
折り込んである「昭和村姉妹都市提携10周年特集号」は、抜いて読んでください。

さらに設備が充実！ これからも利用してください

8 5
中央図書館20周年中央図書館20周年
リニューアルオープンリニューアルオープン

安心

本の殺菌・
消毒等のた

め

書籍消毒機
を導入しま

す

便利 インターネットコーナー新設
　＆Wi-Fi接続が可能に

　「知の拠点」として、市民の皆さんに、より快適な読書環境を提供するため、平成12
（2000）年の開館後初めての大規模な工事を実施し、8月5日(水)から再開します。

快適
空調設備の全面的な更新
照明器具のLED化

感染症拡大防止のため
閲覧席数を減らすなど
の制限を行います。協
力をお願いします。

問中央図書館
☎946-3000 5944-3800

こんな時は

外出が
ままならなくて

電子図書館なら

利用方法　
※スマートフォン、タブレット端末、パソコンなど

電子図書館なら

中央図書館HP 電子図書館HP

電子図書館なら

文字が
読みにくくて

返却が
めんどうで

が便利です草加市電子図書館
中央図書館へ来館できない皆さんの不便を少しでも解消するため、同館ホームページ内に

今年2月、草加市電子図書館をオープンしました（蔵書数約1500点）。ぜひ利用してください。

インターネットに
つながる媒体※か
ら時間や場所を選
ばず利用できます。

①中央図書館などで利用者登録し利用カードを取得。
②「中央図書館ホームページ」のマイページからパス
　ワードを設定。
③「草加市電子図書館ホームページ」でID（利用カ
　ードの９桁の番号）とパスワードを入力しログイン。

利用要件　
・対 象 者：市内在住、在勤、在学者
・貸 出 数：3点まで
・貸出期間：15日間（期限後は自動返却）
・予 約 数：3点まで

文字の拡大や色の
反転ができたり、
音声読み上げ機能
がある書籍もあり
ます。

貸出や返却で来
館する必要がな
く便利です。感
染症拡大防止に
もなります。

視聴覚コーナーが生まれ変
わりました。Wi-Fiが利用で
きる電源付き閲覧席を設置
し、オンラインデータベース
端末も利用可能になります。

視聴覚コーナーが生まれ変
わりました。Wi-Fiが利用で
きる電源付き閲覧席を設置
し、オンラインデータベース
端末も利用可能になります。

草加人のための情報紙　広報「そうか」 毎月5日・20日発行
編集・発行　草加市市長室広報課
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■6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）

　以下の手当の受給要件に該当し、手当を受けていない人は申請し
てください。既に児童扶養手当を受給している人は現況届を、特別
児童扶養手当を受給している人は所得状況届を期間内に、郵送で〒
340-8550子育て支援課へ提出してください。案内通知は7月下旬に
送付します。期間内に提出されないと、11月分以降の手当が受給
できなくなります。

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

父、母または養育者

49万円

87万円

125万円

163万円

201万円

192万円

230万円

268万円

306万円

344万円

全部支給 一部支給

236万円

274万円

312万円

350万円

388万円

扶養義務者・配偶者
・孤児等の養育者

今年度の現況届・所得状況届は郵送受付のみ

■対象者　①～⑥のいずれかに該当する子ども（18歳になった年
の年度末までの子どもと、20歳未満で一定の障がいのある子ど
も）を養育している保護者で、平成31年1月～令和元年12月の所
得が所得制限額未満（表1）の人。
①父母の離婚や死亡（生死不明を含む）などにより父または母あ
るいは父母と生計が異なる。

②父または母に一定の障がいがある。
③父または母から1年以上遺棄されている。
④父または母が法令により1年以上拘禁されている。
⑤母が未婚で出生した。
⑥父または母が配偶者からの暴力（DV）で裁判所から保護命令
を受けている。

■児童扶養手当が受けられない人　①～⑤のいずれかに該当する人
①申請者や子どもの住所が国内にない。
②子どもが里親に委託されている。
③子どもが児童福祉施設等に入所している。
④子どもが少年院・少年鑑別所に収容されている。
⑤婚姻の届け出はしていないが、異性からの頻繁な訪問や、経済
的援助（生活費の補助など）を受けるなど、事実上の婚姻関係
がある。

■支給額（月額）表2のとおり
■現況届の受付　※窓口受付は行いません。
　8月1日㈯～31日㈪（消印有効）に子育て支援課へ。

児童扶養手当

■対象者　精神または身体に一定の障がいのある20歳未満の子ど
もを養育している保護者で平成31年1月～令和元年12月の所得が
所得制限額未満（表3）の人

■支給額（月額）
・障がいの状態1級の子ども　1人当たり5万2500円
・障がいの状態2級の子ども　1人当たり3万4970円 

■所得状況届の受付　※窓口受付は行いません。
　8月1日㈯～14日㈮（消印有効）に子育て支援課へ。

特別児童扶養手当

　地震による塀の倒壊事故を防ぐため、危険ブロック塀等の撤去費
用を一部補助します。詳細は危機管理課へ。
■対象・要件
　道路等に接していて、右記「補助対象となるブロック塀の点検
ポイント」に該当するブロック塀等

