
折り込んである「TAXぺいじ「税」特集号」「そうか市議会だより」は、抜いて読んでください。

「もったいない」を意識して、食べ物を大切に
食品ロスを減らしましょう！

日本の食品ロスの
約45％は各家庭から

調べてみました! 市内の食品ロス 家庭でできる！
食品ロス削減のポイント

　その原因は、①調理くず②賞味・消
費期限切れ③食べ残し。
ご家庭での食生活の見直しが、

食品ロスを減らすことにつながります。

日本の食品ロス
年間643万トン

352
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出典：農林水産省資料
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　市内の食品ロス発生状況を把握するため、昨年9
月に可燃ごみの中身を調査した結果、可燃ごみに
対する食品廃棄物の割合は約25.7％。そのほぼ半
分は食べられるものでした。
　これから推計した市民一人当たりの食品ロス
は、年間約47kg。一日当たり約129gもの食べら
れる食べ物を捨てていることになります。

収集した可燃ごみに対する食品廃棄物の割合

無駄を省けば
家計も助かる！

◆買い過ぎない
 　食べられる量だけ買う
　  ・ 買い物前に冷蔵庫の中を確認し、
　　　必要な食品だけ買いましょう。
◆食べ切る
 　食べられる量だけ盛って、残さず食べましょう。
◆使い切る
 　野菜などの過剰除去をせず、食べられる部分は
 　使いましょう。
　  ・ 「クックパッド消費者庁の公式キッチン」
　　 のエコレシピ・使い切りレシピを参考に⇒
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　「まだ食べられるのに捨てられてしまう食べ物」の
ことを食品ロスと言います。農林水産省・環境省の平
成28年推計によると国民一人当たり毎日ご飯茶碗約
一杯分（約139g）の食べ物が捨てられています。
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■12月の放射線量等　○大気中放射線量（単位：マイクロシーベルト／時）最大値0.08／最小値0.07（市役所前）

確定申告書は、自宅で作成してe-Taxや郵送で提出を！

確定申告（所得税の申告） 〒332-8666 川口市青木2-2-17（郵送申告のみ可）問川口税務署☎048-252-5141

市民税・県民税申告 問市民税課
☎922-1042

※バス停「川口市立高校」
から徒歩5分

SKIPシティ「川口市立
高校」バス停

←JR西川口駅←JR西川口駅
川口市立
高校

総合棟文

申告に必要な持ち物

確定申告メイン（主）会場

（注意）確定申告ではありません

具体的な申告対象者は…

簡易申告会場（年金・給与のみ）

●最寄りのバス停「川口市立高校」
①JR川口駅東口7～9番乗り場からバス
に乗り「川口市立高校」下車徒歩5分
②埼玉高速鉄道鳩ケ谷駅西口3番乗り場
から「川口市立高校経由川口駅東口」行
きに乗り「川口市立高校」下車徒歩5分

2月17日㈪～3月16日㈪

午前9時～午後4時

①事業所得・不動産所得・雑所得・譲渡所得・一時
所得等の各種所得の合計額が所得控除の合計額を
超える人
②所得税が源泉徴収されており、各種所得控除を追
加することで、所得税が還付される人
③給与の収入が2000万円を超える人
④年末調整をした会社からの給与以外に給与収入や
その他の所得があり、その合計が20万円を超える人
⑤公的年金の収入金額の合計が400万円を超える
人、外国の法令に基づく年金がある人
⑥公的年金以外の所得が20万円を超え、所得税が課
税される人
⑦その他（損失を繰り越す場合や株式の申告等）

　例年、確定申告会場は大変混み合い、手続き終了までSKIPシティは最大
3時間、中央公民館は最大6時間を要しています。また、確定申告会場でも
納税者自身がパソコンを使って申告書の作成をします。
　国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を使って自宅
で確定申告書を作成すると待ち時間がかかりません。
　確定申告書等作成コーナーの操作に関しては、ヘルプデスク☎0570-01-59
01（平日のみ）で個別サポートしています。

●専用のID・パスワードがあれば、マイナンバーカードがなくても国
税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成
し、自宅のパソコン・スマートフォンからe-Taxで申告ができます。
●ID・パスワードは会場で申告時に渡している「ID・パスワード方式
の届出完了通知」に記載。ID・パスワードを持っていない人は川口
税務署で発行できます。

【確定申告、市民税・県民税申告共通】
□本人（身元）確認書類
□マイナンバーが確認できるもの（通知カード
またはマイナンバーカード）
□印鑑（朱肉を使うもの。スタンプ印不可）
□申告書が送られてきた人はその申告書（無い
場合は会場で作成するため不要）
□給与や公的年金収入があった人は令和元年
（平成31年）分の源泉徴収票
□事業所得及び不動産所得があった人は、収支
が分かる帳簿・支払調書・領収書など
□その他の収入がある人は、その収入がわかる
申告用の書類
□生計を一にする親族（所得38万円以下）を扶
養控除の対象とする場合は、その親族のマイ
ナンバーが分かるもの（メモ可）

□各種控除を受けるための控除証明書や領収書
□障がいのある人は障害者手帳など
※要介護1～5の認定を受けている場合は障
害者控除対象者認定書（介護保険課で発行）
□医療費控除及び医療費控除の特例を受ける人
は令和元年（平成31年）中に支払った医療
費の明細書等（右記参照）

【確定申告の場合】
□本人名義の通帳
□ID（利用者識別番号）がわかる書類
※「利用者識別番号等の通知」、「確定申告
のお知らせ」（はがきまたは通知書）、「申
告書等送信票（兼送付書）控用」、「ID・パ
スワード方式の届出完了通知」など

【市民税・県民税申告の場合】
□代理申告の場合は委任状と代理人の本人（身
元）確認書類

●医療費控除の明細書またはセルフメディケーショ
ン税制の明細書は、あらかじめ作成してから申告
会場へ。

●医療費控除の明細書またはセルフメディケーショ
ン税制の明細書があれば、領収書の持参は不要で
す。ご自宅で保管してください。

●「医療費控除」と「医療費控除の特例」は同時に
両方の適用を受けることはできません。
※医療費控除は、所得税または市民税・県民税が
かかる人でないと対象になりません。

医療費控除（特例含む）を受ける人へ

●手元に市民税・県民税申告書が無い人
は市民税課へ連絡を。
【郵送時に必要なもの】
①市民税・県民税申告書
②本人（身元）確認書類のコピー
③マイナンバーが確認できる書類
④源泉徴収票等の収入金額がわかるもの
⑤控除証明書等

郵送申告が便利です

中央公民館（住吉2-9-1）
2月17日㈪～3月2日㈪
午前９時～午後2時３０分
各日200人で受付終了
※混雑状況により、午前中の早い時間に終了する
場合や受付時間が前後することがあります。
※例年、申告期間の前半は特に混雑します。

【対象者】
給与・年金収入のみの簡易な申告（扶養・生
命保険・医療費控除の追加等）を行う人

ID・パスワードを使ってパソコン・
スマホでのe-Tax申告がオススメ！

※中央公民館では申告に関する質問等にお答えできません。
※公共交通機関や自転車等での来場にご協力ください。

住宅借入金等特別控除、その他の所得（事
業、不動産、株・土地・建物の譲渡等）、海
外被扶養者がある人等

申告期間（2/17～3/16）は、市民税課での申告はできません。

※SKIPシティでは申告に関する
質問等にお答えできません。
問い合わせは川口税務署へ。

●前年中に収入があった人は原則申告する必要があります。

●草加駅東口から徒歩10分

ただし、確定申告を行った場合等は申告の必要はありません。
※詳細は折り込んである「TAXぺいじ「税」特集号」で確認を。

中央公民館（住吉2-9-1）
2月17日㈪～3月16日㈪（土・日曜日、祝・休日を除く）
確定申告とは日程が異なります。ご注意ください。
午前9時～午後3時30分
※混雑状況により受付時間は前後することがあります。
※中央公民館では申告に関する質問等にお答えできません。問い合わせは市民税課へ。
※公共交通機関や自転車での来場にご協力ください。

