
　新型コロナウイルス感染症の急
速な拡大を踏まえ、４月7日に政
府は新型インフルエンザ等対策特
別措置法に基づく緊急事態宣言を
発令しました。
　発令を受け、埼玉県知事が県内
における不要不急の外出自粛など
を要請しています。感染症拡大防
止のため、緊急事態の期間である
５月６日までの外出自粛にご協力
ください。
　また、不確かな情報に惑わされ
ず、政府・自治体からの情報に基
づき、冷静な行動をお願いします。

　４月７日に緊急事態宣言が発令され、新型コロナウイ
ルス感染症対策は新たな局面において取り組むことにな
りました。草加市では、公共施設の利用休止、イベント
等の中止・延期をはじめとした対応を行っております
が、今後も市民の皆様の命と安全・安心を守るため、そ
の時々において最善の判断と対応を行ってまいります。
なお、保育園・児童クラブについては開所をいたします
が、「３つの密」を満たしてしまう可能性も高いことか
ら、利用を極力控えていただきますよう、ご協力をお願
いいたします。
　お一人おひとりが危機意識を持ち、適切な行動をおと
りいただきますよう、重ねてお願い申し上げます。

新型コロナウイルス感染症拡大防止へ

うつらない・うつさないために

こまめな手洗いなどの感染予防の徹底を

３つの「密」を避けましょう

私たちができること

緊急事態宣言 ５月6日まで外出自粛にご協力を
公共施設の利用休止、市等が主催するイベント・集会の中止・延期の措置も5月6日まで延長

　ドアノブなどに触れることで、手にウイルスが付着する恐れがあり
ます。帰宅後や調理の前後、食事前には必ず手を洗いましょう（アル
コール消毒でも可）。洗っていない手で目や口などを触っても感染す
ると言われています。また、飛沫を防ぐため、マスクの着用やハンカ
チで口を押さえるなどの咳エチケットを守りましょう。

　感染拡大を防ぐためには、一人ひとりが予防に努め、
自らの身を守ることが、最も重要です。日頃の生活の中
で、３つの「密」が重ならないように工夫しましょう。

簡単手作りマスクの
作り方は４面で

問新型コロナウイルス対策本部（危機管理課）
　☎922-0614　5922-6591

　市の対策・対応は今後の状況を踏まえて
決定します。最新の情報は、市ホームペー
ジ（QRコード）でご確認ください。
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■3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0.07／最小値0.07（市役所前）

総合振興計画の内容を
見てみませんか？

　市では、平成28年度から令和17年度を目標年とする第四次草加
市総合振興計画に基づき計画的なまちづくりを行っています。
■総合振興計画とは
　まちづくりを進める上での基本となる計画で、市の将来像と、そ
の実現のための考え方や具体的な取り組みを示し、まちづくりの基
本方針である「基本構想」と、その実現のための施策を体系化する
「基本計画」、「実施計画」で構成されています。
　これらの計画のうち、「基本計画」の第二期が令和2年度から同
5年度を計画期間として始まりました。
■第二期基本計画の概要
　第一期基本計画に引き続き、「持続可能性の向上」「ブランド力
の向上」「コミュニティ力の向上」の3つを重点テーマとし、社会
経済状況の変化や、計画の進捗状況や課題などを踏まえ、水環境の
保全、みどりの保全と創出など、41の施策の方向性を定め、具体
的な取り組みを示しています。

●総合振興計画の「基本構想」、
「基本計画」、「実施計画」は総合
政策課・市役所情報コーナー・
公共施設・市ホームページで閲
覧できます。
●計画の詳細をまとめた総合振
興計画（基本構想・基本計画）
の概要版を総合政策課・市役所
情報コーナー・公共施設で配布
しています。

【理事級】総務部長（総務部副部長）栁川勝巳▽子ども未来部長
（総合政策部副部長）津曲幸雄▽会計管理者（会計管理者）馬場博
▽上下水道部長（子ども未来部副部長）横川竜也
【退職】浅井公三郎（総務部長）▽下国季樹（子ども未来部長）▽
中原勝美（上下水道部長）

　選挙管理委員会で選挙啓発標語を募集したところ78点の応
募がありました。審査の結果、次のとおり優秀作品が決まりま
した。これらの作品は啓発事業に活用していきます。
■特選　
「つなげよう　その一票　次世代へ」

（北谷1丁目　寺西　朋子さん）
■入選　
「子どもらに　未来の幸せ　この一票」

（松原1丁目　野口　都未子さん）
「18才　大人のあなたの　権利です」

（弁天2丁目　和久井　将弘さん）
「この一票に　願い託し　実現へ」

（花栗3丁目　酒井　豊子さん）
「良い政治　願って投票　この一票」

（西町　永井　秋男さん）

■草加市の将来都市像
〇第四次草加市総合振興計画の将来都市像は「快適都市～地域の豊
　かさの創出～」です。
〇「快適都市」とは「いつまでもこのまちで暮らしたい」、「この
　まちで子どもを育てたい」と実感できる都市のことです。
〇「快適都市」は、次の4つの基本要素から成り立っています。

　労働力を創出する市内の中小企業の模範的な取り組みに事業経費
の一部を補助します。募集は8件。予算に達し次第終了。
■対象事業　①採用活動を行う事業（多様な労働者等）
　　　　　　②労働環境の整備を行う以下の事業
　　　　　　　⑴魅力ある職場づくり　⑵多様な働き方
　　　　　　③労働生産性の向上につながる事業
　　　　　　④その他、労働力を創出していると認められる事業
　　　　　　※令和3年3月31日までに完了する事業に限る。
■補助額　　補助対象経費の2分の1以内で限度額50万円