■補助金額
　危険ブロック塀の撤去費用の3分の2（千円未満切り捨て）で、
上限40万円
　※撤去後の塀の新設工事等の費用は対象外

■制度の流れ

表1　児童扶養手当の所得制限額

児童人数

1人
2人
3人以上

令和2年4月分から

4万3160円
1万190円を加算
6110円を加算

全部支給
4万3150円～1万180円

1人につき1万180円～5100円を加算
1人につき6100円～3060円を加算

一部支給

表2　児童扶養手当支給額（一部支給の額は所得によって変わります）

扶養人数

0人

1人

2人

3人

請求者(本人）

459万6000円

497万6000円

535万6000円

573万6000円

配偶者・扶養義務者

628万7000円

653万6000円

674万9000円

696万2000円

表3　特別児童扶養手当の所得制限額

ブロック塀
の点検

業者へ連絡
・見積依頼

補助金交付
申請

交付決定・
工事

実績報告・
書類提出・
補助金
振り込み

　1～5のチェックポイントを確認し、ひとつでも該当する場
合は、補助の対象となる危険ブロック塀に当たります。

1塀の高さが2.2m超（組積
造は1.2ｍ超）
　※組積造とは、れんが
造・石造などの鉄筋のな
いブロック造のこと

2塀の厚さが10㎝未満（高
さが2ｍ超2.2ｍ以下の場
合は15㎝未満）

3塀の長さ3.4ｍ以下ごと
に、塀の高さの5分の1
以上の控え壁がない。

4コンクリートの基礎（根入れ）がない。
5塀に傾き、ひび割れがある。

※上記以外にも、鉄筋が入っていない場合は、危険ブロック塀
である可能性があるため、専門家に相談してください。

出典：国土交通省ホームページより一部改出典：国土交通省ホームページより一部改

鉄筋

高さ

厚さ

根入れ

控え壁

ひび割れ

補助対象となるブロック塀の点検ポイント
あなたのお家のブロック塀は大丈夫？

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

Ü

Ü

危険ブロック塀等の撤去費用を
一部補助

倒壊事故を未然に防止

問危機管理課☎922-0614Ü922-6591Ü

児童扶養手当、特別児童扶養手当の支給 申請は
郵送のみ

② 草加人のための情報紙　広報「そうか」市政情報2020年7月20日号



○PM2.5（単位：マイクログラム／㎥）最大値25.8／最小値3.1（花栗中学校内）　○給食の放射性物質の検出なし

　特別定額給付金の申請書を提出していない世帯の世帯主宛てに申
請書等の関係書類を7月22日㈬に再送付します。
　期限を過ぎてからの申請は受け付けできません。必ず期限内に申
請してください。行き違いで申請書を提出した人は、再度提出する
必要はありません。
　また、申請書に不備があると振り込みが遅れます。送付する前に
記入や必要書類の漏れがないかの確認をお願いします。
■申請期限　8月31日㈪（消印有効）

■対　　象　企業・団体等
■掲載期間　9月1日㈫～令和3年8月31日㈫
■設置場所　1階正面玄関
■規　　格　縦90cm×横180cm、1枚
■広告内容　「市広告掲載事業要綱」、「市広告掲載基準」に適し、

図書館掲載にふさわしいもの
■掲 載 料　年額5万400円
ω 8月12日㈬までに中央図書館ホームページから指定の申込書を入
手し、掲載する広告案・図面等を添えて同館2階事務室へ。申請内
容を審査後、通知します。

　新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てに対する負担の
増加や収入の減少などにより特に大きな困難が心身等に生じている
ひとり親家庭世帯を支援するため、臨時特別給付金を支給します。
基本給付　
■対象者　ア～ウのいずれかに該当する人
ア　令和2年6月分（7月10日支給）の児童扶養手当の支給を受け

る人
イ　公的年金給付等を受給していることにより、児童扶養手当の

支給を受けない人で、平成30年中の収入（公的年金を含む）
が児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る人

ウ　新型コロナウイルス感染症の影響を受け家計が急変し、令和
2年2月以降の1年間の収入見込みが児童扶養手当の支給対象
となる水準に下がる人

■支給額　1世帯につき5万円　
　　　　　第2子以降1人につき3万円
追加給付
■対象者
　アイに該当する人のうち、新型コロナウイルス感染症の影響で
家計が急変し、収入が減少した人

■支給額　1世帯につき5万円
申請の有無
基本給付：アに該当する人　不要（8月31日㈪に振込予定）
　　　　　イウに該当する人　必要
追加給付：必要
対象者、支給開始時期や申請方法等は市ホームページ等で確認
してください。

　「やさしさがあふれるまち 草加」の実現に向け、市民の声を聴
き、市民と共に考え、草加の未来につながる仕事を積極的に行う意
欲ある人材を募集します。職種及び受験資格等は下表のとおり。詳
細は、市役所総合案内、職員課、サービスセンター等で配布してい
る募集要項及び申込書（市ホームページからも入手可）で確認を。
■採用予定日　令和3年4月1日
　　　　　　　※事務（情報）は同年1月1日
■第1次試験　日にち：9月20日㈰
　　　　　　　会　場：獨協大学
■申 し 込 み　7月31日㈮～8月14日㈮（消印有効）に簡易書留で