次の人はSKIPシティで申告を！

郵送先：〒340-8550
　　　　市民税課

SKIP（スキップ）シティ
川口市上青木3-12-18（駐車場：約300台）

※2月24日㉁・3月1日㈰は開催します。

※午後３時頃までにお越しください。

※申告期間（2/17～3/16）は、川口税務署内での申告はできません。

　スムーズな申告ができるよう早めに準備しておきま
しょう。申告内容によって会場や日程が異なりますの
でご注意ください。

税の申告
e-Taxや郵送でスムーズに
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② 草加人のための情報紙　広報「そうか」市政情報2020年2月5号



○PM2.5（単位：マイクログラム／㎥）最大値29.2／最小値1.6（花栗中学校内）　○給食の放射性物質の検出なし

■支給対象　平成30年8月～令和元年7月に医療費と介護サ
ービス費の両方を支払った人で、加入医療保険ごとの世帯
内の自己負担額合計が左表の限度額を超えた場合（保険適
用外の費用、高額療養費や高額介護サービス費としての支
給分は除く。また、同一世帯内でも、加入する医療保険が
異なる場合は合算できません）。
　ただし、超過分が500円以下の場合や、重度心身障害者医
療費支給制度等で助成された分は支給されません。
■国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者
　対象期間内に医療保険が変わらない草加市国民健康保険
・後期高齢者医療制度加入者で支給対象となる人には、2月
末以降に申請書を送付します。申請書記載の必要書類等を
用意し各担当課へ。
■その他の医療保険加入者・医療保険が変わった人
　国民健康保険・後期高齢者医療制度以外の医療保険加入
者や、対象期間内に医療保険が変わった人（75歳になり後
期高齢者医療制度に移行した人を含む）は、必要書類を確
認の上、令和元年7月31日時点での加入医療保険へ。

　利用登録者の個人情報を最新で正確なものにし、貸出対象者を明
確化・適正管理するため、有効期間（下表参照）を設けました。
■有効期間の確認　中央図書館（館内利用者用検索機）、公民館・
文化センター、地域開放型図書室、図書館ホームページ「マイペ
ージ」で。
■更新手続き　有効期間満了の3か月前から図書館利用カードと身
分証（住所が確認できるもの）を持参し上記施設へ。
※市内在勤・在学者は、別途証明する書類等が必要です。

　移動の困難な心身障がい者の自立した生活や社会参加を支援する
ため、福祉タクシー利用券・自動車燃料費利用券を配布しています。
　なお、令和2年2月から県内のタクシー初乗運賃が改定されまし
たが、2月、3月分の利用券は1枚740円まで利用できます。
※最大740円（おつりは出ません）。
■対象者
・身体障害者手帳1～3級（上肢機能障がいのみで3級の人は対象外）
・療育手帳Ⓐ～B
・精神障害者保健福祉手帳1・2級
※申請時に入院中の人、特養等の施設に入所中の人は退院、退所
後の申請となります。

　高校・短大・大学・専門学校へ修学する人に奨学金を貸し付けま
す。貸し付けは審査の上決定し、4月下旬から開始します。
■対象者　以下の条件を全て満たす人
　①市内に1年以上居住している。
　②学校長の推薦がある。
　③ほかに奨学金に相当する貸し付けを受けていない。
　④1都6県（東京都、神奈川県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城

県、千葉県）に居住し、市区町村税を完納し、債務を保証でき
る所得等がある連帯保証人(満20歳以上で、申請者と別世帯居
住)が1人いる。

■貸付月額（いずれも無利子）
・高校、高専、専修学校…国・公立1万円・私立2万円
・短期大学、大学…国・公立1万5000円・私立3万円
■返済　貸付期間が終了した月の翌月より6か月経過後から、貸付
期間の国・公立は2倍、私立は3倍の期間で均等月払い。
■個別相談　開庁時間内に随時受け付け。開庁時間に来られない人
は次の日時（要予約）に電話で総務企画課へ。
　①2月19日㈬午後5時30分～8時（予約は2月18日㈫まで）
　②3月1日午前9時～正午（予約は2月28日㈮まで）
※2月7日㈮～3月9日㈪に入学準備金貸付制度の追加募集も行い
ます。詳細は同課へ。

　令和2年4月からあおば学園への入園を希望する児童の入園（追加
募集）相談会を開催します。
■日　　時　2月26日㈬午後3時15分～4時、午後4時15分～5時
■会　　場　あおば学園
■対　　象　令和2年4月1日時点で3歳以上のおおむね歩行可能な知

的障がいのある未就学児
■提出書類　申込書、心身状況表、診断書（申込期限までに揃わな

い場合は同学園へ連絡を）
ω2月20日㈭（必着）までにあおば学園、子育て支援センターで配
布している申込書等（市ホームページ、ぼっくるんからも入手可）
を〒340-0002青柳6-61-1同学園へ。

※1　医療費の負担割合が3割になっている70歳以上の被保険者
※2　収入金額から必要経費を差し引いた所得金額から地方税法上の各種所得控除を差し引いた額
※3　総所得金額（給与所得金額や事業所得等の合計額）、山林所得、土地の譲渡にかかる所得等から基礎控除額

（33万円）を控除した額      

年齢

対象となる費用
医療費

（後期高齢者）+
介護サービス費

医療費＋介護
サービス費

75歳以上 70～74歳 70歳未満

基準総所得額
(※3)

