
折り込んである「そうか教育だより」は、抜いて読んでください。

問産業振興課
　☎922-08395922-3406

新型コロナウイルス感染症の影響による

草加市独自緊急経済対策
そうかおうちでごはん屋さん
～食べて応援･まちの魅力を再発見～

飲食店等テイクアウト・デリバリー支援事業補助金
★登録店舗は
　ポスターが目印

登録店舗は市ホームページ(QRコード)で

～市内経済を全力で支える～
経済状況に合わせた対策を実行していきます

国・市の支援策をお知らせします 5月13日時点

第1次

　7月31日(金)まで登録店舗でのテイ
クアウト・デリバリーが最大50%OFF!!
　地元飲食店などを応援しませんか？
【お得な割引！】
１会計500円以上の購入で、
最大50％の割引
※割引率は店舗ごとに設定し、
　店頭に掲示
※割引上限500円
※期間内でも店舗ごとの割引
　上限に達し次第終了

　新型コロナウイルスに関する市の対策・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。

【概　要】 5号認定関連融資の信用保証料
　　　　 を最大50万円まで補助
【対象経費】 令和2年3月2日～同3年3月31
　　　　 日までの5号認定関連融資の信
　　　　 用保証料

草加市特別定額給付金コールセンター

オンライン申請受付中
持続化給付金ホームページ（QRコード)

☎0570-026544

☎0120-115-570

(午前8時30分～午後5時15分)

※6月末日までは㊏㊐㊗含み対応
※7月1日～9月30日は平日のみ

※6月末日まで㊏㊐㊗含む午前8時30分～午後7時

特別定額給付金国 詳細は
２面

持続化給付金国

　4月27日現在、住民基本台帳に記録されている人を
対象に一人当たり10万円給付（※受給権者は世帯主）

　昨年1年間からの売上減少分を上限に、法人200
万円・個人事業主100万円を給付

①オンライン申請
　マイナポータルから必要事項を入力した上で、振込先
口座の確認書類をアップロードし、電子申請（電子署名
により本人確認書類不要）
②郵送申請
　世帯主宛に届く申請書に必要事項を記入し、振込先口
座と本人確認書類の写しを添付し、市役所へ返送

※電子証明付きマイナンバーカードを所有
している世帯主はオンライン申請できます。

専用コールセンター

市

セーフティネット
保証利用支援補助金市

産業振興課へ。
☎922-34775922-3406

問新型コロナウイルス対策課
　☎922-1839　5922-6591

》オンライン申請

【申請方法】

申請受付中
5月下旬から、順次給付開始　　
》郵送申請
5月29日から申請書の郵送開始予定 
6月中～下旬から、順次給付開始

店舗募集は
２面

詳細は
２面

【対　象】 令和2年1月1日～4月7日まで
　　　　 の創業者（国の給付金の対象外）
　　　　 で売上が20％以上減少するなど
　　　　 の要件に該当する者
【給付額】 一律50万円（法人・個人）

創業者向け
持続化給付金市

草加商工会議所へ。
☎928-81115928-8125

詳細は
２面

ω

ω
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■4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0.06（市役所前）

　特別定額給付金について、5月29日㈮頃から申請書を対象世帯に
郵送します。世帯主が申請書に必要事項を記入し、本人であること
が確認できる書類と振込先口座通帳のコピーを添え、同封する返信
用封筒で返送してください。

　市から次のようなことをお願いすることは絶対にありません。
　・ATMの操作を指示すること。
　・給付のための手数料の振り込みを求めること。

5月29日頃から一斉に普通郵便で郵送

　新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大きく減少し、市
税等の納付や納入が困難な人または事業者に対する納税猶予制度の
特例ができました。この制度を利用すると、市税等の納期限が最大
1年間延長されます。担保の提供は不要、延滞金もかかりません。
■対象税目　令和2年2月1日㈯～同3年1月31日㈰に納期限が到来す
　　　　　　る市税等
■対 象 者 　次の2つの要件に両方当てはまる人や事業者
　　　　　　①　令和2年2月以降の任意の期間（1か月間以上）で、
　　　　　　　　給与や事業による収入が前年同期と比べ概ね20%
　　　　　　　　以上減少している。
　　　　　　②　一時に納付、または納入することが困難である。
■申請方法　申請書と添付資料（市ホームページでダウンロード可）
　　　　　　や、現預金などの状況がわかる資料を添えて同課へ
■申請期限
　納期限が令和2年2月1日～6月30日のもの…6月30日
　納期限が令和2年7月1日～同3年1月31日のもの…それぞれの期限

■対 象 者　
　①市内に営業拠点のある個人事業主
　②市内に本店または支店のある中小企業者
　（資格要件･･･業態については条件あり。詳細は同課へ確認を。）
　・飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業、飲食料品小売店
　・フランチャイズ加盟店は、市内商工団体に加入していること。
　・市税等の滞納がないこと（納税猶予中も可）。
■補助金額　1会計500円以上の購入につき、最大50%（上限500円）
　　　　　　※割引率は最大50%の範囲で店舗ごとに設定可能
■補助上限　飲食店20万円、その他10万円
■登録手続　原則、電子申請（QRコード）で参加店として登録
　　　　　　※草加市商店連合事業協同組合傘下の商店会は、とり
　　　　　　　まとめの上、一括登録を行いますので、各商店会長
　　　　　　　に問い合わせてください。
■実施期間　7月31日㈮まで
　　　　　　※店舗ごとの割引上限に達し次第終了。
　　　　　　　月単位などで割引相当額を市に請求。

