
新型コロナウイルス感染症対策新型コロナウイルス感染症対策

ステップ１

プレミアム付プレミアム付
商品券の発行商品券の発行

赤ちゃん応援 感染拡大防止GIGAスクール
特別給付 構想の実現

発行総額

新生児に
プレミアム付
商品券を支給 全小・中学生分

の
タブレット
端末を整備

13億円

感染しない・させない
ステップ２
市民生活の安定

ステップ３
市民生活の回復・向上

草加市議会第3回臨時会で可決

補正予算約21億円感染拡大防止と
市民生活・地域経済支援
感染拡大防止と
市民生活・地域経済支援

商品券発行のほかにも 第3次緊急経済
対策事業費

プレミアム率30％ 商品券取扱事業者募集
【購入申込】10月上旬～
【利用開始】11月中旬～

1冊1万円で1万3000円分の商品券
【第1次募集期間】

【募集要件・申込方法】　
特設ＨＰ(QRコード）で確認

8月20日(木)～9月14日(月）

約5億9千万円第3次緊急経済対策を実施

　経済活性化のため、市内の商品
券取扱事業者で使用できるプレミ
アム率30%の商品券を発行。
　申込方法等の詳細は、改めてお
知らせします。

第2次地方創生臨時交付金・新型コ
ロナウイルス感染症緊急対策基金等
を活用し、41事業を実施

　Withコロナ社会の「新しい生活様式」に対応していくため、ステップ１の「感染しない・させない」対策を継続して
行いながら、ステップ２の「市民生活を安定」させる、ステップ３の市内商工業の活性化による「市民生活の回復・向
上」のための対策を実施し、市民や事業者の皆様が安心して暮らせるまちづくりを目指します。

問産業振興課☎922-3073 5922-3406

問草加市商店連合事業協同組合
　（実行委員会事務局）☎928-8121

5450万円総事業費

問特別定額給付金室
　☎922-0960 5921-3711

約5200万円公共施設

問指導課
　☎922-2748 5928-1178

問新型コロナウイルス対策課
　☎922-1839 5922-6591

約1000万円小・中学校

問総務企画課
　☎922-2619 5928-1178

主な取り組み

　子育て世帯の生活支援のため、国の
特別定額給付金の対象外となった新
生児に商品券を支給。対象者には９月
下旬頃から順次申請書を郵送

　1人1台のタブレット端末を整備す
るとともに、学校のインターネット通
信環境も整備

・草加市文化会館やアコスホール、中
央公民館、体育館等の観客席を抗菌コ
ート
・市庁舎や公民館・文化センター、コミ
ュニティセンターにサーモグラフィ(体
温感知)カメラを設置

　小･中学校の児童･生徒の机に飛沫
感染防止ボードを整備

【対　象】令和2年4月28日～12月
　　　　31日生まれの新生児
【対　象】令和2年4月28日～12月
　　　　31日生まれの新生児

【支給額】一人につき3万9千円分

※出生届により草加市に住民登録され、
　引き続き住民登録を有すること

10億1千万円総事業費

子どもたちの資質･能力を育成
できる教育ICT環境の実現へ

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

で無料配信中

〒340-8550
草加市高砂1-1-1

草加 検索ホームページSOKA ☎048-933-9500

☎048-928-9211

配布に関する問い合わせは（土・日曜日、祝日を除く）
松原1～4丁目
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その他の地域
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■7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）

※1　新田西部土地区画整理事業　※2　新田駅西口土地区画整理事業※1　新田西部土地区画整理事業　※2　新田駅西口土地区画整理事業

●収益的収支…事業活動における収支　●資本的収支…設備投資のための収支●収益的収支…事業活動における収支　●資本的収支…設備投資のための収支

特別会計名 予算現額(円) 収入済(円) 収入率(％) 執行済額(円) 執行率(％)

公共下水道事業

交通災害共済事業

新田西部(※1)

駐車場事業

新田駅西口(※2)

国民健康保険

介護保険

後期高齢者医療

合計

86.9 

25.6 

95.7 

86.5 

67.1 

93.0 

96.3 

94.8 

92.8 

90.1 

673.8 

108.7 

154.5 

77.0 

95.9 

96.9 

95.4 

95.2 

73億6759万

994万

1億6172万

5099万

8億4872万

234億3484万

153億7421万

27億9879万

500億4680万

66億4008万

6697万

1億7579万

7880万

6億5341万

224億8357万

148億9102万

26億7090万

476億6054万

63億9937万

255万

1億5474万

4412万

5億6975万

217億9901万

148億  111万

26億5291万

464億2356万

土　地区　分

行政財産

普通財産

合計

前年度比増減

126万1424

5万2333

131万3757

6640

建　物

40万5030

1951

40万6981

-6666

水道事業

収益的収支 資本的収支
区　分

収入

支出

収支

45億8378万

41億3750万

4億4628万

3億1906万

25億2504万

-22億  598万

病院事業

収益的収支 資本的収支

124億9209万

128億3921万

-3億4712万

4億4767万

8億9638万

-4億4871万

（単位：円）

■予算現額　840.6億円
■収入済額　802.1億円
■収入率　　95.4％

　「民生費」や「土木費」など、市民の皆
さんの暮らしに身近な業務を行うための会
計で、その執行状況は表1のとおりです。

一般会計

　特定の事業を行うため一般会計と切り離
された会計で8会計あります。その執行状
況は表2のとおりです。

特別会計
　事業に必要な資金を収入で賄う独立採算
制の会計で、各会計の収支は表3のとおり
です。

企業会計

市の財産・基金

■水道事業
　安全で安定した水道水を長期
的に供給するため、施設の維持
管理や更新工事等を行い、効率
的な事業運営に努めました。令
和元年度の給水人口は24万9952
人（前年度比0.5％増）、給水
戸数は12万4331戸（同0.8％
増）でした。