医療費＋介護
サービス費

901万円超

600万円超～
901万円以下

210万円超～
600万円以下
210万円以下

212万円

34万円

60万円

67万円

141万円

212万円

141万円

67万円

56万円

31万円

19万円

■自己負担限度額（平成30年8月1日～令和元年7月31日）

現役並み
所得者
（※1）

Ⅲ住民課税所得（※2）が
　690万円以上

Ⅱ【低所得者Ⅰ以外】

Ⅱ住民課税所得が380万
　円以上690万円未満
Ⅰ住民課税所得が145万
　円以上380万円未満

　一般【住民税の課税世帯】

低所得者
Ⅰ世帯全員の各所得が必
要経費・控除（年金収入
は控除額を80万円とし
て計算）を引いた時に0
円となる世帯

住民税
非課税世帯

費用の一部を支給します
医療・介護の費用が高額になった人へ 問国民健康保険加入者…保険年金課☎922-1593Ü922-3178

　後期高齢者医療制度加入者…後期高齢者・重心医療室☎922-1367Ü922-3178
　その他の医療保険加入者…介護保険課☎922-1421Ü922-3279

Ü

Ü

Ü

奨学資金貸付制度の活用を

助成金額は1枚740円までです
福祉タクシー利用券・自動車燃料費利用券利用者の皆さんへ

問障がい福祉課☎922-1436Ü922-1153
　子育て支援課☎922-1483Ü922-3274

Ü

Ü

児童発達支援センター「あおば学園」
入園相談会
問あおば学園☎Ü936-4972Ü

2月、３月分

ω2月7日㈮～3月9日㈪に総務企画課へ。
　☎922-2619Ü928-1178Ü

「図書館利用カード」
有効期間を設けました
問中央図書館☎946-3000Ü944-3800Ü

種類 有効期間 期間の延長

個人利用カード

団体利用カード

個人利用カード

団体利用カード

発行日から5年

発行日から1年

■2月1日以降発行の利用カードの有効期間

■1月31日以前に交付された利用カードの有効期間

有効期間満了日前に更新の申請をすることで、
申請の日から5年間延長ができます。

有効期間満了日前に更新の申請をすることで、
申請の日から1年間延長ができます。

種類 交付された時期 有効期間

令和3年1月31日まで

令和7年1月31日まで

令和3年3月31日まで

平成27年1月31日まで

平成27年2月1日～令和2年1月31日

令和2年1月31日まで
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　原作はモーリス・ドリュオンの「みどりのゆび」。人形と映像を使用し
た躍動感あふれる演出で大人も子どもも楽しめる作品です。
■日　時　4/12㊐14時開演
■会　場　草加市文化会館
■前売り　大人2500円、4～18歳1500円（当日500円増し。3歳以下のひざ上
　　　　　鑑賞無料）
è同館ほかプレイガイドで。☎931-9325Ü936-4690

　どんなところにも花を咲か
せ緑を育てる不思議な力を持
つチト。戦争をなくしたいと
願い、矛盾を抱えた社会の常
識を問いかけひっくり返して
いきます。

人形劇団むすび座
「チト～みどりのゆびをもつ少年」

　地震や武力攻撃など
の緊急情報を国が人工
衛星などを通じて瞬時に伝える全国瞬
時警報システム（Jアラート）の試験
放送を防災行政無線を使って行います。
放送内容は、草加市あんしんメール
（配信）、防災テレフォンサービス
（☎922-9911）、市HPで確認できます。
ε危機管理課☎922-0614Ü922-6591

　大地震発生時に備え、
家具の転倒防止器具取り
付けを助成しています。
■助成内容　建物と家具を固定する金
具の取り付けで、1世帯当たり家具3個
まで
■対象世帯　65歳以上の人または障害
者手帳を所有する人のみの世帯
è危機管理課へ。☎922-0614Ü922-65
91

　草加市文化会館の改修工事・修繕に
より休館を2/29㊏まで延長します。ε

産業振興課☎922-3477Ü922-3406

　市内で本が借りられる施設は中央図
書館のほかに公民館・文化センターの
図書室があります。この度、限られた
スペース内で本の一部を入れ替えまし
た。新しく置かれた本を借りに、近く
の施設を利用してみてください。ε中
央図書館☎946-3000Ü944-3800

　風しんの予防接種を受ける機会がな
かった世代を対象に、抗体検査・予防
接種のクーポン券を令和元年6月末に
発送しています。3/31㊋までに委託医
療機関（市HPで確認を）で受診して
ください。まず抗体検査を行い、その
結果十分な抗体がない人のみ、風しん
の予防接種が無料で受けられます。今
年度の対象者は昭和47年4/2～同54年
4/1生まれの男性。※昭和37年4/2～同
47年4/1生まれの男性で、抗体検査及
び予防接種を希望する人は問い合わせ
てください。ε保健センター☎922-02
00Ü922-1516

　降雪時、市では駅前広場や橋りょう、
アンダーパス等を優先して除雪や凍結
防止剤の散布を行っています。そのた
め、生活道路や自宅周辺などの除雪に
は各家庭や事業者の皆さんの協力が必
要です。安全・安心な生活ができるよ
うご理解とご協力をお願いします。
〇高年者など自身での除雪が困難な人
の住宅周辺や通学路等は共助による除
雪に協力してください。
〇除雪時は、家族や隣近所と声を掛け
合い2人以上で作業するなど安全を確
保した作業をお願いします。
ε建設管理課☎922-2069Ü922-3152

　国民年金保険料を口座振替で前納
（4月末日に1年分または2年分を一括
引き落とし）すると、納付書等での納
付より割引額が多くお得です。また、
金融機関等に行く手間も省け、納め忘

れを防ぐこともできます。令和2年度
分の口座振替による前納の申し込みは、
2/28㊎(必着)まで。預貯金口座がある
金融機関窓口または越谷年金事務所へ
年金手帳・預金通帳・通帳の届出印を
持参し、手続きをしてください（〒
343-8585同年金事務所へ郵送可）。ま
た、現金・クレジットカード納付でも
前納が利用できます。ε越谷年金事務
所☎960-1190Ü960-7220

　選挙が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。応募者全員に参加賞
を、入賞者には記念品を贈呈。応募は
1人何点でも可。未発表のものに限る。
市内在住・在勤・在学者対象。è2/7
㊎（消印有効）までにはがきに作品・
住所（在勤、在学者は勤務先・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

　4/10・5/8・6/12の㊎9時～12時。会
場は子育て支援センター。子育て応援
隊に登録している市内の団体・個人対
象。定員各日1組（抽選・複数団体の
コラボ可）。詳細は情報サイトぼっく
るんで確認してください。è2/19㊌ま
でに同センター、プチみっけで配布す
る応募用紙（情報サイトぼっくるんで
も入手可）を子育て支援センターへ。
☎941-6791Ü941-6828

■学校体育施設利用　対象は、小・中
学校の体育館、校庭を定期利用する10
人以上で構成され、満20歳以上の責任
者がいる市民団体
■グラウンドゴルフ場利用　対象は、
金明専用グラウンドゴルフ場と草加中
央防災広場を定期利用する10人以上で
構成される市民団体
　いずれも営利団体不可。現在登録し
ている団体も再登録が必要です。なお、
金明専用グラウンドゴルフ場は㊋9時
～12時、㊍13時～16時は個人利用でき
ます（当日直接会場へ。貸クラブあ
り）。è3/19㊍までにスポーツ振興課
で配布する申請書に必要書類を添えて
同課へ。☎922-2861Ü922-3172

　市では、市民サービスの一環として、
法務局からの登記情報等を基に、土地
台帳・家屋台帳を作成し、閲覧を行っ
てきました。しかし、土地・家屋所有

者の個人情報をより慎重に保護するた
め、3/31㊋をもって窓口での閲覧サー
ビスを廃止します。4/1以降、市内の
土地や家屋の登記内容を調べる必要の
ある人は、さいたま地方法務局草加出
張所またはインターネット「登記情報
提供サービス」を利用してください。
なお、所有者本人からの申請など地方
税法第382条の2の規定に基づく固定資
産課税台帳の閲覧については、従来通
り実施します。ε資産税課☎922-1068
Ü920-1502

　令和元年度の高年者肺炎球菌ワクチ
ン定期接種の接種期間は、3/31㊋まで
です。対象者には平成31年3月末に通
知を送付済みです。期間を過ぎた後の

接種は任意接種で全額自己負担となり
ますので、希望する人は、期間内に定
期接種を受けましょう。
【3月31日までの対象者】

※過去に「23価肺炎球菌ワクチン」の
接種を受けた人（自費接種も含む）は、
対象外。
ε保健センター☎922-0200Ü922-1516

SOKACITY

昭和29年4/2～同30年4/1生まれ
昭和24年4/2～同25年4/1生まれ
昭和19年4/2～同20年4/1生まれ
昭和14年4/2～同15年4/1生まれ
昭和9年4/2～同10年4/1生まれ
昭和4年4/2～同5年4/1生まれ
大正13年4/2～同14年4/1生まれ