　草加市地域福祉計画等の策定・進捗管理、評価や見直しについて
協議する委員を募集します。
■対象　市内在住の20歳以上（5月20日現在）で、他の審議会等の
　　　　委員になっていない人
■募集人数　1人　　 ■任期　委嘱の日から2年間
■報酬　会議1回につき7000円
■公開抽選　5月14日㈭午後5時から市役所西棟第1会議室で
ω5月11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（市販のＡ4用紙でも可）に、委員会の名称・氏名
（ふりがな）・住所・性別・生年月日・年齢・電話番号・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「地
域福祉の必要性とその推進及び社会福祉法人の地域における役割に
ついて」（600～800字）を記入し〒340-8550福祉政策課へ（ファ
クス・メールも可）。

❶快適な環境
環境にやさしい水と
みどりのまちをつくる

❷安全と安心
人にやさしい安心して
住み続けられるまちをつくる

❸活気の創出 ❹地域の共生
快適都市
～地域の豊かさ
の創出～

にぎわいのあるまちをつくる ともに力をあわせて
自分たちのまちをつくる

令和2年4月1日付人事

選挙啓発標語優秀作品
決まりました

(　)内は旧役職　退職者は3月31日付

労働力確保に積極的に取り組む中小企業を応援
市内産業労働力創出事業補助金
□申草加商工会議所へ。☎928-8111Ü928-8125□申 Ü

地域福祉連絡協議会
問福祉政策課☎922-1234Ü922-1066
　fukushiseisaku@city.soka.saitama.jp

Ü



だれもが安心して暮らせる、持続可能なまちをめざして

第四次草加市総合振興計画第二期基本計画
4月から開始 快適都市 ～地域の豊かさの創出～

問総合政策課☎922-0749Ü927-4955Ü

問選挙管理委員会☎922-2490Ü927-7693Ü

たくさんのご応募ありがとうございました

委員募集

② 草加人のための情報紙　広報「そうか」市政情報2020年4月20日号



○PM2.5（単位：マイクログラム／㎥）最大値15.8／最小値2.4（花栗中学校内）　○給食の放射性物質の検出なし

　現在の児童扶養手当・特別児童扶養手当の手当額は、毎年の消費
者物価指数の変動に応じて改定する物価スライド措置が取られてお
り、令和2年度はいずれも対前年比0.5%引き上げられます。手当額
は下表のとおり。変更後の定期支払月は、児童扶養手当は5月、特
別児童扶養手当は8月からです。
■令和2年度の児童扶養手当額・特別児童扶養手当額（月額）　

■中小企業の新製品・新技術開発費用
　製品の軽量化、耐久性の強化、新技術（業界内や異業種との共同
開発を含む）の開発に必要な経費の一部を補助。上限150万円。募
集は3件。審査会でのプレゼンテーション等審査の上、決定。
■展示会出展費用
　建築・建材展、国際宝飾展、中国国際環境保護博覧会など国内・
国外を問わず、新・既製品の販路拡大のため各種展示会などへ出展
するときに必要な経費の一部を補助。上限50万円。募集は9件
■ISO・エコアクション21認証取得費用
　ISO9001や14001、エコアクション21の認証取得に必要な審査・
登録機関に支払う経費の一部を補助。ISOは上限30万円。エコアク
ション21は上限10万円（外部コンサルタント料を除く）。募集は各1件
■産業財産権申請費用
　産業財産権（特許・実用新案・意匠・商標）の申請に必要な経費
の一部を補助（弁理士費用、海外申請の際の現地代理人費用を含
む）。上限30万円。募集は4件
※いずれも予算に達し次第終了。

　令和2年度から市税等がスマートフォン決済アプリ「PayB（ペイ
ビー）」で納付できます。アプリをダウンロード（下記QRコー
ド）し、納付書に印字してあるバーコードを読み取ることで、預貯
金口座からすぐに振替されます。１日の利用額はあらかじめ設定し
た限度額（最高30万円）まで。
※納付期限または使用期限を過ぎた納付書は使用できません。
※領収書が発行されない代わりに納付完了メールが届きます。領収
書や車検用の「軽自動車税（種別割）納税証明書」が必要な場合は、
PayB以外で納付してください。
■使用に関する問い合わせ
　ペイビーユーザーサポートセンター
　☎03-6457-9459（24時間受付）
■利用方法
　☎

　ふるさと納税制度は、応援したい自治体に寄付の形で税を納めら
れる制度です。市でも平成27年6月より全国から寄せられたふるさ
と納税のお礼として返礼品を贈呈し、市や市内製品のPRをしてい
ます。今年度返礼品の提供を希望する事業者を募集します。
　基準等の詳細は、産業振興課へ問い合わせてください。
■参加条件　①市内に事業所を有していること。
　　　　　　②市内事業所等で製造・加工した商品、市内産の原材
　　　　　　　料を使用している商品であること。
■返礼品の一例　

