
折り込んである「認知症特集号」「エコ・そうか」は、抜いて読んでください。

だれもが安心できる支えあいのまち草加だれもが安心できる支えあいのまち草加

生活状況が心配な
高年者

地域で見守る

生活状況が心配な
高年者

地域で見守る

連絡

－地域のお店が高年者の見守りに協力しています－

地域見守り
協 力 機 関
地域見守り
協 力 機 関

〇草加警察署
〇草加保健所
〇社会福祉協議会
〇社会福祉事業団
〇民生委員･児童委員
　協議会
〇町会連合会
〇草加八潮医師会
〇すこやかクラブ連合会
〇シルバー人材センター
〇草加八潮消防組合
〇消費生活センター
　　　　　　　　ほか

〇草加警察署
〇草加保健所
〇社会福祉協議会
〇社会福祉事業団
〇民生委員･児童委員
　協議会
〇町会連合会
〇草加八潮医師会
〇すこやかクラブ連合会
〇シルバー人材センター
〇草加八潮消防組合
〇消費生活センター
　　　　　　　　ほか

 地域見守り
 協力事業者
 地域見守り
 協力事業者

草加市高年者地域見守り
ネットワーク

〇電力会社
〇ガス会社
〇水道検針事業所
〇郵便事業所
〇金融機関
〇新聞配達所
〇商店会
〇宅配事業者ほか　

〇電力会社
〇ガス会社
〇水道検針事業所
〇郵便事業所
〇金融機関
〇新聞配達所
〇商店会
〇宅配事業者ほか　

地域包括
支援センター

草加市

地域の見守りの輪に加わりませんか。
ともに支えあいのまちをつくりましょう！

　プライバシーの重視などにより地域
の人間関係が希薄になっている中、助
けを求められず孤立してしまう独居の
高年者・高年者夫婦のみの世帯が増え
ています。このため市では、支援が必
要な人をいち早く発見し、高年者の皆
さんがこれからも安心して住み慣れた
地域で暮らしていくことができるよう
地域住民の皆さんに加え、事業者等に
も協力していただき、地域における高
年者の見守り体制をつくっています。
　地域で心配な人がいたら、地域包括
支援センターへご連絡ください。

　令和2年8月現在、飲食店、コンビニエンスストア、理美容室、
郵便・宅配事業者や医療機関、金融機関などの市内425事業者の
皆さんが登録し、地域の高年者を見守っています。

問長寿支援課☎922-28625922-3279

このステッカーを貼っている
事業所が見守りに協力しています

受付

地域住民

　予約をしていない日に受診に来て
しまう高年者がいて、同じことが何
度も続いたので、気になって地域包
括支援センターに連絡しました。

　質問に対する答えにあいま
いな点があるなど、認知症の
心配があったので、ご家族に
状況を説明し、介護保険サー
ビス等を紹介しました。

　配達で高年者宅を訪問した時に、顔にあ
ざやばんそうこうを貼っていたので心配で
した。病院にも行っていない様子なので、
地域包括支援センターに連絡しました。

　ご本人に会いに行ったところ、顔の
青あざやばんそうこうは歩行不安定に
よる転倒のけがと判明し、病院に行く
ようにすすめました。今後も定期的に
訪問し、見守ります。

事業者から連絡をうけて対応した見守りの事例

各センターの連絡先は
折り込みの「認知症特
集号」で確認できます。

協力事業者
募集中

見守りネットワークの協力事業者一覧は、市ホームページで→

地域包括支援
センター職員
地域包括支援
センター職員

地域包括支援
センター職員
地域包括支援
センター職員

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
松原団地見守りネットワーク・・・

シルバー人材センター・・・・・・・・・
その他の地域

No.1258

令和 　 年（2020年）

日号20

☎048-922-0151（代）
5048-922-30912

月9



■8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）

　インフルエンザは新型コロナウイルス感染症と症状がよく似てお
り、高年者が感染すると重症化しやすく、治療が遅れると命に関わ
ることもあります。市では、積極的に予防接種を受けてもらうため、
今年度から無料対象者の拡大と接種費用の軽減をします。対象者へ
9月下旬に受診券を送付しますので、早めの接種をお願いします。
■対象者・費用　右表のとおり
■実施期間　10月1日㈭～令和3年1月31日㈰
■実施場所　指定医療機関
■注意事項
・右表①に該当し、初めて接種を希望する人は健康づくり課に申
し込みを。昨年度以前に接種している人は、申込不要です。

・草加市・八潮市以外の埼玉県内指定医療機関で接種を希望する
人は同課に連絡を。受診券と引き換えに予診票を送付します。

・埼玉県以外での接種を希望する場合の助成はありません。

　新庁舎建設工事に伴い、市役所本庁舎西棟南側出入口を一時閉鎖
します。来庁するときは、北側出入口を利用してください（車いす
利用者の出入口も北側です）。
　なお、10月21日㈬から南側出入口の利用を再開しますが、通路
の幅が狭くなるため、なるべく北側出入口の利用をお願いします。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。
■南側出入口閉鎖期間　10月1日㈭～20日㈫

　10月1日から、新たに「ロタウイルスワクチン」が定期予防接種
となり、接種が必要なワクチンがさらに増えました。
　必要な時期に予防接種の機会を確保するため、異なる種類のワク
チンを続けて接種する場合、間隔を数日以上空けるように定めてい
た制限（生ワクチン27日以上、不活化ワクチン6日以上など）が一
部緩和されました。詳細は市ホ－ムぺージで確認を。
●同一のワクチン（四種混合など、複数回接種する場合）の接種間
隔は、これまでどおり定められた間隔で接種してください。

●接種から数日間は発熱などの症状がでることがあります。予防接
種を受ける際は、必ず、かかりつけ医と相談し、体調がよいこと
を確認してから接種してください。

●電子母子手帳モバイルサービス「母と子の健康応援サイ
ト」（QRコード）は、子どもの予防接種の時期をお知
らせする機能などがありますので、ぜひ活用してくださ
い。

