8176万円

20億5797万円

執行率 26.1%

道路、河川、公園などの都市基盤整備
に要する経費

土木費 118億9732万円

41億  225万円

執行率 34.5%

市が借り入れた市債（借金）の元本、
利子の償還金など

公債費 65億2207万円

31億8594万円

執行率 48.8%

議会費、労働費、農林水産業費、商工
費、消防費、災害復旧費、予備費

その他 45億8097万円

22億1016万円

執行率 48.2%

地方譲与税、地方特例交付金、分担金
・負担金、使用料・手数料、繰入金、
繰越金、諸収入、市債など

その他
305億2645万円

74億4860万円

収入率 24.4%

　一般会計は、民生費や土木費など、市民の皆さんの暮らしに身近な業務を行うための会計です。

歳入 予算現額　1029億3296万円
収入済額　  410億5872万円

予算現額
収入済額 歳出 予算現額　1029億3296万円

執行済額　  368億2674万円
予算現額
執行済額

特別会計名 収入済額
（円）

執行済額
（円）

執行率
（%）

収入率
（%）

新田西部（※１）

駐車場事業

新田駅西口（※2）

国民健康保険

介護保険

後期高齢者医療

※1新田西部土地区画整理事業　※2新田駅西口土地区画整理事業

予算現額
（円）

合　　　　　　計

8419万

3899万

19億6345万

220億  954万

178億9031万

32億7948万

452億6596万

1635万

4197万

1億9888万

97億4319万

87億  360万

11億  676万

198億1075万

19.4

107.6

10.1

44.3

48.6

33.7

43.8

3684万

1433万

3億6167万

105億1170万

68億4996万

9億3635万

187億1085万

43.8

36.8

18.4

47.8

38.3

28.6

41.3

区分
水道事業

収益的収支 資本的収支
病院事業

収益的収支 資本的収支
公共下水道事業

収益的収支 資本的収支

 （単位：円）

収益的収支…事業活動における収支　資本的収支…設備投資のための収支

収入

支出

収支

22億6395万

19億1063万

3億5332万

5897万

3億7106万

ー3億1209万

68億5467万

58億6160万

9億9307万

21万

4億9049万

ー4億9028万

22億4663万

23億2443万

ー7780万

2億9428万

16億6405万

ー13億6977万

一般会計

　特別会計は、一般会計とは切り離して特別の事
業を進めるための会計で、6つあります。特別会計

　企業会計は、それぞれの事業に必要な資金を収
入で賄う独立採算制の会計で、水道事業、病院事
業、公共下水道事業の3つがあります。

企業会計

子ども、高年者、障がいのある人などへ
の福祉サービスや施設整備に要する経費

民生費 435億3170万円

168億7072万円

執行率 38.8%

◆企業会計の収支状況

◆特別会計予算の収入・執行状況

　市長は市議会9月定例会で議会の同意を得て、
公平委員会委員に関昌央氏を再任しました。
任期は令和4年11月4日から同8年11月3日まで。
　同氏は、平成2年東京大学法学部卒業。同9
年弁護士登録。同
年関昌央法律事務
所開設。同12年～
16年に市公平委員
会委員、同30年に
再度同委員に就任、
現在に至る。

公平委員会委員に関 昌央氏を再任

　市議会12月定例会が、12月1日㊍に開会しました。市長提出議案は40議案。主な議案は次のとおり。
○草加市個人情報保護法施行条例の制定について…令和5年4月から個人情報の保護に関する法律のもとに個人情
報の取扱いが統一されるため、法律に基づく個人情報の保護を行うための必要事項を定めるとともに、草加市
個人情報保護条例を廃止します。

○草加市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について…国民健康保険税の負担の公平化と適正化を
図るため、1世帯当たり1年間にかかる国民健康保険税額の上限の見直しを行います。

○草加市児童遊園設置条例の一部を改正する条例の制定について…土地の使用貸借契約の終了のため、草加市新
里第2児童遊園(新里町850番地)を廃止します。

○草加市西棟改修工事（建築工事・機械設備工事）請負契約の締結について…新庁舎との一体的な利用を行うた
め、市役所本庁舎西棟のレイアウトを変更する改修工事の請負契約を締結します。

○令和4年度草加市一般会計補正予算（第6号）
ε庶務課☎922-0969Ü922-3091

草加市議会12月定例会が開会

関 昌央氏

令和4年度上半期財政状況 問財政課☎922-0761Ü922-1547Ü

　令和4年度上半期（4～9月）の財政状況等
を公表します（9月30日現在）。
※各図表中の数字は四捨五入しているため、
合計額などと一致しないことがあります。

納めていただいた税金等の使い道をお知らせします

② 広報「そうか」市政情報2022年12月5日号



入学準備金
貸付制度の活用を

令和5年度採用　
市立病院新規採用職員を募集

　高校・短大・大学・専修学校等に入
学を希望する人の保護者で、入学準備
金の調達が困難な人は、入学準備金の
貸付制度を利用出来ます。いずれも無
利子。審査の上、決定します。
■条件　
①～③の全てを満たす人
①市内に1年以上居住し市税を完納し
ている。

②1都6県（埼玉・東京・神奈川・群
馬・栃木・茨城・千葉）居住で市
区町村税を完納し、債務を保証出
来る所得等がある連帯保証人（18
歳以上で、申請者と別世帯居住）
が1人いる。