　地域経済の活性化を図るため、以下の事業補助を行っています。
詳細は同実行委員会事務局で配布する各事業の実施要項（同実行委
員会ホームページからも入手可）で確認してください。
市内リフォーム補助事業
　リフォームの発注者に対して請負額の割引を行った事業者に補助
を行います。応募多数の場合は抽選。
■限度額　請負額の20％（1件当たり上限10万円）
■条　件　・同実行委員会に申請し「認定事業者」となること。
　　　　　・交付決定後に施行し、令和3年1月31日㈰までに工事

が完了すること。
市内事業所等設備投資支援事業
　設備等の新設や更新を行う市内事業者に補助を行います。
■限度額　設備等の取得価格の20％（税抜）（上限100万円）
■条　件　新たな商品やサービスの開発、環境に配慮した設備投資

で、12月末までに設置が完了していること。

1人目

2人目

3人目以降

令和2年4月以降 （参考）平成31年度

児
童
扶
養
手
当

特別児童
扶養手当

4万2910円
4万2900円～1万120円

1万140円
1万130円～5070円

6080円
6070円～3040円

5万2200円
3万4770円

4万3160円
4万3150円～1万180円

1万190円
1万180円～5100円

6110円
6100円～3060円

5万2500円
3万4970円

全部支給
一部支給
全部支給
一部支給
全部支給
一部支給
1級
2級

　自宅で不要になったパソコンや小型家電を宅配便で訪
問回収します。回収業者は、市と協定締結した環境省・
経済産業省認定の事業者です。
■回収対象　家庭で使用していたパソコンと小型家電

※家電リサイクル法対象品目（テレビ、エアコン、冷
蔵庫、洗濯機・衣類乾燥機）、電池類、石油・灯
油を利用したストーブ等は対象外

■費　　用　1箱内（3辺の合計140㎝、20㎏以内）にパソコン等が
含まれている場合は無料。（パソコン等を含まない場
合や2箱目からは1箱につき1500円）。
※データ消去サービスを利用する場合は有料。

■申し込み　リネットジャパンリサイクル㈱（☎0570-085-800）に
電話または同社ホームページ（QRコード）へ。

☎

草加煎餅
味比べ詰合せ

SHOWAGLOBES
絵入り地球儀

マルビシの
プレミアム健康オイル

問草加地域活性化事業実行委員会事務局（草加商工会議所内）
　☎928-8111Ü928-8125

問子育て支援課 児童扶養手当☎922-1476Ü922-3274
 特別児童扶養手当☎922-1483Ü922-3274

①アプリを　　
ダウンロード
（無料）

②氏名、生年月日、
納付方法などを　
登録

③納付書のバーコード
をスキャンし、任意
の暗証番号を入力

④納付完了

スマホで市税等が
納付できます
問納税課☎922-1098Ü920-1502Ü

児童扶養手当
特別児童扶養手当

ふるさと納税
返礼品協力事業者募集

パソコン・小型家電の回収
問廃棄物資源課☎931-3972Ü931-9993Ü

手当額が
変わります

市内事業者向け補助金制度

令和2年度から

□申産業振興課へ。☎922-3477Ü922-3406

□申産業振興課へ。☎922-3477Ü922-3406

リフォーム・設備投資を支援
宅配便でらくらくリサイクル！

市内事業者向け

意欲ある中小企業を支援します

■ Android■ iOS

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③市政情報 2020年4月20日号



④ 2020年4月20日号 草加人のための情報紙　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、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。

　中川と綾瀬川に関する意見や情報を
月1回以上報告・連絡等を行うモニタ
ーを募集します。20歳以上で、河川か
らおおむね5㎞以内の居住者対象。期
間は7/1㊌から2年間。報酬は実費相
当。è5/18㊊までに江戸川河川事務所
HPから応募用紙を入手し〒278-0005
野田市宮崎134同事務所管理課へ（フ

　5/2㊏～6㊡は終日、マイナンバーカ
ード（個人番号カード）による全国の
指定コンビニでの証明書等の交付サー
ビスが利用できません。ε◇住民票、
印鑑登録証明書、戸籍証明書等…市民
課☎922-1526Ü920-1501◇課税・非課
税証明書、所得証明書…市民税課☎92
2-1049Ü920-1502◇納税証明書…納税
課☎922-1098Ü920-1502

Ü

Ü

Ü

　部落差別のない社会の実現のため、
平成28年12月に「部落差別の解消の推
進に関する法律」が施行され県や市で
も部落差別の解消のため人権教育・啓
発活動を積極的に推進しています。い
まだに同和問題を口実に企業・個人な
どに「高額な図書の購入強要」や「寄
付金の強要」などの不法・不当な行為
や要求をする「えせ同和行為」が発生
しています。特に年度当初は、新しい
環境に不慣れな人を狙ったえせ同和行
為が多く発生します。相手が激しい口
調で不当な要求をしてきても、断固と
して拒否してください。相談はさいた

　5/3㊗及び毎月第3㊏に続く㊐はシス
テム休止のため、マイナンバーカード
（個人番号カード）及び電子証明書等
の手続きができませんのでご注意くだ
さい。ε市民課☎922-1536Ü920-1501Ü

　市内農家の皆さんが育てた野菜を庭
先で販売している場所をまとめた庭先
販売マップを市内公共施設などで配布
しています。庭先販売マップを活用し
て市内の畑で採れた安心で新鮮な野菜
を味わってみてはいかがですか。ε都
市農業振興課☎922-0842Ü922-3406Ü