●生後2か月になる前に、個別に予防接種の予診票を配布していま
す。転入等で、予防接種の予診票がない人は問い合わせください。

　「相続税」「贈与税」はこれまでの「一部の資産家だけの話」か
ら、「大半の人が対象となる可能性が高い」ものになっています。
相続する家族が困らないように準備をしておくことが、手続きの苦
労や無用な相続争いを避けることにつながります。
■日時　10月19日㈪

午後1時30分～3時30分
■会場　中央公民館
■内容　市を中心に活動する税理士

が贈与・節税や相続税申告
方法など、誰にでも共通す
る相続税・贈与税の概略を
講義

■対象　草加市、越谷市、八潮市、
三郷市、吉川市、松伏町、
川口市、足立区在住者

■定員　40人

※①②で生活保護受給者、中国残留邦人等に対する支援給付制度適用者は従来どおり無料です。

◆インフルエンザ予防接種の効果
　予防接種を受けてから抵抗力がつくまでに2週間程度かかり、
効果は約5か月間持続します。インフルエンザは初冬から春先に
かけて流行しますので、流行前に予防接種を受けましょう。

◆日頃からインフルエンザにかからないよう予防しましょう
　流行前の予防接種、咳エチケット、手洗い・うがい、人混みを
避ける、十分な栄養と睡眠、適度な湿度を保つことが大切です。
インフルエンザに「感染したかな?」と思ったら、早めに受診を。
発症から2日以内の治療が効果的です。

スーパー

西棟

信用
金庫

進入不可

障がい者専用
駐車場

閉鎖

北側出入口

駐輪場

第2駐車場

N

北側
出入口

南側
出入口

閉鎖

新庁舎
 工事エリア

■出入口案内図

対象要件

60～64歳で、心臓・腎臓・呼吸
器またはヒト免疫不全ウイルス
による免疫機能障害があり、身
体障害者手帳1級を有する人

65～69歳

70～74歳

75歳以上

自己負担額
（1人1回まで）

1500円

1500円

無料

1500円

自己負担額
（1人1回まで）

1000円

無料
無料

従来どおり

1000円①

②

③

④

65歳以上は1000円
70歳以上は無料へ
問健康づくり課☎922-0200Ü922-1516Ü

高年者インフルエンザ予防接種

10月1日㈭
から

計画的に予防接種を
問健康づくり課☎922-0200Ü922-1516Ü

10月1日から、異なる予防接種の
接種間隔の制限を一部緩和 相続税・贈与税

市民税務講座
□申9月23日㈬から広聴相談課へ。☎922-0566Ü922-3173□申 Ü

市役所本庁舎西棟の来庁は
北側出入口を利用してください

問窓口について…資産活用課☎922-1798Ü924-3739
　工事について…庁舎建設室☎922-1060Ü922-1062

Ü

Ü

南側出入口閉鎖期間：10月1日㈭～20日㈫

申し込みは
お早めに

② 草加人のための情報紙　広報「そうか」市政情報2020年9月20日号



○PM2.5（単位：マイクログラム／㎥）最大値25.1／最小値2.3（花栗中学校内）　○給食の放射性物質の検出なし

■勤務時間（午前8時30分～午後5時15分）
1 日 当たり　　
1週間当たり　

■課題　来店型店舗の集客・売上減少
■目的　20％バリュー付きのカタログギ

フトを作ることで、従来の来店型
販売から通信販売への販路開拓・
拡大を促し、地域事業者の売上回
復・事業継続を目指します。

問(公社)草加青年会議所☎928-8124
　info@soka.or.jp

コロナ対策草加市内事業者応援
20％バリュー付きカタログギフト

■分限処分　休職処分（病気休職）29人
　職責を果たせない場合に、降任、免職、休
職、降給を任命権者（市長等）が行う処分。
■懲戒処分　なし
　職員の職務専念義務違反等の道義的責任を
問うもので、戒告、減給、停職、免職を任命
権者（市長等）が行う処分。
■希望降任　なし

■勤務成績の評定方法及び活用方法の概要等
　人材育成システムにおいて、職員の職務
を通じて発揮された意欲や能力・実績の評
価を行っています。これらの評価結果を人
事異動や昇格等の資料として活用し、能力
実績に基づく人事管理を行っています。

■勤務条件に関する措置の要求　なし
　職員が給与や勤務時間について、公平委
員会にそれらの改善を要求できる制度です。
■不利益処分に関する審査請求　1件
　職員が任命権者（市長等）により不利益
な処分を受けたと思うときに、公平委員会
に審査請求ができる制度です。

※（  ）内は各区分の合計
※再任用制度は、働く意欲や能力のある定年退職者をあらためて
　採用できる制度で、市では平成14年度から導入しています。

■職種別職員数等（令和2年3月1日現在）（単位：人）

※休日勤務を含んでいます。
※1年の間に職員の異動等があるため、対象職員数は月当たりの平均職
員数です。

※1人当たり時間数の数値は少数点第1位を四捨五入しています。

市長事務部局

市立病院
（医療職を除く）

議会事務局

教育委員会
（学校等を除く）

選挙管理委員会

監査委員事務局

農業委員会

上下水道部

合計（平均）

17万 243

6585
 

377

8722
 

1254

130

7

8192

19万5510

1039

40

11

85

4

8

1

51

1239

164

165
 

34

103
 

314

16

7

161

158（平均）

14

14
 

3

9
 

26

1

1

13

13（平均）

部局

時間外
総時間数
（時間）

対象職員
数（人）

1人当たりの
月間時間数
（時間）

1人当たりの
年間時間数
（時間）

市長事務部局

市立病院

議会事務局

教育委員会

選挙管理委員会

監査委員事務局

農業委員会

上下水道部

合計

公務災害

6

21

―

1

―

―

―

―

28

部局 区分 計  

6

22

―

1

―

―

―

―

29

通勤災害

―

1

―

―

―

―

―

―

1

（単位：件）

職員数や採用・退職に関する状況1

7時間45分
38時間45分

勤務時間やその他の勤務条件の状況2

分限及び懲戒処分等の状況3

服務の状況4

研修及び勤務成績の評定の状況5

福祉及び利益の保護の状況6

市長事務部局

　事務

　技師

　保育士

　保健師・看護師

　その他

市立病院

　事務

　医師

　薬剤師

　技師

　助産師・看護師

　その他

議会事務局

　事務

教育委員会

　事務

　技師

　指導主事

　その他 

選挙管理委員会

　事務

監査委員事務局

　事務

農業委員会

　事務

上下水道部

　事務

　技師

　　   合計

(7) 