③申請者及び連帯保証人が市の他の奨
学資金制度の保証人でない。

■貸付限度額
○高校・高専・専修学校…国・公立10
万円、私立30万円

○短期大学・大学…国・公立20万円、
私立50万円

■返済
　貸し付けを受けた月の翌月より6か
月経過後から、国・公立の学校は24か
月、私立の高校・高専・専修学校は36
か月、私立の短期大学・大学は48か月
で均等月払い。

　募集資格等は右表のとおり。
■採用人数　いずれも若干名
è1/12㊍（消印有効）までに郵送で、
市立病院（同病院HPからも入手可）、
市職員課、サービスセンターで配布す
る試験申込書を〒340-8560市立病院経
営管理課へ。☎946-2200Ü946-2211

「だれもが幸せなまち 草加」の実現に向け、市民の声を聴き、市民と共に考え、草加の未来につ
ながる仕事を積極的に行う職員を募集します。詳細は募集要項（QRコード）で確認を。
■募集職種
土木技師（大学卒、短大卒、高校卒、社会人経験者等）、建築技師（大学卒、
短大卒、高校卒、社会人経験者等、一級建築士、建築基準適合判定資格者）、
社会福祉士、保健師、看護師、事務（障がい者）
■採用日　4/1
■第1次試験　1/8㊐。会場は市役所等市内公共施設または獨協大学。
è12/15㊍までに、草加市電子申請サービスで。
�職員課☎922-0983Ü922-3098shokuinka@city.soka.saitama.jp

令和5年度採用　新規採用職員を募集

条例制定1周年記念イベント

草加市手話言語条例・
草加市障がいのある人の
コミュニケーション条例

■個別相談
　総務企画課で随時受け付け。開庁時
間に来られない人は電話で相談出来ま
す。
è1/13㊎までに総務企画課へ。☎922-
2619Ü928-1178

　両条例の制定1周年を記念し、多様なコミュニケーショ
ンの方法を楽しみながら学べる催しを行います。
■日時　2/4㊏午後1時30分～3時30分
■場所　高砂コミセン　
■定員　70人
【第1部】条例説明、手話講座、手話歌の発表会
手話講座では日常生活での簡単な表現を学びます。手話
歌は、立教大学手話サークル「Hand Shape」が、今話題
の曲などに手話をつけたパフォーマンスを披露します。
【第2部】講演会　　　
講師　デフラグビー日本代表選手の大塚貴之氏
聴覚障がい者（デフ）である自身のコミュニケーション
における工夫や経験を交えた講演を行います。

草加市手話言語条例と草加市障がいのある
人のコミュニケーション条例ってなに？

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までに免許を取得見込の人。

①昭和62年4/2以降に生まれた人。
②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5年1/1時点で3年以上
ある人。

①昭和52年4/2以降に生まれた人。
②診療放射線技師の免許を有し、IVRの実務
経験が令和5年1/1時点で5年以上ある人。

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までに資格を取得見込の人。

受験資格等

4/1

採用
予定日

1/21㈯
論文・面接

1/21㈯
一般教養・
論文・面接

試験日
及び内容

看護師

歯科衛生士

社会福祉士

診療放射線
技師

職　種

へ～え。そうなんだ！私も手話やコミュニケ
ーションの方法をもっと知ってみたいなぁ。

それならぜひ条例制定1周年記念イベントに
参加してみたらどうかな？知ることから心の
バリアフリーを始めてみよう！

草加市手話言語条例　は、手話を使う人が
安心して生活出来るように、日本語や英語の
ように手話が言語の１つであることの理解を
広め、手話を使いやすい環境を整えるために
制定されたんだ。
草加市障がいのある人のコミュニケーション条例
は、障がいの特性に合わせた情報取得やコ
ミュニケーションが行いやすい環境作りを目
指して制定されたんだ（県内で2番目の制
定）。誰でも色々な手段でコミュニケーショ
ンが出来たら安心だよね。

ω12/6㊋から住所・氏名・年齢・性別・
電話番号を申込フォーム（QRコード）
で。生涯学習課へ電話、ファクスも可。
☎922-2819Ü922-3498

そうか
市民大学

特別公開講座

募集要項

草加市手話言語条例・草加市障がいのある人のコミュニケーション条例

問【条例に関すること】障がい福祉課☎922-1436Ü922-1153　【イベントの申し込みに関すること】生涯学習課☎922-2819Ü922-3498Ü Ü

③市政情報 2022年12月5日号広報「そうか」



　いただいた回答は統計的に処理し、内容が個別に公表されることや目的外に使用することはありません。より良い
市政運営のため、調査票が届いた人は率直な意見をお寄せ下さい。回答期限は消印有効。
［無作為抽出調査］対象の中からランダムに選ばれた人に調査　［全数調査］対象すべてに調査

ε福祉政策課☎922-1234Ü922-1066
■対象　①18歳以上②地域活動団体③市内福祉サービス
提供事業所④市内企業
■発送　12月上旬　■回答期限　12/26㊊

地域福祉計画［無作為抽出調査］

ε障がい福祉課☎922-1436Ü922-1153
■対象　①18歳以上の（ア）障害者手帳所持者（イ）障害者手
帳を有しない人②障害福祉サービス事業所③市内企業・事業
所
■発送　12月上旬　■回答期限　12/31㊏

障がい者計画・障がい福祉計画［無作為抽出調査］
ε長寿支援課☎922-1342Ü922-3279
■対象　①65歳以上の被保険者のうち、介護認定を受けてい
ない人及び要支援1または2の人②要介護1～5の認定を受けて
いる人③第2号被保険者のうち55～64歳の人④市内の介護事
業所・医療機関等
■発送　12月上旬　■回答期限　12/28㊌