　新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少している、国
の持続化給付金の対象外となる創業後間もない事業者に対し、事業
活動の維持・持続のために給付金を支給します。
■主な対象要件
　①令和2年1月1日～4月7日（緊急事態宣言日）までに創業し、か
　　つ、創業後満3か月または90日以上のもののうち、3月1日以降
　　の任意の1か月の売上と、当該月前の任意の2か月の売上平均
　　の比較で売上が20％以上減少していること。
　②市内に主たる事業所を置いている中小事業者であること。
　③常態として操業し、営業実態を有していること。
　④市税等の滞納がないこと（納税猶予中も可）。
■給 付 額　一律50万円（法人、個人とも）
■申請手続　申請書（QRコード）に必要書類を添付
　　　　　　の上、草加商工会議所へ。

　新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少したことにより、
セーフティネット保証（5号認定）関連融資を受けた中小事業者が
支払った信用保証料を補助します。
■対象事業者の要件
　①市内に主たる事業所を有する中小事業者であること。
　②埼玉県経営安定資金または埼玉県新型コロナウイルス感染症対
　　応資金に係る信用保証料を納付したこと。
　③市税等の滞納がないこと（納税猶予中も可）。
■対象経費　令和2年3月2日から同3年3月31日までに支払う信用保
　　　　　　証料（埼玉県新型コロナウイルス感染症対応資金は、
　　　　　　令和3年1月31日まで）
■補助金額　融資契約1件当たり上限50万円
■申請手続　申請書（原則、電子申請。QRコード）に
　　　　　　必要書類を添付の上、同課へ。随時申し
　　　　　　込み。

①市から申請書が送られてくる

決定通知書を受けとる

⑤市から決定通知書が送られてくる

記載内容を確認し、必要事項を記入
振り込みを希望する口座情報を記入

※1 通帳またはキャッシュカードの写し
※2 免許証、マイナンバーカード、健康保険証、年金手帳等いずれかの写し
※代理人が申請・受給する場合は上記に加え、代理人の本人確認書類を返送

※1 通帳またはキャッシュカードの写し
※2 免許証、マイナンバーカード、健康保険証、年金手帳等いずれかの写し
※代理人が申請・受給する場合は上記に加え、代理人の本人確認書類を返送

申請の受付期間は6月1日㈪～8月31日㈪（消印有効）。
受付期間を過ぎると給付金は受け取れません。

②申請書の内容を確認し、口座情報を記入

申請書の受付順に振り込みの準備を進めます。
振り込み開始は6月中～下旬（以降、順次）

④指定口座に給付金が振り込まれる

③申請書と必要書類を市に返送する

特別定額給付金の給付までの流れ
(郵送申請の場合)

重要

申請書 口座確認書類 (※1) 本人確認書類 (※2)

特別定額給付金の給付を装った詐欺に注意!!

国制度の対象外となる創業者へ一律50万円を給付
創業者向け持続化給付金

□申草加商工会議所へ。☎928-8111Ü928-8125□申 Ü

市

5号認定関連融資の信用保証料を補助

セーフティネット保証
利用支援補助金

□申産業振興課へ。☎922-3477Ü922-3406□申 Ü

市
令和2年度の納税が困難な人・事業者は
納税猶予制度の特例の活用を
問納税課☎922-1124☎922-1126Ü920-1502Ü

申請書類は5月29日から郵送開始予定
6月中～下旬から給付開始

特別定額給付金

問草加市特別定額給付金コールセンター☎0570-0265-44

国 飲食店等テイクアウト・
デリバリー支援事業補助金

問産業振興課☎922-0839Ü922-3406Ü

市

「そうかおうちでごはん屋さん」登録事業者募集中

対象者一人当たり
10万円

② 草加人のための情報紙　広報「そうか」市政情報2020年5月20日号



○PM2.5（単位：マイクログラム／㎥）最大値18.8／最小値1.9（花栗中学校内）　○給食の放射性物質の検出なし

　民法の一部を改正する法律により、令和4年4月1日から成年年齢
が18歳に引き下げられますが、市ではこれまでどおり、20歳にな
る人を対象に式典を開催します。これは、式典の対象年齢を18歳
とした場合、対象者の多くが高校3年生であり、式典を開催する1
月は、受験や就職などに向けた進路選
択の重要な時期である事などを考慮
し、従来どおりとしました。
【令和4年度以降の式典概要】
■開催時期　1月（成人の日）
■対象年齢　20歳
■式典名称　「新成人のつどい」を改め「二十歳のつどい」に変更

　小中学校の通学区域の在り方に関する事項を審議します。
■対　　　　象　市内在住の20歳以上で、他の審議会等の委員にな

っていない人
■募  集  人  数　男女各1人
■任　　　　期　委嘱の日から2年間
■報　　　　酬　会議1回につき7000円
■小論文テーマ　「草加市の通学区域について」
■公  開  抽  選　6月5日㈮午前10時から
　　　　　　　　ぶぎん草加ビル4階教育委員会会議室で
ω 6月3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、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・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）を記載し、〒340-8550学務課へ。

　認知症は、誰にでも起こりうる脳の病気です。65歳以上の4人に
1人がその予備軍であったり、症状が出ていると言われています。
認知症を早い段階で発見し適切な治療を開始すれば、進行を遅らせ
たり、症状を改善することができる場合もあります。身体の健康と
一緒で定期的な検診でチェックすることが大切です。今年度中に
60歳になる人、また65歳以上の人は誰でも受診できます。
■受診期間　6月1日㈪～12月18日㈮（期間内に1回のみ）