■病院事業
　市立病院は、地域の中核病院
として救急医療や高度医療を担
い、市民生活に必要な医療の確
保と水準の向上に大きな役割を
果たしています。令和元年度の
利用者は延べ人数で入院患者が
10万4755人（前年度比0.04%
増）、外来患者が20万4564人
（同3.8％減）でした。

歳　入 
■予算現額　840.6億円
■執行済額　763.4億円
■執行率　　90.8％

歳　出 
■表１　一般会計予算の執行状況

■表２　特別会計予算の執行状況 ■表3　企業会計の収支

●行政財産…庁舎や公園等の行政目的達成のために使用するもの
●普通財産…それ以外のもの
●行政財産…庁舎や公園等の行政目的達成のために使用するもの
●普通財産…それ以外のもの

■表５　市有財産の状況

■表４　市債残高の推移

市債
　令和元年度末の残高は一般会計、特別会計、企業
会計、土地開発公社の合計で約1005億円（表4）と
なり、市民1人当たりに換算すると、約40万円の借

り入れがあることになります。将来に過大な負担を残さないように
借り入れの抑制に努めており、この10年間で約271億円減少してい
ます。 　市有財産の状況は表5のとおりで、

公園の拡張や借地していた学校敷地
の購入等により、土地面積が増加し

ています。
　また、特定
の目的のため
に積み立てて
いる市の基金
は約137億円
で、前年度比
4 . 2％増とな
っています。

（単位：㎡）

100%

0%

0 100
億円

200
億円

300
億円

400
億円

500
億円

600
億円

700
億円

800
億円

市
税

国
庫
支
出
金

繰
越
金

繰
越
金

収入済額
375.3億円
（103.0%）

収入済額
130.2億円
（95.3%）

収入済額
47億円

（100.0%）

収入済額
137.1億円
（90.6%）

そ
の
他

収入済額
65.5億円
（71.1%）

市
債

収入済額47億円（95.5%）
県支出金

（
　
）
内
は
収
入
率

100%

0%

0 100
億円

200
億円

300
億円

400
億円

500
億円

600
億円

700
億円

800
億円

執行済額
94億円
（89.7%）

そ
の
他

執行済額
57.4億円
（77.3 %）

教
育
費
執行済額
54.4億円
（99.3%）

公
債
費

執行済額
99億円
（88.9%）

土
木
費

執行済額
101.3億円
（84.1%）

総
務
費

執行済額
357.2億円
（95.3%）

民
生
費

（
　
）
内
は
執
行
率

（
　
）
内
は
執
行
率

950

1300

1250

1200

1150

1100

1050

1000

R1H30H29H28H27H26H25H24H23H22H21

（単位：億円）
1276

1233 1215

1189 1165

1133 1114
1078

1055

1026 1005

市財政の現状をお知らせします
令和元年度

　市民の皆さんに納めていただいた税金等がどのように使われて
いるかをお知らせするために、令和元年度の財政状況を公表しま
す。数値は決算見込み額で、実際の決算額とは異なる場合があり

　市民の皆さんに納めていただいた税金等がどのように使われて
いるかをお知らせするために、令和元年度の財政状況を公表しま
す。数値は決算見込み額で、実際の決算額とは異なる場合があり

ます。なお、各図表中の数字は四捨五入した概数のため、合計額
などと一致しないことがあります。
ます。なお、各図表中の数字は四捨五入した概数のため、合計額
などと一致しないことがあります。
問財政課☎922-0761Ü922-1547Ü

② 草加人のための情報紙　広報「そうか」市政情報2020年8月20日号



○PM2.5（単位：マイクログラム／㎥）最大値15.1／最小値1.3（花栗中学校内）　○給食の放射性物質の検出なし

■対象世帯・基準　①②のいずれかに該当する場合
　①主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った。
　②主たる生計維持者（以下、生計維持者）の収入の著しい減少が

見込まれ、下記ア～ウの全てに該当。
　　ア生計維持者の事業収入等（事業収入、給与収入、不動産収

入、山林収入）が令和元年に比べ30%以上減少する見込み
　　イ生計維持者の令和元年の所得合計が1000万円以下
　　ウ生計維持者の減少する所得以外の令和元年の所得合計が400

万円以下
　特別定額給付金の申請は8月31日㈪（消印有効）までです。申請
期限を過ぎると受け付けできません。申請書がない人は、コールセ
ンターに問い合わせてください。
　申請書に不備があると振り込みが遅れます。申請書を送付する前
に記入漏れや添付書類漏れがないか確認をお願いします。

　国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症の感染な
どにより仕事を休んだことで、給与の支払いが受けられなかった場
合、傷病手当金を支給します。
■支給要件　①～③全てに該当する人
　①勤務先から給与等の支払いを受けている被用者。
　②新型コロナウイルス感染症に感染、または感染の疑いによる療

養のため、労務ができなかった期間が連続して4日以上ある。
　③上記②により、受けられなかった給与等がある。
■支給対象となる日数
　労務に服することができなかった期間（4日目から復帰するまで
の期間のうち、就労を予定していた日数）

　主たる生計維持者は原則世帯主となりますが、生計を共にして
いる世帯の中で生計の中心となる人も含むことになりました。国
民健康保険に加入する世帯員の収入が世帯主より多いことが明ら
かで、当該世帯員の収入により生計が維持されていると考えられ
る場合は相談してください。

　令和3年4月1日～同5年3月31日に市（水道事業を含む）及び草加
八潮消防組合が発注する「建設工事」「設計・調査・測量」「土木
施設維持管理」業務への入札参加希望者は、資格審査の申請をして
ください。申請受け付けは、県電子入札共同システム参加自治体と
の共同窓口で実施します。申請要領は契約課で配布（県ホームペー
ジからも入手可）。

