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選ばれるまち草加を目指し
　　草加市議会議長　小川　利八
選ばれるまち草加を目指し
　　草加市議会議長　小川　利八

　明けましておめでとうございます。

　市民の皆様におかれましては、健やかに新春を

お迎えのことと、心からお慶び申し上げます。

　日ごろより市議会に対するあたたかいご理解と

ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

　昨年行われました市議会議員一般選挙において、市民の皆様から４

年間という時間を預かった28人が、議員活動をスタート致しました。

　今後予想される人口減少は、都市部の草加市においても例外ではあ

りません。今やらなければならないこと、長期的に考えていかなけれ

ばならないこと、市民の皆様に議会としてわかりやすく、執行部とと

もに選ばれるまち草加をしっかりと示していきたいと考えています。

　市議会と致しましては、二元代表制の一翼を担う議決機関として、

市民の皆様のご意見が反映された施策であるかを判断するとともに、

議会機能の更なる向上を図ってまいります。

　本年も議会活動に対しご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上

げますとともに、皆様のご健勝ご多幸を心からお祈り申し上げまし

て、新年のごあいさつとさせていただきます。
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「だれもが幸せなまち 草加」の実現へ
草加市長　山川　百合子
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草加市長　山川　百合子

新年のお慶びを申し上げます。
　新しい年の幕開けを、草加市民の皆様と共に迎
えられましたこと大変嬉しく思います。
　昨年も新型コロナウイルス感染症の対策のため
に、市民の皆様には様々なご不便をおかけ致しま

した。できるだけ早く、安心してふれあい、接することのできる日常
を取り戻せることを願っての年明けとなりました。
　さて、皆様の今年の抱負や願いは何でしょうか。私はできるだけ多
くの市民の皆様との対話をすすめて、皆様と一緒にこの草加のまちの
今と未来のビジョンを共に描いていきたいと思っています。そのため
にも、子どもたち、若い人、子育て中のお母さん、お父さん、現役世
代、そして人生の先輩方と出会う場を広げて参ります。
　また、ウクライナ情勢にみられるように混沌とする世界情勢の中に
あって、身近なところで優しさを感じられるまちづくりをしていくこ
とで、世界の平和につなげていきたいと思っております。
　草加市民おひとりおひとりが、自分自身はかけがえのない大切な存
在なんだと感じられる「だれもが幸せなまち 草加」に向けて、誠意を
もって取り組んで参ります。本年も皆様のご理解とご協力を心よりお
願い申し上げます。
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SOKA

・シルバー人材センター☎928-9211
・（松原1･2丁目のみ）見守りネットワーク☎933-9500

広報そうか1月1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） 広報そうかアンケート



　なかなか止まない新型コロナウイルスの流行下で明
けた2022年。市内でも市民生活や経済活動に大きな影
響が出ました。市では、引き続きワクチン接種機会の
提供を進め、在宅療養者や生活困窮者、事業者への支
援を行い影響の軽減に努めました。
　一方で、感染防止策をとりながら開催されたイベン
トには多くの市民が参加。草加の季節や文化を楽しみ、
子どもフェスタやスポーツフェスティバルでは子ども
たちの笑顔が広がりました。

〇草加宿七福神めぐり（1日～）
〇火災により休止していたリサイクルセン
ターの稼働が再開（4日）
〇降雪により市内でも5cmの積雪（6日）
〇成人年齢の変更に伴い、最後の新成人の
つどいを開催（10日）

〇市公式ホームページリニューアル（1日）
〇草加市文化会館開館50周年（1日）
〇市民温水プール利用最終日、37年の歴史
に幕（5日）
〇コロンビア大使来庁。東京2020パラリ
ンピックでの協力に謝意（7日）

〇草加せんべいが文化庁100年フードに認
定（3日）
〇両新田くすのき公園オープン（7日）
〇さくら祭り・桜並木撮影会（26日）
〇ウクライナからの避難民の受け入れを表
明（28日）。避難生活の支援策を実施。

〇証明書のコンビニ交付、交付手数料を期
間限定で100円に（1日～）
〇花栗西グラウンド利用開始（2日）
〇草加と足立を結ぶ花瀬橋竣工式（3日）
〇中央図書館が「子供の読書活動優秀実践
図書館」として文部科学大臣表彰（23日）

〇水害リスク啓発動画、市公式YouTubeチ
ャンネルで配信開始（11日）
〇芭蕉像・曾良像のお身拭い（15日）
〇ぼうはんパワーアップ講座開催（21日）
〇地域の居場所、瀬崎ざくろ亭開設セレモ
ニー（23日）

〇市独自で3万円を上乗せして、子育て世
帯生活支援特別給付金を給付。
〇漸草庵で「ドナルド・キーン先生と草加
のゆかり展」を開催（17日～）
〇草加の夏の風物詩。草加朝顔市、草加松
原夢祭りを開催（25・26日）

①奥の細道サミット ②文化の広場 ③瀬崎ざくろ亭開設 ④ウクライナ相撲選手来草 ⑤ドナルド・キーン先生顕彰記念碑建立  ⑥春の子どもフェスタ ⑦草加せんべい文化
庁100年フードに認定 ⑧山川百合子市長初登庁 ⑨草加市文化賞を篠﨑史子氏が受賞 ⑩第60回記念華道展 ⑪新型コロナ在宅療養支援でパルスオキシメーターを貸し出し
⑫松並木ラジオ体操の集い ⑬草加朝顔市

2022年を振り返る

ハープフェスティバル新成人のつどい
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〇ウクライナの相撲選手が来草。相撲を通
して、子どもたちと交流（3日）　
〇ドナルド・キーン先生顕彰記念碑、漸草
庵 百代の過客前庭に建立（28日）
〇29年ぶりに本市で奥の細道サミットを開
催（30日）

〇草加松原遊歩道で松並木ラジオ体操の集
いを開催（7日）
〇中央公民館でいじめ撲滅サミット、10回
目の開催（18日）
〇30%のプレミアム率で市内の消費を後押
し。プレミアム付商品券引換開始（22日）

〇コロナ禍で時期を変更し「春の子どもフ
ェスタ」を開催（11日）
〇商店街での買い物を楽しく。クーポンブ
ック2022を発行（20日）
〇物産・観光情報センターが閉館（30日）

〇草加市観光案内所がオープン（1日）
〇第60回記念華道展を開催（8・9日）
〇スポーツフェスティバルを開催（10日）
〇第40回記念市美術展を開催（21日～）
〇市長選挙、市議会議員選挙投票日（23日）。
山川百合子市長が初登庁（31日）

〇商工会まつり・文化の広場を開催（3日)
〇草加市文化賞をハーピストの篠﨑史子氏
が受賞。授賞式を開催（7日）
〇草加国際ハープフェスティバルでハープ
の音色が市内に響く（～20日）

〇新鮮な市内産の野菜を販売。農業祭が開
催（4日）
〇世界が認めた草加の皮革「THE LEATHER 
SCRAP KIMONO」展示開始（15日）
〇街のにぎわいづくりに向けて、新田地区
でまちなかオープンハウス開催（18日）
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ε子育て支援課☎922-1476Ü922-3274Ü

子育て世帯を
応援します！

草加市オリジナルの
子育て世帯応援給付金

✿0歳～中学3年生の子ども1人につき1万5000円を支給します。

✿保護者の所得制限は設けません。

✿

✿

対象：令和4年12月31日現在、本市に住民登録し平成19年4月2日から令和4年
　　 12月31日までに出生した子どもを養育している人

いつ・どのように支給されますか？

・本市で令和5年1月分の児童手当・特例給付を受給する人
2月15日㊌に登録口座へ支給します。

・上記以外の人
3月31日㊎までに子育て支援課へ申請を。
受け付け後、随時支給します。 ▲申請方法などの

　詳細は市HPへ。

市民生活に関する事業に小・中学生が協力
子どもたちも一緒に だれもが幸せなまちづくり

みてみて！
きいてきいて！
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私たちの声で
見守り放送をアナウンス

その他の場所でも開催しています。足を運んでみてはいかがですか。

いちばんどおりこみち…2/28まで
谷塚駅東口…2/19まで

草加駅東口…2/28まで
中根町ふれあい広場…1/22まで

まちなか
イルミネーション

開催中

谷塚駅東口 中根町ふれあい広場

いちばんどおりこみち 草加駅東口

令和4年の市内交通事故状況（前年比）12月20日現在　人身事故500件（＋89）　死者5人（－2）
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ω上記の申込期限までに、市役所情報コーナー・サービスセンター
等で配布する応募用紙（市販のA4用紙でも可）に審議会の名称・
氏名（ふりがな）・住所・性別・生年月日・年齢・電話番号（あれ
ばファクス番号）・メールアドレス・公開抽選日の出欠・現在の職
業・主な職歴・地域活動等の経験・小論文（600～800字）を記入
し担当課へ。（ファクス・メールも可）。