※緊急事態宣言が解除されるまで受診できません。ま
た、解除後でも受診できない医療機関がある可能性
があります。受診の際は事前に各医療機関へ確認を。

■対 象 者　①昭和35年4月2日～同36年4月1日生まれの人
②昭和31年4月1日以前に生まれた人

■受診方法　健康保険証・お薬手帳を持参し、実施医療機関へ
■医療機関　市ホームページで確認してください

　交際費の執行状況を公開しています。今回は1～3月分までの市
長交際費、議長交際費など全ての交際費9種類。公開内容は、支出
年月日・支出目的・相手方（病気見舞いは除く）・金額の4項目。
公開は3か月ごとに行い、市ホームページと市役所情報コーナーで
閲覧できます。
■交際費支出件数・金額
　市長…77件・34万6700円　議長…23件・10万4500円　教育委員
会…10件・4万3500円　農業委員会…1件・6000円　
　なお、上下水道部、市立病院事業管理者、選挙管理委員会、監査
委員、公平委員会の支出はありませんでした。

　認知症の概要や、相談窓口、サービス等
をまとめています。長寿支援課、各地域包
括支援センター等で配布（市ホームページ
（QRコード）からも入手可）。

▲

行政相談とは
　担当行政機関とは異なる立場か
ら、行政などへの苦情や意見、要
望を受け、その解決や実現を促進
するとともに、行政の制度や運営
の改善に生かす仕組みです。医療
保険・年金、雇用、道路、社会福
祉、交通機関など、いろいろな行
政分野の幅広い相談に対応してい
ます。難しい手続きは不要です。
相談は無料、相談者の秘密は固く
守ります。どうぞお気軽にご相談
ください。▲

行政相談の窓口

　①電話（ファクス）で相談
　　行政苦情110番（総務省）☎0570-090-110Ü048-600-2336
　②インターネットで相談
　　「行政相談受付」（総務省）で検索
　③お手紙で相談
　　関東管区行政評価局（きくみみ埼玉）
　　〒330-9717さいたま市中央区新都心1-1
　　さいたま新都心合同庁舎1号館
　④まちの行政相談委員へ相談

　行政相談委員は、民間の有識者の中から総務大臣が委嘱して
おり、公平・中立な第三者の立場で国の仕事に対する苦情等の
解決を図り、皆さんの声を行政運営に役立てています。
　定例相談会は第2金曜日午後1時30分～4時に市役所本庁舎西
棟1階市民相談室で行っています（新型コロナ感染症拡大防止
のため、現在は休止しています）。
　また、市内の行政相談委員宅でも電話での相談に応じます。
・醍醐洋子さん（氷川町　☎925-1930）
・中村久夫さん（中根三丁目　☎936-0054）
・山川邦子さん（栄町二丁目　☎931-8689）
・竹村博之さん（遊馬町　☎925-4151）
・山口久男さん（遊馬町　☎925-0795）

☎ Ü

☎
☎
☎

☎
☎

認知症ガイドブック（認知症ケアパス）の活用を

②インターネット①電話 ④まちの行政相談委員③お手紙

脳の健康度チェック
いつまでもイキイキ過ごすために

問生涯学習課☎922-2819Ü922-3498 問長寿支援課☎922-2862Ü922-3279

1～3月

小中学校通学区域
審議会

交際費の執行状況を公開

問学務課☎922-2674Ü928-1178gakumu@city.soka.saitama.jp

問広聴相談課☎922-0566Ü922-3173

国の仕事に関する相談は
行政相談委員へ

「新成人のつどい」は
「二十歳のつどい」へ
民法改正後も対象年齢は「20歳」

令和4年度から

問庶務課☎922-0954Ü922-3091

委員募集

年1回の

早めに受けよう認知症検診

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③市政情報 2020年5月20日号



④ 2020年5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。

　三郷北部地区の土地区画整理事業の
事業化に伴い、環境等の影響をまとめ
た環境影響評価書の縦覧を行います。
■縦覧　6/12㊎～26㊎（㊏㊐を除
く）。場所は都市計画課ほか（県HP
でも閲覧可）。
ε都市計画課☎922-1790Ü922-3145Ü

　6/7㊐10時～16時（11時45分～13時
を除く）。会場は草加駅東口。ε埼玉
県赤十字血液センター☎048-684-1511

　5/31㊐はメンテナンスのため終日マ
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☎922-1049Ü920-1502◇納税
証明書…納税課☎922-1098Ü920-1502

Ü

Ü

Ü

　介護者のつどいは介護の情報交換と
交流。介護をしている人、していた人、
する予定の人対象。
■介護者のつどい　6/5㊎13時15分～
14時45分。会場は中央公民館。介護の
情報交換と交流。ε草加中央・稲荷
（包）☎959-9133Ü922-3801
■介護者のつどい　6/10㊌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

Ü

Ü

　第三者からの請求で本籍入りの住民
票等を交付した場合に、住民票等に記
載されている本人に交付事実を通知す
る「本人通知制度」を実施しています。
市の住民基本台帳、市が編製した戸籍、
戸籍の附票に記載されている人が対象。
登録を希望する人は市民課または各サ
ービスセンターに本人確認書類（運転
免許証・保険証等）を持参し申し込ん
でください。なお、本人以外による申
し込みは同世帯の家族でも委任状が必
要です。
■郵送での登録…①市HPから「草加
市本人通知制度事前登録申込書」を入
手し必要事項を記入（連絡先は日中連
絡がとれる電話番号に）　②登録者の
本人確認書類（運転免許証・保険証
等）のコピーを用意　③封筒に①と②
を同封し〒340-8550市民課へ。詳細は
市HPで確認を。
ε市民課☎922-1526Ü920-1501Ü