〒340-8550職員課へ。※窓口受付は行いません。
職　種 受験資格等 １次試験科目 採用予定人数

事務
（新卒者等
対象）

Ａ 平成7年4月2日
以降生まれ

大学以上を卒業または
令和3年3月までに卒業見込み

教養試験・専門
試験・論文

25人程度
Ｂ 教養試験・論文

Ｃ 平成10年4月2日
以降生まれ

短期大学を卒業または
令和3年3月までに卒業見込み 教養試験・論文

Ｄ 平成12月4月2日
以降生まれ

高等学校を卒業または
令和3年3月までに卒業見込み 教養試験・作文

事務
（社会人経験
者等対象）

Ｅ 昭和55年4月2日
～平成7年4月1日
生まれ

高等学校以上を卒業
教養試験・専門
試験・論文 若干名

Ｆ 教養試験・論文
土木技師
（新卒者等
対象）

Ｇ 平成7年4月2日
以降生まれ

大学以上を卒業または
令和3年3月までに卒業見込み

教養試験・専門
試験・論文

5人程度
土木技師

（社会人経験
者等対象)

Ｈ
昭和55年4月2日
～平成7年4月1日
生まれ

高等学校以上を卒業 専門試験・論文

建築技師
（新卒者等
対象）

Ｉ 平成7年4月2日
以降生まれ

大学以上を卒業または
令和3年3月までに卒業見込み

教養試験・専門
試験・論文

若干名
建築技師

（社会人経験
者等対象)

Ｊ
昭和55年4月2日
～平成7年4月1日
生まれ

高等学校以上を卒業 専門試験・論文

電気技師
（新卒者等
対象）

Ｋ 平成7年4月2日
以降生まれ

大学以上を卒業または
令和3年3月までに卒業見込み

教養試験・専門
試験・論文

若干名
電気技師

（社会人経験
者等対象)

Ｌ
昭和55年4月2日
～平成7年4月1日
生まれ

高等学校以上を卒業 専門試験・論文

社会福祉士 Ｍ 昭和55年4月2日
以降生まれ 社会福祉士資格を有する 教養試験・専門

試験・論文 若干名

保育士
（新卒者等
対象）

Ｎ 平成2年4月2日
以降生まれ

保育士資格を有するまたは
令和3年3月までに取得見込み

教養試験・専門
試験・論文

20人程度
保育士

（保育業務等
経験者対象）

Ｏ
昭和40年4月2日
～平成2年4月1日
生まれ

保育士資格を有し、かつ資格取得
後、保育士または幼稚園教諭（講
師）としての職務経験を令和2年7月
1日現在で5年以上有する

専門試験・論文

保健師 Ｐ 昭和50年4月2日
以降生まれ

保健師免許を有するまたは
令和3年3月までに取得見込み 教養試験・論文 若干名

看護師 Ｑ 昭和50年4月2日
以降生まれ

看護師免許を有する
※配属は保育園を予定。入所後、他
施設への異動あり

教養試験・論文 若干名

言語聴覚士 Ｒ 昭和50年4月2日
以降生まれ

言語聴覚士免許を有し、かつ免許取
得後、言語聴覚士としての職務経験
を令和2年7月1日現在で3年以上有
する
※配属は小児療育施設等を予定。
入所後、他施設への異動あり

教養試験・論文 若干名

現業
(自動車
 運転手)

Ｓ 昭和50年4月2日
以降生まれ

高等学校以上を卒業し、大型自動車
第二種運転免許を有し、かつ免許取
得後、平成27年8月～令和2年7月
のうち旅客運送用の自動車運転手
としての職務経験を2年以上有する
※大型バス及び特別職等の公用車
運転業務等を予定。入所後、他部
署への異動あり

教養試験・論文 若干名

事務
（障がい者
対象）

Ｔ 昭和50年4月2日
以降生まれ

高等学校以上を卒業または令和3年
3月までに卒業見込みで身体障害者
手帳・療育手帳・精神障害者保健福
祉手帳の交付を受け、次の要件を全
てを満たす
⑴事務職として職務遂行できる
⑵活字印刷文による出題に対応で
きる

教養試験・論文 若干名

事務
(情報) Ｕ 昭和55年4月2日

以降生まれ

高等学校以上を卒業し、次のいずれ
かの要件を満たす
⑴ネットワーク及びサーバの設計
または構築経験を令和2年7月
1日現在で3年以上有する
⑵アプリケーションの設計または構
築経験を令和2年7月1日現在で
3年以上有する
⑶システム開発プロジェクトにおい
て指揮監督を行う監督職等の経
験を有する

教養試験・論文 若干名

問草加市特別定額給付金コールセンター
　☎0570-026544Ü921-3711

特別定額給付金

ひとり親世帯
臨時特別給付金を支給
問子育て支援課☎922-1476Ü922-3274

未申請の世帯に
申請書を再送付

令和3年1月・4月採用　

問職員課☎922-0983Ü922-3098
草加市新規採用職員を募集

問中央図書館☎946-3000Ü944-3800

中央図書館足拭きマットへの
広告主を募集

申請期限は
8月31日月

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③市政情報 2020年7月20日号



④ 2020年7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。

　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で
行います。放送内容は草加市あんしん
メール、草加市公式Twitter、草加市あ
んしん情報facebookなどでも同時配信
されます。ε危機管理課☎922-0614Ü
922-6591