■対象事業者　県電子入札共同システムに未登録の事業者
■受 付 期 間　9月1日㈫～25日㈮
■申 請 方 法　郵送による申請（消印有効、持参不可）

■対象事業者　県電子入札共同システムに登録済みの事業者
■受 付 期 間　建設工事のみ：10月9日㈮～11月26日㈭

上記以外：10月9日㈮～11月13日㈮
■申 請 方 法　県電子入札共同システムによる電子申請後、関係書

類を郵送（消印有効、持参不可）

〒330-9301　県総務部入札審査課審査担当（工事）

　国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症の影響で
次の基準等に該当する場合、申請により保険税の全部または一部減
免が受けられます。

　市政に対する意見を伺うアンケート調
査を実施します。無作為に抽出した18
歳以上の3500人を対象に、9月上旬に調
査票を送付しますので、協力をお願いし
ます。回答は郵送のほか、インターネッ
トからもできます。回答は統計処理し、
結果は市の基本計画をはじめ、様々な政
策立案のために活用します。皆さんの率
直な意見をお寄せください。

用意するもの

　市内で製造された独自性のある優れた工業製品や技術を「草加モ
ノづくりブランド」として認定します。今年度から新たに「食品」
部門を設けました。
　認定された製品・技術・食品は、市や草加商工会議所のホームペ
ージで紹介するほか、草加モノづくりブランドのロゴマークの使用
や展示会でのPRなど、認知度向上や販路拡大の様々な支援が受け
られます。
■対象
　市内事業所で製造または企画開発された工業製品・技術・食品で、
すでに一般に販売や実用化されているもの。

■応募資格
　市内で1年以上継続して事業を営んでいて、下記①～③のいずれ
かに該当する事業者
①市内に本社を有する中小製造業者等
②本社が市外でも市内に開発・製造部門の事業所があり、該当事務
所で対象製品・技術を開発または製造している中小製造業者等
③中小企業が主たる構成者となって活動している協同組合等の団体、
任意グループ

ω10月30日㈮までに同会議所・産業振興課で配布する応募用紙
（「あっ、そうか.net」ホームページからも入手可）に必要書類を
添えて同会議所へ。

保険税の減免

傷病手当金の支給

いずれも詳細は、市ホームページで確認してください。

新規申請

更新申請

書類の郵送先　新規申請・更新申請共通

\ 2年に1度実施 /

減免の対象範囲が広がりました

　一定期間品質が保持されるよう包装され、運搬・流通が可能
なもの（店内で飲食するもの、OEM製品、仕入れた販売品、農
産物、全国的なブランドとして認知されているものは除く）。
詳細は問い合わせてください。

食品部門

インターネットからも
回答できます

新型コロナウイルス感染症関連
国民健康保険
保険税の減免・傷病手当金の支給

競争入札参加希望者の
受け付けを開始

問保険税減免…保険年金課☎922-1592Ü922-3178
　傷病手当金…保険年金課☎922-1593Ü922-3178

問契約課☎922-1129Ü922-3091

草加モノづくりブランド
製品・技術・食品を募集
問草加モノづくりブランド実行委員会事務局（草加商工会議所内）
　☎928-8111Ü928-8125

市政運営に活用される
市民アンケートに協力を
問広聴相談課☎922-0566Ü922-3173

申請は8月31日（月）まで
問草加市特別定額給付金コールセンター
　☎0570-026544Ü921-3711

建設工事
設計・調査・測量
土木施設維持管理

特別定額給付金

「食品」部門を新設

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③市政情報 2020年8月20日号



④ 2020年8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。

■ソフトテニス大会　9/27㊐8時45分
～。会場はそうか公園。種目は男女別
ダブルス。審判ができる高校生以上対
象。参加費1組3000円（高校生1500
円）。è9/9㊌までに電話で草加市ス
ポーツ協会へ。☎928-6361Ü922-1513Ü

　8/5㊌までに市へ寄せられた新
型コロナウイルス対応のための善
意です（敬称略）。
▼マスク　Pinestone㈱、（公社）
草加青年会議所　▼足踏み消毒台
　㈱ユニテ　▼空気清浄機　ダイ
キン工業㈱東京支社草加事業所
ε新型コロナウイルス対策課☎
922-1839Ü922-6591Ü

9/ 8㊋

9/13㊐

9/17㊍

9/30㊌

10時～12時

10時～16時30分

草加商工会議所前
駐車場

草加駅東口

市役所公用車管理
棟前駐車場

谷塚駅東口

日時 会場

ε県赤十字血液センター☎048-684-15
11

　日本遺族会では、先の大戦で父等を
亡くした戦没者の遺児を対象に、旧戦
域を訪れ、慰霊追悼を行うとともに、
同地域の住民と友好親善を行う事業の
参加者を募集します。参加費10万円。
日程等の詳細は日本遺族会事務局（☎
03-3261-5521）で確認を。è県遺族会
事務局へ。☎048-829-2025

　草加市遺族会は新規の会員を募集し
ています。戦没者の慰霊行事への参加
や供え物配布等の活動を行います。年
会費は遺族年金受給者等4000円、特別
弔慰金受給者等2000円。戦没者を末永
く慰霊し、戦争体験を後世に伝え平和
を維持するという役割・使命を永く継
続するため、戦没者の孫・曾孫等の若
い世代の応募もお待ちしています。ε

草加市遺族会事務局（福祉政策課内）
☎922-1234Ü922-1066Ü

　8/22㊏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
500円。εぱりっせ☎Ü931-1970Ü

　姉妹都市提携10周年を迎えた福島県
昭和村の新鮮な山菜・野菜、お米・ド
レッシングなどを即売します。8/29㊏
10時30分～15時（売り切れ次第終了）。
会場は物産・観光情報センター。ε文
化観光課☎922-2403Ü922-3406Ü