ω

　広報そうか12月5日号、市政情報「草加市議会12月定例会が開
会」の「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」（草加市新里第2児童遊園）の説明内容について「使用貸借
契約の終了のため」と記載しましたが、正しくは「使用貸借契約の
解約に伴い」でしたので訂正します。訂正が生じましたことをお詫
びいたします。

　次の通り審議会の委員を募集します。いずれも市内在住で市の他
の審議会等の委員になっていない18歳以上（4月1日現在）の人が
対象。報酬は会議1回につき7000円。 

　市民の消費生活の安定及び向上を図るため、消費生活行政につい
て検討し意見を述べる委員
問くらし安全課☎941-6111Ü941-6157
　kurashianzen@city.soka.saitama.jp 

Ü

　支給要件を確認の上、受給を希望する場合は、期限
までに必要書類の提出を。
■支 給 額　1世帯5万円
■申請期限　1月31日㈫必着
■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】 該当すると思われる世帯へ送付している「支給要件確
認書」または「申請書（請求書）」に必要書類を添えて返送。
■対　象②　予期せず令和4年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。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。

　消費者行政について意見を述べ、各種調査、報告をする消費生活
モニターを募集します。
■対　　象　市内在住の20歳以上（4月1日現在）で、消費者問題に

関心のある人（公務員及びこれに準じる人を除く）
■募集人数　20人　　　■任　　期　4月1日～令和7年3月31日
■謝　　礼　会議・研修会等への参加1回につき1000円。
■公開抽選　1月31日㈫午後2時から勤労福祉会館で
ω 1月24日㈫までに市役所情報コーナー・サービスセンター等で配
布する応募用紙（市販A4用紙でも可）に氏名（ふりがな）・住所
・性別・生年月日・年齢（4月1日現在）・電話番号（あればファ
クス番号）・公開抽選日の出欠・現在の職業・応募動機または関心
のある消費者問題について（400字程度）を記入し〒340-8550くら
し安全課へ（ファクス・メールも可）。

■対　　象

■募集人数 ■任　　期
■謝　　礼
■公開抽選
ω

　購入した商品券は忘れずに使用して下さい。最新の商品券取
扱事業者の情報は、実行委員会ホームページ（QRコード）か
ら確認できます。
注意事項：使用期限を過ぎると、利用できなくなります。
　　　　　未使用であっても返金できません。

☎928-8121
（平日午前10時～午後4時）

問令和4年度草加市プレミアム付商品券
事業実行委員会事務局（草加市商店連合
事業協同組合内）

市職員がATM操作のお願いや手数料の
振り込みを求めることはありません。
注意してください。

詐欺に
注意！

①消費生活審議会 ＜申込期限 1月24日㈫＞

　人権が尊重され誰もが暮らしやすいまちづくりを推進するため、
検討し意見を述べる委員
問人権共生課☎922-0825Ü927-4955
　jinken-kyosei@city.soka.saitama.jp 

Ü

④人権推進審議会＜申込期限 2月13日㈪＞

　市の男女共同参画社会づくりについて審議、評価をする委員
問人権共生課☎922-0825Ü927-4955
　jinken-kyosei@city.soka.saitama.jp

Ü

③男女共同参画審議会＜申込期限 2月13日㈪＞

募集人数・任期
小論文
公開抽選

男女各1人・委嘱の日から2年間（4月1日～令和7年3月31日）
私が思う男女共同参画とは
2月21日㈫午後1時。市役所本庁舎西棟第2会議室で

募集人数・任期
小論文
公開抽選

1人・委嘱の日から2年間（4月1日～令和7年3月31日）
私が最も関心のある人権問題について
2月21日㈫午後2時。市役所本庁舎西棟第2会議室で

　安全・安心なまちづくりを推進するため、検討し意見を述べる委員
問くらし安全課☎922-3607Ü922-1030
　kurashianzen@city.soka.saitama.jp

Ü

②安全安心まちづくり推進協議会 ＜申込期限 1月24日㈫＞

1人・委嘱の日から2年間（4月1日～令和7年3月31日）
草加市民として取り組んだ防犯ボランティア活動について
1月31日㈫午後4時。勤労福祉会館で

募集人数・任期
小論文
公開抽選

募集人数・任期
小論文
公開抽選

1人・委嘱の日から2年間（4月1日～令和7年3月31日）
市の消費生活問題について
1月31日㈫午後3時。勤労福祉会館で

電力・ガス・食料品等
価格高騰緊急支援給付金

申請期限が迫っています

問緊急支援給付金コールセンター☎0570-000-653

問くらし安全課☎941-6111Ü941-6157
　kurashianzen@city.soka.saitama.jp

Ü

消費生活モニターを募集

①消費生活審議会
②安全安心まちづくり推進協議会
③男女共同参画審議会
④人権推進審議会

12月5日号の記事の
訂正について

令和4年度草加市プレミアム付商品券

問産業振興課☎922-3073Ü922-3406Ü

使用期限は2月5日㈰まで

委員
募集

期限は
1/31

広報そうか

問庶務課☎922-0969Ü922-3091Ü

④ 広報そうか市政情報2023年1月1日号



　経済的な理由で就学が困難な新小学
1年生の保護者へ、入学前にランドセ
ル等の学用品を購入する費用（5万1060
円）を援助します。次のいずれかに該
当する人対象。○生活保護の停止また
は廃止○児童扶養手当を受給（児童手
当ではありません）○世帯所得により
必要と認められた人。è1/4㊌～31㊋
に申請書（市HPで入手可）を学務課
へ。☎922-2674Ü928-1178Ü

　通学路での児童への交通安全指導
（7時30分～8時30分）や交通安全教室
での指導。勤務は4月から。場所は川
柳小、花栗南小、長栄小、松原小、両
新田小、青柳小学校区。市内在住の20
歳以上で交通安全に理解と関心のある
人対象。制服・装備品を貸与。報酬は
登校時の交通安全指導1回につき1500
円。è1/20㊎までに交通対策課に電話
連絡の上、〒340-8550同課へ履歴書を
送付。☎922-1641Ü922-1030Ü

小学生を指導する交通指導員募集

新小学1年生の保護者へ
入学準備金を入学前支給します

松原児童青少年交流センター
miraton（ミラトン）が完成しました

　小学生が放課後を過ごす教室の手伝
いをする人を募集します。週1～3回、
14時～17時30分。場所は各小学校。77
歳以下対象。ε子ども育成課☎922-10
64Ü922-3274Ü

放課後子ども教室
有償ボランティア募集

男女共同参画さわやかサロン写真展
「つながり」作品募集

住宅・土地統計調査
単位区設定に協力を

　総務省統計局、県、市では、2/1を
基準日として、住宅・土地統計調査単
位区設定を実施します。この調査は、
10月に行われる住宅・土地統計調査の
準備として、調査区域の住戸数や住戸
の位置、居住世帯の有無等を調べるも
のです。1月中旬以降に、顔写真付き
の指導員証を携帯した指導員が巡回し
ますので協力をお願いします。また、
市では統計調査に携わる統計調査員を
随時募集しています。希望者は庶務課
まで連絡を。ε同課☎922-0973Ü922-
1108

Ü

生産緑地地区追加指定申請を
受け付け

　市では、市街地の防災性の向上や、
将来的な公共施設用地の確保、水とみ

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

1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（1/1を除く）
㊌（㊗㊡・年末年始を除く）21時まで

▶市県民税（普通徴収）　第4期
▶国民健康保険税（普通徴収）  第8期
▶後期高齢者医療保険料（普通徴収）  第7期
▶介護保険料（普通徴収）  第8期
1/31㊋までに市指定金融機関、コンビニ、スマートフォン決済で

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。

　あなたにとっての「つながり」を表
現した写真を募集します。応募条件等
はキャビネ2L版以上でタイトルを明記
し、写りこむ人物には必ず許可をとる
事。応募作品は返却しません。写真展
は1/27㊎～2/22㊌。場所は男女共同参
画さわやかサロン。è1/5㊍～24㊋に

　1/4㊌から指定管理者（㈱日本保育
サービス）による運営を開始します。
開館は9時～21時。休館日は年末年始。
利用には利用者登録が必要です。登録
の対象は1/4㊌～9㊗は乳幼児～30歳、
1/10㊋以降は制限無しで受け付けます。
見学は随時可能ですが、混雑回避への
協力をお願いします。なお、館内各施
設の貸し出しは4/1㊏以降を予定して
います。予約の開始時期や方法等は、
決定次第HP等でお知らせします。ε
ミラトン☎941-0031Ü928-9632Ü