è開催日の3日前までに生涯学習課へ。
☎922-2819Ü922-3498
■話し方講座～ユーモアと人間の味～
　5/13～27の㊌14時～16時。全3回。

Ü

　5/3㊗～6㊡のゴールデンウィーク期
間に緊急で手話通訳者が必要となった
場合、住所・氏名・ファクス番号・依
頼内容・時間・行先・通訳との待ち合
わせ時間と場所を記入し、Ü997-4119
（夜間、㊏㊐㊗の緊急時の依頼方法と
同様）へファクスしてください。消防
局が受け付けを代行し、手話通訳者を
派遣します。なお、救急車や消防車が
必要な場合は、Ü119（消防局）へ。
è事前に分かっている場合は、5/1㊎
までに草加市社会福祉協議会へ。☎93 
2-6770Ü932-6781

Ü

Ü

Ü

ゴールデンウィーク中の緊急時の
手話通訳者依頼方法

えせ同和行為は断固拒否しましょう

マイナンバーカード及び
電子証明書に関する手続きの休止

河川愛護モニター募集

コンビニ交付サービス一時休止

庭先販売マップ2020が完成

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため催事の中止・変更の可能性があります。
開催状況については市HPまたは各担当課まで問い合わせてください。

生涯学習体験講座

会場は草加市文化会館。定員15人
■健康のための美姿勢体操　5/14～28
の㊍10時～11時30分。全3回。会場は
中央公民館。定員15人
■デコ巻きずし作り「あじさい」　5/
18㊊10時～12時。会場は新田西文化セ
ンター。定員
8人。材料費
800円。巻き
す・エプロン
・三角巾・布
巾持参
■寅さんの口上芸の楽しみ方　5/22㊎
14時～16時。会場は中央公民館。定員
10人
■プリザーブドフラワー四季のアレン
ジ～夏～　6/4㊍
10時～11時30分。
会場は谷塚文化セ
ンター。定員15人。
材料費2500円。は
さみ・木工用ボン
ド・新聞紙・持ち
帰り用袋持参
■手縫いで小物作り　6/5㊎・12㊎9時
30分～12時30分。全2回。会場は勤労
福祉会館。定員10人。材料費800円。
30㎝物差し・濃い鉛筆・糸切りばさみ
・紙切りばさみ・型紙用の紙持参

ァクスも可）。☎04-7125-7319Ü04-7 
125-0679

Ü ま地方法務局人権擁護課（☎048-859- 
3507）で受け付けています。ε人権共
生課☎922-0825Ü927-4955Ü

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

4/23㊍～5/12㊋は「こどもの読書週間」。1日10分の読書から始めてみませんか。

4月の
納税
日曜・夜間納税窓口 市役所第2庁舎

納税課で
9時～12時30分
㊌（㊗・㊡を除く）21時まで

日曜
夜間 納税は便利な口座振替・PayBで

（ペイビー）

枚数が
変わらない
なら

申請月

４月

５月

６月

通常枚数

38枚

35枚

32枚

今回枚数

38枚

38枚

38枚

❶自分の口のサイ
ズにあったハン
カチを用意。2
つ折りにし、更
に2回折る。

　3月下旬から、移動の困難な心身障がい者を対象に、福祉タクシー・自動
車燃料費利用券を配布しています。通常、申請月に応じてひと月ごとに最
大配布上限枚数が減りますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点
から、窓口の集中を避けるため、令和2年6月末まで配布枚数を38枚に統一
します。不要不急の外出を避け、感染拡大防止に努めていただきますよう
協力をお願いします。7月以降の対応は再度お知らせします。
◆配布予定表

※配布は毎年度一人1冊です。既に交付を受けた人へ再配布は行いません。
◆配布場所　障がい福祉課、子育て支援課

　身近にあるハンカチと
ゴム（ヘアゴムなど）で
簡単に作れ、洗って何回
も使用できる簡単マスク
を作ってみませんか。自
分の飛沫を飛ばさない、
指で鼻や口元を直接触ら
ない効果があり、咳エチ
ケットアイテムとして使
用できます。
［情報提供］ハンカチ製
造メーカーの川辺㈱。同
社HP（右上QRコード）
や公式インスタグラムで
動画を公開しています。

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

Ü

Ü

申請はあせらずに！！
福祉タクシー・自動車燃料費
利用券の配布枚数は
変わりません

令和
2年度分

❸両端を3等分の
位置に折り完
成！上下を引っ
張り調整を。

身近にあるハンカチで
簡単マスク作り

ただ畳むだけ縫わない

❷幅3等分の左
右の位置にゴ
ムを通す。

ゴム

ゆっくり行けば
OKだね

6月末まで
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▼大好きな人へプレゼント　5/7㊍・8

1人2点まで

▼こころを結ぶ光のひろば　5/12㊋10
時～12時　点字体験ほか

▼おはなしの広場　5/22㊎11時15分～
11時45分　手遊び・紙芝居ほか　乳幼
児と保護者対象
▼おもちゃ病院　5/15㊎10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで

ε同館☎922-0402
Ü922-1117
　収蔵品の五月人
形や、市民が制作
した「ミニ鎧兜」
等を展示するほか、
屋上からは「鯉
のぼり（真鯉・緋
鯉・吹き流しほ
か）」を吊るします。
■日時　5/8㊎～31㊐
■会場　歴史民俗資料館