　平成26年4/2～同27年4/1生まれ対象。
会場は入学予定の小学校。日程は下表
のとおり。対象者には10月上旬に通知
を郵送します。10/16㊎までに通知が
届かない場合は連絡を。外国籍の対象
者は子どもの在留カードまたは特別永
住者証明書を健診日の前日までに学務
課へ持参してください。子どもの発達
に心配がある保護者は教育支援室（☎
933-7591）へ相談を。ε学務課☎922- 
2685Ü928-1178Ü

　8/28㊎～9/3㊍8時30分～19時（8/29
㊏・30㊐は10時～17時）。相談専用☎
0120-007-110（IP電話不可）。さいた
ま地方法務局と県人権擁護委員連合会
の職員が相談に応じます。εさいたま
地方法務局人権擁護課☎048-859-3507

　収容人員が30人以上の店舗等と、収
容人員が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。10/14㊌・
15㊍9時20分～16時50分。会場は草加
市文化会館。全2回。定員50人。受講
料8000円。è消防局予防課で配布する

　9/18㊎10時～12時。会場は保健セン
ター。簡単お赤飯・豆入り松風焼きほ
か。定員10人。材料費400円。エプロ
ン、三角巾、布巾2枚持参。è8/21㊎
から健康づくり課へ。☎922-0200Ü9 
22-1516

Ü

　各携帯電話事業者が新しい電波（70 
0MHz〈メガヘルツ〉帯）を用いた携
帯電話サービスを開始することに伴い、
地上デジタルテレビ放送に受信障害が
発生する恐れがある世帯向けに、対策
工事を実施しています。試験電波を受
信する地域は、チラシが配布されます
ので詳細を確認してください。工事は
任意（無料）。工事作業者が費用を請
求することはありません。不審に感じ
た場合は、対策員証の提示を求め、コ

市民体育祭

ヘルシー料理教室
豆を使った料理を作ろう

700MHz利用推進協会による
テレビ受信障害対策工事実施中

ールセンターへ問い合わせを。ε700
MHz（メガヘルツ）テレビ受信障害対
策コールセンター☎0120-700-012

申込書（日本防火・防災協会HPから
も入手可）を9/2㊌～9㊌にファクスで
同協会へ（HPからも可）。ε同課☎99
6-0660Ü997-1300Ü

全国一斉
「子どもの人権110番」強化週間

令和3年4月
小学校入学予定児の健康診断

「戦没者遺児による慰霊友好
親善事業」の参加者募集

愛の献血

草加市遺族会への入会を

甲種防火管理者資格取得講習会

福島県昭和村～田舎の野菜便～

草加の地場産業
「レザークラフト体験」

日程 小学校名

10/20㊋

10/21㊌

10/22㊍

10/23㊎

10/26㊊

10/27㊋

10/29㊍

10/30㊎

11/13㊎

谷塚・新栄・清門

高砂・花栗南・氷川

八幡・両新田

川柳・西町・松原

稲荷

新田・栄・八幡北・青柳

小山

草加・瀬崎・新里

長栄

10時～11時45分
13時～16時

10時～12時
13時30分～16時

皆さんの善意に心から感謝
します
新型コロナウイルス感染症
拡大防止のためにいただい
た寄付

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

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

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

8月の
納税
・
納付

▶市県民税（普通徴収）　第2期
▶国民健康保険税（普通徴収）　第3期
▶後期高齢者医療保険料（普通徴収）　第2期
▶介護保険料（普通徴収）　第3期
8/31㊊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

【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

であいの森・ふれあいの里

　囲碁・将棋、浴場サービス等について、利用再開のお知らせをしていま
したが、新型コロナウイルス感染症の感染者数の増加が確認されているこ
とから引き続き休止とし利用再開を延期することとします。
■利用できるサービス　卓球（利用方法を変更しています。ラケット・ボ
ールを持参してください）、各講座、サークル等への貸館業務、送迎バス
（運行ルート・時間も変更しています）。

 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。

囲碁・将棋、浴場サービス等の利用再開を延期



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8月20日号

　9/7㊊は施設整備のため、記念体育
館、市民体育館、吉町テニスコートを
休館します。ε草加市スポーツ協会☎
928-6361Ü922-1513Ü

　㊊～㊎8時30分～17時15分。場所は
環境業務センター。粗大ごみの収集運
搬業務ほか。募集は若干名。月給17万
9564円。期末手当、通勤手当あり。面
接は9/18㊎に実施。採用は10/1。è9/ 
14㊊（必着）までに申込書と運転免許
証の写しを〒340-8550職員課へ。募集
要項及び申込書は職員課で配布（市
HPからも入手可）。☎922-0983Ü922-
3098

Ü

　通学路での児童の交通安全指導（7
時30分～8時30分）や交通安全教室で
の指導。勤務開始日は要相談。場所は
八幡北小学校区。市内在住の20～70歳
程度、心身ともに健康で交通安全に理
解と関心のある人対象。募集は若干名。
制服・装備品を貸与。報償金は登校時
の交通安全指導が1回1500円、交通安
全教室での指導等が1時間1000円。è
9/11㊎までに交通対策課へ電話で連絡
を。☎922-1641Ü922-1030Ü

▼外国籍市民のための日本語教室　9/
1～15の㊋10時～12時
▼放課後クラブ　9/3㊍17時～18時…
卓球　9/15㊋16時30分～17時30分…ス
ポーツウエルネス吹矢　9/4㊎16時～
17時…軽体操　9/7・14・28の㊊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
▼ホッとひと息「子育てサロン」　9/
7㊊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　工作・手遊
びほか　定員各回10人
▼おもちゃの病院　9/7㊊10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼中学生のための基礎英語　9/7～28
（9/21を除く）の㊊17時～18時　中学
生対象
▼百人一首体験教室　9/26㊏10時～11