〒340-0013松江1-1-5草加市文化会館内
男女共同参画さわやかサロンへ。持参
も可。☎931-9325（○内 50）Ü936-4690○内 Ü

どりの空間を形成するため、追加指定
基準に該当する生産緑地地区の追加申
請を受け付けます。
　基準は幅員4m以上の道路に2m以上
接道し、適正な管理をされている農地
で次の①か②に該当するもの。
①面積2500㎡以上の農地。
②面積300㎡以上の農地で、次のいず
れかに該当するもの。
・都市計画マスタープランで位置付け

られた「防災機能改善モデル地区内」、
または「水とみどりのネットワークを
形成する河川から50mの範囲内」
・都市計画道路などの予定地内
・庭先販売農家耕作地
・防災協力登録農地
è1/4㊌～6/30㊎に、最新の公図と申
請地の面積が確認出来る書類（登記簿
謄本・固定資産税課税明細等）を都市
計画課へ。☎922-1790Ü922-3145Ü

4/1補償開始は
3/17㊎までに
申し込みを

個人賠償責任補償付き保険

ε交通対策課☎922-1641Ü922-1030Ü

　令和5年度の「入って安心！RinRinそうか」の募集を開始します。1月下
旬に市内公共施設でパンフレットの配布、今年度加入者への更新案内の送
付を行います。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、特設窓口では地
域ごとに推奨日を設けています。推奨期間（下表）での来場に協力をお願
いします。

■対　　象　市内在住・在勤・在学者
■補償内容　個人賠償責任補償（最高1

億円）、交通事故でのけ
がの補償、死亡・後遺障
害・入院・手術保険金

■保 険 料　本人プラン2000円、家族
用プラン1000円（家族1
人につき）

■保険期間　4/1～令和6年4/1（右表）
■加入方法
①郵便払込（手数料あり）
　2/1㊌～10/18㊌
②特設窓口　市役所西棟4階
2/1㊌～3/17㊎8時30分～17時
（㊏㊐㊗、12時～13時を除く）

2/1㊌～
加入受付

2/1～3/17

3/18～4/18

4/19～5/17

5/18～6/16

6/17～7/18

7/19～8/18

8/19～9/15

9/16～10/18

市内全域
長栄、金明町、旭町、新善町、清門、新栄
苗塚町、松原、花栗、小山、北谷、北谷町、原町
氷川町、西町、草加 2/20～24

（23を除く）

4/1～

5/1～

6/1～

7/1～

8/1～

9/1～

10/1～

11/1～

特設窓口への来庁を推奨する地域 来庁推奨期間

補償開始日保険加入日

加入日により補償
開始日が変わります。

①の内
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）
陽性者登録窓口（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

①または②で検査をする

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、無料検査場（無症状の人）　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

①の内12歳未満の人と65歳以上の人、妊婦、基礎疾患を有す
る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

2/1～3
2/6～10
2/13～17

2/27～3/3

3/6～10
3/13～17

谷塚上町、谷塚仲町、両新田東町、両新田西町、
新里町、遊馬町、柳島町、谷塚町、谷塚
瀬崎、神明、住吉、高砂、中央、吉町、手代、稲荷
弁天、中根、八幡町、栄町、松江、柿木町、青柳、青柳町

広報そうか ⑤情報コーナー「すとりーと」 2023年1月1日号



　保護者が交通事故で死亡または重い
障がいを負った交通遺児等に援護金を
給付しています。18歳以下対象。給付
額は子ども1人につき年額10万円。給
付時期は5月上旬。è1/31㊋までに交
通対策課や学校で配布する申請書類を、
〒330-0063みずほ信託銀行浦和支店へ。
ε県防犯・交通安全課☎048-830-2955

交通事故被害者家族に援護金

調理師業務従事者の届け出

　県内の飲食店や給食施設などで就業
している調理師対象。è1/15㊐までに
令和4年12/31現在の氏名、免許番号、
従事する施設名等を指定様式で県調理
師会（☎048-862-6443）へ。ε県健康
長寿課☎048-830-3585Ü048-830-4804Ü

ボートレース事業の収益金で
道路整備

スポーツ施設

　館内電気設備点検による停電のため、
1/7㊏8時30分～13時は会議室等の利用
を停止します。εくらし安全課☎941-
6111Ü941-6157Ü

勤労福祉会館

　1/29㊐。会場はWATARAKUマルシ
ェ（青柳2-16-18）。時間：出演者は11

音楽の森ミニコンサート

　市の審議会等を傍聴できます。定員
5人（当日先着順）。なお、市内在住
の聴覚障がい者で手話通訳者の派遣を
希望する人は、会議開催1週間前まで
に各担当事務局へ連絡を。
■社会資本整備総合交付金評価委員会
〈都市計画課☎922-1802Ü922-3145〉
…1/20㊎14時～　市役所西棟第1・2会
議室で
■国民健康保険運営協議会〈保険年金
課☎922-1592Ü922-3178〉…1/26㊍13
時30分～　市役所第2庁舎第１・2委員
会室で
■振興計画審議会〈総合政策課☎922-
0749Ü927-4955〉…1/26㊍19時～　市

Ü

Ü

Ü

人権を考える市民のつどい

れきみん蓄音機コンサート

　1/13㊎13時50分～16時30分。会場は
中央公民館。様々な人権問題の早期解
決を目指し、市内小・中学生による人
権作文発表やミニコンサート、教育実
践家の鶴岡靖晃氏による講演「子ども
から学ぶ多様性」などを行います。ε
指導課☎922-2748Ü928-1178Ü

　1/15㊐14時～15時。会場は歴史民俗
資料館。昭和初期に製作されたフロア
型機械式蓄音機で、懐かしのSPレコー
ドの音色を鑑賞します。ε同館☎922-
0402Ü922-1117Ü

国際交流協会交流活動PR展示会

　1/23㊊～29㊐10時～16時。会場はア
コスギャラリー大。草加市国際交流協
会と市で実施してきた米国カーソン市
と中国安陽市との国際交流事業の紹介
他、活動の様子を展示します。ε草加
市国際交流協会事務局（文化観光課
内）☎922-2403Ü922-3406Ü

みんなでまちづくり会議

　1/27㊎16時～18時。会場は高砂コミ
セン。NPO法人ハンズオン埼玉の生越
康治氏によるまちづくりの事例紹介や、
まちづくり登録員の活動報告、意見交
換他。定員30人。è1/20㊎までにみん
なでまちづくり課へ。☎922-0796Ü92
2-3406

Ü

大人のまが玉作り

　1/28㊏10時～12時。会場は歴史民俗
資料館。18歳以上対象。定員10人。参
加費250円。è1/4㊌から同館へ。☎92
2-0402Ü922-1117Ü

愛の献血

　1/19㊍10時～16時（11時45分～13
時を除く）。場所は市役所公用車管理
棟前駐車場。詳細は県赤十字血液セン
ターHPまたは電話で確認を。ε同セ
ンター☎048-684-1511

　長期未着手となっている同事業の見
直しに係る経緯や今後地域の皆さんと
作成する整備案、その進め方等につい
て意見交換を行います。どの日程も内

氷川町土地区画整理事業の
見直しに係る意見交換会

　1/27㊎14時～16時。会場は歴史民俗
資料館。寛政期藩内に起きた騒動につ
いて紹介します。定員30人。è1/4㊌
から同館へ。☎922-0402Ü922-1117Ü

れきみん講座
「仙台藩主一門の家中騒動」

　2/3㊎～5㊐10時～17時。会場は松原
児童青少年交流センター miraton（ミ

小惑星探査機「はやぶさ2」
実物大模型を展示

　2/4㊏8時～12時。会場はそうか公園。
安全に走行するためのルールやマナー、
メンテナンス方法やコツを学びます。
18歳以上対象。定員10人。参加費500
円。スポーツサイクル、ヘルメット
（無い人は要相談）、グローブ持参。
è1/5㊍から草加市スポーツ協会へ。
☎928-6361Ü922-1513Ü

初心者のための
スポーツサイクル講習会

　2/4㊏10時～17時。会場はアコスホ
ール。草加の地場産業皮革を見て、触
って、体験しませんか。大抽選会、皮
革製品及び皮革素材の展示・販売、レ
ザークラフト体験コーナー等、皮革の
魅力を体感出来る内容が例年にも増し
て盛りだくさんです。εそうか革職人
会事務局（草加商工会議所内）☎928-
8111Ü928-8125Ü