3 

3 

― 

― 

1 

(2)

1 

― 

― 

― 

1 

― 

― 

― 

(2)

2 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

(1)

― 

1 

12 

(95)

50 

2 

36 

3 

4 

(38)

2 

18 

― 

1 

12 

5 

― 

― 

(13)

4 

1 

8 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

(3)

2 

1 

149 

(1037) 

587 

109 

249 

41 

51 

(548)

26 

90 

21 

50 

326 

35 

(11)

11 

(133)

57 

4 

21 

51 

(4)

4 

(8)

8 

(1)

1 

(51)

30 

21 

1793 

(37)  

15 

5 

14 

2 

1 

(49)

2 

24 

― 

4 

19 

― 

― 

― 

(9)

1 

1 

6 

1 

(1)

1 

― 

― 

― 

― 

(6)

3 

3 

102 

採用者数人数 再任用者数 退職者数部局

■課題　演奏家の活動の場や市民が音楽に触
れる機会の減少

■目的　演奏家による演奏や市民が音楽を習
える機会をリターンするなど、音楽
あふれるまちづくりを目指します。

問(同)そうか家守舎☎999-5919
　ongakuin@sokayamori.com

「音楽都市宣言」草加にふさわしく、
楽しく演奏し、楽しく聴く、音楽あふれる
まちにするプロジェクト

■課題　新田地域の事業者の集客・売上の
減少

■目的　飲食店など新田地域の情報が掲載
された冊子を作成し、新田エリ
アの新たな魅力を伝えることで、
継続的に応援をしてもらえる仕
組み作りを目指します。

問つなぐば家守舎㈱☎948-8240
　tsunaguba.yamorisya@gmail.com

プロジェクトシンデン

■時間外勤務の状況

■福利厚生制度の概要

■公務災害の発生状況

年20日を限度として付与（令和元年度の平均取
得日数は9.9日）

3か月以内（公務災害を除く）

出産休暇、忌引、夏季休暇、リフレッシュ休暇等

6か月以内

1日につき、2時間を超えない範囲

■休暇の種類（抜粋）
年次有給休暇

病気休暇（有給）

特別休暇（有給）

介護休暇（無給）

介護時間（無給）

 1554件（人間ドック、研修等）

 215件

 0件

職務専念義務免除

営利企業等従事許可

公益通報（※）

短期給付（健康保険）、長期給付（年金）、
福祉事業（保健・貸付・保養所等）

定期健康診断、特殊健康診断

レクリエーション施設等の提供

なし

埼玉県市町村
職員共済組合
健康診断

外部委託
（アウトソーシング）

厚生部活動への補助

※公益を守るために職員が職務上知り得た他の職員の行政運営上
の違法な行為などを第三者委員会に通報すること。 

■育児休業、部分休業の取得状況

市長事務部局

市立病院

教育委員会

上下水道部

計

66
（男性10、女性56）

38
（男性2、女性36）

5
（女性5）
2

（男性1、女性1）

111
（男性13、女性98）

21
（女性21）
20

（女性20）
5

（女性5）

―

46
（女性46）

育児休業 部分休業

（単位：人）

■研修の概要

階層別能力開発研修

派遣研修
自己啓発

組織・人材開発

新規採用職員研修、中級職員研修、
上級職員研修、主査研修等

彩の国さいたま人づくり広域連合派遣研修
通信教育講座
課題別研修等

研修の種類 概　　　要

10月2日金から
目標額：150万円

10月28日水まで
目標額：200万円

そうか▶
家守舎HP

つなぐば▶
家守舎HP

11月上旬から
目標額：50万円

問産業振興課☎922-0839Ü922-3406

人事状況を公表
令和元年度 平成31年4月1日～令和2年3月31日の、

市の人事行政の運営状況をお知らせします。
問職員課☎922-0983Ü922-3098Ü

　まちづくり会社等が市内事業者を応援
するため、インターネットを用いて不特
定多数の人から少額ずつ資金を集めるク
ラウドファンディング等を実施します。
皆さんの応援をお願いします。

みんなで応援しよう！新型コロナウイルス対策関連
事業者応援型クラウドファンディング活用支援事業

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③市政情報 2020年9月20日号



④ 2020年9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。

　10/1㊍～令和3年1/3㊗は空調改修工
事、外壁改修工事のため休館します。
ε八幡コミセン☎Ü935-4878Ü

　生産緑地地区を変更するため、当該
都市計画変更案の縦覧を行います。9/
28㊊～10/12㊊（㊏㊐を除く）。場所
は都市計画課。変更案に対し意見があ
る場合は縦覧場所にある意見書に必要
事項を記載し、10/12㊊（必着）まで
に〒340-8550同課へ。ε都市計画課
☎922-1790Ü922-3145Ü

　今期は、新型コロナウイルス感染拡
大防止のため、オンラインで実施しま
す。下表の講座など30講座を10月から
開講。詳細は獨協大学HPで確認を。
ε同大学エクステンションセンター☎
946-1678