高年者プラン［無作為抽出調査］

ε子育て支援課☎922-1483Ü922-3274
■対象　①18歳未満の障害者手帳所持者または通所受給者
証を持つ児童の保護者②市内障害児通所支援事業所
■発送　12月上旬　■回答期限　12/31㊏

障がい児福祉計画（全数調査）

各種計画策定のためのアンケート調査に協力を

①のうち
12～64歳の人
確定診断登録窓口
（受付24時間）

②の人（65歳以上、妊婦、重症化リス
クが高いと医師が判断した人は登録
不要）
陽性者登録（受付24時間）

新型コロナ感染の疑いがあるとき 陽性の場合　自身での届出が必要です

検査をする

広報掲載の催事は、感染防止対策を講じて開催します
中止・延期の場合があるため最新情報は市HP等で確認を。発熱な
どがある場合は参加を控えるなど、基本ルールを守って下さい。

①薬事承認された抗原定性検査キットまたは無料検査場　②かかりつけ医
かかりつけ医が無い場合☎048-762-8026または医療機関検索システムで検索

検査キットで陽性となった12歳未満の人と65歳以上の人は医療
機関を受診して下さい。
ε陽性者登録窓口コールセンター☎0570-007-989（9時～18時）
体調悪化時は早めに陽性者相談窓口へ☎0570-089-081

　地域歳末たすけあい募金運動が始ま
りました。皆さんから寄せられた募金
は、生活困窮者のための「慰問金事
業」、地域の皆さんの交流を深め地域
から孤立をなくすことを目的とした
「ふれあい・いきいきサロン事業」な
ど、様々な福祉事業に活用します。協
力をお願いします。ε県共同募金会草
加市支会（草加市社会福祉協議会内）☎
932-6770Ü 932-6779

　4/1から、三井住友銀行、三井住友
信託銀行での、市税等（税金、手数料、
保育料、水道料金等）の納付の取り扱
いが以下の通り変更になります。
■三井住友銀行　窓口での納付は不可。
口座振替での納付は可。
■三井住友信託銀行　窓口、口座振替
とも納付は不可。
ε会計課☎922-2437Ü922-3268、水道
営業課☎927-2220Ü927-1561

　12/1から5業種の県特定（産業別）
最低賃金の時間額が以下のとおりとな
りました。

ε埼玉労働局賃金室☎048-600-6205

　公明かつ適正に行われ、私たちの意
思が正しく政治に反映される明るい選
挙を目指し、選挙啓発標語を募集しま
す。優秀作品は選挙時の啓発活動に活
用します。市内在住・在勤・在学者対
象。参加賞有り。入賞者には記念品を
贈呈。応募は１人何点でも可。未発表
のものに限ります。è2/9㊍（消印有
効）までに、はがきに作品、住所（ま
たは勤務先・学校名）、氏名（ふりが
な）、電話番号を記入し、〒340-8550
選挙管理委員会へ。☎922-2490Ü927-
7693

　商店会と町会が連携しイルミネーシ
ョンを夕方に点灯しています。期間は
2月末まで。買い物に合わせて、鮮や
かな冬の彩りを見に足を運んでみては
いかがですか。ε産業振興課☎922-34
77Ü922-3406

　河川や水路への油や薬品の流出によ
り、水生生物や環境に影響を及ぼす水
質事故が多く発生しています。特に大
掃除で出る不要になった塗料や油、薬
品等の取り扱いは十分に注意し、決し
て河川や水路、側溝へ流さないで下さ
い。河川等の異常を見つけたら環境課
へ。ε環境課☎922-1520Ü922-1030

　狂犬病予防注射は毎年1回、4/1～
6/30に受けることが義務付けられてい
ますが、新型コロナウイルス感染症拡
大防止の観点から、令和4年度は12/31
までに受ければ、接種日に関わらず、

本来の期間内に注射を受けたものとみ
なします。注射がまだ済んでいない場
合は、12/31までに動物病院で速やか
に受け、くらし安全課で狂犬病予防注
射済票交付の手続きをして下さい。ま
た、市と協定を結んでいる動物病院で
あれば、その場で狂犬病予防注射済票
を受け取ることが出来ます。詳細は市
HPで確認を。εくらし安全課☎922-36
42Ü922-1030

　年末年始は家庭から出るごみの量が
多くなり、可燃ごみ・不燃ごみ・資源
物の収集時間などに影響が出ます。計
画的に分散してごみを出すなど、滞り

なく収集作業が出来るよう、皆さんの
協力をお願いします。また、粗大ごみ
の処分では、回収申込が増加し、回収
までに非常に時間がかかっています。
環境業務センターへの持ち込みの協力
をお願いします。粗大ごみの持ち込み
は、事前に粗大ごみインターネット受
付（QRコード）または受付センター
（☎931-5374）で予約し、㊊～㊎（㊗
を除く。年末は12/28㊌まで、年始は
1/4㊌から）9時～12時に持ち込んで下
さい。ε廃棄物資源課☎931-3972Ü93
1-9993