中央公民館 ☎922-5344

柿木公民館 ☎931-3117

定員のあるものは6/1㊊
8時30分から各館へ申し込みを

5925-0152

5/31㊐コンビニ交付サービス一時休止

　5/25㊊は館内消毒のため記念体育館、
市民体育館、吉町テニスコートの電話
・窓口業務を休止します。ε草加市ス
ポーツ協会☎928-6361Ü922-1513Ü

市内体育施設
電話・窓口業務の休止

地域包括支援センター（包）
介護者のつどい・介護予防教室

不正取得による権利侵害防ぐ
住民票等の本人通知登録を

三郷北部地区土地区画整理事業　
環境影響評価書の縦覧

生涯学習体験講座

▼おもちゃの病院　6/8㊊10時～12時▼おもちゃの病院　6/8㊊10時～12時

愛の献血
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで

▼のびのび広場　6/19㊎10時～11時　
季節の遊び・読み聞かせ　乳幼児と保
護者対象
▼おもちゃの病院　6/26㊎10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで

▼こころを結ぶ光のひろば　6/2㊋10
時～12時　点字体験ほか　定員10人
▼にじいろタイム　6/19㊎11時～12時
　わらべ唄・読み聞かせほか　未就園
児と保護者対象　定員10人
▼マタニティー「だっこままぎゅっ」
　6/19㊎13時30分～　胎教と友達作り
　初妊婦対象　定員10人
▼マジック教室　6/20㊏10時～12時　
講師はふしぎや石橋氏　小・中学生対
象　定員20人

▼中学生のための基礎英語　6/8㊊・
22㊊17時～18時　中学生対象　定員
10人
▼外国籍市民のための日本語教室　6/
9㊋・16㊋10時～12時
▼放課後クラブ　6/15㊊16時～17時…
将棋　6/16㊋16時30分～17時30分…ス
ポーツウエルネス吹矢　6/8㊊・22㊊
16時～17時…楽しく英語　小学生（英
語は小学4～6年生）対象　保護者同伴
▼いっしょにあそぼう！百人一首体験
教室　6/20㊏10時～11時30分　小学生
～中学1年生対象　定員20人

　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで

▼のびのび広場　6/19㊎10時～11時　
季節の遊び・読み聞かせ　乳幼児と保
護者対象
▼おもちゃの病院　6/26㊎10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで

▼こころを結ぶ光のひろば　6/2㊋10
時～12時　点字体験ほか　定員10人
▼にじいろタイム　6/19㊎11時～12時
　わらべ唄・読み聞かせほか　未就園
児と保護者対象　定員10人
▼マタニティー「だっこままぎゅっ」
　6/19㊎13時30分～　胎教と友達作り
　初妊婦対象　定員10人
▼マジック教室　6/20㊏10時～12時　
講師はふしぎや石橋氏　小・中学生対
象　定員20人

▼中学生のための基礎英語　6/8㊊・
22㊊17時～18時　中学生対象　定員
10人
▼外国籍市民のための日本語教室　6/
9㊋・16㊋10時～12時
▼放課後クラブ　6/15㊊16時～17時…
将棋　6/16㊋16時30分～17時30分…ス
ポーツウエルネス吹矢　6/8㊊・22㊊
16時～17時…楽しく英語　小学生（英
語は小学4～6年生）対象　保護者同伴
▼いっしょにあそぼう！百人一首体験
教室　6/20㊏10時～11時30分　小学生
～中学1年生対象　定員20人

新田西文化センター ☎942-0778

新里文化センター ☎927-3362
è開催日の3日前までに生涯学習課へ。
☎922-2819Ü922-3498
■美味しい紅茶の淹れ方とスコーン作
り　6/10㊌・24㊌10時30分～12時30
分（24は13時まで）。全2回。会場は
草加市文化会館。定員6人。材料費
3000円。布巾、24㊌のみエプロン、三
角巾、持ち帰り用袋持参
■日本三大盆踊りを踊ろう　6/22㊊・
29㊊10時～11時30分。全2回。会場は
中央公民館。定員20人
■健康とは何か「休養、食事、運動の
講座」　6/23㊋10時～12時。会場は中
央公民館。定員20人。資料代200円
■着付け講座～お祭りは浴衣で～　7/
3～17の㊎14時～16時。全3回。会場
は新里文化センター。定員8人。浴衣
一式持参
■かんたんストレッチ　7/6㊊10時～
11時30分。会場は中央公民館。定員30
人
■親と子の片付けバトル解消講座　
7/9㊍10時～12時。会場は谷塚文化セ
ンター。成人対象。定員20人
■人生100年時代のセカンドライフデ
ザイン　7/14㊋・21㊋14時～16時。全
2回。会場は草加市文化会館。定員20
人

Ü
い

5月末まで公共施設の利用休止・催事の中止等を行っています。今後も感染症拡大防止のため
中止・変更の可能性があります。開催状況は市HPまたは各担当課まで問い合わせてください。

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。 6/1㊊～7㊐は水道週間。「飲み水を　未来につなごう　ぼくたちで」

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

▶固定資産税・都市計画税 第1期
▶軽自動車税（種別割） 全期

5月の
納税
・
納付 6/1㊊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

日曜納税窓口 市役所第2庁舎
納税課で

日曜 9時～12時30分

納税は便利な口座振替・PayB（ペイビー）で

市公式ツイッター
　　　　　様々な情報を配信

子育ての知りたいやお悩み解決のお手伝い

　「電話で相談するのは戸惑
いが」「窓口に行くことがで
きない」という場合でも、イ
ンターネットで気軽に子育て
に関する相談や今知りたい・
必要な情報収集ができるサイ
トです。ぜひ、子育ての参考
に活用してください。

　市HPの新着情報等を確認できるようになりました。災害時などに必要な
情報をすぐ入手できます。登録、フォローをお願いします。
〇受信できる主な情報
　・災害時の緊急情報　・市民に周知が必要な行政情報
　・市HPの新着情報
　・草加市あんしんメールへの配信内容
　・防災行政無線の放送内容
〇「草加市公式ツイッター」
　ユーザー名　@city_soka（QRコード）