èいずれも開講日の3日前までに生涯
学習課へ。☎922-2819Ü922-3498
■手縫いで小物を作りましょう　10/ 
16㊎・23㊎9時30分～12時30分。全2
回。会場は勤労福祉会館。定員10人。
教材費800円。ものさし、2B以上の鉛
筆、糸切りはさみ、はさみ、型紙用の
紙持参
■健康のための美姿勢体操　10/22・
29、11/5の㊍10時～11時30分。会場は
中央公民館。定員15人。タオル持参
■ハロウィンかぼちゃのデコ巻きずし
　10/30㊎10時～12時。会場は新田西
文化センター。
定員8人。材料費
900円。巻きす、
エプロン、三角
巾、布巾2枚、あ
ればキッチンス
ケール持参

Ü

　10/8㊍10時～16時30分（12時～13
時15分を除く）。会場はベルクス草加
青柳店。ε県赤十字血液センター☎04 
8-684-1511

　9/26㊏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

　11/24㊋・25㊌10時～15時30分。会
場は中央公民館。全2回。定員30人。
介護予防・日常生活支援総合事業は、
既存の介護保険事業所が提供するサー
ビスのほか、NPO法人や民間企業、住
民ボランティアなどによる通所介護・
訪問介護のサービス提供を行っていま
す。その担い手となるには介護福祉士
や看護師などの資格を有するか、この
研修の受講が必要です。研修では制度
概要、介護の基礎や実態について学び
ます。ボランティアや地域活動に興味
のある人の参加をお待ちしています。
è10/30㊎までに草加市社会福祉協議
会へ。☎932-6770Ü932-6779Ü

　中学校教員による小学校への乗り入
れ授業を行うための教科指導、幼保小
中の連絡調整、校務分掌等を行います。
勤務は採用決定日の翌日～令和3年
3/31（長期休業中を含む）週5日8時30
分～17時のうち7時間45分。場所は市
内小・中学校。中学校教員免許（社
会）所有者対象。募集は若干名。基本
給22万5568円。交通費、社会保険等あ
り（条件あり）。è電話連絡後、指定
履歴書（市HPからも入手可）を子ど
も教育連携推進室へ持参。☎922-3494 
Ü928-1178Ü

 10/25㊐まつばら綾瀬川公園9時～10
時スタート。健康作りに効果的なウオ
ーキングで4か所（まつばら綾瀬川公
園、松原団地記念公園、氷川中公園、
札場河岸公園）約4～5.5kmのフォトス

　10/3㊏13時～16時。埼玉弁護士会の
弁護士が、一般民事、家事、遺言・相
続、多重債務などの問題について、電

草加の地場産業「レザークラフト体験」

　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　10/9㊎13時15分～
14時45分。会場は中央公民館。ε草加
中央・稲荷（包）。☎959-9133Ü922-38 
01
■介護者のつどい　10/14㊌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
■笑いと音楽のハーモニー　10/2㊎13
時30分～14時30分。会場は勤労福祉会
館。歌と笑いで元気な身体づくり。65
歳以上対象。定員30人。è9/23㊌から
新田（包）へ。☎946-0520Ü946-0523
■認知症サポーター養成講座　10/10
㊏10時30分～12時。会場は苗塚会館
（苗塚町322）。認知症を正しく理解
し、地域で支え合いましょう。定員20
人。è9/23㊌から安行（包）へ。☎921- 
2121Ü928-8989

Ü

Ü

Ü

Ü

　10/22㊍10時～12時、13時～15時。
会場は金明専用グラウンド・ゴルフ場。
18歳以上対象。定員各32人（応募多数
の場合は抽選）。参加費100円。クラ
ブ、ボール持参。è10/2㊎までに往復
はがきに希望時間、氏名（ふりがな）、
住所、生年月日、電話番号を記入し〒
340-0022瀬崎6-31-1草加市スポーツ協
会へ。☎928-6361Ü922-1513Ü

　11/28㊏10時～11時30分。会場は草
加市文化会館。子どもの成長に合わせ
た関わり方についての講演。小学3年
生～中学生の保護者対象。講師は子育
て科学アクシスの藤原一夫氏。定員40
人。手話通訳あり（要予約）。è9/23
㊌～11/13㊎に子ども教育連携推進室
へ。こくちーず（QRコード）からも
可。☎922-3494Ü928-1178Ü

　11/5～26の㊍10時～12時。全4回。
会場は柳島コミセン。クリスマスのタ
ペストリー（20cm×20cm）作り。定
員20人。材料費1000円。裁縫道具・定
規・はさみ持参。è9/23㊌9時から電
話で同コミセンへ。☎Ü928-2321Ü

地域包括支援センター（包）
介護者のつどい・介護予防教室

介護予防・日常生活支援総合事業
担い手研修会

子育て講演会
「思春期の子育て」

子ども教育連携教員
（会計年度任用職員）

生産緑地地区都市計画変更（案）
の縦覧

愛の献血

健康づくりウオーキング大会
～謎解きフォトウオーク～

法の日記念無料電話法律相談会

八幡コミセン臨時休館

獨協大学オープンカレッジ秋期講座

親睦グラウンド・ゴルフ大会

柳島コミセン　パッチワーク教室

生涯学習体験講座

話相談を実施。相談専用☎048-839-87 
75ε埼玉弁護士会法律相談センター☎
048-710-5666

ポットを巡りヒントを入手し、シーク
レットスポットを探しましょう。小学
生以上対象。定員100人。è9/21㊗9時
から記念体育館、市民体育館、市民温
水プール、そうか公園窓口へ。ε草加
市スポーツ協会☎928-6361Ü922-1513Ü

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

9/21㊗～30㊌は「秋の全国交通安全運動」期間。車も歩行者も安全な通行を！

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

9月の
納税
・
納付

▶国民健康保険税（普通徴収） 第4期
▶後期高齢者医療保険料（普通徴収） 第3期
▶介護保険料（普通徴収） 第4期
9/30㊌までに最寄りの市指定金融機関・コンビニ等で納めてください