そうか革職人会創立20周年記念
草加レザーフェスタ

　2/4㊏9時～12時。会場は草加消防署
西分署。乳幼児の心肺蘇生法・AED・
異物除去法他。市内または八潮市在住
・在勤の中学生以上対象。定員15人。
応募多数の場合は抽選。è1/19㊍まで
に草加消防署西分署へ。☎925-3251Ü
925-3269

Ü

普通救命講習Ⅲ

　埼玉県都市ボートレース企業団は草
加市を含む15市で構成され、ボートレ
ース事業の収益金は市内の道路整備に
充てられています。ボートレースの開
催は1/3㊋～8㊐・18㊌～23㊊・27㊎～
30㊊、2/2㊍～5㊐・8㊌～12㊐・15㊌
～18㊏・21㊋～26㊐、3/2㊍～5㊐・12
㊐～15㊌・22㊌～26㊐・29㊌～31㊎。
会場はボートレース戸田。ε財政課☎
922-0761Ü922-1547Ü

　施設整備のため利用を休止します。
・工業団地野球場　1/16㊊～2/28㊋
・そうか公園多目的運動広場　2/1㊌
～18㊏
・記念体育館・市民体育館・吉町テニ
スコート・松原テニスコート　2/6㊊
ε草加市スポーツ協会☎928-6361Ü92
2-1513

Ü

容は同じです。
■日時　1/21㊏15時～17時・27㊎19時

～21時、2/2㊍15時～17時・5
㊐15時～17時

■会場　氷川コミセン
■定員　各回100人（当日先着順）
ε都市計画課☎922-1802Ü922-3145Ü

ラトン）。定員
各350人（1時間
50人程度の入替
制）。当日先着
順で整理券を配
布します。ε子
ども育成課☎92
8-6421Ü928-96
32

Ü

役所西棟第1・2会議室で
■子ども教育連携推進委員会〈子ども
教育連携推進室☎922-3494Ü928-11
78〉…2/3㊎10時～　高砂コミセンで

Ü

時～：Fue to tategoto、14時30分～：ギ
ターアンサンブル シンシア。ε草加
市文化会館☎931-9325Ü936-4690Ü

「市長の公務日記」
発信しています

ε広報課☎922-0549Ü922-3041Ü

HPやSNSで市の情報を
お知らせしています

Home page LINE

YouTube
Instagram
Facebook

Twitter

市HPから
フォローして
下さい

Instagram
ゆりグラム

Twitter
ゆりッター

Facebook
ゆりブック

　市民の皆さんに市政を身近に感じていただ
けるよう、山川百合子市長と市政の日常など
をお届けしていきます。ぜひご覧下さい。

市長の公式SNSができました！

⑥ 2023年1月1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。



環境映画鑑賞会
「もったいない
キッチン」上映

級位

8級

7級

6級

5級

年齢

小学1年生～

小学2年生～

小学3年生～

小学3年生～

級位

4級

3級

2級

1級

年齢

小学4年生～

小学4年生～

小学5年生～

小学6年生～

生涯学習体験講座

■ソープカー
ビング「桜」
とプリザーブ
ドフラワーの
リース　2/8
㊌10時～12時

甲種防火管理者資格取得講習会

2/16㊍・17㊎9時20分～16時50分。
全2回。会場は草加市文化会館。収容
人員30人以上の店舗等と、50人以上の
共同住宅や工場等では、この資格取得
者を置くことが消防法で定められてい
ます。定員50人。受講料8000円。è1/
5㊍～12㊍に日本防火・防災協会HPで。
ε草加八潮消防局予防課☎996-0660Ü
997-1300

Ü

ボッチャ交流大会

　2/18㊏9時30分～。会場は記念体育
館。競技の部、体験の部。小学生以上
対象。定員競技の部12チーム（1チー
ム3～5人）、体験の部15人。料金600
円（競技の部のみ）。è1/5㊍から市
民体育館、記念体育館、そうか公園で
配布する申込書を各施設へ。ε草加市
スポーツ協会☎928-6361Ü922-1513Ü

剣道下期級審査会

　2/26㊐9時40分～。会場は記念体育
館。受審資格は下記のとおり。定員30
人。審査料1800円（1級は2500円）。
è1/5㊍～15㊐に草加市スポーツ協会
へ。☎928-6361Ü922-1513Ü

手話通訳者認定試験

　2/26㊐9時45分～15時。会場は中央
公民館。受験資格は市内在住の20歳以
上（令和5年4/1現在）で、手話通訳者
養成講座の修了者または同程度の技術
を有し、1年以上の手話活動経験があ
る人。試験内容は手話表現、手話の読
み取り（読取筆記・読取口頭）、筆記
試験、面接。è1/17㊋（必着）までに
草加市社会福祉協議会、障がい福祉課
で配布する申込書（同協議会HPから
も入手可）を同協議会へ。☎932-6770
Ü932-6781Ü

市民体育祭　スキー大会

　2/25㊏10時～。会場は志賀高原横手
山スキー場。大回転競技。小学生以上
対象。費用5000円（小・中・高校生
1000円、仮装の部2000円）。è1/4㊌
から市民体育館へ。☎Ü936-6239Ü

2/4㊏14時～16時。会場は中央図書
館。食品ロス問題解決などのヒントを
学べる、キッチンカーで日本各地を巡
る食の「もったいない」を解決するア
イデア満載のドキュメンタリ－映画。
小学生以上対象。定員30人。草加環境
推進協議会主催。è1/5㊍から申込フ
ォーム（QRコード）または電話で環
境課へ。☎922-1519Ü922-1030Ü

男女共同参画講座
「今、この星を生きる
～水・月・花～」

　2/10㊎13時30分～。会場は草加市文
化会館。講師はサイエンスライターの
梅本真由美氏。女性研究者のライフス
タイルとしなやかな生き方の話。定員
30人。è1/5㊍9時30分から電話で男女
共同参画さわやかサロンへ。☎931-93
25（○内 50）Ü936-4690○内 Ü

草加松原太鼓橋ロードレース大会
事前練習会

　2/5㊐・12㊐10時30分市民体育館集
合、12時解散。全2回。草加松原太鼓
橋ロードレース大会申込初心者対象
（予定者も可）。定員30人。è1/5㊍
から電話で草加市スポーツ協会へ。☎
928-6361Ü922-1513Ü

市民参加型音楽劇
体験プレイベント

　初心者・初参加者向け舞台制作・ダ
ンス・朗読の体験です。講座は①2/11
㊗～、②2/25㊏～、③2/26㊐～。各全
3回（別途5/7㊐に発表会があります）。
いずれも内容は同じです。小学4年生
以上対象。定員各25人。参加費4000円。
è1/15㊐10時から申込フォーム（QR
コード）で。1/16㊊から電話も可。ε
草加市文化会館☎931-9325Ü936-46
90

Ü

外国人お助け
ボランティア育成研修

　2/12㊐13時～16時。会場は越谷サン
シティホール。外国人住民のサポート
に必要なコツや心構えを学びます。定
員100人。è2/10㊎までに申込サイト
（QRコード）で。ε県国際課☎048-83
0-2714Ü048-830-4748Ü

30分。会場は
谷塚文化センター。定員16人。参加費
1500円。はさみ、ピンセット持参
■プリザーブドフラワーのひな飾り
2/15㊌10時～11時30分。会場は川柳文
化センター。
定員7人。参
加費2000円。
はさみ、木工
用接着剤、新
聞紙、持ち帰
り用袋持参
■着付け講座～お祝いの二重太鼓～

2/17・24、3/3の
㊎13時30分～15
時30分。全3回。
会場は新里文化セ
ンター。女性対象。
定員8人。着物持
参

■クリスタルのグルーアクセサリーペ
ンダント　2/21㊋10時～11時30分。会
場は新田西文化セ
ンター。定員10人。
参加費1500円。ピ
ンセット、まち針
または楊枝、ウエ
ットティッシュ、
持ち帰り用容器持
参

è1/4㊌8時30分から開催日の3日前ま
でに生涯学習課へ。☎922-2819Ü922-
3498

Ü

　桃の節句に合わせ、市民が制作した色とりどりのつるし飾りの他、
収蔵品の7段飾りひな、源氏物語貝合わせ、御殿飾りなど季節感あふれ
る品々を展示します。
✿ギャラリートーク　2/5㊐14時～15時。解説は同館職員。
ε歴史民俗資料館☎922-0402Ü922-1117Ü