Ü

　保護者が交通事故で死亡または重い
障がいを負った18歳以下の交通遺児等
を対象に援護金を給付しています。給
付額は子ども1人につき年額10万円。
支給は11月または令和3年5月。要件等
の詳細は問い合わせてください。è交
通対策課や学校で配布する申請書類を
8/31㊊（11月給付分）または令和3年
2/26㊎（令和3年5月給付分）までにみ

　7/23㊗～26㊐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
指定コンビニ等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

　狂犬病予防注射は毎年1回、4/1～
6/30に受けることが義務付けられてい
ます。今年度の予防注射については新
型コロナウイルス感染拡大防止の観点

　長期優良住宅認定制度では、認定を
受ける際に作成された維持保全計画に
従って点検・修繕等を行い、その状況
に関する記録を作成・保存することが
法律で義務付けられています。市では、
認定を受け平成26年度に工事完了した
長期優良住宅から無作為に抽出した住
宅を対象に、維持保全状況の調査を実

交通遺児等に援護金を支給
全国瞬時警報システム
（Jアラート）試験放送
8/5㊌午前11時に実施

認定長期優良住宅の維持保全状況
等に関する調査を実施

狂犬病予防注射
12/31㊍までに受けましょう

コンビニ交付サービス一時休止

施します。対象者へ8月中に調査書を
送付します。詳細は、市HPで確認し
てください。ε建築安全課☎922-1949
Ü922-3148Ü

ずほ信託銀行浦和支店へ。ε県防犯・
交通安全課☎048-830-2958

から、12/31㊍までに受ければ、本来
の期間内に受けたものとみなします。
今年度の予防注射がまだ済んでいない
場合は、動物病院で受けてください。
また、市と協定を結んでいる動物病院
であれば、その場で狂犬病予防注射済
票を受け取ることができます。詳細は、
市HPで確認してください。εくらし
安全課☎922-3642Ü922-1030Ü

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。

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

7月の
納税
・
納付
新型コロナウイルス感染症県民サポートセンター☎0570-783-770

▶固定資産税・都市計画税　第2期
▶国民健康保険税（普通徴収）　第2期
▶後期高齢者医療保険料（普通徴収）　第1期
▶介護保険料（普通徴収）　第2期
7/31㊎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・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

納付は便利な口座振替・PayB（ペイビー）で

【主催者】
・体調不良者の利用禁止
・利用人数の制限
・換気の徹底
・利用責任者が参加者を把握

【主催者と参加者】
・密閉、密集、密接を避ける
・マスクの着用
・こまめに手洗い・うがいをする
・検温、健康チェックし、体調不
良を感じたら外出しない

公共施設等の利用時のお願い
感染症拡大防止のため、以下の基本ルールと施設ごとの運営基準
を守って利用してください。

利用時の基本ルール
εであいの森　☎936-2791Ü936-2792
　ふれあいの里　☎920-6222Ü920-6251
　現在利用のできる各講座・サークル等への貸館業務、送迎バスに加え段
階的に利用を再開します。
■利用を再開するサービス　
　7/20㊊から卓球の利用再開（ラケット・ボール各自持参）。
　8/1㊏から送迎バス通常運行。囲碁、将棋等の利用再開（利用制限あり）。
■利用休止継続
　浴場、カラオケ、大集会室の利用

■

であいの森・ふれあいの里
段階的に利用再開

※利用再開に伴い利用者確認を行うため、利用者登録証を持参してくだ
さい。利用者登録証がない人は、窓口で発行の手続きを行いますので身
分証明書（保険証等）を持参してください。なお、レストラン・交流広
場以外での飲食は禁止です。ご理解ご協力をお願いします。

食中毒予防の三原則食中毒 三
　8月は食品衛生月間です。新型コロナに加え夏は食中毒にも注意しましょう。
食中毒予防の三原則「つけない・ふやさない・やっつける」を実践しましょう。

作った料理やデリバ
リーした料理は速や
かに食べましょう。
残った料理や食品を、
保存する際は速やか
に冷蔵庫に入れまし
ょう。

買い物をした後は、保冷剤や保
冷バッグ等を活
用して持ち帰り
ましょう。

加熱は、中心温度75℃以上で1分
以上が目安。かき混ぜて、均一に
火を通すことがポイント。

調理器具はしっかり洗浄・消毒
をしましょう。

ε健康づくり課☎922-0200Ü922-1516

つけ
ない

ふや
さない

やっつ
ける

つけない ふやさない やっつける
手洗いは食中毒予防にも効果的。
洗い10秒→すすぎ15秒を2回く
り返す。

まな板、包丁等は、肉・魚で使
い分けると安心。

• 

• • 

• 

• 

• 

• 
• 



草加人のための情報紙　広報「そうか」 ⑤情報コーナー「すとりーと」 2020年7月20日号

　市の審議会等を傍聴できます。定員
2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
に担当事務局へ連絡を。
■国民健康保険運営協議会〈保険年金
課☎922-1592Ü922-3178〉　8/7㊎13
時30分～　市役所第2庁舎第1・2委員
会室で

Ü

　7/25㊏10時～16時。会場は伝統産業
展示室「ぱりっせ」。革の動物アクセ
サリー・ネームプレートづくり。1回

　注染技法を用いて作られたのれんや
マスクなどを物産・観光情報センター
で販売しています。涼し気な素材の製
品で夏を感じてみてください。ε同セ
ンター☎921-1800Ü921-1811Ü　埼玉県都市競艇組合は草加市を含む