■木曜シアター　9/24㊍14時～15時30
分　魅惑の鉄道風景7～9月　成人対象
　定員20人　è8/21㊎9時から同館2階
事務室で整理券配布
■絵本の読み聞かせと紙芝居　㊌15時
～15時30分（3歳以下対象）、㊎11時
～11時30分（幼児以上対象）、㊏・㊐

　稲荷コミセン…9/23～11/11の㊌9時
15分～10時15分。原町コミセン…9/18
～10/30の㊎13時15分～14時15分。い
ずれも全7回。自宅でできるストレッ
チ・筋力運動ほか。おおむね65歳以上
対象。定員各20人。室内靴持参。è8/ 
21㊎10時から各コミセンへ（代理申し
込み不可）。稲荷コミセン☎Ü931-53
33、原町コミセン☎Ü941-5353

Ü

Ü

定員のあるものは8/21㊎
8時30分から各館へ申し込みを

■ハロウィーン
リース作り　
9/30㊌10時～12
時。会場は草加
市文化会館。定
員10人。材料費
1500円。ハサミ、ビニール袋、あれば
グルーガン持参。è開催日の3日前ま
でに生涯学習課へ。☎922-2819Ü922- 
3498

Ü

　介護の情報交換・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　9/4㊎13時15分～
14時45分。会場は中央公民館。ε草加
中央・稲荷（包）☎959-9133Ü922-3801
■介護者のつどい　9/9㊌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
■サステナブル体操　9/10㊍13時30分
～14時30分。会場は勤労福祉会館。さ
びない身体をつくるための講義と体操。
65歳以上対象。定員30人。è8/21㊎か
ら新田（包）へ。☎946-0520Ü946-0523
■認知症サポーター養成講座　9/12㊏
10時～11時30分。会場は高砂コミセン。
定員30人。è8/21㊎から草加中央・稲
荷（包）へ。☎959-9133Ü922-3801

Ü

Ü

Ü

Ü

　9/24㊍14時～15時45分。会場は勤労
福祉会館。講師はファイナンシャルプ
ランナーの浜田裕也氏。定員30人。è
電話で若者自立支援センター埼玉へ。
☎048-255-8680εくらし安全課☎941- 
6111Ü941-6157Ü

排水設備工事責任技術者共通試験

地域包括支援センター（包）
介護者のつどい・介護予防教室など

出会いのセミナー
「働けない子どものお金を考える」

清掃作業員
（会計年度任用職員）

　10/7～28の㊌14時～15時30分。全4
回。講師は元NHK統括プロデューサー
の林勝彦さん。会場は中央図書館。定

員30人。受講
料4000円è生
涯学習課へ。
まいぷれ（QR
コード）からも
可。☎922-281
9Ü922-3498 Ü

そうか市民大学
後期講座
「徹底解説！「火の鳥」
～手塚治虫の思想と創造性～」

スポーツ施設

交通指導員

西町・川柳
・高砂小 

■地域開放型図書室
㊐10時～16時、
（年末年始・蔵書点検日を除く）

　①～④のいずれかに該当する人対象。
①高等学校の土木工学科またはこれに
相当する課程を修了し卒業した人、②
高等学校卒業者で、排水設備工事等の
設計または施工に関し、１年以上の実
務経験を有する人、③排水設備工事等
の設計または施工に関し、2年以上の

① ④
①

②

③

時30分　小学生対象　定員20人
▼ママといっしょにおはなし会　9/28
㊊10時30分～11時　読み聞かせ・手遊
びほか　乳幼児と保護者対象　定員7
組

▼はつらつ元気体操教室　9/9～10/28
（10/7を除く）の㊌13時15分～14時15
分　全7回　おおむね65歳以上対象　
定員30人　室内靴持参
▼谷塚元気ひろば　9/28㊊13時～14時
30分　おはなしの会　65歳以上対象　
定員20人
▼すくすくクラブ　9/29㊋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　大型絵本読
み聞かせ・手遊びほか

▼はつらつ元気体操教室　9/8・15、
10/13～27、11/10・17の㊋13時15分
～14時15分（11/17のみ14時45分ま
で）　全7回　おおむね65歳以上対象
　定員25人　室内靴持参
▼ロビー　青柳平成塾による作品展　
9/12㊏～17㊍
▼おもちゃ病院　9/18㊎10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで

生涯学習体験講座

はつらつ元気体操教室

高年者向け 5925-0152

新田西文化センター ☎942-0778

谷塚文化センター ☎928-6271

川柳文化センター ☎936-4088

5☎946-3000 5944-3800

実務経験を有する人、④①～③に準ず
る人。試験日は11/29㊐。会場は聖学
院大学（上尾市）。受験料1万円。
è8/24㊊～9/30㊌（必着）に受験申込
書を東京都下水道サービスへ郵送。ε

下水道課☎922-2314Ü922-3244

④① ③

Ü

14時30分～15時（幼児以上対象）

9月から草加市あんしんメールが
リニューアル

ε危機管理課☎922-0614Ü922-6591Ü

「草加お知らせメール　  」

取得したい
情報を選択して
登録完了

送られてきた
メールのURLへ
アクセス

t-soka@sg-m.jpへ
空メールを送信

①災害・気象等に関する情報

②新型コロナウイルスに関する情報

③交通安全・防犯に関する情報

④県警・犯罪情報官NEWS

❺行政情報［NEW］

❻イベントに関する情報［NEW］

❼子育てに関する情報［NEW］

❽健康・福祉に関する情報［NEW］

❾障がい福祉に関する情報［NEW］

　災害・防犯等の情報を配信している「草加市あんしんメール」を9月か
ら「草加お知らせメール」に名称変更し、より多くの情報を取得できる
ようリニューアルします。
■「草加お知らせメール」で取得できる情報（❺～❾が追加））