　市のスポーツ振興に功績のあった人、
各種競技大会で優秀な成績を収めた個
人・団体を表彰します。対象はいずれ
も市内在住・在勤・在学者。①スポー
ツ功労賞　体育・スポーツの振興に著
しく功績のあった人②スポーツ栄光賞
　オリンピックなどの大会に出場、全
国大会優勝等の選手③スポーツ優秀選
手賞　国際大会・全国大会出場、関東
大会入賞、県大会優勝等の選手。②・
③の賞は令和4年1～12月に開催された
大会の成績が対象。è1/10㊋までに記
念体育館、市民体育館、そうか公園で
配布する申請用紙（草加市スポーツ協
会HPからも入手可）を同協会へ。☎
928-6361Ü922-1513

非鉄金属製造業
電子部品等製造業
輸送用機械器具製造業
光学機械器具等製造業
自動車小売業

1006円
1013円
1013円
1022円
1018円

特定（産業別）最低賃金改正

地域歳末たすけあい募金運動に協力を

明るい選挙啓発標語を募集

狂犬病予防注射
12/31までに受けましょう 年末年始ごみ出しは計画的に

粗大ごみは持ち込みに協力を

草加駅東口＆谷塚駅東口
イルミネーション

油や薬品を流さないで
河川等の水質事故防止に協力を

草加市スポーツ協会スポーツ賞
申請を受け付け

一部金融機関で市税等の納付の
取り扱いが変更

④ 2022年12月5日号 広報「そうか」情報コーナー「すとりーと」

12月は地球温暖化防止月間。ウォームビズに協力を。
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

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。

▶固定資産税・都市計画税　第3期
▶国民健康保険税（普通徴収）  第7期
▶後期高齢者医療保険料（普通徴収）  第6期
▶介護保険料（普通徴収）  第7期

12月の
納税
・
納付 1/4㊌までに市指定金融機関、コンビニ、

スマートフォン決済で

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
㊌（㊗・㊡・年末年始を除く）21時まで



≪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11月生まれ（妊産婦・新生児訪問をした家庭を除く） ö12月下旬～令和５
年１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 ö1/20㊎9時30分～11時20分 ù保健師・栄養士の育児・栄養相談

マタニティクラス両親学級　è1/4㊌から電話または市HPで
ô4～6月出産予定の初妊婦と夫　ë各10組　ö2/8㊌　①9時10分～②9時55分～③
13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　è1/4㊌から電話で
ô妊婦と夫　ë20人　ö2/15㊌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6月生まれ
ô令和元年9月生まれ

ö1/10㊋・24㊋
ö12/13㊋・20㊋

受付時間:個別通知
にてお知らせ

ê12月末
ê11月末

■対象年齢は令和5年3/31現在　■指定医療機関は市HPをご覧ください。
■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

ô30歳以上　ö12/16㊎までに検体提出　ß500円大腸がん検診
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）

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　ö12/26㊊13時15分～
ô6～8か月児　ë12組　ö12/26㊊10時～
ô8か月～1歳2か月児　ë12組　ö12/27㊋10時～

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週目を除く9時～12時　㊊…原町コミセン、㊋㊎…氷
川コミセン、㊍…稲荷コミセン、㊌㊎（12/21除く）…瀬崎・八幡コミセン
※柳島コミセンは工事中のため12月は休止
ö㊊～㊎（申込み時調整）　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、希望者の食塩量計測

看護師による
地域健康相談

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☎922‒0200Ü922‒1516

　草加が誇る地場産業、せんべい・皮革・ゆかた染めを、見て・買って・
体験できる伝統産業展示室「ぱりっせ」がリニューアルオープンしました。
これを記念して、皮革製品・せんべい等店内地場産品全品20%引きや草加せ
んべい食べ比べ詰め合わせセットの限定販売などを行います。
■日時　12/17㊏～19㊊、22㊍～25㊐　10時～16時
ε伝統産業展示室「ぱりっせ」（草加市文化会館内）☎Ü931-1970

年末特別セール「ぱりっせ」
リニューアル記念

　勤務は4/1～令和6年3/31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。
中学校教員免許状（国・社・数・理・
英・保体）所有者対象。募集は11人。

社会保険、期末手当、交通費等有。月
給22万8748円。è電話で子ども教育連
携推進室へ。☎922-3494Ü928-1178

　12/11㊐14時～15時。会場は歴史民
俗資料館。昭和時代初期に製作され
たフロア型の機械式蓄音機で懐かし

のSPレコードを鑑賞します。ε同館
☎922-0402Ü922-1117

　12/7㊌16時～19時。会場は勤労青少
年ホーム。小学生以上対象（保護者も
可）。12/4～10の人権尊重社会をめざ
す県民運動協調週間に併せ、人権擁護
委員が対応します。ε人権共生課☎92

2-0825Ü927-4955

　市の審議会等を傍聴出来ます。定員
5人（当日先着順）。なお、市内在住
の聴覚障がい者の方で手話通訳者の派
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〉…12/20㊋
10時～　高砂コミセンで
■振興計画審議会〈総合政策課☎922-
0749Ü927-4955〉…12/22㊍19時～　
市役所本庁舎西棟第1・2会議室で
■在宅医療・介護連携推進協議会〈長
寿支援課☎922-2862Ü922-3279〉…
12/22㊍13時15分～　保健センターで

　12/20㊋～21㊌は、館内消毒のため
休館します。ε草加市文化会館☎931-
9325Ü936-4690

　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）。募集は若干名。社会保
険・期末手当・交通費有。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