15市で構成されています。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。なお、競艇の開催
期間は8/2㊐～7㊎・11㊋～16㊐、9/2㊌
～6㊐・25㊎～28㊊。会場はボートレー
ス戸田。ε財政課☎922-0761Ü922-1547Ü

　「手話」は、聴覚障がい者の生活の
中から生まれた言葉です。手話を学ぶ
ほか、聴覚障がい者の生活や特性など
についても学べます。
■手話奉仕員養成講座「入門」　9/3
～令和3年2/25の㊍19時15分～21時15
分。全23回。初心者対象。定員30人。
■手話奉仕員養成講座「基礎」　9/3
～令和3年3/25の㊍9時30分～11時30分。
全27回。入門講座修了または同等レベ
ルの人対象。過去に1度受講した人も
可。定員20人。
　いずれも会場は草加市文化会館ほか。
テキスト代3300円。応募多数の場合は
抽選。è8/7㊎（必着）までに草加市
社会福祉協議会、草加市文化会館、中

　8/25～9/15の㊋10時～12時（9/8は
13時～15時）。全4回。会場は中央公
民館。音楽に合わせて楽しく体操しま
せんか。定員40人。è7/21㊋からスポ
ーツ振興課へ。☎922-2861Ü922-3172Ü

　8/4・18、9/1・8・15、10/6・13・
20の㊋13時30分～、15時～。会場は
シルバー人材センター。定員各回9人。
市内在住の60歳以上対象。è同センタ
ーへ。☎928-9211Ü928-9209Ü

　防衛省では、①一般曹候補生②自衛
官候補生を募集します。応募資格は、
①②いずれも18歳～32歳。受付期間は
①は9/10㊍まで、②は通年受付。ε自
衛隊朝霞地域事務所☎048-466-4435

① ②

①②
① ②

自衛官を募集

一本棒・バッテン棒体操教室
令和2年度手話講習会

地場産業
「レザークラフト体験」

地場産業
「ゆかた染め」製品を販売

　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、これからする人対象。
■介護者のつどい　8/7㊎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　8/12㊌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
■認知症サポーター養成講座　8/22㊏
10時～11時30分。会場は勤労福祉会館。
認知症の理解と地域での支え合い。定
員25人。è7/21㊋から新田（包）へ。☎
946-0520Ü946-0523

Ü

Ü

Ü

地域包括支援センター（包）
介護者のつどい等

ボートレース事業の
収益金で道路整備

シルバー人材センター
入会説明会

審議会

500円。εぱりっせ☎Ü931-1970Ü

央公民館ほかで配布する申込用紙（草
加市社会福祉協議会HPからも入手
可）を〒340-0013松江1-1-32同協議会
へ。☎932-6770Ü932-6781Ü

ε文化観光課☎922-2403Ü922-3406Ü

福島県昭和村
 ～田舎の野菜便～
　姉妹都市福島県昭和村で採れた新鮮な山菜・野菜を即売します。今年、
姉妹都市提携から10年を迎えました。会場では両市村のこれまでの歩み
を記したチラシを配布します。ぜひお立ち寄りください。
■日時　8/1㊏10時30分～16時（売り切れ次第終了）
■会場　物産・観光情報センター
■内容　米・旬の野菜・ドレッシングなどを販売。

草加市と昭和村は
姉妹都市提携

10周年
福島県

10時～16時（㊏㊐㊗含む）

　留守番電話に設定して電話を取らず、
相手の声を確認してから受話器を取るこ
と。犯人は自分の声が録音されることを
嫌がり、何も話さず電話を切ります。

　不審な電話を取らないことが、被害防止につながります。以下の対策を行いましょう。

　かけてきた相手の電話番号が表
示されるので、誰からの電話なの
かを確認してから出ることができ
ます。

　警告や通話録音などの機能があ
る電話機や現在使用中の電話機に
取り付け、防犯機能を追加できる
機器等もあります。

対策1 対策2 対策3

新型コロナウイルス便乗詐欺に注意を！
STOP
!

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

在宅時でも常に
留守番電話に設定

消費者ホットライン 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

電話番号通知
サービスを活用

国や自治体がこのよう
な依頼することは
絶対にありません

対策機器を設置

・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）

10時～17時（㊏㊐㊗含む）　

●キャッシュカードを預かる。
●現金自動預払機（ATM）の操作を求める。
●手数料の振り込みを求める。
●メールを送り、添付のURLから申請手続きを求める。

※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。 ※給付金・助成金以外の消費者トラブルは☎188へ。

い　や　や
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▼おもちゃの病院　8/3㊊10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼ホッとひと息「子育てサロン」　8/ 
3㊊10時～10時40分…0歳～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　手遊び・新
聞びりびり遊びほか　定員各回10人
▼放課後クラブ　8/6㊍17時～18時…
卓球　8/17㊊16時～17時…将棋　8/3
㊊・24㊊16時～17時…楽しく英語　小
学生（英語は4～6年生）対象　保護者
同伴
▼中学生のための基礎英語　8/3㊊・
24㊊17時～18時　全2回　中学生対象
　定員10人
▼百人一首体験教室　8/22㊏10時～11
時30分　小学生対象　定員20人