Ü

　日本の伝統文化や生活文化等に触れ
る教室に参加する小・中学生と保護者
を募集します。ε生涯学習課☎922-28
19Ü922-3498
■日本舞踊クラブ　5/16～12月の月2
回㊏14時～15時30分。会場は谷塚文化
センター。定員20組。扇子代2000円。
浴衣、帯の貸し出しあり。è中村へ。
☎090-9965-3278
■睦会茶道親子教室　5/17～令和3年1
月の月1回㊐13時30分～14時30分。会
場は原町コミセン。定員15人。参加費
1回300円。è白井へ。☎080-5441-5321
■新田西地区いけばな親子教室　5/30
～令和3年1月の月1回㊏14時～16時。
会場は新田西文化センター。幼児（保
護者同伴）・高校生も可。定員20人。
参加費1回700～1000円（花材費込
み）。è北岡へ。☎090-1880-3271
■草加松原地区いけばな親子教室　5/
31～令和3年1月の月1回㊏または㊐14
時～16時。会場は草加市文化会館ほ
か。幼児（保護者同伴）・高校生も
可。定員20人。参加費1回900円（花材
費込み）。è黒崎へ。☎090-1460-2705

Ü

高年者向け

定員のあるものは5/7㊍
10時から各館へ申し込みを

▼おもちゃの病院　5/11㊊10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼親子で元気ルーム　5/14㊍10時～11
時30分　親子遊び・季節のおもちゃ作
りほか　乳幼児と保護者対象

▼のびのび広場　5/15㊎10時～11時　
季節のイベント・読み聞かせ　乳幼児
と保護者対象
▼おもちゃの病院　5/22㊎10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　

であいの森講座
■楽しく歌おう　5/20、6/3・17、7/1
・15・29の㊌10時～12時。全6回。定
員25人
■折り紙を楽しもう　5/22㊎13時～15
時。定員20人。材料費100円。のり・
はさみ・定規持参
　いずれも60歳以上対象。è歌は4/21
㊋、折り紙は4/22㊌から電話でであい
の森へ。☎936-2791Ü936-2792Ü

　市の審議会等を傍聴できます。定員
5人で当日先着順。なお、市内在住の
聴覚障がい者で手話通訳者の派遣を希
望する場合は、会議開催1週間前まで
に各担当事務局へ連絡を。
■景観審議会〈都市計画課☎922-1802 
Ü922-3145〉…5/15㊎14時～　市役所
FTビルC会議室で
Ü

㊎16時～　ありがとうのカード作り　
小学生対象　定員各10人
▼ふれあいグラウンド・ゴルフ　5/9
㊏10時30分中央防災広場集合（雨天中
止）　小学生～高年者対象
▼こぶたのしっぽ　5/13㊌11時～　パ
ネルシアター　乳幼児と保護者対象
▼おもちゃ病院　5/16㊏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
▼読み聞かせ「バンビ」　5/18㊊11時
～　乳幼児と保護者対象

▼母の日工作　5/7㊍・8㊎15時30分～
　小学生対象
▼ふれあい囲碁・将棋教室　5/9㊏14
時～15時　幼児（保護者同伴）～高年
者対象
▼オセロ大会　5/14㊍16時～　小学生
対象

西町・川柳
・高砂小 

■地域開放型図書室（5/9㊏から開室）
㊐10時～16時、㊏13時～17時30分
（年末年始・蔵書点検日を除く）

伝統文化親子教室

5☎946-3000 5944-3800

子ども・親子向け

5925-0152
川柳文化センター ☎936-4088

柿木公民館 ☎931-3117

新里文化センター ☎927-3362

中央公民館 ☎922-5344

歴史民俗資料館
企画展「端午の節句展」

図書館からのお知らせ　
・5/31㊐まで休館します。
■絵本の読み聞かせと紙芝居　5/13～
27の㊌10時30分～11時　会場は中央
公民館　3歳以下と保護者対象
■サービスコーナー（4/21～5/20）

西町小

瀬崎・青柳小

新栄小

新里・高砂小

稲荷・八幡北小

長栄・草加小

花栗南・八幡小

栄・川柳小

清門・松原小

14時～16時9時30分～11時30分
5/8㊎

5/13㊌

5/14㊍

5/15㊎

5/20㊌

日程

5922-3274

住吉児童館 ☎928-5736

新栄児童センター ☎942-9876

ε長寿支援課☎922-2862Ü922-3279Ü

●前かがみになら
ないようにしま
しょう。
●椅子に座って行
うこともできま
す。不安な人は
椅子の背もたれ
を持ちながら行
ってください。

●パリポリくん健康体操は、体力に自信の無い
人など誰でもできるやさしい体操です。認知
症予防や誤えんを予防するための口腔体操も
含まれています。
●YouTube草加市長寿支援課channel（QRコ
ード）で動画を公開しています。

つま先を上げ、
かかとを軸（☆）
にしてひねる

慣れるまで壁
に手をついて
もOK

かかとを上げ、
つま先を軸（☆）
にしてひねる

つま先を上げ、
かかとを軸（☆）
にしてひねる

かかとを上げ、つま先を軸（☆）
にしてひねり、最後に手を叩く
（逆方向も行いましょう）

前後左右のバランス向上と下半身の筋力アップ

ツイスト体操

パリポリくん健康体操
草加市オリジナル体操

１ 2 3 PON

自宅で出来る運動を取り入れ健康づくりを

このツイスト体操も組み込まれています

スタート

※体調が悪い時は無理せず中止しましょう。

☆ ☆

☆ ☆
☆ ☆

☆ ☆

　国の緊急事態宣言などを受け、新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、各公民館・文化センター窓口での図書館サービスを5/6㊡まで休止しま
す。休止期間中の予約・リクエスト・返却等の受け付けは行いません。
　休止期間中に返却期限を迎える資料は、サービス再開日から8日後まで期
限を延期します。なお、中央図書館のブックポストは利用できます。ご理
解ご協力をお願いします。