①包括的支援事業を実施する地域包括
支援センター職員（保健師、正看護師、
社会福祉士、主任介護支援専門員）
正看護師は地域ケア・地域保険等に関
する経験があり、かつ高年者に関する
公衆衛生業務経験を１年以上有する人
②介護予防ケアプランを作成するプラ
ンナー（介護支援専門員）
è電話で谷塚西部地域包括支援センタ
ーへ。☎929-0014Ü929-5222

　1/7㊏14時～16時。会場は草加市文
化会館。ついつい体が動き出してしま
う、お正月にちなんだ獅子舞・太鼓な
どの楽しいコ
ンサート。è

12/8㊍から同
館他で入場整
理券を配布。
931-9325Ü93
6-4690

　1/7㊏9時～12時。会場は八潮消防署。
成人の心肺蘇生法・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。è12/20㊋までに八潮
消防署へ。☎998-0119Ü997-8519

　1/29㊐13時～15時。会場は記念体育
館。柔道の技術研修及び合同練習。柔
道初心者対象（要スポーツ保険加入）。
定員20人。è12/6㊋～1/16㊊に草加市
スポーツ協会へ。☎928-6361Ü922-15
13

審議会

心のモヤモヤを聞かせて下さい
子どものお悩み相談所

小学校の調理士
（会計年度任用職員）

谷塚西部地域包括支援センターで
働く専門職員

令和5年度子ども教育連携教員
（会計年度任用職員）

草加市文化会館

ニューイヤー草加わっぱまつり
普通救命講習Ⅰ

青少年育成柔道大会

蓄音機コンサート

広報「そうか」 ⑤情報コーナー「すとりーと」 2022年12月5日号
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野良猫の不妊去勢手術費の
一部を補助します

　野良猫や地域猫の不妊去勢手術費用の一部補助を再受付します。希望者
は手術前に事前協議して下さい。期間内でも予算に達し次第締め切ります。
なお、飼い猫の不妊去勢手術は補助対象外です。また、野良猫を捕獲する
ための罠の貸し出しも行っています（最長14日間）。
■対象（全てを満たすこと）
　①申請者が市内在住者
　②市内に生息するが飼い主がいない、
　　または地域住民が適切に管理している猫
　③耳カット処理
　④指定協力病院（市HPで確認可）での不妊去勢手術
■補助額   
　去勢（オス）…7000円　不妊（メス）…9000円
※年度内申請者1世帯につき5匹を限度としていますが、今回の申請期間に
限り今年度すでに補助金交付を受けた人も再度5匹まで申請できます。
■手続き方法
　手術前に事前協議書を提出し、手術した後、手術前・後（耳カット処理
が分かるもの）の猫の写真、手術費の領収書の写しを添付した交付申請書
を提出して下さい。
※今回の補助金交付は、手術後に提出する交付申請書の受付順に行います。
事前協議書の提出は補助金支給を確定するものではありません。
■注意点
・2/28㊋までに交付申請書の提出がない場合は無効となります。
・病院の都合により手術を受けられない場合があります。
・不妊去勢手術を行った猫は、できるだけ適切に飼育できる飼い主を見つ
けて下さい。市では生きている猫の引き取りは行いません。

草加まち歩きツアー

　旧日光街道から草加松原周辺の名所・旧跡を巡りながら、地場産業の草
加せんべいの手焼き体験や漸草庵　百代の過客のお休み処で呈茶を楽しむ
参加体験型のツアーです。草加宿の歴史や文化を満喫してみませんか。

■日時　1/15㊐9時～16時
■集合　草加駅東口　　■定員　18人　　
■日時
■集合 ■定員

è12/12㊊～2/28㊋にくらし安全課へ。 922-3642Ü922-1030è12/12㊊～2/28㊋にくらし安全課へ。☎922-3642Ü922-1030

草加市観光協会事務局（文化観光課内）
922-2403Ü922-3406

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

第1部：口が開かない！どんな病気が隠れてる？
第2部：コロナとお口の健康
講  師：埼玉医科大学口腔外科准教授　佐藤　毅氏

第1部：口が開かない！どんな病気が隠れてる？
第2部：コロナとお口の健康
講  師：埼玉医科大学口腔外科准教授　佐藤　毅氏

■参加費　1人1500円（呈茶代含む）
è12/12㊊～28㊌にメール（QRコード）で
代表者の住所・電話番号、参加者全員の氏
名（ふりがな）・年齢を草加市観光協会事
務局へ（電話・ファクスも可）。申し込み
多数の場合は抽選。結果は12/28㊌以降の郵
送またはメールで通知。

■参加費
è

草加さわやかさんも参加予定

市民公開講座市民公開講座

口が開かない！

これ、なんの病気
だと思いますか？

　口の開かない病気というと何を思い浮かべますか？
　皆さん、すぐに「顎関節症」を思い浮かべませんか。実は、顎関節症以
外にも、口の開かない病気は意外に多くあるんです。
　本講演の第1部では、さまざまな口の開かない病気について詳しく説明し
ます。第2部では、新型コロナウイルスと口の健康をテーマにお話しします。
　日常で見逃しがちな、口の開かない病気を学ぶ良い機会です。お口の健
康についての最新情報を聴き、日常生活に役立ててみませんか。
■日時　2/12㊐10時～12時　　■会場　草加市文化会館
■講師　佐藤　毅氏（埼玉医科大学口腔外科准教授）　　■定員　85人
è2/10㊎までに草加市歯科医師会会員の歯科医院または健康づくり課へ。
☎922-0200Ü922-1516