ε危機管理課☎922-0614Ü922-6591Ü

ε子育て支援センター☎941-6791Ü941-6828Ü

子育て応援・情報サイト「ぼっくるん」

ぼっくるん 検索
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▼こぶたのしっぽ　6/3㊌11時～　パ
ネルシアター　乳幼児と保護者対象
▼オセロ大会　6/5㊎　マンカラ大会
　6/12㊎　いずれも16時～　小学生対
象　優勝賞品・参加賞あり

川柳文化センター ☎936-4088

氷川児童センター ☎928-2341

住吉児童館 ☎928-5736

わくわくタウン松原 ☎941-2905

谷塚児童センター ☎925-1856

定員のあるものは6/1㊊
10時から各館へ申し込みを

5922-3274

▼大好きな人へプレゼント　6/16㊋～
19㊎16時～　メッセージうちわ作り　
小学生対象　定員各5人
▼ふれあい親子コンサート　6/17㊌11
時～　出演はぽこあぽこ　幼児（保護
者同伴）～高年者対象
▼おもちゃ病院　6/20㊏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

▼ぬりえコンテスト　6/1㊊～21㊐10
時～17時　小学生対象　6/22㊊～28㊐
は投票
▼親子で作ろう　6/12㊎・26㊎14時45
分～15時30分　プラバン作り　3歳以
上の未就学児と保護者対象　定員各5
組
▼ともだち文庫の「おはなしポケッ
ト」　6/15㊊11時～　読み聞かせ・わ
らべ唄　乳幼児と保護者対象
▼ママのためのリフレッシュヨガ　6/
20㊏10時15分～　定員10人
▼ふれあい収穫体験じゃがいも掘り　

6/21㊐10時30分三浦農園集合（雨天
6/28㊐）　幼児（保護者同伴）～高年
者対象　定員30組　参加費400円（3株）
▼父の日制作　6/21㊐14時～　プラバ
ン作り　小学生対象　定員5人

▼おもちゃ病院　6/4㊍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
▼木工房　6/6㊏13時30分～16時　幼
児（保護者同伴）以上対象
▼造型ワークショップ「からくり百面
相」　6/7㊐13時30分～16時　仕掛け
おもちゃ作り　幼児（保護者同伴）以
上対象
▼みなクル工房「ピンホールカメラ」
　6/13㊏13時30分～16時　幼児（保護
者同伴）以上対象
▼スポーツ＆レク　6/14㊐13時30分～、
15時～　バドミントン　幼児（保護者
同伴）以上対象
▼ひ革工房　6/20㊏13時30分～16時　
コードクリップ作り　幼児（保護者同

伴）以上対象
▼ダーツカフェ　6/21㊐17時～18時　
12（小学生を除く）～18歳対象　定員
15人

▼レジンキーホルダー　6/1㊊～12㊎
（2㊋・10㊌を除く）15時～　会場は
コンフォール松原19号棟　小学生対象
　定員各5人　参加費50円
▼読み聞かせ「たんぽぽ」　6/11㊍・
18㊍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
▼飛ばせ飛ばせweek　6/15㊊～26㊎
（㊌を除く）15時～　会場はコンフォ
ール松原19号棟　小学生対象
▼おもちゃ病院　6/19㊎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　6/25㊍10時～　
会場はコンフォール松原19号棟　令和
元年6月生まれ対象　定員12人　è6/1
㊊13時から電話で同館へ

▼おはなしの広場　6/12㊎・26㊎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　6/19㊎10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
▼じゃがいも掘り体験　6/20㊏9時30
分～10時30分　小学生と保護者対象　
定員5組　参加費1人200円　軍手持参
　汚れても良い服装で

▼おはなしの広場　6/12㊎・26㊎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　6/19㊎10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
▼じゃがいも掘り体験　6/20㊏9時30
分～10時30分　小学生と保護者対象　
定員5組　参加費1人200円　軍手持参
　汚れても良い服装で

　「マスクの送り付け」や「特別定額給付金を装った詐欺」など新型コロ
ナウイルス感染症に便乗した犯罪が増えています。犯行は消費者の不安な
状況に付け込むため、正しい判断ができない場合もあります。

　身に覚えのない商品が送り付けられても
慌てる必要はありません。

マスクを送りつけてお金
を請求してやる。

何もしないが一番！もしくは
受け取りを拒否しましょう。

◆まずは荷物や伝票の写真を撮って証拠を
残しましょう。

▶事前連絡がない場合
　　引き取りがないまま14日間が過ぎれば
商品を自由に処分することができます。
相手方に連絡や支払いをする必要はあり
ません。引き取りに応じる必要もありま
せん。

▶事前連絡があり、売買契約を結んだ場合
　　契約書類を受け取ってから8日以内で
あれば契約解除できます。

　マスクなどの品薄が続いている不安な
状況に便乗し、不審メールや悪質サイト
に誘導し、クレジットカード情報などの
個人情報を抜き取る被害が起きています。
▶不審なメールが届いた場合
　　身に覚えのないメールは開かず削除
しましょう。

▶通販サイトで購入する場合
　　販売業者の名前、住所、電話番号、
注文方法に不審な点がないか確認しま
しょう。

　※クレジットカード番号を入力してし
まったらすぐカード会社へ連絡を。

　特別定額給付金に関して、国・県・市の職員が
訪問することはありません。また、自治体職員
以外にも金融機関や携帯電話会社に成りすまし、
個人情報が聞き出される被害が起きています。
▶自治体職員は次の①～③を絶対にしません。
　①ATM操作をお願いする。
　②手数料の振り込みを求める。
　③メールを送り、記載されたURLから申請手