大正9年4/1以前生まれ

65歳
70歳
75歳
80歳
85歳
90歳
95歳
100歳
以上

Jアラート試験放送
2/19㊌11時に実施

65歳以上・障がい者世帯の
家具転倒防止対策を支援

4/1から土地・家屋台帳の
市窓口での閲覧廃止

伝統産業展示室「ぱりっせ」
2月末まで休館を延長

公民館・文化センター図書室の
本を入れ替えました

高年者肺炎球菌ワクチン
定期接種は3/31㊋まで

40～47歳の男性対象　
風しん抗体検査・定期予防接種

地域ぐるみの除雪作業に協力を

「明るい選挙啓発標語」募集中

国民年金保険料は前納がお得です

子育て支援センターで
子ども・子育て活動をPRしませんか

学校体育施設・グラウンドゴルフ場
令和2年度定期利用団体登録
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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

インフルエンザ流行中！しっかり手洗い・きちんとマスクで予防を。

2月の
納税
・
納付

日曜・夜間納税窓口
市役所第2庁舎納税課で

日曜
夜間

9時～12時30分
㊌（㊗・㊡を除く）21時まで

納税は便利な口座振替で

▶固定資産税・都市計画税　第4期
▶国民健康保険税（普通徴収）  第9期
▶後期高齢者医療保険料（普通徴収）  第8期
▶介護保険料（普通徴収）  第9期
3/2㊊までに最寄りの市指定金融機関・コンビニで納めてください

令和2年の市内交通事故状況（前年比）1月20日現在　人身事故15件（－17）　死者0人（±0）



≪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）　

検査・健康相談など　è電話で

■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2年1月生まれ（妊産婦・新生児訪問をした家庭を除く）　ö2月下旬～3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

マタニティクラス両親学級　è電話・市HPで
ô5～7月出産予定の初妊婦と夫　ë30組　ö3/8㊐・11㊌9時15分～12時15分　ù沐
浴実習、妊産婦の栄養、分娩の経過

おやこでブラッシング＆子育て相談　è電話で
ô未就学児と保護者  ë36組　ö3/9㊊①10時15分②10時45分③11時15分④11時45
分　à氷川児童センター　ù歯科衛生士の指導、だ液PHテスト、計測、育児・栄養相談

ô肢体不自由の身体障害者手帳所持者　ö2/19㊌13時～14時　
ë10人　草加はり灸マッサージ師会が実施

乳幼児相談　è電話で
ô乳幼児と保護者　ë30組　ö3/18㊌9時30分～12時　ù保健師・栄養士の育児・栄
養相談、絵本読み聞かせ
離乳食講習　è電話・市HPで
ù離乳食の進め方の講習と試食
初期　ô5～6か月児　ë30組　ö2/26㊌13時15分～15時15分
中期　ô7～8か月児　ë25組　ö2/26㊌10時～12時
後期　ô9～11か月児　ë20組　ö2/21㊎10時～11時30分

マッサージè

乳幼児健康診査

1歳7か月児

3歳3か月児

ô平成30年

ô平成28年

8/1～15生まれ
8/16～31生まれ
11/1～15生まれ
11/16～30生まれ

ö3/3㊋
ö3/17㊋
ö2/4㊋
ö2/25㊋

13時～
é13時～
13時45分

ê2月末

ê1月末

ö㊗・休館日を除く9時～12時　㊊㊎…原町コミセン、㊊㊍…稲荷
コミセン、㊋㊎…氷川コミセン、㊌㊎…瀬崎・八幡・柳島コミセン
ö㊊～㊎（申し込み時調整）　à保健センター、コミセン

看護師による
地域健康相談
栄養相談è

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☎922‒0200   Ü922‒1516

　2/28～3/13の㊎10時～12時。全3回。
会場は新里小。成人対象。定員10人。
è生涯学習課へ。☎922-2819Ü922-34
98

　2/29㊏9時30分～。会場は市民体育
館。小学生以上対象。定員60人。ラケ
ット・室内靴持参。è2/27㊍までに草
加市体育協会HPから申込書を入手し
同協会へ。☎928-6361Ü922-1513

　2/29㊏10時～。シルクスクリーンを
使用したエコバック作り体験。会場は
であいの森。18歳以上で身体に障がい
のある人とその家族、友人、介助者対
象（手話通訳あり）。定員20人。材料
費500円。新田駅からシャトルバスあ
り。è2/6㊍からであいの森へ。☎936-
2791Ü936-2792

■トールペイントでお花のプレートを
作る　2/20㊍10時～12時。会場は谷塚
文化センター。定員10人。参加費1500
円。エプロン持参
èシルバー人材センターへ。☎928-92
11Ü928-9209

　2/22㊏8時50分川柳文化センター集
合、12時解散。絶滅危惧種のキタミソ
ウを観察します。小学3年生以下は保
護者同伴。定員30人。è環境課へ。メ
ール（QRコード）でも可。☎922-1519
Ü922-1030

　介護者のつどいは介護の情報交換と
交流。介護者・予定者・経験者対象。
■介護者のつどい　2/8㊏14時～16時。
会場は草加キングス・ガーデン。オレ
ンジカフェと同時開催。参加費100円。
ε谷塚西部（包）☎929-0014Ü929-5222
■介護者のつどい　2/12㊌13時～14時
30分。会場はであいの森。ε川柳・新
田東部（包）☎932-7007Ü931-0993
■認知症介護者のつどい　2/19㊌13時
15分～14時30分。会場は勤労福祉会館。
ε新田（包）☎946-0520Ü946-0523
■介護者のつどい　2/19㊌18時30分～
20時。会場は旧かっぱ天国（谷塚町
647-8）。ε安行（包）☎921-2121Ü928-8
989
■いきいき体操教室　2/17㊊14時～15
時30分。会場は新里文化センター。65
歳以上対象。定員35人。室内靴持参。
è2/6㊍から谷塚西部（包）へ。☎929-0
014Ü929-5222
■はつらつバルーン体操　2/26㊌13時
30分～14時30分。会場は八幡コミセン。
ボール等を使って介護予防と体操。65
歳以上で軽い運動ができる人対象。定
員30人。室内靴持参。è2/12㊌から川
柳・新田東部（包）へ。☎932-7007Ü93
1-0993
■コツコツ貯筋体操　2/26㊌14時～15
時30分｡運動機能向上プログラムで転
倒しにくい体をつくる。会場は苗塚会
館｡65歳以上対象｡定員25人｡è2/6㊍か
ら安行（包）へ。☎921-2121Ü928-8989
■介護予防教室　3/3㊋13時15分～14
時30分。会場は勤労福祉会館。体操、
脳トレで脳を活性化し介護予防。65歳
以上対象。定員40人。ε新田（包）☎94
6-0520Ü946-0523

　3/15㊐9時～16時（雨天中止）。会
場はそうか公園。募集は35区画。出店
料１区画1100円。è2/12㊌～3/6㊎に
みどり公園課へ。☎922-1973Ü922-31
45

　3/29㊐9時～。会場は草加市文化会
館。対局を通して親睦を深める大会で
す。参加費1500円、高校生以下1000
円（いずれも昼食代込み）。è3/8㊐
までに同館で配布する申込用紙を同館
へ。☎931-9325Ü936-4690