■日時 ■会場
■講師 ■定員

Ü

がく がく

高年者向け

癒しの苔玉作り
　1/18㊌13時～14時30分。会場はであ

かけはしサロン
　1/11㊌13時～14時。会場はであいの
森。講話「自分でできる指圧」・体操
他。60歳以上対象。定員20人。è12/
12㊊10時から電話でであいの森へ。☎
936-2791Ü936-2792

è

Ü

　12/15㊍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
え・折り紙などを楽しみます。60歳以
上対象。εふれあいの里☎920-6222Ü
920-6251

Ü

　2/4㊏10時～12時。オンラインで開
催。妊娠から乳幼児期におけるアレル
ギー疾患の発症予防と治療を学びます。
è2/3㊎までに申込フォーム（QRコー
ド）で。ε子育て支援センター☎941-
6819Ü941-6828

è

Ü

子育て支援講座「子ども
のアレルギー講座」

■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　12/10㊏13時15
分～14時45分。ε谷塚西部（包）☎929-
0014Ü929-5222
②草加市文化会館　12/13㊋13時15分
～14時45分。ε新田東部（包）☎932-67
75Ü932-6779
③ケアステーションかしの木　12/16
㊎13時30分～15時。ε草加西部（包）☎
946-7030Ü942-7582
④勤労福祉会館（認知症介護者のつど
い）　12/21㊌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
⑤旧かっぱ天国　12/21㊌18時30分～
20時。ε草加安行（包）☎921-2121Ü92
8-8989
■元気さわやか落語会　12/14㊌14時
～15時30分。会場は苗塚会館。65歳以
上対象。定員20人。è12/6㊋9時から
電話で草加安行（包）へ。☎921-2121Ü
928-8989
■介護予防教室えだまめ　12/21㊌14
時～15時30分。会場ふれあいの里。65
歳以上対象。定員20人。è12/6㊋9時

■介護者のつどい

①新里文化センター

Ü

②草加市文化会館

Ü

③ケアステーションかしの木

Ü

④勤労福祉会館（認知症介護者のつど
い）

Ü

⑤旧かっぱ天国
Ü

■元気さわやか落語会

è

Ü

■介護予防教室えだまめ

è

地域包括支援センター（包）の
イベント

農業体験農園「四季菜」
利用者募集

みんなでつくる
ドレミファそうかコンサート

にこにこサロン楽楽

　12/16㊎～22㊍10時～13時40分。会
場はふれあいの里。60歳以上対象。定
員各36人（6人ずつを6回）。タオル持
参。è12/6㊋10時から電話でふれあい
の里へ。☎920-6222Ü920-6251

è

Ü

いやしの足湯

のんびりヨガ（冬コース）

　農業者による栽培講習でおいしい野
菜を楽しく作ることが出来ます。
■場所　氷川町1188■場所

　2/5㊐13時30分～17時。会場は草加
市文化会館。市民と中学校吹奏楽部が
プロの演奏家と一緒に作るコンサー
ト。「瑠璃色の地球」「君をのせて」
他。出演は瀬崎・草加中学校吹奏楽部、
草加市演奏家協会、鳶職組合、ドレミ
ファハンドベル隊、青柳子ども会、草
加ジュニアオーケストラ合唱団。料金
は一般1000円、高校生以下無料（要入

■募集区画　10区画（約2.7ｍ×10ｍ）
■契約期間　2月～令和6年1月
■料　　金　4万8400円（種子・苗・
農具レンタル、収穫物代金含む）
è12/16㊎までに都市農業振興課へ。
☎922-0842Ü922-3406

■募集区画
■契約期間
■料　　金

è

Ü

から電話で谷塚西部（包）へ。☎929-00
14Ü929-5222Ü

場券）。è
12/8㊍10時
から電話で
同館へ（12/
9㊎10時か
ら 窓 口 も
可）☎931-
9977Ü936-
4690

è

Ü

　1/5～2/9㊍13時30分～14時30分。全
6回。会場はふれあいの里。ストレッ
チを中心にしたヨガ。60歳以上対象
（今年度初参加者優先）。定員18人。
è12/7㊌10時から電話でふれあいの里
へ。☎920-6222Ü920-6251
è

Ü

いの森。60歳以上対象。定員9人。材
料費300円。エプロン、薄手のゴム手
袋、ピンセット、雑巾、持ち帰り袋持
参。è12/7㊌10時から電話でであいの
森へ。☎936-2791Ü936-2792

è

Ü
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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。

ヨネックスバドミントンチームの選手による直接指導

バドミントンクリニック

■日時　1/7㊏9時15分～11時45分
■会場　記念体育館
■対象・定員　小学4～6年生100人
■内容　トップアスリートによる技術指導、デモゲーム他

■日時
■会場
■対象・定員
■内容

è12/6㊋から電話で草加市スポーツ協会へ。 928-6361Ü922-1513è12/6㊋から電話で草加市スポーツ協会へ。☎928-6361Ü922-1513

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。
■スポーツウエルネス吹矢体験会　12/
6㊋・18㊐・25㊐9時～11時　瀬崎コ
ミセン　無料　ε石井☎090-9310-5460
■レクリエーションダンス講習会　
12/7・21の㊌9時15分～11時　勤労福
祉会館　参加費500円（保険代込み）
　ε鈴木☎935-4239
■たまrin子育てセミナー＆トーク　
12/8㊍10時30分～12時　草加市文化会
館第2研修室　コロナ禍での子育ての
孤独感　参加費300円　要予約　è家
庭倫理の会石野☎090-9203-4244
■卓球体験　12/8㊍11時～13時　12/
13㊋9時～11時　市民体育館　ε松が
根クラブ須藤☎922-4789
■スポーツウエルネス吹矢体験会　
12/9㊎・12㊊・16㊎・20㊋・23㊎、
1/5㊍9時～11時　中央公民館　無料　
ε関根☎090-4062-1356
■スポーツウエルネス吹矢体験会　
12/10・24の㊏9時～11時　柿木公民館
　初心者歓迎　用具は不要です　参加
費無料　ε山下☎931-7681
■スポーツウエルネス吹矢体験　12/
10～24の㊏13時～15時　八幡コミセ
ン　全3回　参加費無料　用具不要　
è山口☎931-4092
■おひとり様の相続・遺言書の書き方
　12/11㊐9時～11時　草加市文化会館