現在「草加市あんしんメール」に登録している人
　手続きは不要で、引き続き同じ内容が「草加お知らせメール」として
配信されます。
●新たに追加された情報を取得したい時は…

これから「草加お知らせメール」を登録する人

　登録方法等の詳細は草加お知らせメールコールセンター☎0570-055-783
（平日9時～17時）※運営会社のコールセンターにつながります。

過去に配信されたメールの
「利用者情報の変更・削除は
コチラ」のURLへアクセス

マイページの
「登録情報
変更」へ

取得したい
情報を選択して
登録完了



⑥ 2020年8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。

▼すくすくクラブ　9/10㊍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　大型絵本読
み聞かせ・手遊びほか
▼のびのび広場　9/18㊎10時～11時
季節の工作・読み聞かせほか　乳幼児
と保護者対象
▼おもちゃの病院　9/25㊎10時～12時
おもちゃの無料修理　部品代実費

1人2点まで
▼はつらつ元気体操教室　9/28～11/16
（11/2を除く）の㊊9時30分～10時30
分（11/16のみ11時まで）　全7回　お
おむね65歳以上対象　定員25人　室内
靴持参

▼こころを結ぶ光のひろば　9/1㊋10
時～12時　視覚障がいについての相談
コーナー・点字体験ほか　定員10人
▼ホッとひと息「子育てサロン」　9/
16㊌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　親子友だち
作り・簡単工作ほか　定員各回10人
▼はつらつ元気体操教室　9/17～11/5
（10/1を除く）の㊍13時15分～14時15
分（11/5のみ14時45分まで）　全7回
　おおむね65歳以上対象　定員30人　
室内靴持参
▼にじいろタイム　9/18㊎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」
9/18㊎13時30分～　胎教と友達作り
初妊婦対象　定員10人

▼バレエ体験講座　9/19～10/10の㊏
11時～12時30分　全4回　年少児～小
学生対象　定員40人

▼おはなしの時間　8/26㊌10時30分～
11時　読み聞かせほか　乳幼児と保護
者対象
▼元気ルームMINI　9/3㊍10時～12時
ホール開放自由利用　乳幼児と保護

者対象　昼食不可
▼親子で元気ルーム　9/10㊍10時～11
時30分　季節のおもちゃ作り・読み聞
かせほか　乳幼児と保護者対象
▼おもちゃの病院　9/14㊊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　8/27㊍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

▼おもちゃ病院　8/27㊍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

新里文化センター ☎927-3362

柿木公民館 ☎931-3117

中央公民館 ☎922-5344

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。

定員のあるものは8/21㊎
10時から各館へ申し込みを

5922-3274

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

▼扇子作り　8/29㊏・30㊐14時～、15
時～　小学生対象　定員各回5人
▼脳トレボードゲーム「ウボンゴ」
9/5㊏14時～　小学生対象　定員4人
▼ふれあい収穫体験「ぶどう狩り」
9/6㊐10時30分田口農園（谷塚仲町
209）集合　乳幼児（保護者同伴）～
高年者対象　定員20組　一房600円
▼ほっこりリトミック　9/11㊎10時
～、11時～　乳幼児と保護者対象　定
員各回10組
▼敬老の日プレゼント「メモ付きペン
スタンド作り」　9/11㊎・18㊎14時45
分～…3歳以上の未就学児と保護者対
象　各5組　9/20㊐14時～…小学生対
象　定員5人
▼ともだち文庫の「おはなしポケッ
ト」　9/14㊊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　9/
19㊏10時15分～　定員10人

▼アナログゲーム「1.2.ポーズ」　8/22
㊏13時30分～、16時～　カードに描か
れたポーズをまねするゲーム　小学生
～18歳対象　定員各回4人
▼手芸　8/23㊐13時30分～14時30分、
16時～17時　組み紐技法でミサンガ作
り　幼児（保護者同伴）～18歳対象
定員各回4人
▼おもちゃ病院　9/3㊍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　9/5㊏13時30分～14時30
分、16時～17時　小学生～18歳対象
定員各回4人
▼造形ワークショップ「杉板コースタ
ー」　9/6㊐13時30分～14時30分、16
時～17時　小学生～18歳対象　定員各
回4人
▼パパサロン　9/12㊏10時30分～11時
30分　0～3歳と保護者対象　定員5組
▼みなクル工房「ポップアップカー
ド」　9/12㊏13時30分～14時30分、
16時～17時　幼児（保護者同伴）～18
歳対象　定員各回4人
▼スポーツ＆レク「ドッヂビー」　9/
13㊐13時30分～、16時～　小学生～
18歳対象　定員各回4人
▼ひ革工房　9/19㊏13時30分～14時30
分、16時～17時　コインケース作り
幼児（保護者同伴）～18歳対象　定員
各回4人
▼密にならない遊び大作戦　9/20㊐～
22㊗13時30分～、16時～　児童セン
ターに通う小学生が企画した遊び　小
学生～18歳対象
▼ダーツカフェ　9/20㊐17時～18時
中学生～18歳対象　定員6人

▼おもちゃ病院　8/27㊍10時～12時
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
▼敬老の日プレゼント「オリジナルマ

▼扇子作り　8/29㊏・30㊐14時～、15
時～　小学生対象　定員各回5人
▼脳トレボードゲーム「ウボンゴ」
9/5㊏14時～　小学生対象　定員4人
▼ふれあい収穫体験「ぶどう狩り」
9/6㊐10時30分田口農園（谷塚仲町
209）集合　乳幼児（保護者同伴）～
高年者対象　定員20組　一房600円
▼ほっこりリトミック　9/11㊎10時
～、11時～　乳幼児と保護者対象　定
員各回10組
▼敬老の日プレゼント「メモ付きペン
スタンド作り」　9/11㊎・18㊎14時45
分～…3歳以上の未就学児と保護者対
象　各5組　9/20㊐14時～…小学生対
象　定員5人
▼ともだち文庫の「おはなしポケッ
ト」　9/14㊊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　9/
19㊏10時15分～　定員10人