▼こころを結ぶ光のひろば　8/4㊋10
時～12時　視覚障がいについての相談
コーナーほか　定員10人
▼パーカッションコンサート　8/7㊎
12時～12時50分　出演はパーカッショ
ン講座受講生、マリンバ・アンサンブ
ル’99、竹花真弓とマリンバヴァーツ
　定員100人（当日先着順）
▼にじいろタイム　8/21㊎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組
▼マタニティー「だっこままぎゅっ」
　8/21㊎13時30分～　胎教と友達作り
　初妊婦対象　定員10人

▼おもちゃの病院　8/28㊎10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで

▼おはなしの時間　7/22㊌10時30分～
11時　読み聞かせほか　乳幼児と保護
者対象
▼おもちゃの病院　8/10㊗10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼夏の星空観察教室　8/28㊎19時15分
～21時　小学生（保護者同伴）対象　
定員10組　è8/19㊌までに同館へ

▼すくすくクラブ　7/28㊋10時～10時
40分…0歳～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　定員各回10人（事前予約）
▼夏休み子ども平和映画会「対馬丸」
－さようなら沖縄－　8/4㊋14時～　
小学3年生～中学生対象　定員30人
▼マジック教室　8/11㊋10時～12時　
小学生対象　定員10人　はさみ・のり
持参
▼夏の星空観察会　8/29㊏18時30分～
20時30分　小学生（保護者同伴）対象
　定員15組
▼高年者学級コスモス受講者募集　9/ 
16㊌～令和3年3/17㊌10時～12時　全7
回　講義・課外活動ほか　65歳以上対
象　定員36人　è7/31㊎（消印有効）
までに往復はがき（往信面…住所・氏
名・生年月日・電話番号、返信面…住
所・氏名）に記入し、〒340-0025谷塚
仲町440同センターへ　結果は8月中に
通知予定

▼ロビー展　8/5㊌～17㊊　書道サー
クル朱葉会による作品展
▼おもちゃ病院　8/21㊎10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
▼夏の星空観察教室　8/28㊎19時15分
～21時　会場は柿木公民館　小学生
（保護者同伴）対象　定員10組　è8/
19㊌までに同館へ

▼理科教室　7/30㊍14時～17時　ミニ
顕微鏡作り　小学生対象　定員40人
▼ふれあい切り絵教室　8/1㊏10時30
分～12時　はさみが使える幼児（保護
者同伴）～高年者対象　定員10人
▼竹とんぼ作り　8/18㊋14時30分～　
小学生対象

▼おもちゃ病院　7/27㊊10時～11時30
分、8/5㊌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
▼手形・足形のうちわを作ろう　7/29
㊌・30㊍10時30分～　幼児（保護者同
伴）対象　定員各5人
▼生け花にチャレンジ　8/3㊊14時～
15時　年長児（保護者同伴）～小学生
対象　定員9人　参加費700円　持ち帰
り用袋持参
▼くるくる貯金箱作り　8/6㊍15時～、
16時～　小学1～3年生対象　定員各9
人　はさみ・サインペン持参

è開催日の3日前までに生涯学習課へ。
☎922-2819Ü922-3498
■爽やかに香るソープでプルメリアの
リース作り　8/
19㊌10時～12時。
会場は新里文化
センター。定員
8人。材料費800
円。はさみ、持
ち帰り用袋、あ
ればピンセット持参
■ジェルキャンドルとハーバリウム作
り　8/24㊊10時～11時30分。会場は谷
塚文化センター。定員20人。材料費
1400円。はさみ、ピンセット持参
■姿勢美体操　体や健康について学ん
でみませんか？　8/31～9/14の㊊10時
～11時30分。全3回。会場は新里文化
センター。定員20人。室内靴、ヨガマ
ットまたはバスタオル持参
■老い支度「相続・遺言・死後事務・
成年後見制度」　9/2㊌・9㊌10時～12
時。全2回。会場は谷塚文化センター。
定員12人。資料代1000円
■プリザーブドフラワー四季のアレン
ジ～お彼岸の仏花～　9/8㊋10時～11
時30分。会場は中央公民館。定員9人。
材料費2500円。はさみ、木工用の接着
剤、新聞紙、持ち帰り用袋持参

Ü

　夏休み期間中の9時～16時30分。会
場は歴史民俗資料館。小学生（保護者
同伴）以上対象。ε同館☎922-0402Ü
922-1117

Ü

中央公民館 ☎922-5344

谷塚文化センター ☎928-6271

柿木公民館 ☎931-3117

川柳文化センター ☎936-4088

定員のあるものは7/21㊋
8時30分から各館へ申し込みを

5925-0152

生涯学習体験講座

自由研究相談とビデオライブラリー

定員のあるものは7/21㊋
10時から各館へ申し込みを

5922-3274

新田西文化センター ☎942-0778

新里文化センター ☎927-3362

5☎946-3000 5944-3800

西町・川柳
・高砂小 

㊐10時～16時、
7/25㊏13時～17時30分
（年末年始・蔵書点検日を除く）

※8月から日曜日のみ開催。閲覧席は
8/9㊐より利用可（利用制限あり）。

図書館からのお知らせ
・7/27㊊～8/4㊋休館します。
■地域開放型図書室）■地域開放型図書室

新栄児童センター ☎942-9876

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

▼スライムで遊ぼう　8/12㊌～14㊎14
時～14時30分　幼児（保護者同伴）～
小学生対象　定員各5人

▼浮沈子作り　8/1㊏11時～　小学生
対象　定員5人
▼脳トレボードゲーム「ウボンゴ」で
遊ぼう　8/1㊏15時～、16時～　小学
生対象　定員各4人
▼親子で作ろう週間　8/2㊐～8㊏10時
～12時　風船とペットボトルで空気砲
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」　8/17㊊11時～　読み聞かせ・わ
らべ唄　乳幼児と保護者対象