■スポーツウエルネス吹矢体験会

■レクリエーションダンス講習会

■たまrin子育てセミナー＆トーク

è

■卓球体験

■スポーツウエルネス吹矢体験会

■スポーツウエルネス吹矢体験会

■スポーツウエルネス吹矢体験

è

■おひとり様の相続・遺言書の書き方

折り紙を楽しもう
　1/19、2/16、3/16の㊍10時～12時。
全3回。会場はであいの森。60歳以上
対象。定員12人。材料費300円。のり、
はさみ、定規持参。è12/7㊌10時から
電話でであいの森へ。☎936-2791Ü93
6-2792

è

Ü

少年少女サッカー大会
　クラブ対抗の部の予選は1/21㊏・22
㊐9時～。会場は瀬崎グラウンド。決
勝は2/4㊏8時30分～。会場は瀬崎グラ
ウンド、そうか公園。クラブ対抗の部
・学校対抗の部（男女別）の2部門。
クラブ対抗の部は市内のサッカーチー
ムに所属する小学4～6年生、学校対抗
の部は小学5～6年生対象。参加費1チ
ーム3000円（クラブ対抗の部のみ）。
èクラブは12/9㊎まで、学校は各小学
校を通して1/11㊌までに市民体育館へ。
☎Ü936-6239

è

Ü

親子のつどい
　2/25㊏。会場は中央公民館。いずれ
も小学3年生以下は保護者同伴。
■コンサート「チリンとドロン　小さ
な家」　13時30分開演。定員200人
■あそび体験ひろば　14時30分～16時
è12/2㊎から草加市社会福祉協議会他
で整理券を配布。☎932-6770Ü932-67
79

■コンサート「チリンとドロン　小さ
な家」
■あそび体験ひろば
è

Ü

ジュニア手作り教室
　12/18㊐10時15分～12時、13時30分
～15時15分。会場はふれあいの里。空
き容器を使った雪だるま作り。小学生
対象。定員各4人。参加費200円。手拭
きタオル、あれば裁ちばさみ持参。èè

ドレミでスッキリ教室

　稲荷コミセン…1/10～3/28の㊋13時
15分～14時30分、谷塚文化センター…
1/11～3/29の㊌9時15分～10時30分。
いずれも全12回。音楽や軽運動を取り
入れた、認知症予防教室です。物忘れ
が気になる65歳以上対象。定員20人。
室内靴持参。è12/6㊋～14㊌に長寿支
援課へ。☎922-2862Ü922-3279

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）

音楽室　終活相談会　定員8人　参加
費無料　ε不動産相続と住まいの窓口
坂斉☎923-0021
■あすなろ写友会写真展　12/17㊏～
23㊎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
ー小　写真22点を展示　ε須賀☎090-
5212-5441
■遺言書の書き方と終活を学ぼう　
12/17㊏10時～12時　草加市文化会館
第2会議室　一般対象　定員13人　参
加費無料　è遺言相続後見ネット☎94
6-5152
■介護者の集い「オアシス」　12/17
㊏10時～12時　中央公民館　介護に困
ったら参加してみてください　ε山田
☎928-5332
■八幡ダンスサークルフリーダンス　
12/25㊐13時15分～16時15分　中央公
民館　ミキシング・トライアルあり　
飲み物付き　ε飯塚☎090-4958-9229
■演奏会「みんなのコンサート」　
12/28㊌13時30分～14時30分　中央公
民館　0歳以上対象　定員200人　親子
券2000円他　èイースタンソウルセッ
ション菊田☎090-9800-6118
■遊馬町新春七福神めぐりウオーキン
グ　1/7㊏10時西願寺集合　マスク着
用　開運七草粥の会　参加費100円
（保険代）　è12/30㊎までに丹羽☎
925-1723
■講座「錦絵誕生…創始春信の大変
身」　1/22㊐13時～14時30分　谷塚文
化センター第1学習室　一般対象　定
員15人　資料代500円　è江戸の文化
歴史を楽しむ会栃倉☎090-6517-7985

■あすなろ写友会写真展

■遺言書の書き方と終活を学ぼう

è

■介護者の集い「オアシス」

■八幡ダンスサークルフリーダンス

■演奏会「みんなのコンサート」

è

■遊馬町新春七福神めぐりウオーキン
グ

è

■講座「錦絵誕生…創始春信の大変
身」

è

12/8㊍10時から電話でふれあいの里へ
☎920-6222Ü920-6251Ü

休日等上水道工事店 ㈲東洋開発
㈲イワセポンプ店

両新田西町246
手代3-11-8

☎928-5520
☎922-2429

12/11㊐
18㊐

㊐㊗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

大里内科医院
氷川町178-2
☎925-3118

セイムス☎922-7328

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

12/11㊐

豊田クリニック
柿木町1127-1
☎930-3636

アイン薬局☎954-9193

内
科

外
科
・
午
前

外
科
・
午
後

ハーモネスタワークリニック
松原1-1-6-3F
☎942-7111

第一薬局☎942-4496

草加松原整形外科医院
松江2-3-26
☎935-4838
院内処方

12/18㊐

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
わせて下さい）。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利用して下さい。 ■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。!