▼アナログゲーム「1.2.ポーズ」　8/22
㊏13時30分～、16時～　カードに描か
れたポーズをまねするゲーム　小学生
～18歳対象　定員各回4人
▼手芸　8/23㊐13時30分～14時30分、
16時～17時　組み紐技法でミサンガ作
り　幼児（保護者同伴）～18歳対象
定員各回4人
▼おもちゃ病院　9/3㊍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　9/5㊏13時30分～14時30
分、16時～17時　小学生～18歳対象
定員各回4人
▼造形ワークショップ「杉板コースタ
ー」　9/6㊐13時30分～14時30分、16
時～17時　小学生～18歳対象　定員各
回4人
▼パパサロン　9/12㊏10時30分～11時
30分　0～3歳と保護者対象　定員5組
▼みなクル工房「ポップアップカー
ド」　9/12㊏13時30分～14時30分、
16時～17時　幼児（保護者同伴）～18
歳対象　定員各回4人
▼スポーツ＆レク「ドッヂビー」　9/
13㊐13時30分～、16時～　小学生～
18歳対象　定員各回4人
▼ひ革工房　9/19㊏13時30分～14時30
分、16時～17時　コインケース作り
幼児（保護者同伴）～18歳対象　定員
各回4人
▼密にならない遊び大作戦　9/20㊐～
22㊗13時30分～、16時～　児童セン
ターに通う小学生が企画した遊び　小
学生～18歳対象
▼ダーツカフェ　9/20㊐17時～18時
中学生～18歳対象　定員6人

▼おもちゃ病院　8/27㊍10時～12時
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
▼敬老の日プレゼント「オリジナルマ

スクケース作り」　9/14㊊・17㊍15時
30分～　小学生対象

▼こぶたのしっぽ　9/2㊌11時～　パ
ネルシアター　乳幼児と保護者対象
定員10組
▼読み聞かせ「バンビ」　9/7㊊11時
～　乳幼児と保護者対象　定員10組
▼おもちゃ病院　9/19㊏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

è

▼CDケースで迷路作り　9/7㊊～18㊎
（㊋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

スクケース作り」　9/14㊊・17㊍15時
30分～　小学生対象

▼こぶたのしっぽ　9/2㊌11時～　パ
ネルシアター　乳幼児と保護者対象
定員10組
▼読み聞かせ「バンビ」　9/7㊊11時
～　乳幼児と保護者対象　定員10組
▼おもちゃ病院　9/19㊏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

▼キラキラ組み紐作りキラキラ組み紐作り　　8/248/24㊊～㊊～9/49/4
㊎（㊋を除く）㊎（㊋を除く）1515時～　会場はコンフ時～　会場はコンフ 
ォール松原ォール松原1919号棟　小学生対象　定員号棟　小学生対象　定員各各
55人　人　èè8/218/21㊎㊎1313時から同館へ時から同館へ
▼ピヨピヨ広場　9/3～24の㊍10時
～、11時～　会場はコンフォール松原
19号棟　平成31年4/2以降に生まれた
乳児と保護者対象　定員各回10組　　
希望日1週間前の㊍13時から電話で同
館へ 

　　 è

▼CDケースで迷路作り　9/7㊊～18㊎
（㊋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　è9/2㊌13時から電話で同館へ
▼おもちゃ病院　9/18㊎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　9/29㊋13時～
会場はコンフォール松原19号棟　令和
元年9月生まれ対象　定員12人　è9/1
㊋13時から電話で同館へ

5人　è9/2㊌13時から電話で同館へ
▼おもちゃ病院　9/18㊎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　9/29㊋13時～
会場はコンフォール松原19号棟　令和
元年9月生まれ対象　定員12人　è9/1
㊋13時から電話で同館へ

■新田囲碁同好会　㊏㊐㊗13時～19時
㊋㊍13時～17時　勤労福祉会館で

持ち点制による前後期リーグ戦で持ち
点見直し　親睦大会年4回あり　年額
6000円　ε鎌田☎931-0165
■高砂少年剣道会　㊊・㊌・㊎19時～
20時30分　高砂小で　年長児～成人対
象　初心者歓迎　月額2500円　ε熊谷
☎090-7842-6462
■瀬崎クラブ（軟式テニス）　㊊19時
～21時　吉町テニスコートで　無理な
くソフトテニスをしましょう　成人対
象　入会金1000円　月額1000円　εノ
ゾムト☎922-5632

●水のうとは？

【1】思わぬ場所からの逆流を防ぐ
活 用 例

【2】玄関前・車庫などに置いて水の流入を防ぐ

●簡単な作り方
①ごみ袋（45L）を2枚用意する。
②ごみ袋を2重にし、半分程度まで
水を入れる。

③ごみ袋の空気を抜いて口を結ぶ。

　設置したい場所に段ボール箱を並べ、段ボール箱いっぱいに水のうを
詰めふたを閉める。使用する段ボール箱によって高さも調節できます。
ビニールシートで包むとより強度が増します。

家庭にあるもので大雨に備えよう！

「簡易水のう」
ε建設管理課☎922-2069Ü922-3152Ü

●洗濯機の
排水口に置く

●風呂場の
排水口に置く

●トイレの便器に
入れる

カン タン

土のうに代わり、ごみ袋など家庭にあるもので手軽に準備ができ後片
付けが簡単で、使用後はごみ袋として再利用が可能です。台風や集中豪
雨などの大雨時、思わぬ場所からの逆流を防いだり、段ボール箱に入れ
ビニールシートで包んで玄関前・車庫などへ置けば、雨水の流入を防ぐ
ことも出来ます。