ε中央図書館☎946-3000Ü944-3800Ü

中央図書館からのお知らせ
公民館・
文化センター窓口での
図書館サービスを休止

5/6㊡
まで
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▼おもちゃ病院　5/7㊍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
▼みなクル工房「ホバークラフト」　
5/9㊏13時30分～16時　幼児（保護者
同伴）以上対象
▼パパサロン　5/10㊐10時30分～11時
30分　0～2歳児と保護者対象
▼スポーツ＆レク　5/10㊐13時30分～、
15時～　キックベース　幼児（保護者
同伴）以上対象
▼ひ革工房　5/16㊏13時30分～16時　
レザーツリー作り　幼児（保護者同
伴）以上対象
▼ダーツカフェ　5/17㊐17時～18時　
中・高生対象　定員15人

▼花束のメッセージカード作り　5/7
㊍・8㊎15時～　会場はコンフォール
松原19号棟　小学生対象　定員各日5
人　
▼読み聞かせ「たんぽぽ」　5/7～21
の㊍11時～11時30分　会場は子育て支
援センター　乳幼児と保護者対象
▼春の工作　5/11㊊～22㊎（12㊋・20
㊌を除く）15時～　会場はコンフォー
ル松原19号棟　レジンを使ったキーホ
ルダー作り　小学生対象　定員各日5
人　参加費50円
▼おもちゃ病院　5/15㊎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
▼初めてのお誕生会　5/28㊍10時～　
会場はコンフォール松原19号棟　令和
元年5月生まれ対象　定員12人　è5/7
㊍10時から電話で同館へ

氷川児童センター ☎928-2341

わくわくタウン松原 ☎941-2905

谷塚児童センター ☎925-1856

■男性料理　第2㊋9時30分～12時30
分　草加市文化会館で　料理ほかバス
で工場見学、親睦会あり　入会金1000
円　月額1000円　ε岡田☎936-4189
■健康体操ひまわり　㊋9時30分～11
時　新里文化センターで　健康寿命を
延ばす優しく楽しい体操です　見学可
　入会金1500円　月額2000円　ε佐
藤☎080-3698-9065
■アップル（健康体操）　㊎13時30分
～15時　川柳文化センターで　軽い筋
力運動・ストレッチ・ウォーキング内
容豊富　見学・体験可　月額2500円　
ε春山☎931-0025
■スポーツウエルネス吹矢中央支部　
週1回9時～11時　中央公民館で　腹式
呼吸法の簡単な軽い運動で健康維持・
増進に　入会金1000円　年会費1000
円　ε田岡☎090-4335-7987
■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

▼親子で作ろう　5/8㊎・22㊎14時45
分～15時30分　折り紙万華鏡作り　3
歳以上の未就学児と保護者対象　定員
各5組
▼母の日制作　5/10㊐14時～　フェル
トでハートの形のにおい袋作り　小学
生対象　定員5人
▼ママのためのリフレッシュヨガ　
5/16㊏10時15分～　定員10人
▼ともだち文庫の「おはなしポケッ
ト」　5/18㊊11時～　読み聞かせ・わ
らべ唄　乳幼児と保護者対象

で健康作りと仲間作り　年会費1500円
　ε佐藤☎941-3400
■清門バドミントンクラブ　㊍17時～
19時　清門小で　バドミントンで気持
ち良い汗を流しましょう　参加お待ち
しています　月額500円　ε原田☎080-
1053-7504
■氷川平成塾書道サークル　第1・3㊊
10時～11時　氷川小で　楽しい教室で
す　初心者大歓迎　月額1500円　ε久
保田☎925-6489
■絵画サークルルピナス会　㊊11時～
15時　柿木公民館で　楽しく水彩画・
油彩画を描いてみませんか　初心者歓
迎　入会金1000円　月額3000円　ε

西村☎941-4512
■茶和会（茶道裏千家）　第1・3㊎13
時～　新里文化センターで　初歩から
の楽しい茶道で趣味を広げませんか　
初心者歓迎　月額3500円　ε丸野☎92 
4-7619
■哲学書読書会　㊌9時～13時　勤労
福祉会館で　純粋理性批判（カント
著）　楽しく輪読形式　気楽に参加で

きます　1回100円　ε澤野☎927-6893
■新田平成塾宗照会（茶道裏千家）　
第1・3㊋10時～12時　新田小で　お茶
のお稽古を通して日本の四季を楽しみ
ましょう　初心者歓迎　月額2000円　
ε岡橋☎943-8654
■草加年金者ダンスクラブ　㊐17時～
19時　谷塚文化センターで　年金者中
心に基本をレッスンしています　入会
金1000円　月額1500円　ε伊勢☎928-
1276
■剛柔流空手道錬心会　㊎17時～19時
　高砂コミセンで　4歳以上対象　入
会金3000円　月額3000円　ε若林☎
090-4174-0791
■写経クラブ　㊍13時～16時　中央公
民館で　心を偲ぶ優雅な遊び　写経の
会に参加してみませんか　入会金1000
円　月額1000円　ε斎藤☎924-4275
■友和会（書道）　第2・4㊋9時～13
時　であいの森で　書道とストレッチ
をやっています　60歳以上対象　入会
金1000円　月額1000円　体験1回500
円　ε扇谷☎090-4670-7816