▼わくわく広場で夏休み　8/3㊊～17
㊊（4㊋・10㊗を除く）10時～12時、
13時～17時30分　会場はコンフォール
松原19号棟　宿題・遊び・自由　幼児
（保護者同伴）～小学生対象
▼手すきはがき作り　8/6㊍・7㊎10時
～　会場はコンフォール松原19号棟　
小学生対象　定員各6人　è7/27㊊13
時から電話で同館へ
▼おもちゃ病院　8/21㊎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　8/27㊍10時～　
会場はコンフォール松原19号棟　令和
元年8月生まれ対象　定員12人　è8/3
㊊13時から電話で同館へ

▼ウォーター・アドベンチャー　7/23
㊗・24㊗（雨天中止）13時30分～、
16時～　水鉄砲で的あてゲーム　幼児
（保護者同伴）以上対象　定員各回5人
▼手芸　7/26㊐13時30分～14時30分、
16時～17時　オリジナルマスク作り　
小学生以上対象　定員各回4人
▼木工房　8/1㊏13時30分～14時30分、
16時～17時　小学生以上対象　定員各
回4人
▼造形ワークショップ「からくり百面
相」　8/2㊐13時30分～14時30分、16
時～17時　仕掛けおもちゃ作り　幼児
（保護者同伴）以上対象　定員各回4人
▼みなクル工房「スライム」　8/4㊋
・5㊌13時30分～14時30分、16時～17
時　幼児（保護者同伴）以上対象　定
員各回4人
▼おもちゃ病院　8/6㊍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
▼折り紙工房　8/8㊏～17㊊10時～11
時30分、13時～15時、15時30分～17
時30分　各自が作った折り紙を貼り合
わせ玄関を飾る作品作り　幼児（保護
者同伴）以上対象
▼ダーツカフェ　8/16㊐17時30分～18
時　中学生～18歳対象　定員6人

ふ  ちん   し

「市民便利帳」の広告主を募集

　市役所の窓口や各種手続きなどの行政情報
を掲載した「市民便利帳」を発行します。作
成は、官民協働事業で行い、市が行政情報を
提供し、㈱サイネックスが広告の募集、冊子
の編集、配布業務を行います。掲載する広告
を募るため、同社が市内の商店や事業所を訪
問します。広告掲載・費用等の詳細は㈱サイ
ネックス（☎0120-410-699Ü0120-991-855
s-saitama@scinex.co.jp）へ。

Ü 

ε広報課☎922-0549Ü922-3041Ü

令和3年1月　全戸配布予定（発行部数約125,000部）
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東京管工機材㈱
萬設備
㈲東洋開発
正木設備㈱
㈲東洋開発
㈲石田水道

住吉1-14-20
長栄1-779-1-105
両新田西町246
栄町3-9-30
両新田西町246
吉町1-5-12

☎927-0041
☎942-1200
☎928-5520
☎931-3933
☎928-5520
☎922-2736

7/23㊗
24㊗
25㊏
26㊐

8/  1㊏
2㊐

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

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。

9時～12時・14時～17時
稲荷3-13-23
☎936-3636

9時～12時・14時～17時
栄町2-11-9

☎933-0015

9時～12時・14時～17時
谷塚町629

☎928-0228

9時～12時
栄町2-4-15

☎936-0120

9時～12時
氷川町2179-31
☎922-5155

内
科

外
科

歯
科

7/23㊗ 7/24㊗

9時～12時・14時～17時
草加2-4-14

☎943-2711

内
科

外
科

歯
科

9時～12時・14時～17時
金明町604-1
☎954-7677

16時～19時
松江2-3-26

☎935-4838

7/26㊐

9時～12時
中央2-4-11

☎924-1375

内
科

外
科
・
午
前

外
科
・
午
後

9時～12時・14時～17時
吉町3-2-51

☎922-2943

16時～19時
松江2-3-26

☎935-4838

高木歯科 久野歯科医院 草加松原
整形外科医院

草加松原
整形外科医院

8/2㊐

9時～12時
柿木町1127-1
☎930-3636

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☎049-265-5844
（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）

㊊9時～16時…さいたま地方法務局越谷支局☎966-
1321人権相談

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

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

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）

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）
8/3㊊…住吉児童館☎928-5736
8/5㊌・20㊍…新栄児童センター☎942-9876
8/19㊌…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5㊍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

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
7/21㊋～8/20㊍
（㊗㊡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ください。

ä
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）

おぎ野医院 草加パートナーズ内科
・糖尿病クリニック

草加グリーン
クリニック 石関医院

土谷メディカル
クリニック 新島整形外科 山崎クリニック 豊田クリニック

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



　奥日光自然の家は中禅寺湖畔千手ヶ浜にほど
近い国有林に囲まれた市の保養施設。周辺は野
鳥やシカなどの野生動物が生息する自然の宝庫
です。西ノ湖や戦場ヶ原などの名所に近く、ハ
イキングの拠点としても絶好の場所です。
■開所期間　8月11日㈫～11月上旬
月・火曜日定休（祝日の場合は翌平日及び翌々平日）
※8月11日㈫は開所します。
※今後の新型コロナウイルスの感染状況や低公害バスの運行
状況により、開所の見送り、延期、再休止をする場合があり
ます。