　5/26㊋～6/17㊌に県立近代美術館で
開催される埼玉県美術展覧会に出品す
る作品を募集します。部門は日本画
（水墨画含む）・洋画（版画含む）・
彫刻・工芸・書（篆刻・刻字含む）・
写真の6部門。県内在住、在勤、在学
の15歳以上（中学生を除く）対象。出
品点数は各部門3点まで。出品料は1点
につき3000円。搬入は5/7㊍～10㊐。
è文化観光課ほかで配布する開催要項
を確認の上、搬入期間に直接会場へ。
ε県文化資源課☎048-830-6925Ü048-
830-4965

　市の審議会等を傍聴できます。定員
10人（15分前に抽選）。なお、市内在
住の聴覚障がい者で手話通訳者の派遣
を希望する場合は、会議開催1週間前
までに担当事務局へ連絡を。
■総合教育会議〈総合政策課☎922-07
49Ü927-4955〉…2/17㊊13時～　市役
所西棟第1･2会議室で

　2/19㊌18時～20時。会場は市民活動
センター。NPO法人設立のメリットや

手続き、課題などを学びます。講師は
草加ジュニアオーケストラ理事長の百
瀬皓氏。定員40人。è2/6㊍から同セ
ンターへ。☎920-3580Ü925-1872

　2/16㊐9時30分～15時。会場はふれ
あいの里。サークル発表会、谷塚西部
7町会による模擬店、体験コーナー、
抽選会ほか。当日は駐車場と浴場の利
用は不可。εふれあいの里☎920-6222
Ü920-6251

　2/10㊊～12㊌10時～16時。会場はボ
ートレース戸田。3階フードコート横
に特別コーナーを設けて、皮革・せん
べいを展示・販売し、草加の地場産業
をPRします。ε産業振興課☎922-3477
Ü922-3406

　認知症の不安や心配を抱えている人
やその家族などが誰でも気軽に交流し、
介護負担の軽減や認知症理解を深める
憩いの場。定員のあるものは当日先着
順。ε長寿支援課☎922-2862Ü922-32
79
■草加キングス・ガーデン　2/8㊏14
時～16時。ミニ講話「高齢者の冬のス
キンケア」。参加費100円。☎929-0010
■デイサービスセンター草加　2/8㊏
14時～16時。ミニ講話「回想法とは？」。
参加費100円。☎946-7271
■埼友草加病院　2/15㊏14時～16時。
ミニ講話「笑顔あふれる頭の体操と腹
話術」。参加費200円。☎944-6111
■ボンセジュール草加　2/22㊏13時30
分～15時30分。ミニ講話「口腔衛生に
ついて」。定員40人。参加費100円。
室内靴・ビニール袋持参。☎0120-02-
3715 新里平成塾スポーツ吹き矢体験会

バドミントン講習会

であいの森エコバック作り体験

地域包括支援センター（包）
介護者のつどい・介護予防教室

そうか公園フリーマーケット
出店者募集

5市1町親善囲碁将棋大会
参加者募集

今年は第70回記念賞を創設
県展作品募集

シルバーカルチャー教室

審議会

キタミソウを観察しよう
生きもの調査会

ふれあいの里まつり

オレンジカフェ（認知症カフェ）

ボートレース戸田で
草加の地場産業をPR

まちづくり講座
「NPO法人経営のヒントを学ぼう」
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ミニ情報、みんなの健康、となりまちは5日号、相談案内、公民館、図書館、児童館情報は20日号に掲載します。

健康づくり講演会
「脂質異常症について学ぼう」

　3/2㊊10時～13時。会場は保健セン
ター。野菜たっぷりがんもどき・白菜
とハムのからし酢和えほか。定員24人。
材料費500円。エプロン、三角巾、布
巾2枚持参。è2/6㊍から保健センター
へ。☎922-0200Ü922-1516Ü

　3/7㊏9時～18時。会場は八潮消防署。
心肺蘇生法・AEDの使用法・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。è2/28㊎までに八潮
消防署へ。☎998-0119Ü997-8519Ü

　2/29㊏8時市民温水プール駐車場集
合。18歳以上対象。安全に走行するた
めのルール指導やツーリングを行いま
す。定員10人。参加費1000円。ヘルメ
ット（無い人は要相談）、スポーツサ
イクル持参。è2/6㊍から電話で市民
温水プールへ。☎936-6824Ü935-8981Ü

　3/9㊊13時30分～15時30分。会場は
草加市社会福祉協議会。3/18㊌10時～
12時。会場は中央公民館。いずれも中
学生以上対象。定員各20人。è同協議
会（QRコードでも可）へ。☎932-6770 
Ü932-6781Ü

■日時　3/20㊗13時開演
■会場　草加市文化会館
■定員　500人（未就学児の入場不可）
　公演中の地震発生を想定した避難訓練を行います。訓練後は県警察音楽
隊によるコンサートをお楽しみください。è2/7㊎～3/16㊊（必着）に、申
込用紙またははがきに代表者氏名、住所、電話番号、人数を
記入し〒340-0013松江1-1-5「避難訓練コンサート」係へ。メ
ール（QRコード）でも可。☎931-9325Ü936-4690Ü

　採用日は4/1。看護師免許を有する
昭和39年4/2以降生まれの人対象。募
集は10人程度。試験日2/15㊏（論文・
面接）。è郵送は2/7㊎（消印有効）、
窓口は2/12㊌までに、市立病院、市職
員課、各サービスセンターで配布する
試験申込書（同病院HPでも入手可）
を同病院経営管理課へ（㊏㊐㊗を除
く）。☎946-2200○内 3003Ü946-2211○内 Ü

　2/29㊏・3/8㊐10時～13時。全2回。
会場はふれあいの里。鶏手羽の南蛮漬
け・さつまいものあん和え・のっぺい
汁ほか。20歳以上の男性対象。定員12
人。参加費1500円。エプロン・三角巾
持参。è2/7㊎10時から電話でふれあ
いの里へ。☎920-6222Ü920-6251Ü

　3/7㊏14時～16時。会場はであいの
森。春の寄せ植え。中学生以上対象。
定員15人。参加費2000円。枝切りばさ
み、手袋、持ち帰り用の袋持参。è2/ 
6㊍～28㊎にみどり公園課へ。☎922-1 
973Ü922-3145Ü

　3/7㊏10時～12時。会場は市役所西
棟第1～3会議室。現場の様子などを現
役職員から直接聞いて自分に合った園
を見つけてください。参加予定園数34
園。当日直接会場へ。ε保育課☎922- 
1491Ü922-3274Ü

　4/26㊐10時～15時。会場は漸草庵。
料金一般3000円（点心付き）、学生
1000円（点心なし）。四席中三席に参
加可。è2/25㊋から草加市文化会館へ。
☎931-9325Ü936-4690Ü

みどりの教室

地域サイクリングクラブ
「ツール・ド・そうか」体験会

市立病院の看護師（正規）

保育士・幼稚園教諭等就職フェア

　3/14㊏8時30分志賀高原横手山スキ
ー場（長野県）集合、17時現地解散。
種目は大回転。小学生以上対象。参加
費大人5000円、小学生～高校生1000
円。è2/26㊌までに草加市スキー連盟
HPから申込用紙・振込用紙を入手し
同連盟へ。ε市民温水プール☎936-68 
24Ü935-8981Ü