【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

講座名

謡を楽しむ

詩の世界

西洋絵画を読む

武者の世の探訪

バイクで走ってみた世界

世界から見た
日本近現代史

意思決定の会計

暮らしに役立つ
やさしい心理学

衛星で見る地球の姿

外国語（英語、ドイツ語、
フランス語ほか）



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9月20日号

▼ABCで遊ぼう　9/28㊊15時30分～
16時30分　3歳（保護者同伴）～小学
生対象　定員15人
▼読み聞かせ「バンビ」　10/5㊊・19
㊊11時～　乳幼児と保護者対象　定員
10組
▼こぶたのしっぽ　10/7㊌11時～　パ
ネルシアター　乳幼児と保護者対象　
定員6組
▼おもちゃ病院　10/17㊏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
▼ふれあいさつまいも掘り　10/24㊏
10時30分野口農園集合（雨天時10/31
㊏順延）　幼児（保護者同伴）～高年者
対象　定員20組　参加費300円（2株）

▼マグネット帽子作り　9/28㊊～10/9
㊎（㊋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　è9/23㊌13時から電話で同館
へ
▼ピヨピヨ広場　10/1～29の㊍（8を
除く）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　è参加希望日1週間前の㊍13
時から電話で同館へ
▼ビーズブレスレット作り　10/12㊊
～23㊎（㊋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　材料費30円　è10/5㊊13
時から電話で同館へ
▼おもちゃ病院　10/16㊎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　10/27㊋13時～
　会場はコンフォール松原19号棟　令

▼ロビー　草加天文愛好会スペースワ
ンダーによる写真展　10/6㊋～18㊐
▼おもちゃ病院　10/16㊎10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼木版画で作る年賀状教室　11/4～18
の㊌13時30分～16時　全3回　成人対
象定員7人　参加費500円　
▼県民の日ふれあいハイキング教室　
11/14㊏8時～17時　市のバスで御岳山
（青梅市）へ　小学生とおおむね60歳以
上対象　定員小学生・高年者各5人　
参加費小学生600円・高年者1200円

川柳文化センター ☎936-4088

定員のあるものは9/23㊌
8時30分から各館へ申し込みを

5925-0152

　10/17㊏9時45分～、10時30分～、
11時15分～。草加北ミニコミセン集合。
1歳～未就学児と保護者対象。定員各
回10組。参加費400円（2株）。è 9/24
㊍9時から電話で保育ステーションへ。
☎920-1120Ü920-1101Ü

秋だよ　わくわくさつまいも掘り

定員のあるものは9/24㊍
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

和元年10月生まれ対象　定員12人　
è10/1㊍13時から電話で同館へ

▼子ども歳時記　9/26㊏・27㊐13時15
分～、15時15分～　お月見にちなみ光
る泥団子作り　幼児（保護者同伴）～
18歳対象　定員各回18人（当日先着順）
▼おもちゃ病院　10/1㊍13時～14時30
分　おもちゃの無料修理　部品代実費
　1人2点まで
▼木工房　10/3㊏13時15分～、15時15
分～　小学生～18歳対象
▼造形ワークショップ「ハロウィンし
かけおもちゃ作り」　10/4㊐13時15分
～14時15分、15時15分～16時15分　
小学生～18歳対象　定員各回6人
▼みなクル工房「ビー玉万華鏡」　
10/10㊏13時15分～14時15分、15時15
分～16時15分　幼児（保護者同伴）～
18歳対象　定員各回6人
▼スポーツ＆レク「大縄跳び」　10/11
㊐13時15分～、15時15分～（雨天中
止）　小学生～18歳対象
▼ひ革工房　10/17㊏13時15分～14時
15分、15時15分～16時15分　ハロウ
ィンモチーフのキーホルダー作り　幼
児（保護者同伴）～18歳対象　定員各
回6人
▼ダーツカフェ　10/18㊐17時～18時
　中学生～18歳対象　定員6人
▼ハロウィン写真館　10/24㊏・25㊐
10時～10時40分、10時45分～11時25
分、13時～13時40分、13時45分～14
時25分　ハロウィン仕様のマスクを着
用し家族同士で写真を撮ります（写真
は10/31㊏まで館内展示）　幼児～小
学生と保護者対象　定員各回2家族

子ども・親子向け ▼ハロウィン「かぼちゃの箱づくり」
　10/31㊏10時15分～11時30分　幼児
（保護者同伴）～18歳対象　定員6人

▼おもちゃ病院　9/24㊍10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
▼ドッジボール大会　10/8㊍16時～　
小学生対象

▼おもちゃ病院　9/24㊍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
▼脳トレボードゲーム「ウボンゴ」　
10/3㊏14時～　小学生対象　定員4人
▼ハロウィン制作「ラバランプ」　10/
9㊎・23㊎14時45分～…3歳以上の未
就学児と保護者対象　定員各5組　10/
24㊏14時～…小学生対象　定員5人
▼将棋教室　10/10～令和3年3/13の第
2㊏14時30分～15時30分　全6回　小
学生～高年者の初心者対象　定員9人
▼ふれあいさつまいも掘り　10/11㊐
10時30分細井農園集合（雨天時10/18
㊐順延）　乳幼児（保護者同伴）～高
年者対象　定員30組　参加費400円（3
株）
▼けん玉週間　10/12㊊～24㊏10時～
16時30分　けん玉チャレンジ　10/25
㊐14時～　定員10人　いずれも小学生
対象
▼ママのためのリフレッシュヨガ　10 
/17㊏10時15分～　定員10人
▼ともだち文庫の「おはなしポケッ
ト」　10/19㊊11時～　読み聞かせ・
わらべ唄　乳幼児と保護者対象