　「松」「草加松原」を題材に公募した絵画展の第1・2回入賞作品17
点の展示会を草加市外で開催します。おくのほそ道が結んだ縁を巡回
展の形で絆にしていこうとするもので、奥の細道サミットにも加盟す
る荒川区で開催します。
■日時　2/22㊌～27㊊10時30分～18時（最終日は15時まで）
■会場　ふらっとにっぽり（荒川区東日暮里6-17-6☎03-3801-7301）
【予告】第3回国指定名勝おくのほそ道の風景地　草加松原展
　今秋開催予定です。詳細は後日、広報そうか等でお知らせします。
ε文化観光課☎922-2968Ü922-3406Ü

桃の節句展
2/1水～3/12日 国指定名勝　おくのほそ道の風景地

巡回展歴史民俗資料館

第1回大賞　草加松原・雨
等々力安昭氏

第2回大賞　
スーパームーン（草加松原）
石井友子氏

企画展
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　1/16㊊13時30分～15時。会場はふれ
あいの里。簡単なゲーム・ぬりえ・折
り紙・茶話会他。60歳以上対象。εふ
れあいの里☎920-6222Ü920-6251

　2/18㊏14時～16時。会場は中央公民
館。テーマは子育ての事例から考える
「こどもまんなか社会」と「子どもの
権利」。講師は東京経済大学教授で弁
護士の野村武司氏。小学生～高校生の
保護者、子どもに関わる人対象。定員
は講演60人、グループディスカッショ
ン40人。è1/4㊌から住所・氏名・電
話番号、託児及び手話通訳の有無を電
話またはこくちーず（QRコード）で
子育て支援課へ。託児・手話通訳希望
は1/31㊋まで。☎922-3492Ü922-3274

　2/7・14・21・28の㊋13時30分～14
時30分。全4回。会場はふれあいの里。
60歳以上対象（今年度初参加者優先）。
定員15人。è1/6㊎10時からふれあい
の里へ。☎920-6222Ü920-6251

　2/4～3/4の㊏9時～11時。全5回。会
場は花栗西グラウンド。小・中学生の
女子対象。定員50人。è1/1㊗～15㊐
に草加市スポーツ協会HPまたははが
きに氏名（ふりがな）・住所・生年月
日・連絡先を記載し〒340-0022瀬崎6-
31-1同協会へ。☎928-6361Ü922-1513

■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草加市文化会館　1/10㊋13時15分～
14時45分。ε新田東部（包）☎932-6775
Ü932-6779
②新里文化センター　1/14㊏、2/4㊏
いずれも13時15分～14時45分。ε谷
塚西部（包）☎929-0014Ü929-5222
③旧かっぱ天国　1/18㊌18時30分～20
時。ε草加安行（包）☎921-2121Ü928-
8989
④ケアステーションかしの木　1/20㊎
13時30分～15時。ε草加西部（包）☎
946-7030Ü942-7582
⑤高砂コミセン　2/3㊎13時15分～14
時45分。ε草加東部・草加稲荷（包）☎
959-9133Ü922-3801
⑥であいの森　2/8㊌13時～14時30分。
ε草加川柳（包）☎932-7007Ü931-0993
■認知症介護者のつどい　1/18㊌13時
15分～14時30分。会場は勤労福祉会館。
認知症当事者も参加可。ε新田西部
（包）☎946-0520Ü946-0523
■栄養講座と体操～えだまめ～　1/18
㊌14時～15時30分。会場ふれあいの里。
65歳以上対象。定員20人。è1/6㊎9時
から電話で谷塚西部（包）へ。☎929-00
14Ü929-5222
■誰でもできる気功教室　1/20㊎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。è1/6㊎か
ら電話で草加東部・草加稲荷（包）へ。
☎959-9133Ü922-3801
■認知症サポーター養成講座　1/23㊊
14時～15時30分。会場は谷塚文化セン
ター。定員30人。è1/6㊎から電話で
谷塚中央・谷塚東部（包）へ。☎929-36
13Ü933-9380
■はつらつバルーン体操　1/25㊌13時
30分～14時30分。会場は川柳文化セン
ター。ボール等を使用した介護予防運
動。65歳以上対象。定員30人。è1/11
㊌9時から電話で草加川柳（包）へ。☎
932-7007Ü931-0993
■笑いと音楽のハーモニー　2/6㊊13
時30分～14時30分。会場は勤労福祉会
館。脳の活性化につながる笑うことの
大切さについての講座と音楽鑑賞で、
元気な身体を作ります。65歳以上対象。
定員30人。è1/10㊋電話で新田西部
（包）へ。☎946-0520Ü946-0523

5925-0152
定員のあるものは1/4㊌
8時30分から各館へ申し込みを

▼おもちゃの病院　1/9㊗、2/13㊊10
時～12時　おもちゃの無料修理　部品
代実費　1人2点まで
▼ハーモニカコンサート　1/23㊊11時
30分～12時30分　定員50人
▼おはなしの時間　1/25㊌10時30分～

11時　読み聞かせ・手遊び他　乳幼児
と保護者対象
▼元気ルームMINI　2/2㊍10時～12時
ホール開放　乳幼児と保護者対象
▼親子で中華まん作り　2/4㊏10時～
13時　肉まん6個・中華スープ他　小
学生と保護者対象　定員8組　参加費
1000円
▼おひな様の巻き寿司作り　3/2㊍10
時～12時　定員8人　参加費800円

　1/16㊊・17㊋は施設点検等のため休
館します。
▼利用者懇談会　2/12㊐・13㊊10時～
次年度事業、利用方法等の説明　同

館利用サークル・団体対象
▼ホッとひと息「子育てサロン」
2/15㊌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　親子遊び・
大型絵本他　定員各5組
▼にじいろタイム　2/17㊎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」
2/17㊎13時30分～　胎教・仲間作り
初妊婦対象　定員10人

▼牛乳パックで紙すき体験　2/18㊏10
時～12時　小学生～中学生対象　定員
15人　材料費100円　開いた牛乳パッ
クと汚れても良いタオル持参

▼舞台劇「サーカスの灯」　1/29㊐15
時～16時　3歳以上対象（幼児は保護
者同伴）　定員100人　参加費2000円
▼手作り味噌教室　2/4㊏9時～12時、
12時30分～15時30分　成人対象　定員
各5人　参加費3000円　漬物容器持参
▼星空観察会　2/4㊏18時30分～20時
30分　冬の星座・月の観察　小学生～
中学生と保護者対象　定員15組
▼バレンタイン親子クッキング「ブラ
ウニー」　2/12㊐10時～13時　5歳～
小学生と保護者対象　定員5組　参加
費800円　エプロン・三角巾・布巾持参
▼すくすくクラブ　2/24㊎10時～10時
40分、11時～11時40分　大型絵本　0
～3歳と保護者対象　定員各7組
▼そば打ち体験講座　2/26㊐9時～15
時　講師は瀬戸口麺打愛好会草加共生
塾　定員9人　参加費2500円　持ち帰
り用箱・ペットボトル1本・三角巾・
エプロン持参
▼親子で楽しもう　ひなまつり　3/2
㊍10時～12時　親子ふれあい遊び・ひ
なまつり工作　0～3歳と保護者対象
定員14組　参加費100円

▼新里ニューイヤーフェスタ　1/28㊏
9時30分～12時30分　同館利用者・草
加南高の舞台発表、新里・両新田小の
展示、障がい者施設の模擬店
▼新春落語会　2/6㊊14時～15時10分

　出演は三遊亭圓雀　定員70人
▼すくすくクラブ　2/9㊍10時～12時
工作・読み聞かせ　乳幼児と保護者

対象
▼のびのび広場　2/17㊎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
▼おもちゃの病院　2/24㊎10時～12時
おもちゃの無料修理　部品代実費

1人2点まで

▼おもちゃ病院　1/20㊎、2/17㊎10時
～12時　おもちゃの無料修理　部品代
実費　1人2点まで
▼新春そば打ち体験講座　1/29㊐9時
～15時　成人対象　定員9人　参加費
2500円　持ち帰り用箱・ペットボトル
1本・三角巾・エプロン持参
▼コーヒー講座　1/31㊋10時～12時
成人対象　定員12人　参加費1000円
▼日本語教室　2/3～24の㊎10時～12
時　外国籍市民対象
▼人権講座「LGBTQについて正しく知
ろう」　2/4㊏14時～15時30分　成人
対象　定員30人
▼手作り味噌講習会　2/9㊍9時～13時
成人対象　定員6人　参加費3200円
漬物容器・エプロン・三角巾・布巾

持参
▼おはなしの広場　2/10㊎・24㊎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）
▼ロビー展　2/18㊏～23㊗　青柳平成
塾による作品展