■宿泊料金　1人1泊1540円（4歳～中学生770円）
■食事料金　夕食：Ａ1512円、Ｂ2700円

朝食：810円、昼食：324円（おにぎり2個）
■利用制限　1部屋2人以上（施設の都合上、1部屋1人での利用

不可）、連泊は5泊6日まで
※発熱や咳、倦怠感などの症状がある場合は利用不可。

■交　　通　自然保護区域にあるため、一般車両の乗り入れが
できません。赤沼車庫駐車場から千手ヶ浜行き低
公害バスを利用してください（約30分）。

　夏から秋にかけて、市内では多くの来場者で賑わうイベント
を予定していましたが、今年度は新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、不特定多数の来場者が見込まれる屋外イベントが
中止となりました。開催を楽しみにしていた皆さんには大変申
し訳ありませんが、次回開催までお待ちください。

　大学教授等や専門家による体験型の講義で、小学校では
体験できないことを楽しく学ぶことができます。日程、内
容は下表のとおり。申込書は市内小学校で配布。生涯学習
サイト「マイ・ステージ（QRコード）」からも申込可。
■対象　全5回の講義に参加できる小学5・6年生
■定員　30人(応募多数の場合は自由記述欄に基づき選考）

　パリポリくん健康体操は、認知
症予防や口腔体操などを含む、市
オリジナルの介護予防体操です。
今回はその中から姿勢コントロー
ルの体操を紹介します。やわらか
く体を動かし、理想的な姿勢に近
づけます。頑張らないで少しずつ
ゆったりと行いましょう。

　新型コロナウイルス感染症の影響により延期
していた「日本の響…草加の陣」の公演を10月

3日㈯に開催します。当初、現在お持ちのチケットをそのまま利用
できる旨のお知らせをしていましたが、感染拡大防止策として定
員を減らして開催するため、全てのチケットを払い戻し、再販売
することとなりました。ご迷惑おかけし申し訳ありませんが、チ
ケットの払い戻しと再購入をお願いします。新しいチケット販売
等の詳細は、草加市文化会館ホームページで確認してください。

ω8月17日㈪までに生涯学習課へ。
922-2819Ü922-3498

ω8月17日㈪までに生涯学習課へ。
　☎922-2819Ü922-3498

草加市文化会館 931-9325Ü936-4690問草加市文化会館☎931-9325Ü936-4690

長寿支援課
922-2862Ü922-3279

問長寿支援課
　☎922-2862Ü922-3279

奥日光の名所奥日光の名所

「スカイツリー体操」
姿勢コントロールの体操

姿勢を張り、ポーズとリズムとる体操

パリポリくん
 健康体操

Vol.3

①

入学生
募集！

子ども大学そうか

主なイベント中止のお知らせ

※内容・会場等が変更となる場合があります。

戦場ヶ原西ノ湖

千手ヶ浜

野生のシカに
会えるかも

奥日光自然の家
大自然の真ん中に泊まろう

8月11日㈫開所

4秒かけて腕を横から長く大きくあげる。
※無理に真上で叩こうとせず、あげる。
　あごが突きでないように。

頭の上でぱちんと手をたたく。
4秒かけてゆっくり戻す。

①草加ふささら祭り

現在お持ちのチケットが無効になります。
チケットの払い戻しと再購入をお願いします。

②
10/18

②草加商工会議所まつり
11/3

③草加市農業祭
11/21

④街グルin草加
11/22

問①みんなでまちづくり課☎922-0796Ü922-3406
　②草加商工会議所☎928-8111Ü928-8125
　③都市農業振興課☎922-0842Ü922-3406
　④草加市商店連合事業協同組合☎928-8121Ü928-8200

令和2年度

ω7月21日㈫～利用希望日の4日前に宿泊料・食事料金を
添えて学校施設課へ。☎922-2643Ü928-1178

チケットを購入した皆さんへ

ぱちん

4回繰り返す

③ ス
カ
イ
ツ
リ
ー
の
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
　
　
肘
を
伸
ば
す

自宅でも
できる!

4秒4秒

日時

10月10日㈯
午前10時30分～午後0時35分

10月31日㈯
午前10時55分～午後0時35分

12月6日㈰
午前9時30分～11時

12月6日㈰
午前11時10分～午後0時40分

12月19日㈯
午前10時～正午

講義内容

ドイツ語で遊ぼう！

草加の魅力を発信する
ゆるキャラを考えてみよう！

手話で伝える言葉の魅力

障害者就労支援って何？
～地場野菜の活用～

子ども大学そうか
「ONE　TEAM」ラグビー

会場

獨協大学

獨協大学

谷塚文化センター

谷塚文化センター

高砂コミセン

草加人のための情報紙　広報「そうか」⑧ まちの話題2020年7月20日号

市の人口　令和2年7月1日現在　25万194人（男12万6723人・女12万3471人）/前月比37人増/世帯数11万9597世帯
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