10時～16時（㊏㊐㊗含む）

①街中を大音量で巡回 ②空き地で回収
無許可の不用品回収業者
によって回収された廃家
電などの粗大ごみを不法
投棄

環境対策を行わずに廃家
電を破壊することで、フ
ロンガスや鉛などの有害
物質が放出

廃家電に含まれる電池や
プラスチックにより、発
火・火災が発生

③チラシを配布

「無許可」の不用品回収業者の例 不適正な処理の例 全て荷物を積み込んだ後に…

違法な不用品回収業者は
利用しないでください

粗大ごみ・家電製品（テレビ・
エアコン・冷蔵庫・洗濯機）の
適切な処分に協力してください。
処分方法の詳細は市HPで確認を。

ε廃棄物資源課
☎931-3972Ü931-9993Ü

④インターネット
　の広告

　市の許可や委託を受けずに家庭から出た
廃家電などを不用品回収業者が回収するこ
とは認められていません。

全てが無料
ではないん
です。

ほとんどの不用品回収業者は市の
「一般廃棄物収集運搬業」の許可を
得ずに、廃家電などの廃棄物回収の
営業をしています。

違法な不用品回収業者によって回
収された廃家電の多くが、不法投棄
されたり不適正に処理され、環境に
悪影響を及ぼしています。

高額な料金を請求されるなど、
トラブルの元となる事例も報告さ
れています。

不法投棄

不適正処理

不適切な管理による
火災

♪

♩

無
料
回
収



⑥ 2020年9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。

■おはなし会　9/26㊏11時30分～12時
　「王子さまの耳はロバの耳」「流さ
れてきたオオカミ」ほか　4歳～小学生
と保護者対象　定員4組（当日先着順）
■大人の映画会　10/11㊐14時～15時
30分　「モダン・タイムス」　成人対
象　定員20人　è9/21㊗9時から2階事
務室で整理券配布
■家庭向け読み聞かせ講習会　10/15
㊍10時30分～11時30分　読み聞かせ
基本・選書の仕方ほか　0～1歳児と保
護者対象　定員8組
■工作会　10/17㊏13時30分～13時55
分、14時5分～14時30分　幼児～小学

中央公民館 ☎922-5344

谷塚文化センター ☎928-6271

柿木公民館 ☎931-3117

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。

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

■草加ハーモニカ同好会　第1～3㊊10
時～13時　であいの森で　月額500円
　ε中村☎080-5674-3159
■ペン習字クラブ　第2・4㊍10時～12
時　中央公民館で　美しい文字を書く
ための基本を練習できます　初心者大
歓迎　見学・体験可　入会金500円　
月額2300円　ε船橋☎928-3285
■ウクレレ・リーフ・クラブ　第2・4
㊊12時40分～　高砂コミセンで　ウク
レレでハワイアン・ポピュラーの演奏
　初心者歓迎　月額3500円　ε島田☎
090-7428-1604
■ありんこクラブ（トランポリン・体
操）　月4回㊊または㊋15時～16時30
分　市民体育館ほかで　3歳～年長児
対象　体験400円　入会金500円　月額
1500円　ε安藤☎090-2492-8023
■谷塚プアオレナ（フラダンス）　㊊
11時～13時　谷塚文化センターで　楽
しくフラダンスの練習をしています　
月額4000円　ε蓮沼☎927-1099
■HyperMoon（トランポリン）　㊊
または㊎17時～19時　市民体育館で　
小学生対象　1回700円　ε大平☎090- 
9950-5669
■フレンズ（英会話）　月2回㊎10時
～12時　新田西文化センターで　日常
の簡単な英会話　入会金1000円　月額
3000円　ε片栁☎927-1556

▼放課後クラブ　10/1㊍17時～18時…
卓球　10/2㊎16時～17時…軽体操　
10/19㊊16時～17時…将棋　10/20㊋16
時30分～17時30分…スポーツウエルネ
ス吹矢　10/5～26（19を除く）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」　10 
/5㊊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　簡単工作・
大型絵本ほか　定員各回10人
▼おもちゃの病院　10/5㊊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　10/5～26
㊊（10/19を除く）17時～18時　中学1
年生の基礎　中学生対象
▼外国籍市民のための日本語教室　
10/6～20の㊋10時～12時
▼はじめてのスマートフォン体験教室
　10/12㊊（基礎編　電話・カメラ使
用ほか）・19㊊（便利編　地図検索・
LINE）10時～12時　成人対象　定員
各18人（空きがある場合両日参加可）
　スマートフォン貸し出し
▼ママといっしょにおはなし会　10/ 
26㊊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5組

▼すくすくクラブ　10/8㊍10時～10時
40分…0～1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・読み聞かせほか　定員
各回10人
▼陶芸教室　10/9㊎・30㊎10時～12時
　全2回　小鉢作り　初心者対象　定
員8人　参加費1000円
▼すくすくハロウィン講座　10/23㊎
10時～10時40分…0～1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　ハロウィン遊び
・工作ほか　定員各回5組（兄弟姉妹
で参加する場合は上の子の年齢で申し
込みを）　参加費子ども1人100円
▼おもちゃの病院　10/23㊎10時～12
時　おもちゃの無料修理　部品代実費
1人2点まで
▼手作り味噌（5㎏）体験講座　11/2
㊊9時～、13時～　成人対象　定員各
回5人　参加費3600円
▼複音ハーモニカステップアップ教室
　11/5～12/3の㊍13時30分～15時30分
全5回　複音ハーモニカを持っている
人対象　定員15人

▼俳句入門講座　10/13～27、11/10・
24、12/15の㊋13時～16時　全6回　成
人初心者対象　定員12人
▼谷塚元気ひろば　10/26㊊13時～14
時30分　おはなしの会　65歳以上対象

定員20人

▼こころを結ぶ光のひろば　10/6㊋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
▼親子でハロウィン　10/9㊎10時～10
時40分…0～1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　親子遊び・ハロウィン工作
ほか　定員各回5組（兄弟姉妹で参加
する場合は上の子の年齢で申し込み
を）　参加費子ども1人100円
▼SKT高年者健康リズム体操　10/13
～令和3年3/9の第2㊋10時～12時　全6
回　60歳以上対象（4～9月の受講者を
除く）　定員30人
▼チャレンジ！シニア講座　10/15㊍、
11/19㊍、12/17㊍10時～12時　全3回
　マジック・老年学入門ほか　60歳以
上対象　定員20人
▼にじいろタイム　10/16㊎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」
　10/16㊎13時30分～　胎教と友達作
り　初妊婦対象　定員10人
▼秋の文学講座「方丈記」　10/16㊎
・30㊎、11/13㊎14時～16時　全3回　
講師は作家の松本孝氏　定員40人
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
10/21㊌10時～10時40分…0～1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5組
▼男の料理教室　10/24㊏10時～13時
　四季の料理　定員10人　参加費1000
円
▼家庭教育講座「親」と「子」これか
らのコミュニケーションを考える　11/
1㊐10時～12時　小学生と保護者（保