▼放課後クラブ　1/5㊍、2/2㊍17時～
18時...卓球、1/16㊊、2/20㊊16時～17
時...将棋、1/17㊋、2/21㊋16時30分～
17時30分...スポーツウエルネス吹矢
小学生（保護者同伴）対象
▼外国人のための日本語教室　1/7～
2/18（1/28を除く）の㊏10時～12時
▼中学3年生のための数学・理科
1/10～2/21の㊋17時～18時　全7回
公立高校入試対策　中学3年生対象
定員10人　参考書等持参
▼元教員が教える中学生のための英語
1/16～2/27の㊊　16時～17時…中学

1・2年生対象、17時～18時…中学3年
生対象　全7回
▼ママといっしょにおはなし会　1/23㊊
10時30分～11時　読み聞かせ・手遊び
▼ホッとひと息「子育てサロン」
2/6㊊10時～10時40分…0～1歳6か月、
11時～11時40分…1歳7か月～3歳対象
　工作・手遊び他　定員各12人
▼おもちゃ病院　2/6㊊10時～12時
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
▼バレンタインデーに生チョコを作ろ
う　2/14㊋9時30分～12時30分　成人
対象　定員12人　参加費1700円　エプ
ロン・三角巾・布巾持参

　地域の皆さんとともにまちづくりを
考えようと継続して開催している地区
別懇談会。テーマは「アイデアの実施
を支える仕組みの検討を行おう」。草
加川柳地区：2/10㊎・会場は川柳文化
センター。草加西部地区：2/17㊎・会
場は氷川コミセン。いずれも18時30分

～21時。定員各40人。è2/6㊊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
体等をメール（QRコード）で都市計
画課へ。ファクスも可。☎922-1802Ü
922-3145

　2/4㊏5時15分草加中集合。会場は軽
井沢プリンスホテルスキー場。小学生
以上対象。定員30人。料金小学生1万
円、中・高校生・高年者1万2000円、
一般1万3000円。è1/7㊏から電話で市
民体育館へ。☎Ü936-6239

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

子どもにやさしい
まちづくり講座

にこにこサロン楽楽

これから始めよう介護予防運動

女子サッカー体験会

高年者向け

子ども・親子向け

新田西文化センター ☎942-0778

柿木公民館 ☎931-3117

中央公民館 ☎922-5344

谷塚文化センター ☎928-6271

新里文化センター ☎927-3362

川柳文化センター ☎936-4088

日帰りスキー教室

草加川柳地区・草加西部
地区コミュニティプラン
策定に向けた地区別懇談会

⑧ 2023年1月1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。



≪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12月生まれ（妊産婦・新生児訪問をした家庭を除く） ö令和5年1月下旬～2
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　è1/4㊌から電話で
ô乳幼児と保護者 ë10組 ö2/3㊎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　è2/1㊌から電話または市HPで
ô令和5年5～7月出産予定の初妊婦と夫　ë各10組　ö3/8㊌　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　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7月生まれ
ô令和元年10月生まれ

ö2/7㊋・14㊋
ö1/17㊋・31㊋

受付時間:個別通知
にてお知らせ

ê1月末
ê12月末

離乳食講習　è1/4㊌から電話・市HPで

初期
中期
後期・完了期

ô4～6か月児　ë12組　ö1/25㊌13時15分～
ô6～8か月児　ë12組　ö1/25㊌10時～
ô8か月～1歳2か月児　ë12組　ö1/30㊊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　à㊊…原町コミセン、㊋㊎…
氷川コミセン、㊍…稲荷コミセン、㊌㊎…瀬崎・八幡・柳島コミセン（1/4除
く）

看護師による
地域健康相談

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

成人保健

母子保健

草加市
電子図書館

1/24㊋9時～21時はシステムメンテ
ナンスのため、同館HP（お知らせ、
利用案内を除く）と公民館・文化セン
ターでの貸し出し・返却、OPAC（資
料検索機）の利用は出来ません。
■本を借りておみくじを引こう　1/8
㊐・9㊗　小学生以下（保護者同伴）
対象　定員各50人
■木曜シアター　2/9㊍14時～15時30
分　「劇団かかし座創立60周年ドキュ
メンタリー映画　影たちの祭り」　成

人対象　定員30人（1組3人まで）　
è1/4㊌13時から電話で同館へ　
■家庭向け読み聞かせ講習会　2/23㊗
絵本やわらべ歌　0～1歳

と保護者対象　定員8組（1
組3人まで）　è1/21㊏9時
から同HP（QRコード）で
■工作会「ふわふわゆきだるま」
2/25㊏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　è1/21㊏9時から
同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（幼児（保護者同伴）
～小学生対象）、㊏㊐14時30分～15時
（幼児（保護者同伴）～小学生対象）
　定員各6組（当日先着順）

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）

▼ストロー鉄砲作り　1/13㊎・27㊎14
時45分～15時30分　3歳～未就学児と
保護者対象　定員各5組、1/15㊐・22
㊐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」
1/14㊏、2/4㊏14時～　小学生対象
定員各4人
▼ともだち文庫の「おはなしポケッ
ト」　1/16㊊、2/20㊊11時～　読み聞
かせ・わらべ唄　乳幼児と保護者対象
　定員各15組
▼ママのためのリフレッシュヨガ
1/21㊏、2/18㊏10時15分～　定員各15
人
▼おもちゃ病院　1/26㊍、2/16㊍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
▼バレンタイン制作「フェルトでマグ
ネット飾り」　2/3㊎14時45分～15時
30分　3歳～未就学児と保護者対象
定員5組、2/12㊐14時～　小学生対象
　定員5人

▼お正月「凧作り」　1/5㊍13時30分
～、15時～　幼児（保護者同伴）～小
学生対象　定員各6人
▼おもちゃ病院　1/5㊍、2/2㊍ 13時
30分～15時　おもちゃの無料修理　部
品代金実費　1人2点まで
▼だるま落とし作り　1/7㊏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　1/8㊐・22㊐、

2/12㊐10時～12時　1～3歳と保護者対
象　定員各8組　
▼ママヨガ　1/10㊋・24㊋、2/7㊋・
21㊋13時30分～14時10分　0～3歳と
保護者対象　定員各6人
▼パパと遊ぼう「室内ホッケー」1/14
㊏、「とびばこ」2/18㊏いずれも10時
30分～11時30分　3歳～未就学児と保
護者対象　定員各8組　室内靴持参
▼簡易カイロ作り　1/14㊏13時30分～
15時30分　小学生～18歳対象　定員
20人
▼ひ革工房 「オリジナルレザーマグネ
ット」　1/21㊏13時30分～15時30分
定員20人、「つるしびな」2/18㊏13時30
分～、14時30分～　定員各6人　いず
れも小学生～18歳対象
▼豆まき　1/28㊏13時30分～　雨天中
止　幼児（保護者同伴）～小学生対象
▼オニット帽（鬼のかぶりもの）作り
1/29㊐13時30分～15時30分　幼児

（保護者同伴）～小学生対象　定員15人
▼スクイーズマカロン作り　2/11㊗13
時30分～15時30分　小学生～18歳対
象　定員20人
▼ハートのポシェット作り　2/12㊐13
時30分～15時30分　小学生～18歳対
象　定員20人

▼ママのためのリラクシングヨガ
1/7㊏、2/4㊏10時30分～11時15分　定
員各6人
▼おもちゃ病院　1/13㊎、2/10㊎10時
～12時　おもちゃの無料修理　部品代
実費　1人2点まで
▼サイエンスラボ「ブラックウォール
ボックス作り」　1/28㊏14時～16時
はさみが使える幼児（保護者同伴）～
小学生対象
▼切り絵教室「水族館」　2/18㊏10時

15分～11時、11時15分～12時　3歳～
未就学児（保護者同伴）対象　定員各
5組

▼読み聞かせバンビ　1/16㊊、2/6㊊
・20㊊11時～　乳幼児と保護者対象
定員各10組
▼こぶたのしっぽ　1/18㊌、2/1㊌11
時～　パネルシアター　乳幼児と保護
者対象　定員各10組
▼ドッジボール大会　1/18㊌15時～
小学1～2年生、1/19㊍16時～　小学3
～6年生対象　定員各学年20人
▼おもちゃ病院　1/21㊏、2/18㊏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
▼ABCで遊ぼう　1/23㊊15時30分～16
時30分　3歳～小学生対象（幼児は保
護者同伴）　定員10人
▼バイオリン親子コンサート　2/15㊌
11時～　乳幼児と保護者対象　定員10
組
▼ミニニット帽を作ろう　2/15㊌15時
～、2/16㊍・17㊎14時30分～、15時
30分～　小学生対象　並太毛糸1玉持
参