　3/17㊋10時～11時30分。会場は漸草
庵。定員20人（抽選）。白い靴下持参。
保育あり（1歳以上の未就学児。定員9
人）。茶道を通して、男女共同参画に
ついて考えてみませんか。和の文化芸
術関連施設「漸草庵　百代の過客」を
見学しながら、性別や身分をこえた茶
の湯のこころを学びます。お抹茶も楽
しめます。è2/21㊎までにはがきに氏
名・住所・電話番号と保育希望の有無
を明記し〒340-8550人権共生課へ。フ
ァクス・メール（QRコード）でも可。
☎922-0825Ü927-4955Ü

※報酬額等は制度改正により変わる可
能性があります
　勤務は保健事業計画日の午前か午後
で3～4時間程度。内容は幼児健診・が
ん検診・健康相談・健康教育・家庭訪
問等。有資格者でおおむね60歳まで対
象。時給は保健師・助産師が1550円、
看護師・管理栄養士が1300円、准看護
師が1200円。è保健センターへ連絡
後、履歴書・免許証の写しを、2/6㊍
～18㊋に同センターへ。☎922-0200 
Ü922-1516Ü

※報酬額等は制度改正により変わる可
能性があります
＜臨時職員＞いずれも58歳以下対象。
場所は子育て支援センター。
■保育職　時給　保育士1060円　児童
指導員等経験者960円　時間㊊～㊎8時
30分～19時（1日7時間30分）
■障がい児相談支援員　時給　障がい
児相談支援専門員1150円　保育士等有
資格者1060円　相談業務経験者960円
　時間㊊～㊎8時30分～17時
■看護師　時給1060円　時間㊊～㊎8
時30分～17時
＜非常勤嘱託員＞いずれも63歳以下の
有資格者対象。日額1万1700円～。㊊
～㊎のうち週4日勤務。
■臨床心理士　①場所　子育て支援セ①

　3/11㊌13時～15時。講話・体操・茶
話会など。「みんなで考えよう福祉
SOSゲーム」についての講話。会場は
であいの森。60歳以上対象。定員20人。
è2/10㊊10時から電話でであいの森へ。

市民体育祭　市民スキー競技会

漸草庵茶会

子育て支援センターの
臨時・非常勤職員

であいの森かけはしサロン

高年者向け

集まれ料理男子

　3/1㊐9時15分～13時。会場は記念体
育館。柔道・剣道・空手道・少林寺拳
法・弓道の模範試合の見学と武道2種
目の体験。幼児以上対象（弓道は中学
3年生以上）。定員200人。室内靴持参。
è2/6㊍から電話で草加市体育協会へ。
☎928-6361Ü922-1513Ü

武道まつり

ヘルシー料理教室

上級救命講習会

　仏像の見方・楽しみ方…2/29㊏14時
～16時、平将平の伝承…3/8㊐13時30
分～15時30分。草加史談会との共催。
会場は歴史民俗資料館。定員各60人。
è2/6㊍から電話で同館へ。☎922-040 
2Ü922-1117Ü

れきみん講座

　3/1㊐9時15分～。会場は市民体育館。
障がいのある小学生以上とその家族、
支援者対象。定員100人。1チーム障が
い者3人を含む6人以上。個人参加は体
験のみ。参加費1人200円。室内靴持参。
è2/14㊎までに市民体育館へ。☎Ü9
36-6239

Ü

　3/15㊐9時30分～11時40分。会場は
保健センター。定員40人。講師はあや
総合内科クリニック院長の粕谷綾子氏。
コレステロール、中性脂肪のバランス
が乱れて起こる脂質異常症は、動脈硬
化の原因となります。自覚症状がない
ため、そのままにしておくと知らない

みんななかま卓球バレー大会

手話で挨拶してみよう
手話体験講座

保健センターの
保健師・助産師・看護師・
管理栄養士（臨時職員）

男女共同参画セミナー
「茶道の中に見る
男女共同参画」

うちに症状が進行し、心筋梗塞や脳梗
塞などの合併症を引き起こします。予
防に大切な生活習慣を見直すヒントを
学んでみませんか。è2/6㊍から保健
センターへ。☎922-0200Ü922-1516Ü

☎936-2791Ü936-2792Ü

～県警音楽隊が出演～

■日時　2/15㊏11時～14時（雨天中止）
■会場　草加中央防災広場
　高砂・住吉・中央地区まちづくり市
民会議が、地域のにぎわい創出と子ど
もたちの思い出づくりのために開催す
るたこ揚げイベントです。
　「子どもたちが元気に思いっきり走
り回り、歓声をあげて楽しめる」そん
な場所を用意しました。電線のない広
い場所でなければできないたこ揚げを
みんなで楽しみませんか。温かいおし
るこを用意して待っています。
　あればたこ持参。
εみんなでまちづくり課☎922-0796Ü 

922-3406
Ü 

みんなの
  あそびば 原っぱ原っぱ

避難訓練コンサート
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防災テレフォンサービス ▶防災行政無線放送　☎922-9911　▶火災・防災情報　☎997-8511

■文化協会祭　2/20㊍・22㊏・23㊗、
3/1㊐　会場は三郷市文化会館ほか　
ε市民活動支援課☎930-7714

■消費生活展　2/22㊏10時～15時　会
場は八潮メセナ・アネックス　ε商工
観光課☎996-2111

■公民館フェスティバル　2/29㊏9時
～17時、3/1㊐9時～16時30分　会場は
吉川市中央公民館　ε同館☎981-1231

■越谷梅林公園梅まつり　3/7㊏・8㊐
10時～15時　会場は越谷梅林公園　ε

同まつり実行委員会☎975-3952

■笑福亭鶴光・柳家三三　二人会　
3/8㊐14時開演　会場は田園ホール・
エローラ　料金2000円（高校生以下
1000円）　ε同ホール☎992-1001

■あみもの体験　2/6㊍・27㊍11時～
13時　勤労福祉会館　糸代600円　見
学無料　会員仲間のミニ作品展ありま

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）

越谷市

三郷市

八潮市

吉川市

松伏町

す　εあみものを楽しむ会植竹☎931- 
4809
■生活なんでも無料相談会　2/7㊎14
時～　勤労福祉会館　2/9㊐14時～　
谷塚文化センター　税・生活保護など気
軽に相談を　ε草加生健会☎928-5564
■スポーツウエルネス吹矢体験会　2/ 
8㊏・15㊏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
■2020年度見学説明会「草加ジュニ
ア陸上クラブ」　2/8㊏10時～　氷川
小校庭　新小1～6年生対象　時間厳守
　雨天時は説明会のみ　終了後、体験
練習受付　ε杉本☎090-9426-9844
■スポーツウエルネス吹矢体験会　2/ 
8㊏・10㊊・24㊡9時30分～11時　瀬
崎コミセン集会室　無料　ε下田☎08 
0-5477-3719
■スポーツウエルネス吹矢体験　2/8
～29の㊏13時～15時　八幡コミセン　
全4回　参加費400円　è山田☎944-88 
37
■合気道無料体験　2/8㊏15時～16時
　小学生（親子可）　16時～17時　中
学生以上　草加中体育館柔道場　駐車
場あり　è合気研究所佐久間☎050-71 
14-0709
■ふれあいダンスパーティー　2/9㊐
13時30分～16時30分　中央公民館　
参加費500円　ε佐藤☎090-8036-8059
■スポーツウエルネス吹矢体験　2/10
～24の㊊13時～15時　稲荷コミセン　
初心者歓迎　体験無料　ε植木☎090- 
2253-8475
■バレエ無料体験　2/10㊊　新田西文
化センター　2/12㊌　中央公民館　各
17時～18時　年少児～小学生　クラシ
ックバレエを踊ろう！　è金丸☎080- 
6890-9377