続きを求める。
▶金融機関、携帯電話会社を名乗る人から連絡
が来た場合

　　暗証番号などを直接問い合わせることはあ
りません。安易に個人情報を教えたり、通帳
・現金などは渡さないようにしましょう。

事例❶

　次の事例に当てはまったり、少しでも「怪しい」「不安だ」と思った
ら、一人で悩んだり、その場で判断せずにまず相談してください。
　確かな情報、冷静な行動で、被害を未然に防ぎましょう。

怪しい・不安に思ったら 給付金や助成金に関する消費者トラブルは

※その他の消費者トラブルの相談は☎188へ。

・草加市消費生活センター（㊊～㊎9時30分～16時）
・県消費生活支援センター（㊏9時～16時）
・国民生活センター（㊐㊗10時～16時）

身に覚えのない
商品が届いた

※自動音声が流れます。お住まいの郵便番号を入力してください。

消費者ホットライン

（㊏㊐㊗含む10時～16時）

新型コロナウイルス
給付金関連消費者
ホットライン

☎188（局番なし） ☎0120-213-188

マスクを購入させて、個人
情報を手に入れてやる。

身に覚えのないメールは無視
しましょう！通販サイトは販売業
者の住所や電話番号の確認を。

事例❷ 消費者の関心を惹くメール
やSNSの書き込み

特別定額給付金に便乗して現金や
カードを手に入れてやる。

訪問して現金などの有無を聞く
ことは絶対にありません！

事例❸ 自治体職員を名乗る人が、
自宅を訪ねてきた

全て詐欺です！
身に覚えのないところからの商品・情報は

STOP
!

コロナ詐欺

急にマスクが
送られてきた

マスクが
買えるサイトの
お知らせ

新型コロナウイ
ルスが水道水に
混ざっている

特別定額給付金の
申請を代行
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■松原将棋クラブ　㊐13時～17時　ハ
ーモネスタワー松原2階集会室で　約
30人在籍　女性・子ども歓迎　入会金
500円　月額300円　女性・高校生以下
150円　ε加藤☎941-9007
■白ゆり会（着付け）　第1・3㊏10時
30分～12時　谷塚文化センターで　家
に眠っている着物を使って楽しく装っ
てみませんか　初心者大歓迎　月額
3000円　ε長谷川☎090-3475-8567
■稚心会（書道）　第1・3㊋9時～12
時　であいの森で　カラーと墨字が見
る人をひきつける書体験をしませんか
　入会金1000円　月額1000円　体験1
回200円　ε野村☎941-5108
■草加太極拳同好会　㊎10時～12時　
中央公民館で　ゆったりとした動きと
深い呼吸で体調管理と老化防止　経験
不問　入会金2000円　月額3000円　
ε阿部☎999-5726
■写経一静会　第1～3㊊15時～17時　
瀬崎コミセンで　月額5000円　ε横山
☎090-6500-2689
■紺青の会（着付け）　第1・3㊊11時
～13時　勤労青少年ホームで　月額25
00円　ε関根☎090-2521-3286
■草加太極拳楽園の会　㊐9時～11時
　勤労福祉会館で　心身の健康増進の
ため太極拳を始めてみませんか　月額
1500円　ε梁瀬☎090-6703-2990
■楊名時気功太極拳　㊍9時～11時　
中央公民館で　太極拳の習得と体力作
り　入会金1000円　月額1000円　ε

小川☎924-9490
■ユニカール勤福　第1～3㊋13時～15
時　勤労福祉会館で　ユニカールとは
カーリングと同じ競技で性別・年齢関
係なく参加できる競技です　入会金
1000円　1回100円　ε津谷☎936-0957

新栄児童センター ☎942-9876

5☎946-3000 5944-3800

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。

■剛柔流空手道錬心会　㊋17時～19時
　稲荷コミセンで　4歳以上対象　入
会金3000円　月額3000円　ε若林☎
090-4174-0791
■白鶴クラブ（太極拳）　㊊13時～15
時　勤労青少年ホームで　会員一同和
やかな雰囲気で親切な指導です　入会
金1000円　月額2000円　ε斎藤☎924- 
4275
■れんげ書芸クラブ（書道・ペン字・
写経）　第2・4㊍11時～12時30分　
中央公民館で　書く力は一生の宝　楷
書・行書・かな　写経は正しい文字で
　月額2500円　ε篠根☎931-8490
■新田平成塾かとれあ（カラオケ）　
第1・3㊋13時～15時　新田小で　歌の
レッスンをしている楽しいサークルで
す　入会金1000円　月額1000円　ε

樋口☎942-4022
■コスモス（社交ダンス）　月4回㊍
19時～21時　原町コミセンで　月額女
性2500円・男性3000円　現役女性プ
ロ講師の指導　ε森☎090-8589-4923
■草加ライスクッキー（スクエアダン
ス）　㊌19時～21時　中央公民館で　
丁寧な指導で音楽にのって隊形を変え
ながら踊る・歩くダンス　入会金1000
円　月額1500円　ε中山☎922-5648
■草加ジュニアクラシックバレエ　㊊
17時30分～21時　中央公民館ほかで　
4歳以上対象　入会金2000円　月額40 
00円　ε宮川☎090-1555-7077
■食生活改善会（料理）　第2㊌9時30
分～12時30分　川柳文化センターで　
料理ほかバスで工場見学、ウオーキン
グほか　年額4000円（材料費含む）　
ε岡田☎936-4189
■氷川平成塾すこやか体操Ⅲ　㊍13時
20分～14時30分　氷川小で　月額1000
円　ε酒井☎928-3792
■ボイストレーニング新田西　㊍13時
～15時　新田西文化センターで　発声
法と発声訓練　合唱曲等歌います　入
会金1000円　月額1500円　ε藤田☎
080-5046-7499
■なでしこ太極拳　㊌15時～17時　新
田ミニコミセンで　いつまでも健康で
太極拳を　入会金1000円　月額1500
円　ε原☎090-6115-3663
■食生活改善会（料理）　第1㊍9時30
分～12時30分　勤労福祉会館で　料理
ほかバスで工場見学、ウオーキングほ
か　年額4000円（材料費含む）　ε風
間☎936-6575
■レイナーフラ（フラダンス）　月3
回㊋または㊏11時～12時　勤労青少年
ホームほかで　月額3500円　ε綿引☎
919-8265
■Kahiwa（ウクレレ）　第1・3㊋10
時～11時30分　新田西文化センターで
　色々なジャンルの曲をグループレッ
スンしています　入会金500円　月額
2000円　ε大山☎943-9790
■栄平成塾卓球サークル　㊌・㊎13時
～15時　栄小で　健康目的の卓球練習
　年会費2000円　ε伊藤☎935-1982