　勤務は4月からの㊊～㊏9時30分～18
時（時差勤務あり）のうち5日。場所
は住吉児童館、栄・新栄・高砂の児童
クラブ。月給18万306円（保育士18万
6136円）～。社会保険・通勤手当・有
給休暇等あり。è子ども育成課に電話
連絡の後、1/31㊋までに申込書（保育
士有資格者は免許状の写しも添付）を
同課へ。☎922-1448Ü922-3274

お家でも読書が楽しめます

定員のあるものは1/5㊍
10時から各館へ申し込みを

5922-3274

氷川児童センター ☎928-2341

谷塚児童センター ☎925-1856

住吉児童館 ☎928-5736

新栄児童センター ☎942-9876 5☎946-3000 5944-3800
児童クラブ支援員
（会計年度任用職員）

広報そうか ⑨情報コーナー「すとりーと」 2023年1月1日号



休 日 当 番 医

吉町1-5-12
住吉2-4-3
苗塚町55-4
谷塚上町483-3
氷川町2112-6

☎922-2736
☎922-3413
☎925-7384
☎927-1010
☎928-5525

㈲石田水道
㈱井戸梅
三栄工業
㈱今泉水道
竹内セントラル㈱

1/1㊗
1/2㊡
1/3㊋
1/8㊐
1/9㊗

氷川町818-3
両新田西町246
手代3-11-8
八幡町802

☎924-4136
☎928-5520
☎922-2429
☎931-3330

㈲駒﨑設備
㈲東洋開発
㈲イワセポンプ店
㈲井戸浅水道工事店

1/15㊐
1/22㊐
1/29㊐
2/  5㊐㊐㊗等の漏水・出水不良などの水道トラブル

に対応します。受付時間：9時～17時

休日等上水道工事店

臼田診療所
松原2-4-21-101
☎942-5300

院内処方

たかぎ医院
吉町3-2-47
☎922-3731
院内処方

西倉小児科医院
旭町4-9-2

☎941-7250
コイケ薬局☎943-4022

みなみ草加
クリニック
新里町107-1
☎924-0600

薬局薬泉堂☎924-1566

大城クリニック
松原5-1-5

☎942-3039
草加調剤薬局☎941-5967

草加西口
大腸肛門クリニック
氷川町2144-11 3F
☎951-0421

フラワー薬局☎959-9631

土谷メディカル
クリニック
谷塚町629

☎928-0228
あおば薬局☎929-3133

横内整形外科
クリニック
松原4-5-8

☎941-0211
くりの木薬局☎944-0123

山崎クリニック
中央2-4-11
☎924-1375

そうごう薬局草加店☎928-1431

高山整形外科
新善町413-2
☎943-6200
院内処方

みつる歯科
クリニック
氷川町821-B
☎948-8249

アート歯科
谷塚上町62-6
☎927-4618

きたはら歯科医院
谷塚町1363-1
☎921-7371

草加松原
整形外科医院
松江2-3-26
☎935-4838
院内処方

久野歯科医院
氷川町2179-31
☎922-5155

村木歯科医院
谷塚町707-20
☎922-0220

野田歯科医院
青柳7-48-12
☎931-3185

高木歯科
栄町2-4-15
☎936-0120

平田クリニック
新栄1-48-11
☎942-1245

コイケ薬局プラスワン☎944-3838

おかだ
こどもクリニック
清門3-25-3-102
☎941-5214

かばさん薬局☎942-3053

たなか内科・循環
器内科クリニック

氷川町644-2
☎921-6085

そうごう薬局草加氷川店☎948-7061

豊田クリニック
柿木町1127-1
☎930-3636

アイン薬局☎954-9193

山崎クリニック
中央2-4-11
☎924-1375

そうごう薬局草加店☎928-1431

豊田クリニック
柿木町1127-1
☎930-3636

アイン薬局☎954-9193

草加松原
整形外科医院
松江2-3-26
☎935-4838
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

草加松原
整形外科医院
松江2-3-26
☎935-4838
院内処方

1/9㊗1/8㊐1/3㊋1/2㊡1/1㊗

1/29㊐1/22㊐1/15㊐
井口小児科
クリニック
松原5-1-7

☎941-8686
草加調剤薬局☎941-5967

山崎クリニック
中央2-4-11
☎924-1375

そうごう薬局草加店☎928-1431

草加松原
整形外科医院
松江2-3-26
☎935-4838
院内処方

2/5㊐

㊐㊗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

公園維持管理等作業員
（会計年度任用職員）

4月採用　小・中学校教職員
（会計年度任用職員）

■内科…9時～12時、14時～17時　■外科…（午前）9時～12時、（午後）㊐16時～19時、㊗（１/２・３を含む）14時～17時　■歯科…9時～12時

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。

受診時は、
必ず事前に電話連絡を。

■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

夜間に急変した0～15歳を応急診療
します。

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）。

※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

☎954-6401

子ども急病夜間クリニック（小児科）

埼玉県救急電話相談

!

①学校調理士　㊊～㊎8時30分～16時
45分の内5時間30分または7時間30分
　時給1129円（有資格者1150円）
②学校栄養士　㊊～㊎の内4日8時30分
～17時の内4時間　時給1143円
③学習補助員・学習指導補助員　㊊～
㊎8時30分～17時の内6時間（年間150
日）　時給1037円（有資格者1143円）
④学級支援員　㊊～㊎8時30分～17時
の内6時間　時給1037円～

⑤国際理解教育補助員　㊊～㊎8時30
分～17時の内1～6時間（月60時間程
度）　時給1037円
⑥学校司書　㊊～㊎8時30分～17時の
内4時間（年間120日）　時給1037円
⑦子ども教育連携教員　㊊～㊎8時30
分～17時の内7時間45分　月額22万87
48円　中学校教員免許状（国・数・英
・理・社・保体）所有者対象（3月末
までに取得見込みも可）
⑧特別支援教育支援員　㊊～㊎8時30
分～17時の内7時間30分　時給1071円
⑨スクールソーシャルワーカー　㊊～ 

㊎の内2日8時30分～17時15分の内6時
間（年間90日）　時給1968円　
いずれも募集は若干名（⑦のみ11人）、
交通費支給。①③～⑥⑧は長期休業中
は原則休み。①③④⑦⑧は社会保険・
期末手当有り。è1/27㊎（⑦は1/16
㊊）までに各課の申込書（市HPから
入手可）を①②は総務企画課へ。☎
922-2497、③～⑥は指導課へ。☎922-
2748、⑦は子ども教育連携推進室へ。
☎922-3494、①～⑦Ü928-1178、⑧⑨
は教育支援室へ。☎933-7591Ü933-75
90

　㊊～㊎の8時30分～17時15分。場所
はみどり公園課。公園施設修繕・清掃
や自動車運転等。普通自動車運転免許
（AT車限定不可）以上の所有者対象。
募集は1人。月給16万6526円。期末・
通勤手当、社会保険あり。面接日は
2/2㊍。採用は4/1付。è1/27㊎（必
着）までに指定申込書（市HPから入手
可）、運転免許証の写しを同課へ。☎
922-1973Ü922-3145

⑩ 2023年1月1日号 広報そうか情報コーナー「すとりーと」

ＱＲコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。



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）

■スポーツウエルネス吹矢体験会　
1/7㊏・12㊍・14㊏・21㊏・24㊋・31
㊋、2/3㊎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　
1/7㊏・14㊏・21㊏・28㊏　であいの
森　1/8㊐・29㊐　川柳文化センター
　いずれも13時~15時　無料　ε柳沢
☎080-5535-6487
■おひとり様の相続・遺言書の書き方
　1/8㊐11時～13時　草加市文化会館
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
■氷川ダンス倶楽部フリーダンス　
1/8㊐13時～16時　谷塚文化センター
　飲み物付き　会員競技選手待機　社
交ダンスは有酸素運動・健康体力維持
のスポーツ　ε太田☎090-3520-7309
■草加市ダンススポーツ連盟フリーダ
ンス　1/9㊗13時15分～16時　谷塚文
化センター　飲み物付き　競技選手男

女リボン待機　トライアルあり　ε川
端☎935-9861
■卓球体験　1/10㊋・17㊋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　
1/10㊋・19㊍13時～15時　1/27㊎9時
～11時　瀬崎コミセン　無料　ε石井
☎090-9310-5460
■たまrin子育てセミナー＆トーク　
1/12㊍10時30分～12時　草加市文化会
館第2会議室　子育てに関わる人との
接し方　参加費300円　要予約　è家
庭倫理の会石野☎090-9203-4244
■スポーツウエルネス吹矢体験会　
1/14㊏・21㊏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　1/14
㊏13時～15時　1/21・28の㊏11時～13
時　八幡コミセン　全3回　参加費無
料　用具不要　室内靴持参　è山口☎
931-4092
■八幡ダンスサークルフリーダンス　
1/15㊐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・
飲み物あり　ε飯塚☎090-4958-9229
■スポーツ吹矢体験会　1/20㊎・27㊎