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



　二十歳になる皆さんを祝福する、二十
歳のつどい。実行委員が内容を話し合
い、企画・運営に参加しています。
■日時　1月9日㈷　獨協大学35周年記念館アリーナ
【1回目】草加・谷塚・瀬崎・両新田
・松江中学校区：正午から（40分間）
【2回目】栄・川柳・新栄・花栗・新
田・青柳中学校区：午後2時30分から
（40分間）
■対象　平成14年4月2日～同15年4月
1日生まれで、11月1日現在住民登録の
ある人。対象者には12月上旬に案内はがきを送
付。転出などにより住民登録のない人で、参加を
希望する人は専用サイト（QRコード）から申し
込みまたは生涯学習課へ。
■注意事項
・市外等の中学校を卒業した人や都合が悪い場
合は、1・2回目のいずれかに参加できます。

・後日、対象者限定で式典等の様子を動画配信
します（期間限定）。

　草加市文化会館で開催。希少な中世バロックハー
プやグランドハープなど様々な種類のハープが登場
し、美しい音色に会場は包まれました。参加者は

「ハープの音色に心
が洗われた。特に、
力強いアコーディオ
ンと繊細なハープの
共演は、息の合った
演奏で感動した」と
話していました。

　国指定名勝「おくのほそ道の
風景地　草加松原」、宿場町草
加の歴史的な街並みを残す旧日
光街道や太鼓橋など変化に富ん
だコースを楽しみながら走るこ
とが出来ます。ランニング初心
者の参加も大歓迎です。

11月かどまちごとでき

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

問生涯学習課☎922-2819Ü922-3498
　shogaigaku@city.soka.saitama.jp
問生涯学習課☎922-2819Ü922-3498
　shogaigaku@city.soka.saitama.jp

ω12月12日㈪～1月13日㈮に大会ホームページ（QRコード）ω12月12日㈪～1月13日㈮に大会ホームページ（QRコード）

二十歳のつどい

参加費

2000円

4000円
（中学生は2000円）

2000円

3500円（1組）

種目

車いすの部

松並木の部

スタート時間

午前8時30分

①午前8時45分
②午前9時
午前10時45分
午前11時

午前11時15分
午前11時30分

定員

20人

1200人

150人
150人
150組
150組

距離

500m

10km

1.2km
草加宿の部

親子の部

小学5・6年生
小学3・4年生
小学1・2年生
未就学児

1・2回目

【市内】
一部の医療機関

【市外】
埼玉県接種センター
ノババックス接種会場

小児接種

【市内】
11医療機関

乳幼児接種

【市内】
8医療機関

3～5回目

【市内】
約60医療機関
集団接種会場

【市外】
埼玉県接種センター
ノババックス接種会場
東京自衛隊会場

3/12㊐
開催

専用サイト

詳細は
市ＨＰへ

シンボルマーク・テーマ

-咲saki-夢という名の花

実行委員の活動の裏側を
インスタグラムで配信予定！

草加松原太鼓橋
ロードレース大会
問スポーツ振興課☎922-2861Ü922-3172問スポーツ振興課☎922-2861Ü922-3172

第10回を記念し車いすの部門を新設！

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

●年内は12/28㈬午後5時15分まで
●年明けは1/4㈬午前8時30分から年末年始

　接種により、「重症化予防・発症予防・感染予防」の効果が
期待されます。自身や周りの人を守るため、早めの接種を。

　医療機関…12月28日㈬まで、集団接種会場…12月24日㈯まで

年内予約は残りわずかです

　発熱外来がひっ迫する恐れがあります。また、いざという時に買いに行
けない場合や、品薄の場合もあるため事前の準備を。

抗原定性検査キット
「体外診断用医薬
品」または「第1類
医薬品」を用意

解熱鎮痛薬
解熱鎮痛薬や咳止
めの薬等を用意

飲食料・日用品
体調が悪くても
食べられるもの等
を用意

自宅に備えておくと安心なもの

市内接種場所の年内の最終受付日

★発熱等感染が疑われる時は・・・4面へ

第8波に入りました
年末年始にかけて、感染増加と季節性
インフルエンザとの同時流行が懸念されます
基本的な感染対策とワクチン接種の検討をお願いします。

NEWNEW

国際ハープフェスティバル19・20日

特別ゲストでアコーディオン奏者のcoba氏が篠﨑氏との
デュオのために書き下ろした5曲を世界初披露

令和4年度草加市文化賞を受賞したハープ奏
者の篠﨑史子氏を山川市長がお祝い

テーマ曲として作曲された「菊の花のまつり」
は第１回目から34年間演奏され続けています

特別ゲストで作曲家の青島広志氏のユーモラ
スなトークと演奏に会場の熱が上がります

▲ワクチンの
有効性について

同館のハープ展示（常設）
で体験する対崎凛音さん

コンサートで見た
ハープが弾けて
嬉しいな♥

▲広報課(公式)

広報「そうか」⑧ イベント情報　できごとまちかど2022年12月5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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