護者のみも可）対象　定員15組

▼おはなしの時間　9/23㊌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
▼元気ルームMINI　10/1㊍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　10/8㊍10時～11
時30分　ハロウィンの衣装作り　乳幼
児と保護者対象
▼親子でさつまいも掘り体験　10/10
㊏9時30分～11時30分　小学生以下と
保護者対象　定員10組　参加費300円
▼おもちゃの病院　10/12㊊10時～12
時　おもちゃの無料修理　部品代実費
　1人2点まで
▼柿木町散策～歴史や文化財を学ぶ～
　10/27㊋9時30分～12時　成人対象　
定員10人
▼ひとり語りしばい「花いちもんめ」
　11/1㊐13時30分開演　出演は演劇創
造ドラマン　成人対象　定員30人

生と保護者対象　定員各回5組　è9/
21㊗9時から4階児童室で整理券配布
■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分と㊏・㊐14時30分～15時
（幼児以上対象）　定員各4組（当日
先着順）

■材料　蒸し中華麺…2玉（300g）／豚もも肉薄切り…60g／シーフードミック
ス…80g／小松菜…100g／にんじん…20g／長ねぎ…20g／茹でたけのこ…40g
／干ししいたけ…2g／しょうが…1かけ／油…小さじ4／水溶き片栗粉…大さじ1 
■調味料　塩…小さじ1/4／しょうゆ…大さじ3/4／砂糖…小さじ2／酒…小さじ
2／干ししいたけの戻し汁+水で150cc

　ソース味以外の焼きそばをご家庭で。
一皿で肉・魚介・野菜・麺が取れて、
栄養バランスが整う1品！お好みで酢・
からしを添えて。

①豚肉は一口大に切る。シーフードミックスは解凍しておく。小松菜は3cm長
さに切り、茎と葉に分ける。にんじんとたけのこは3cmの短冊切りにする。
長ねぎは斜め薄切りにする。干ししいたけは戻して薄切りにする（戻し汁は
調味料で使用）。しょうがはせん切りにする。

②フライパンに油（小さじ2）を熱し、麺をほぐしながら炒める。丸く麺をま
とめ、押しながらきつね色になるまで両面を焼く。

③別のフライパンに油（小さじ2）を熱し、しょうがを炒め、香りが出てきた
ら、豚肉・シーフードミックス・にんじん・しいたけ・長ねぎ・たけのこ・ 
小松菜の茎の順に加えて炒める。

④調味料を合わせておき、③に加えて混ぜ、野菜が柔らかくなるまで煮る。小
松菜の葉を加え、しんなりしたら、水溶き片栗粉を加えて、とろみをつける。

⑤皿に②の麺を盛り、④のあんをかける。

　栄養バランスが整い、美味しく作れるレシピを紹介。
毎日の献立にお役立てください！

五目あんかけ焼きそばvol.1

1人分 514kcal 2.6g食塩

作り方

（2人分）

Point

コロナに負けないからだづくり
食生活改善推進員のおすすめレシピ
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草加人のための情報紙　広報「そうか」 ⑦情報コーナー「すとりーと」 2020年9月20日号

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。

相　談　案　内
9/21㊗～10/20㊋
（㊗㊡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）
10/5㊊…住吉児童館☎928-5736
10/7㊌…新栄児童センター☎942-9876
9/24㊍、10/8㊍…谷塚児童センター☎925-1856

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）

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

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）

㈲井戸浅水道工事店
㈲やまと水道
東京管工機材㈱

八幡町802
氷川町429-4
住吉1-14-20

☎931-3330
☎927-8519
☎927-0041

9/20㊐
21㊗
22㊗

㈲東洋開発
萬設備
㈲東洋開発
正木設備㈱

両新田西町246
長栄1-779-1-105
両新田西町246
栄町3-9-30

☎928-5520
☎942-1200
☎928-5520
☎931-3933

9/26㊏
27㊐

10/  3㊏
4㊐

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。

内
科

内
科

内
科

内
科

外
科
・
午
前

外
科
・
午
後

 9時～12時・
14時～17時  

9/20㊐

谷塚町831

☎925-4952

佐藤医院

9時～12時

中央2-4-11

☎924-1375

山崎クリニック

16時～19時
松江2-3-26

☎935-4838

草加松原
整形外科医院

 9時～12時・
14時～17時  

9/21㊗

吉町3-1-3

☎922-2616

神谷医院 草加西部クリニック
9/22㊗

 9時～12時・
14時～17時  

両新田西町456

☎928-3301

16時～19時
松江2-3-26

☎935-4838

草加松原
整形外科医院

 9時～12時・
14時～17時  

新栄2-22-23

☎941-2223

二宮病院

9時～12時
瀬崎2-4-1

☎928-6800

並木歯科医院

9/27㊐

 9時～12時・
14時～17時  

中央2-16-43

☎922-2111

中田医院

9時～12時

柿木町1127-1

☎930-3636

豊田クリニック

16時～19時
松江2-3-26

☎935-4838

草加松原
整形外科医院

 9時～12時・
14時～17時  

10/4㊐

住吉1-2-28

☎922-6011

内藤クリニック

9時～12時

中央2-4-11

☎924-1375

山崎クリニック

 9時～12時・
14時～17時  

新善町413-2

☎943-6200

高山整形外科

9時～12時
金明町665-10

☎941-8445

山本歯科

外
科

歯
科

外
科

歯
科

外
科
・
午
前

外
科
・
午
後

内
科

外
科
・
午
前

外
科
・
午
後

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。!
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　令和5年1月完成予定の新庁舎は、市民
の皆様に親しまれる庁舎を目指して設計
され、旧日光街道に見られた建物の軒先
のイメージを再現しつつ、環境にやさし
い自然エネルギーを活用するとともに、
大地震等の災害時に防災拠点としての機
能を維持する免震構造とするなど災害に強い庁舎となっています。
　1日、起工式が行われ、工事期間中の円滑な工事進捗と無事故・