■スポーツウエルネス吹矢体験会　
2/11㊗・13㊍・16㊐・20㊍・25㊋・
27㊍9時～11時　中央公民館　無料　
ε田岡☎090-4335-7987
■ミシン洋裁基礎講座　2/12・26の㊌
①9時30分～13時②13時30分～17時　
勤労福祉会館　材料費1000円　洋裁の
基礎を学び作品を作りましょう　è竹
花☎090-6657-4005
■子育てセミナー「子育てに大切な親
のあり方」　2/13㊍10時～11時30分　
氷川コミセン大会議室　参加費200円
　保育無料（前日までに要連絡）　ε

家庭倫理の会石野☎090-9203-4244
■食べて応援！東北復興支援　2/13㊍
10時30分～15時　物産・観光情報セン
ター　被災地で生産された品々で復興
を支援　ε池島☎090-1408-6431
■彩光会（油彩・水彩）発表会　2/14
㊎～20㊍9時～14時　アコスギャラリ
ー　日頃の製作の発表会です。ぜひご
覧ください　入場無料　ε小沢☎925- 
0574
■卓球体験　2/14㊎・18㊋・21㊎13時
～15時　市民体育館　ε松が根クラブ
須藤☎922-4789
■司法書士による法律相談会　2/14㊎
17時～19時　物産・観光情報センター
　ε竹村☎920-5415
■ロボット★プログラミング！親子で
体験会　2/15㊏9時30分～10時30分　
新田ミニコミセン　年中児～小学生と
保護者対象　参加無料　èプログラミ
ング☆親子ラボ河本☎080-1334-6894
■介護者の集い「オアシス」　2/15㊏
10時～12時　中央公民館　2/25㊋10時
30分～12時　瀬崎平成塾　3/3㊋13時
30分～15時30分　氷川平成塾　ε山田
☎928-5332
■川の駅そうか村　2/16㊐・3/29㊐9

① ②

時～16時　まつばら綾瀬川公園第2ラ
グーン　青空市場出店者募集　定員10
組　1区画2000円　è今様草加宿今井
☎935-8362
■氷川ダンス倶楽部フリーダンス　
2/16㊐13時15分～16時15分　谷塚文化
センター　軽飲食付き　男女競技選手
多数待機　参加費700円　ε太田☎090 
-3520-7309
■中国旧正月・春節を祝う餃子作り　
2/24㊡10時～14時　中央公民館　参加
費1500円　エプロン・タオル・筆記具
持参　講師孫長荣さん　èサークル中
国大好き武藤☎090-3574-1031
■講演会「夏目漱石と戦争の時代　そ
して今、憲法九条」　2/24㊡14時30分
～16時　勤労福祉会館　講師は小森陽
一東大名誉教授　資料代500円　ε九
条の会・草加加納☎927-8336
■不登校相談会　2/27㊍15時30分～16
時50分　勤労福祉会館第5会議室　不
登校に悩む生徒・保護者対象　εそう
か不登校支援ネット森泉☎932-5139
■バドミントン講習会　2/29㊏10時～
15時　市民体育館　定員60人　参加費
無料　è2/27㊍までに〒340-0012神明
2-2-45矢島☎Ü925-4981
■遺言書の書き方と終活を学ぼう　2/
29㊏10時～12時　中央公民館第3会議
室　一般対象　定員15人　参加費無料
　è遺言相続後見ネット☎946-5152
■朝鮮植民地支配と徴用工問題　2/29
㊏13時30分～16時30分　勤労福祉会
館ホール　定員280人　参加費無料　
ε草加革新懇高田☎942-7166
■瀬崎コミセン職員（事務）募集　8
時30分～22時の2交代シフト制。18歳
以上66歳以下対象。書類選考・面接あ
り。募集は若干名。è2/29㊏までに履
歴書を同コミセンへ。☎Ü924-5300

Ü

Ü

ンター　時間　8時30分～19時（1日7
時間30分）　②場所　子育て支援セン
ター　時間　8時30分～17時　③場所
　あおば学園　時間　8時30分～17時
■言語聴覚士　場所　子育て支援セン
ター　時間　8時30分～19時（1日7時
間30分）
è履歴書・資格証の写しを子育て支援
センターへ。☎941-6791Ü941-6828

②
③

Ü

休 日 当 番 医

■診療時間　内科・外科…9時～12時・14時～17時（変更の場合あり）　歯科…9時～12時

㈲イワセポンプ店
㈲平和電気商会
㈲井戸浅水道工事店

手代3-11-8
住吉1-12-5
八幡町802

☎922-2429
☎924-3071
☎931-3330

2/ 9㊐
11㊗
16㊐

休日等上水道工事店
㊐㊗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

㊐㊗等の救急患者や負傷者の診療を行います（一次救急）。
来院前に電話で確認を（保険証持参）。※市立病院（☎946-2200）では一次救急
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

2/9㊐

2/11㊗

2/16㊐

内科

外科

内科

外科

歯科

内科

外科

中央2-16-43

谷塚1-11-18

柳島町650

住吉1-5-6　3F

中央1-1-3

住吉1-2-28

青柳4-26-16

☎922-2111

☎928-3111

☎927-7911

☎922-5103

☎922-3618

☎922-6011

☎933-0333

　月　日　 診療科 当番医名 住　所 電話番号

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。

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
　※ダイヤル回線・IP電話は
　☎048-824-4199

埼玉県救急電話相談

☎954-6401
子ども急病夜間クリニック（小児科）

■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。

中田医院

メディカルトピア草加病院

柳島クリニック

木原整形外科医院

二階堂歯科医院

内藤クリニック

かとうファミリークリニック



　購入期限が迫っています。購入引換券を持っている人は早め
に草加市プレミアム付商品券をお買い求めください。
■販売期限　2月28日㈮まで
■販売場所　下表のとおり（日曜日・祝日は販売しません）

■使用期限　3月15日㈰まで
■他自治体の購入引換券の取り扱い
　草加市に転入後、2月21日㈮までに草加市で購入引換券と交
換してください。

　購入期限が迫っています。購入引換券を持っている人は早め
に草加市プレミアム付商品券をお買い求めください。
■販売期限　2月28日㈮まで
■販売場所　下表のとおり（日曜日・祝日は販売しません）

■使用期限　3月15日㈰まで
■他自治体の購入引換券の取り扱い
　草加市に転入後、2月21日㈮までに草加市で購入引換券と交
換してください。

　購入期限が迫っています。購入引換券を持っている人は早め
に草加市プレミアム付商品券をお買い求めください。
■販売期限　2月28日㈮まで
■販売場所　下表のとおり（日曜日・祝日は販売しません）

■使用期限　3月15日㈰まで
■他自治体の購入引換券の取り扱い
　草加市に転入後、2月21日㈮までに草加市で購入引換券と交
換してください。

　草加市プレミアム付商品券に関
する質問に「しつぎおとうふ」君
が24時間答えます（QRコード）。

　草加市プレミアム付商品券に関
する質問に「しつぎおとうふ」君
が24時間答えます（QRコード）。

　草加市プレミアム付商品券に関
する質問に「しつぎおとうふ」君
が24時間答えます（QRコード）。

　世界では9人に1人が飢えに苦しんでいると言われている一方で、
先進国では多くの食料が廃棄され、まだ食べられるのに捨てられて
しまう食料ロスや食品ロスが社会問題になっています。
　市内の家庭でも食品ロスは多く発生しており（1面参照）、市民
一人当たり毎日約129ｇのまだ食べられる食品が捨てられています。
　世界の現状と日々向き合っている駐日国連職員から、一人ひとり
が食料ロスと廃棄削減に取り組む重要性を学んでみませんか。主催
は草加環境推進協議会。