■男の講座料理　奇数月第4㊊9時～12
時30分　保健センターで　男性対象　
健康を意識した料理の会です　入会金
1000円　月額1000円　ε大石☎928-30
95
■草柳会（川柳）　第2㊌13時～16時
30分　谷塚文化センターで　初心者が
気軽に川柳を楽しむ会　現在会員13人
　見学可　月額500円　ε亀井☎929-2
933
■シニアピアノかたつむり　第1・3㊎
15時～17時　新田西文化センターで　
中高年から始めるらくらくピアノ　弾
いて歌って脳活性　月額2300円　ε岩
本☎941-7498
■シュークリーム（料理）　第4㊊9時

～13時　谷塚文化センターで　入会金
1000円　月額1000円　ε小田橋☎944-
1323
■ゆたかペン　第1・3㊊10時～12時　
稲荷コミセンで　脳の活性化を促し健
康寿命を延ばすペン習字　同コミセン
祭りに参加しています　入会金1000円
　月額2000円　ε高橋☎935-4188
■新田西自彊術クラブ　㊋9時20分～
10時50分　新田西文化センターで　百
年の歴史の31動の体操と療法　体験可
　年会費3000円　月額3000円　ε中
村☎090-8568-2037
■旭会（卓球）　㊋・㊍9時～11時　
勤労福祉会館で　楽しく卓球を　1回
100円　ε髙橋☎944-2111

▼ぬりえコンテスト　6/1㊊～20㊏　
幼児（保護者同伴）～小学生対象　6/
22㊊～27㊏は投票
▼オセロ大会　6/4㊍16時～　小学生
対象
▼ふれあい囲碁・将棋教室　6/6㊏14
時～15時　幼児（保護者同伴）～高年
者対象
▼竹とんぼ作り　6/13㊏14時30分～　
小学生対象
▼父の日プレゼント　6/18㊍・19㊎15
時30分～　小学生対象

図書館からのお知らせ
・6/1㊊から中央図書館2階臨時窓口が
再開。
・地域開放型図書室（西町小・川柳小
・高砂小）は6/7㊐・14㊐10時～16時
に返却のみ行います。

ごみの出し方・捨て方に気をつけて

　新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、在宅勤務や外出自粛がより一層
求められている中、家庭から排出されるごみの量が急激に増加しています。
　ごみを出す際は、収集作業員の感染防止のためにも、分別の徹底や家庭
から出るごみの発生抑制（リデュース）の取り組みへの協力をお願いしま
す。可燃ごみのほか粗大ごみや不燃ごみについても1度にたくさん出さず計
画的に分けて出してください。

●使用したマスクの表面（外側）にはブロックしたウイルスなどがついて
いる可能性があるので触ったり、ポケットやかばんに入れたりしないよ

うにしましょう。
●マスクをあごにかけると、マスクの内側に菌や汚れがつ
く可能性があるので避けましょう。
●マスクを外すときは、表面に触れないように耳にかかっ
ている紐やゴムを持って外しましょう。

　鼻水等が付着したマスクやティッシュ等を捨てる際は、「ごみに直接触
れない」「ごみ袋はしっかりしばって封をする」「ごみを捨てた後は手を
洗う」ことを心がけましょう。

●買い物に行く前に冷
蔵庫をチェックし、
食べきれる分だけ計
画的に買うようにし
ましょう。

●買い物時は、マイバックを持
参し、割り箸等の使い捨て用
品を断り、お弁当や食事の際
には繰り返し使用できるもの
を選びましょう。

①ごみ箱にごみ袋をかぶせ、
いっぱいになる前にごみ袋
をしばって封をしましょう。

②マスク等のごみに直接
触れることがないよう
しっかりしばります。

③ごみを捨てた後は
石鹸を使って、手を
よく洗いましょう。

●詰め替えられる商品は詰
め替えにするとごみの容
量も小さくなりおすすめ
です。

感染症拡大を防止しましょう

ごみを発生させない工夫をしましょう

使用済マスクにはウイルスがついているかも…

感染を防ぐごみの捨て方に協力をお願いします

ごみの捨て方

※万一、ごみが袋の外にはみ出る場合は、ごみ袋を二重にする

ε廃棄物資源課☎931-3972Ü931-9993Ü
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㈱井戸梅
㈲駒崎設備

住吉2-4-3
氷川町818-3

☎922-3413
☎924-4136

5/24㊐
31㊐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

草加内科呼吸ケアクリニック
9時～12時・14時～17時
草加1-4-5　☎999-5941

中町クリニック
9時～12時・14時～17時
谷塚1-22-18　☎954-8962

豊田クリニック
9時～12時

柿木町1127-1　☎930-3636

草加松原整形外科医院
16時～19時

松江2-3-26　☎935-4838

草加松原整形外科医院
16時～19時

松江2-3-26　☎935-4838

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。

内
科

外
科
・
午
前

外
科
・
午
後

5/24㊐ 5/31㊐

山崎クリニック
9時～12時

中央2-4-11　☎924-1375

内
科

外
科
・
午
前

外
科
・
午
後

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・電話）

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

ボランティア相談
（電話）

㊊～㊎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

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

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
6/18㊍…新栄児童センター☎942-9876
6/11㊍…谷塚児童センター☎925-1856
6/17㊌…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

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

その他

女性の生き方

福祉・介護

子育て◇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

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）

相　談　案　内 5/21㊍～6/20㊏（㊗㊡を除く）相談は無料　　 は要予約ä

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

発熱時は、必ず事前に電話連絡を。連絡のない場合は診察を受けられません。!