13時~15時　勤労福祉会館　集中力を
楽しみませんか　無料　ε髙野☎090-
4545-8052
■介護者サロン「らくだ」　1/20㊎　
わ～くわっく草加　「こもれび」　
1/26㊍　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
■介護者の集い「オアシス」　1/21㊏
10時～12時　中央公民館　1/24㊋10時
30分～12時　瀬崎平成塾　2/7㊋13時
30分～15時30分　氷川平成塾　ε山田
☎928-5332
■遺言書の書き方と終活を学ぼう　
1/28㊏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☎946-
5152
■草加市コミュニティ協議会正規職員
募集　1/29㊐試験日　高卒以上で4/1
現在60歳以上の市民対象　募集は若干
名　受験案内は各コミセンで配布中　
è1/20㊎までに同協議会☎922-6327
■草加市民吹奏楽団第40回定期演奏会
～「吹鉄」　2/23㊗15時～　草加市文
化会館　指揮・フルートさかはし矢波
　前売り券400円（同館で入手可）　
è楽団事務局平塚☎090-1607-8917

※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。

　㊊～㊎の8時30分～17時15分。場所
は維持補修課。道路等の補修作業や自
動車運転等。普通自動車運転免許以上
の所有者対象。募集は1人。月給16万
6526円。期末・通勤手当、社会保険あ
り。面接日は2/2㊍。採用は4/1付。
è1/27㊎（必着）までに指定申込書
（市HPから入手可）、運転免許証の
写しを同課へ。☎922-2412Ü922-3049

　㊊～㊎の8時30分～17時15分のうち
4日間。場所は下水道課。宅内排水設
備工事の完了検査（現場検査あり）、
公共下水道接続啓発等。普通自動車運
転免許以上所有者対象。排水設備工事
責任技術者の資格取得者またはそれに
準ずる知識を有する人優先。募集は1
人。時給1108円。期末・通勤手当、社
会保険あり。面接日は2/7㊋。採用は
4/1付。è1/31㊋（必着）までに指定
申込書（市HPから入手可）、運転免
許証の写しを下水道課へ。☎922-2314
Ü922-3244

排水設備事務専門員
（会計年度任用職員）

土木作業員
（会計年度任用職員）

その他

㊊…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㊋㊌（1/4を除く）、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

行政相談（国の仕事に関する意見・要望）第2㊎13時30分～16時

ä1/26㊍、2/16㊍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
1/4㊌～2/20㊊
（㊗㊡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

ä第3㊎13時30分～16時30分

広報そうか ⑪情報コーナー「すとりーと」 2023年1月1日号

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



　姉妹都市福島県昭和村の冬の魅力を体感できる冬の体験ツア
ーです。雪遊びやからむし織体験、雪まつりに参加できます。
■日時　2月25日㈯～26日㈰　■宿泊　昭和温泉しらかば荘
■対象　市内在住の中学生以下の子どもを含む家族
■定員　20人程度（1組5人まで）
■料金　1万5100円（小学生9850円、小学生未満6500円）
　　　　宿泊料、2日目昼食代及びからむし織体験料込み
ω1月19日㈭までにはがき・ファクス・メール（QRコード）の
いずれかで参加者全員の住所・氏名（ふりがな）・性別・年齢・
電話番号を共栄旅行サービス（☎932-4236Ü932-4237）
へ。重複応募は無効。申し込み多数の場合は抽選で
1月26日㈭以降に結果を通知します。

　コナミスポーツ体操競技部のメダリストと一緒に体操してみ
ませんか。体験会終了後はメダリストの演技披露も行われます。
■日時　1月29日㈰　体操体験会：午前10時～
　　　　　　　　　  演技披露：午前11時～
■会場　コナミスポーツ体操競技部体育館（松原5-3-2）
■対象・定員　体操体験会：市内在住の小学1～3年生・20人
　　　　　　　演技披露：市内在住の人・100人
■持ち物　体操体験会：タオル・飲料水・動きやすい服装
　　　　　演技披露：室内靴
ω1月4日㈬～20日㈮に草加市スポーツ協会ホームページ（QR
コード）から。来場は徒歩か自転車で。

　市内の魅力の発信・宣伝をする
そうか宣伝隊長による寄席を2年
ぶりに"生"でお楽しみ下さい。
■日時　3月1日㈬午後6時開演
■会場　アコスホール
■定員　400人
■前売り券　800円（全席指定）
ω1月4日㈬～2月24日㈮にアコス
ホール事務所（アコス南館7階☎
922-7005）へ。残席がある場合は
当日会場でも販売（当日券1000
円）。

　不燃ごみ・資源物の㊊・㊋コースが、1月に限り収集が1週後
にずれます。㊌・㊍・㊎コースは通常通りです。

　出生届、婚姻届等の戸籍に関する届け出は、1月3日㈫までの
閉庁期間中も市役所第二庁舎警備員室で受け付けます。

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

1・2回目接種

【市内】
7医療機関

小児接種
(5～11歳)

【市内】
11医療機関

乳幼児接種
(生後6か月～4歳)
【市内】
8医療機関

3～5回目接種

【市内】
・約60医療機関 1/4㈬～
・アコスホール 1/7㈯～
　14㈯（㊗は除く）
・草加市文化会館 1/21㈯

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

年始は1/4㈬午前8時30分から

12月14日から、モデルナ社のオミクロン株対応2価ワクチンの対象年齢が
12歳以上に引き下げられました。

1月の接種会場 ※接種会場は変わる可能性があります

※「体外診断用医薬品」「第1類医薬品」を使用して下さい。

基本的な
感染対策の
継続

早めの
ワクチン接種を

検討

抗原定性検査
キット(※)・
解熱薬・食料等
を準備

3つの対策で備えよう

モデルナ社ワクチンの対象年齢が12歳以上に

★発熱等感染が疑われる時は…5面へ

人が集まる機会が増える年末年始
発熱外来のひっ迫を防ぎましょう

次回の広報そうかは2月5日発行です次回の広報そうかは2月5日発行です

年末年始にかけて感染が拡大しており、季節性インフルエンザも
昨年に比べ増加傾向です。早めのワクチン接種で自身や周りの人
を守りましょう。

問廃棄物資源課☎931-3972Ü931-9993問廃棄物資源課☎931-3972Ü931-9993 問市民課☎922-0151（代表）問市民課☎922-0151（代表）

年始のごみ収集業務等
可燃ごみ収集は1月4日㈬から 市役所業務は1月4日㈬から

問文化観光課☎922-2968Ü922-3406問文化観光課☎922-2968Ü922-3406

草加演芸会

三遊亭圓雀師匠（落語）

林家二楽師匠（紙切り）

　「ごみ収集カレンダー」、
「ごみ分別事典」、出し忘れ防
止のための「アラート設定」な
ど便利な機能が満載。大掃除や
引っ越しが多くなるこの時期に
ぜひ活用して下さい。

ごみ分別アプリが便利です
スマートフォンをお持ちの人

iOS版 Android版

昭和村
冬の体験ツアー
問文化観光課☎922-2403Ü922-3406

コナミスポーツ体操競技部
体操体験会・演技披露

コース
㊋・㊎
㊌・㊏
㊊・㊍

開始日
1月6日㈮から
1月4日㈬から
1月5日㈭から

コース
第1・3㊊
第2・4㊊
第1・3㊋
第2・4㊋

■し尿くみ取り　1月4日㈬から

■可燃ごみ ■不燃ごみ・資源物
1月の収集
第2・4㊊
第3・5㊊
第2・4㊋
第3・5㊋※収集日はごみ収集カレンダーやごみ分別

　アプリ等で確認して下さい。

問スポーツ振興課☎922-2861Ü922-3172問スポーツ振興課☎922-2861Ü922-3172

出演はそうか宣伝隊長の2人!!

【市外】
・ノババックス接種会場
・埼玉県接種センター
  1/4㈬～
・東京都自衛隊会場
  1/11㈬～

【市外】
・埼玉県接種センター
・ノババックス接種会場

広報そうか⑫ イベント情報2023年1月1日号

市の人口　令和4年12月1日現在　25万1008人（男12万6581人・女12万4427人）/前月比24人減/世帯数12万3105世帯
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