■日時　2月29日㈯午後2時～4時
■会場　勤労福祉会館
■定員　80人

　世界では9人に1人が飢えに苦しんでいると言われている一方で、
先進国では多くの食料が廃棄され、まだ食べられるのに捨てられて
しまう食料ロスや食品ロスが社会問題になっています。
　市内の家庭でも食品ロスは多く発生しており（1面参照）、市民
一人当たり毎日約129ｇのまだ食べられる食品が捨てられています。
　世界の現状と日々向き合っている駐日国連職員から、一人ひとり
が食料ロスと廃棄削減に取り組む重要性を学んでみませんか。主催
は草加環境推進協議会。

■日時　2月29日㈯午後2時～4時
■会場　勤労福祉会館
■定員　80人

　世界では9人に1人が飢えに苦しんでいると言われている一方で、
先進国では多くの食料が廃棄され、まだ食べられるのに捨てられて
しまう食料ロスや食品ロスが社会問題になっています。
　市内の家庭でも食品ロスは多く発生しており（1面参照）、市民
一人当たり毎日約129ｇのまだ食べられる食品が捨てられています。
　世界の現状と日々向き合っている駐日国連職員から、一人ひとり
が食料ロスと廃棄削減に取り組む重要性を学んでみませんか。主催
は草加環境推進協議会。

■日時　2月29日㈯午後2時～4時
■会場　勤労福祉会館
■定員　80人

　県条例で義務化されている自転車損害賠償保険の要件を満た
す市オリジナル傷害総合保険「入って安心！RinRinそうか」の
新年度受け付けが始まりました。万一に備え、家族そろって加
入しましょう。パンフレットは市内公共施設で配布しています。
なお、昨年度加入者には更新の案内を送付しています。
■対象
　市内在住・在勤・在学者
■補償内容
①個人賠償責任補償（最高1億円）
②交通事故でのけがの補償
　死亡保険金・後遺障害保険金
　入院保険金・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月1日～翌年4月1日（右表参照）
■加入方法
①郵便払込（手数料がかかります）
②特設窓口　市役所本庁舎西棟1階
4月3日㈮（土・日曜日、祝日を除
く）までの午前8時30分～午後5時
（正午～午後1時を除く）

　県条例で義務化されている自転車損害賠償保険の要件を満た
す市オリジナル傷害総合保険「入って安心！RinRinそうか」の
新年度受け付けが始まりました。万一に備え、家族そろって加
入しましょう。パンフレットは市内公共施設で配布しています。
なお、昨年度加入者には更新の案内を送付しています。
■対象
　市内在住・在勤・在学者
■補償内容
①個人賠償責任補償（最高1億円）
②交通事故でのけがの補償
　死亡保険金・後遺障害保険金
　入院保険金・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月1日～翌年4月1日（右表参照）
■加入方法
①郵便払込（手数料がかかります）
②特設窓口　市役所本庁舎西棟1階
4月3日㈮（土・日曜日、祝日を除
く）までの午前8時30分～午後5時
（正午～午後1時を除く）

　県条例で義務化されている自転車損害賠償保険の要件を満た
す市オリジナル傷害総合保険「入って安心！RinRinそうか」の
新年度受け付けが始まりました。万一に備え、家族そろって加
入しましょう。パンフレットは市内公共施設で配布しています。
なお、昨年度加入者には更新の案内を送付しています。
■対象
　市内在住・在勤・在学者
■補償内容
①個人賠償責任補償（最高1億円）
②交通事故でのけがの補償
　死亡保険金・後遺障害保険金
　入院保険金・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月1日～翌年4月1日（右表参照）
■加入方法
①郵便払込（手数料がかかります）
②特設窓口　市役所本庁舎西棟1階
4月3日㈮（土・日曜日、祝日を除
く）までの午前8時30分～午後5時
（正午～午後1時を除く）

　2月24日は日本文学研究者で平成25年度草加市文化賞受賞者の故
ドナルド・キーン先生の一周忌にあたります。
　生前草加市へ多大な功績を残されたキーン先生をしのび、同氏が
命名した「漸草庵　百代の過客」でパネル展を開催します。
■期間　2月23日㈷～27日㈭午前10時～午後4時
■会場　漸草庵

　2月24日は日本文学研究者で平成25年度草加市文化賞受賞者の故
ドナルド・キーン先生の一周忌にあたります。
　生前草加市へ多大な功績を残されたキーン先生をしのび、同氏が
命名した「漸草庵　百代の過客」でパネル展を開催します。
■期間　2月23日㈷～27日㈭午前10時～午後4時
■会場　漸草庵

1月かどまちごとでき
　1日、元旦ラジオ体操が行われ、
1年の健康を願い早朝から約500人
の市民が草加松原遊歩道に集いま
した。
　1～7日、草加宿七福神めぐりが
行われ、多くの家族連れなどが新
年の幸運を祈り、スタンプラリー
を楽しんでいました。
　4日、市内に練習拠点があるコ
ナミスポーツ体操競技部の皆さん
が、草加神社に初詣。東京2020オ
リンピック競技大会出場への思い
を胸に必勝を祈願しました。

質問は、「しつぎおとうふ」君(AIスタッフ総合案内)へ！

草加市プレミアム付商品券の購入は

2月28日㊎まで

ドナルド・キーン先生
一周忌追悼パネル展
問文化観光課☎922-29685922-3406

問商品券事業室☎922-01815922-1108

国連職員の話を聞いてみよう！

特設窓口では、保険の
仕組みや疑問に保険販
売員がお答えします

加入日で
補償開始日が
変わります

ω環境課へ。メール（QRコード）でも可。
　☎922-15195922-1030

「食料ロス問題について」
～世界の食料安全保障の観点から～～世界の食料安全保障の観点から～

環境講演会

講師 国際連合食糧農業機関(FAO)
駐日連絡事務所長

ンブリ・チャールズ・ボリコ氏

加入受付中

写真左から　森泉貴博コーチ、神本雄也選手、
加藤凌平選手、田中佑典選手、山室光史選手、加藤裕之監督

元旦ラジオ体操 草加宿七福神めぐり

コナミスポーツ体操競技部初詣

　期間中、キーン先生の『黄犬(キーン)忌』にちなんだ上生菓
子（抹茶付き500円、150個限定）をお休み処で提供します。

漸草庵でキーン先生に
ちなんだ上生菓子を提供

4月1日から
補償開始は
3月18日㊌まで問交通対策課☎922-16415922-1030

元旦ラジオ体操・草加宿七福神めぐり・
コナミスポーツ体操競技部初詣

保険加入日
3/18まで

3/19～4/17

4/18～5/18

5/19～6/18

6/19～7/17

7/18～8/18

8/19～9/17

9/18～10/19

補償開始日
4/1～

5/1～

6/1～

7/1～

８/1～

９/1～

10/1～

11/1～

場所

草加郵便局

その他の郵便局

時間
月～金曜日　午前9時～午後6時
土曜日　　　午前9時～正午
月～金曜日　午前9時～午後5時

草加人のための情報紙　広報「そうか」⑧ まちの話題・できごとまちかど2020年２月5日号

市の人口　令和2年1月1日現在　24万9645人（男12万6382人・女12万3263人）/前月比116人減/世帯数11万8129世帯
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