詳しくは
市ホーム
ページへ▶



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
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高木クリニック
9時～12時・14時～17時
栄町2-4-17　☎931-3836

松本医院
9時～12時・14時～17時
松原2-2-7　☎942-5462

山崎クリニック
9時～12時

中央2-4-11　☎924-1375

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

8/23㊐ 8/30㊐

豊田クリニック
9時～12時

柿木町1127-1　☎930-3636

内
科

外
科
・
午
前
外
科
・
午
後

相　談　案　内
8/21㊎～9/20㊐
（㊗㊡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

㊊…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～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）

㊊～㊎8時30分～17時15分…「みんなの人権110番」
☎0570-003-110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）

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）
9/7㊊…住吉児童館☎928-5736
9/2㊌・17㊍…新栄児童センター☎942-9876
8/27㊍、9/10㊍…谷塚児童センター☎925-1856 
9/16㊌…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

行政相談（国の仕事に関する意見・要望）

税務相談（相続税・贈与税など）
第2㊎13時30分～16時
ä第3㊎13時30分～16時30分

ä第4㊍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）

ä9/17㊍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

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）

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）

㈲東洋開発
㈱今泉水道
㈲東洋開発
竹内セントラル㈱

両新田西町246
谷塚上町483-3
両新田西町246
苗塚町438-16

☎928-5520
☎927-1010
☎928-5520
☎928-5525

8/22㊏
23㊐
29㊏
30㊐

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

■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

ＱＲコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

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。!



　新型コロナウイルス感染症の影響に
より延期していた草加さわやかさんの
応募受付を再開します。
■応募資格
　・18歳以上の市内在住・在勤・在学

の女性
　・委嘱日から2年間、市・同協会主

催の行事等に参加できる人
　・過去に草加さわやかさんに選ばれ

たことがない人
■部　　門　①18歳以上39歳以下の部
　　　　　　②40歳以上の部
■募集人数　各部門2人（審査の結果、該当がない場合あり）
■審　　査　10月3日㈯午後2時から中央公民館で面接審査
　　　　　　なお、応募多数の場合、書類選考あり

　11月14日㈯・15日㈰に草加市文化会館で開催する国際ハープフェ
スティバルのメーンコンサートのチケットを販売します。テーマは
「和とハープ」。14日㈯は特別ゲストに木乃下真市（津軽三味
線）、15日㈰は林英哲（和太鼓）が出演し、ハープと共演。和楽器
とハープの美しい音色がコンサートを彩ります。
　新型コロナウイルス感染予防対策を講じて開催します。なお、感
染症の影響により、内容や編成を変更する場合があります。

■日　時　11月14日㈯午後3時開演
■出演者　木乃下真市（津軽三味線）、中野智香子、堀米綾、金井

早苗（以上ハープ）、中井智弥（二十五絃箏）、花ノ本
以知子（日本舞踊）、宮川悦子（フルート）、鷺谷清子
（指揮）、草加市レバーハープアンサンブル

■日　時　11月15日㈰午後1時30分開演
■出演者　林英哲（和太鼓）、篠﨑史子（ハープ）、第32回日本ハ

ープコンクール優勝者、5台ハープアンサンブル、宮川
悦子（篠笛）

　草加の素敵な景色や日常写真をより多
くの人と共有するため、インスタグラム
でハッシュタグ「＃そうかいろ」をつけ
て投稿された写真を文化観光課インスタ
グラムで紹介しています。皆さんの一押
しの写真が選ばれるかも。

　各日一般1000円、学生500円（全席指定、未就学児の入場不可）

　8月1日から歴史民俗資料館で開催中。建設時の設計・広報資料、
昭和30～40年代に使われていた電化製品のほか、団地の全体像がわ
かる模型などの貴重な資料全54点を展示しています。来場者から
は、「今と違う昔の様子が新鮮だった」「草加松原団地の歴史と暮
らしの変化が感じられた」などの声が聞かれました。

8月かどまちごとでき

　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。
　今回は筋肉を活性
化することで全身を
柔らかく使えるよう
にするエクササイズ
を紹介します。

ω9月1日㈫～25日㈮に文化観光課ほ
かで配布する応募用紙（市ホームペ
ージからも入手可）を草加市観光協
会事務局（同課内）へ。
☎922-2403Ü922-3406

草加さわやかさん
募集します

「へ～んしん体操」
ダイナミックエクササイズ 楽しくダイナミックに

体をねじりましょう。

右腕を左に伸ばす 右へ大きく回す 右に伸ばす

左に伸ばす 左へ大きく回す 左腕を右に伸ばす

国際ハープ
フェスティバル2020
メーンコンサート
ω8月29日㈯午前10時から草加市文化会館へ。

931-9325Ü936-4690
ω8月29日㈯午前10時から草加市文化会館へ。
　☎931-9325Ü936-4690

9/1㈫
から

① ② ③

⑥ ⑤ ④

フェスティバルコンサート

ファイナルコンサート

チケットチケット

文化観光課 922-2403Ü922-3406問文化観光課☎922-2403Ü922-3406

長寿支援課
922-2862Ü922-3279

問長寿支援課
　☎922-2862Ü922-3279

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

自宅でも
できる!

Vol.4

インスタグラムの投稿は

＃そうかいろ
をつけて

文化観光課インスタグラム
bunkakanko_city_soka
フォローはQRコードから

「草加×東洋一のマンモスだんち展」

©M.Tominaga ©Satoru MITSUTA

木乃下真市 林英哲 篠﨑史子

10月4日㈰まで

文化観光課インスタグラムを開設文化観光課インスタグラムを開設

さわやかさんの活動

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8月20日号

市の人口　令和2年8月1日現在　25万322人（男12万6768人・女12万3554人）/前月比128人増/世帯数11万9761世帯
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