■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

法律・行政



草加市と昭和村は
姉妹都市提携

10周年
福島県

この動画のおすすめポイント

　昭和村のSNSをフォロー
またはアンケートに回答し
た人に抽選で、昭和村の農
家が真心を込めて作ったお
米3kgとパンフレット等を
お送りするキャンペーンを
行います。　

　「草加松原」もしくは「松」をテーマにした絵画作品の公募展
開催に当たり、全国から作品を募集します。草加らしさを感じら
れる魅力的な作品をお寄せください。
■応募資格　15歳（中学生を除く）以上
■出 品  料　1点につき5000円（1人2点まで）
■作品規格　F10号以内の額装された平面作品（写真不可）

　今年度は、姉妹都市提携から10年を迎える節目の年となります
が、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、姉妹都市昭和村との
交流事業が相次いで中止となりました。村に来られない草加市の
皆さんのためにと、昭和村の皆さんが「昭和村産のお米」を用意
してくれました。ご自宅で昭和村の魅力を感じてください。
■応募条件　市内在住・在勤・在学者。①SNSを利用している場

合は昭和村フォロワーズになる事。②SNSを利用し
ていない場合は応募用紙のアンケートに回答。

■当選者数　50人
■応募方法　6月19日㈮までに以下の方法で、〒340-8550文化観光
課へ。1人1通まで。当選発表は7月上旬までに、発送を持って代
えさせていただきます。
①SNSを利用している場合
昭和村フォロワーズになった上で住所、氏名（ふりが
な）、性別、年齢、電話番号、昭和村への訪問経験の
有無を記入し、はがき・ファクス・メール（QRコー
ド）のいずれかで送付（電話も可）。
②SNSを利用していない場合
同課・コミセン等で配布する応募用紙（市ホームページでも入手
可）を記入し、郵送・ファクス・メールのいずれかで送付。

　以下のいずれかをフォロー（LINEは友達申請）をしてください。
■道の駅　からむし織の里しょうわ　
公式LINE、Instagram、Facebook
■喰丸小　
Instagram、Facebook
■昭和村観光協会　
Instagram、Facebook

■申し込み・搬入方法　（1）または（2）のいずれか。
（1）東京搬入会場（送付搬入または直接搬入を選択可）
【会場・送付先】TND潮見センター5階（江東区辰巳2-4-4）㈱ハ
　　　　　　　　ート・アンド・ハート「草加松原展」係
　　● 申し込み：9月1日㈫～30日㈬までに、出品申込書に出品料振
　　　　　　　り込み証明書のコピーを貼り付け送付先へ郵送。
　　● 搬　　入：10月10日㈯・11日㈰午前10時～午後4時（送付搬
　　　　　　　入の場合は同日指定で必着）。
（2）草加市搬入会場（直接搬入のみ）
【会場】アコスギャラリー小
　　● 申し込み・搬入：9月19日㈯・20日㈰午前10時～午後4時。
　　● 持 ち 物：出品申込書、出品料（現金のみ）、作品
■審 査  員　瀧悌三氏（美術評論家）
　　　　　　土方明司氏（平塚市美術館館長代理）
　　　　　　鈴木喜美子氏（新制作協会会員）
■　 賞 　 　【大　賞】1点　賞金30万円
　　　　　　　　　　　（大賞作品は市の所有のものとなります）
　　　　　　【優秀賞】3点　賞金5万円
　　　　　　【佳　作】5点　賞金2万円
■展示期間　11月18日㈬～27日㈮
■会　　場　アコスギャラリー大・小
詳細は、市ホームページで確認してください。

第1回大賞作品「草加松原・雨」等々力安昭

▲草加市スポーツ協会
　YouTube　channel　再生リスト
自宅でできる簡単トレーニング
「いつでもできるぷちフィットネス♥で健康な体作り」

昭和村マスコットキャラクターからむん

Ü

問文化観光課
　☎922-2968Ü922-3406

Ü

　bunkakanko@city.soka.saitama.jp
問文化観光課☎922-2403Ü922-3406
　bunkakanko@city.soka.saitama.jp

草加市スポーツ協会 Ü問草加市スポーツ協会☎928-6361Ü922-1513

国指定名勝
おくのほそ道の 
風景地

草加
松原展
公募展作品募集

普段の生活を運動にチェンジ！
〇〇しながらできる
フィットネス
動画公開中

〇〇しながら手軽に
できる5メニューを紹介
【1】　起床時
【2】　移動しながら
【3】　仕事をしながら
【4】　家事をしながら
【5】　テレビのコマーシャル中に

複数フォロー大歓迎！
みんなのフォロー
待ってるからー♪

スポーツ協会職員のワンポイントアドバイス付き！

昭和村産の
　お米をプレゼ

ントおウチで
　昭和村を感じよう!

昭和村フォロワーズになるには

草加人のための情報紙　広報「そうか」⑧ まちの話題2020年5月20日号

市の人口　令和2年5月1日現在　25万0157人（男12万6679人・女12万3478人）/前月比205人増/世帯数11万9398世帯
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