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。

●黄色い網目の細かいネット（大
3m×4m、小2m×3m）で、ごみ
全体を包み込むようにかけ、ネット
の端に重石などを置き、めくられな
い・隙間を作らないようにすると効
果的です。
●緑色の網目の粗いネットを使用して
いる場合やネットが破損した場合な
どは、新しいネットと交換できます。
環境業務センター、リサイクルセン
ター、くらし安全課窓口へ。

●生ごみは十分に
水を切り、小袋
に入れ、カラス
に見つからない
ように、新聞紙
等で包み、ごみ
袋の中心に入れ
るようにしまし
ょう。

ε廃棄物資源課
　☎931-3972Ü931-9993Ü

「３つの工夫」で
繁殖期のカラスからごみを守ろう！

ごみ出しは収集日の朝、明るくなってから8時までに。
ルールとマナーを守りましょう。

生ごみを減らそう！
餌を発生させない1

ごみ散乱防止ネットでガードしよう！3

生ごみを隠そう！
カラスは視覚が優れています2

緑色のネットは、
黄色いネットに交換を！

ダメだ～

お買い物は
必要な分だけ

●買いすぎない、
使い切る、食
べ切るを心掛
けましょう。
●市では、生ご
み処理容器等
の購入設置者
への補助を行
っています。

㈲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

4/26㊐
29㊗

㈲井戸浅水道工事店
㈲やまと水道
東京菅工機材㈱
萬設備

八幡町802
氷川町429-4
住吉1-14-20
長栄1-779-1-105

☎931-3330
☎927-8519
☎927-0041
☎942-1200

5/3㊗
4㊗
5㊗
6㊡

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

手洗い　じっくり　30秒

流水でよく手をぬらした後、
石けんをつけ、手のひらで
よくこすりつけます。

①

手の甲を伸ばすように
こすります。

②

指先・爪の間を
念入りにこすります。

③

手首も忘れずに
洗います。

⑥

親指と手のひらを
ねじり洗います。

⑤

指の間を洗います。

④

一人ひとりができる予防対策「手洗い」

石けんで洗い終わったら、十分に水で流し、清潔なタオルや
ペーパータオルでよく拭き取って乾かします。
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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

休 日 当 番 医
㊐㊗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

相　談　案　内
4/21㊋～5/20㊌
（㊗㊡を除く）
　 は要予約

働く

その他

女性の生き方

福祉・介護

法律・行政 ◇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

がいこくせきしみんそうだん　  しやくしょ

 てつづ　  にゅうがくてつづ　   せいかつぜんぱん

  でんわ　 らいちょう

㊊…市民相談室／第1・3㊍…勤労福祉会館／第2・4
㊍…谷塚文化センター／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☎048-780-2034
（セカンドキャリアセンター）

㊊～㊎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～17時…国際相談コーナー☎922-2970
　㊋㊍9時～17時（来庁は予約制）…人権共生課
☎922-0825　

㊊～㊏9時～16時30分…保育ステーション☎920-
1120

育児電話相談（0歳～就学前
の子どもの育児全般）

保育ステーション育児相談
（電話・来所）

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）

内職相談

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）

外国籍市民相談（市役所での
手続き・入学手続き・生活全般）
（電話・来庁）

配偶者等からの暴力相談

就職相談

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

女性の生き方なんでも
相談

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）

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

㊎10時～15時…草加市社会福祉協議会☎932-67895932-
6779

第3㊌10時～12時…市民相談室☎922-14365922-1153
（障がい福祉課）

㊊～㊏9時～17時…谷塚・瀬崎☎929-36135933-9380▽
谷塚西部☎929-00145929-5222▽草加中央・稲荷☎959-
91335922-3801▽草加西部☎946-70305942-7582▽松
原・草加東部☎932-67755932-6779▽安行☎921-21215
928-8989▽川柳・新田東部☎932-70075931-0993▽新
田☎946-05205946-0523

ふれあい福祉相談
一般相談（電話・来所）

身体障がい者援護相談
（電話・来庁）

地域包括支援センター
（高年者のこと全般）

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）

子育て支援コーディネーターが担当　10時～12時
（住吉のみ10時30分～11時30分）
5/18㊊…住吉児童館☎928-5736
5/14㊍…谷塚児童センター☎925-1856
5/20㊌…氷川児童センター☎928-2341

すこやか相談会
（子育て相談・情報提供）

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

ä第4㊍9時～12時

げつすいきん    じ　　   　　 じ　　  こくさいそうだん

　　 か もく　  じ　　　　　 じ　　　らいちょう　　よ  やく せい　  　 　 じんけんきょうせいか

子育て

ä

内
科

内
科

内
科

内
科

外
科
・
午
前

外
科
・
午
後

午前9時～正午、午後2時～5時

4/26㊐

新栄1-48-11

☎942-1245

平田クリニック

午前9時～正午、午後2時～5時
青柳6-22-1

☎931-3700

虎溪医院

午前9時～正午、午後2時～5時
松原4-5-8

☎941-0211

横内整形外科
クリニック

午前9時～正午
中央2-4-11

924-1375

山崎クリニック

午後4時～7時
松江2-3-26

☎935-4838

草加松原
整形外科医院

午前9時～正午、午後2時～5時

4/29㊗

旭町1-4-46

☎930-5870

さいわい内科
クリニック

5/3㊗

午前9時～正午、午後2時～5時
西町1102-1

☎921-6085

たなか内科・循環器
内科クリニック

午前9時～正午
氷川町821-B

☎948-8249

みつる歯科
クリニック

午前9時～正午、午後2時～5時
松原1-7-22

☎944-6111

埼友草加病院

午前9時～正午
長栄3-31-3

☎941-8331

長栄歯科
クリニック

5/4㊗

午前9時～正午、午後2時～5時
氷川町2131-6

☎927-4811

草加循環器
クリニック

午前9時～正午、午後2時～5時
氷川町928

☎925-4255

石井外科医院

午前9時～正午
谷塚町707-20

☎922-0220

村木歯科医院

午前9時～正午
青柳7-48-12

☎931-3185

野田歯科医院

午前9時～正午、午後2時～5時

5/5㊗

苗塚町418-1

☎969-4990

いしどり
クリニック

午前9時～正午、午後2時～5時
草加2-4-14

☎943-2711

新島整形外科

5/6㊡

午前9時～正午、午後2時～5時
青柳5-12-13

☎936-7422

正務医院

午前9時～正午
氷川町917

☎920-3456

氷川デンタル
クリニック

外
科

歯
科

外
科

歯
科

外
科

歯
科

内
科

外
科

歯
科

内
科

外
科

歯
科

午前9時～正午
谷塚上町62-6

☎927-4618

アート歯科

午前9時～正午
谷塚町1363-1

☎921-7371

きたはら
歯科医院歯

科
歯
科

休日当番医の駐車場は混雑します。
満車の際は民間駐車場等をご利用ください。

■診療時間　㊊～㊎ 19時30分～22時30分
　　　　　　㊏㊐㊗、年末年始 18時30分～22時30分
■場所　草加2-21-1 市立病院心臓・脳血管センター1階

子ども急病夜間クリニック（小児科）
※夜間に急変した0～15歳を
　応急診療します。 ☎954-6401

埼玉県救急電話相談

※ダイヤル回線・IP電話は
☎048-824-4199

急病への対処・受診の必要性や緊急診療ができる医療
機関を看護師が助言（365日24時間対応）

☎♯7119



①草加よさこい
　サンバフェスティバル2020
　5月23日㈯・24日㈰に開催を
予定していましたが、新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止のた
め中止となりました。

②草加市民納涼大花火大会
　延期となった東京2020オリン
ピック・パラリンピック競技大
会開催時期と重なっていたため、
開催中止となりました。

③草加宿場まつり
　開催時期の見直しにより、令
和2年度は開催しないこととな
りました。次回は令和3年6月6
日㈰を予定。

④東京2020オリンピック
　聖火リレー
　大会開催日が令和3年7月23日
㈮に延期となったため、草加松
原を走るリレーも延期となりま
した。

　26日、草加商工会議所で開催。認定された5事業者へ草加の革で
作られた認定証が贈呈されました。令和元年度に創設した「技術部
門」に認定された(株)塚本製作所の塚本さんは「顧客のニーズに合
う製品を作り、草加から技術を発信していきたい」と話し、(株)菊
池襖紙工場の菊池さんは「昔からの技術を残しつつ、新商品作りな
ど新しいことにチャレンジしたい」とそれぞれ喜びの表情で意気込
みを話していました。

　季節ごとに表情を変える草加松原を川面から眺めて、草加松原の
新たな魅力を発見してみてはいかがですか。運行予定は下表のとお
り。乗船希望者は直接会場へ。
■会場　まつばら綾瀬川公園第2ラグーン
■定員　各便18人（当日先着順）

開催を心待ちにしていた皆さまには大変申し訳ありませんが、
次回開催まで楽しみにお待ちください。

令和2年度
市内イベントの中止・延期等

認定事業者
■製品部門
　・(株)ウィズ
　・(有)ミゾー
　・森紙器(株)
■技術部門
　・(株)塚本製作所
　・(株)菊池襖紙工場

3月かどまちごとでき 咲き誇る草加の桜

草加モノづくりブランド認定証贈呈式

季節ごとに表情を変える草加松原

市役所本庁舎にあった
しだれ桜も元気に
咲きました!

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止となる場合があります。

金明町綾瀬川沿い

葛西用水

そうか公園

伝右川峯分橋 札場河岸公園

開催中止 開催中止 開催日変更 開催延期

Ü

Ü

問①②③…みんなでまちづくり課
　　　　　☎922-0796Ü922-3406
　④…オリンピック・パラリンピック推進室
　　　☎922-3493Ü922-3172

Ü問文化観光課☎922-0151(代)Ü922-3406

年間を通じて
和舟を楽しみましょう

日にち
5月10日㈰
6月14日㈰
7月12日㈰
8月23日㈰
9月6日㈰

10月18日㈰

11月3日㈷

出発時間

1便　午前9時30分
2便　午前10時30分

1便　午前10時
2便　午前11時
3便　正午
4便　午後1時
5便　午後2時

受付時間

午前9時15分～

午前9時30分～

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4月20日号

市の人口　令和2年4月1日現在　24万9952人（男12万6551人・女12万3401人）/前月比415人増/世帯数11万8978世帯
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