無災害の安全祈願が行われました。
　浅井昌志市長は、「人にやさしく親し
まれる庁舎、機能的・効率的で働きやす
い庁舎、環境にやさしい庁舎、災害につ
よい庁舎の4つの基本方針によって設計
された新庁舎は、市民の皆様に喜んでい
ただけると思います」と新庁舎への思い
を話しました。

　同大会選者で俳人の井上康明氏を講師に迎え、
草加松原での吟行後、草加市文化会館で句会
を行います。
　テーマは吟行句会、当日投句ともに「草加
松原の風景を詠んだもの」です。
■日　時　11月7日㈯午前9時30分～正午
■会　場　草加市文化会館
■定　員　30人（応募多数の場合は抽選）
ω10月9日㈮（消印有効）までに往復はがきに住所、氏名、電話番
号を明記し、〒340-8550文化観光課へ（メールからも可）。1人1通
まで（複数人での申し込みは無効）。

　登録店舗でのテイクアウト・デリバ
リー、また感染予防対策実施店舗での
店内飲食をすると最大50％割引が受け
られます。感染予防対策をしながら頑
張る地元飲食店を応援しましょう。

■割引金額　1会計500円以上の
購入で最大50％の割引（上限
500円）。割引率は店舗ごとに
設定し、店頭に掲示。
■実施期間　10月1日㈭～11月
30日㈪（期間内でも店舗ごとの
割引上限に達し次第終了）。
■登録店舗　市ホームぺージ
（QRコード）で確認してくだ
さい。

■受付期間　9月28日㈪～10月21日㈬（必着）
■申し込み　①②のいずれかの方法（1人1回のみ）
　①インターネット…実行委員会ホームページ

（QRコード）の申し込みフォームに必要事項を入力。
　②申込専用はがき…広報そうか10月5日号と同時配布（取扱店舗

一覧も同時配布）。必要事項を記入し郵送。
　申込多数の場合は市内在住者優先で抽選を行います。購入引換券
は11月6日㈮頃に発送します。

■販売内容　1冊1万3000円分の商品券を1万円で販売（1人5冊まで）

9月かどまちごとでき
市役所新庁舎の建設工事が始まりました

■受付日時　11月7日㈯午前9時30分～午後1時
■受付場所　漸草庵
■投句方法　漸草庵で用紙を入手し投句箱へ。1人2句まで。
投句された作品は「おくのほそ道 草加松原国際俳句大会」の
当日投句の部の選考対象となります。入選作品は同日午後の記
念講演会終了後に発表予定。

井上康明氏

おくのほそ道　　　　　　　 国際俳句大会

吟行句会

10/11日
開催

プレミアム付商品券
購入申込の受付を開始

スポーツフェスティバル
今年度は全て事前申込制

文化観光課 922-2968Ü922-3406bunkakanko@city.soka.saitama.jp問文化観光課☎922-2968Ü922-3406bunkakanko@city.soka.saitama.jp

当日投句に参加できます吟行に参加
できなくても

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

産業振興課 922-3477Ü922-3406問産業振興課☎922-3477Ü922-3406

テイクアウト・
デリバリー・
店内飲食で
最大50%割引

登録店舗は

ポスターが
目印

　問い合わせは草加市プレミアム付商品券事業
実行委員会（草加市商店連合事業協同組合内）へ。 ☎928-8121

共通券
7000円分（1000円券×7枚）

ω①②は9月23日㈬9時から、③は24日㈭9時から電話で各施設へ。

専用券※大型店(一部除外)以外で使用できます。
6000円分（500円券×12枚）産業振興課 922-3073Ü922-3406問産業振興課☎922-3073Ü922-3406

プレミアム率30%

会場

①記念
体育館

☎922-1151

②市民
体育館

☎936-6239

③市民温水
プール

☎936-6824

イベント名

新体力測定

フィットネス
プログラム体験

ヨネックス
バドミントンチームと
プレゲーム＆アドバイス

バーチャルリアリティ
フェンシング体験

バーチャル
リアリティ
バドミントン体験

健康
マッサージ
施術

競泳タイムトライアル
（4泳法各
25ｍ、50ｍ）

フィンスイム
タイムトライアル
・アプニア25ｍ
・ビーフィン50ｍ
・サーフィス50m

対象

小学生

18歳以上

18歳以上

小学生以上

小学生以上

小学生以上

18歳以上

小学生以上

障がいの
ある人

中学生以上

定員

各回
40人

各回
30人

各回
18組

各回
10人

各回
3人

各回
50人

時間
⑴午前9時～10時30分
⑵午前11時～午後0時30分
⑶午後2時～3時30分
⑴午前9時～10時30分
⑵午後1時～2時30分

【ヨガ】午前9時30分～10時15分
【ズンバ】午前11時30分～午後0時15分
【ストレッチ&ダンス】
午後2時30分～3時15分

⑴午前10時30分～正午
⑵午後1時30分～3時

⑴午前9時～10時
⑵午前10時30分～11時30分
⑶午後1時～2時
⑷午後2時30分～3時30分

⑴午前9時～10時
⑵午前10時30分～11時30分
⑶午後1時～2時
⑷午後2時30分～3時30分

⑴午前10時～10時30分
⑵午前10時30分～11時
⑶正午～午後0時30分
⑷午後0時30分～1時
⑸午後2時～2時30分
⑹午後2時30分～3時

⑴午前9時～11時
⑵午後2時～4時

午前11時30分～午後1時30分

午前11時30分～午後1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9月20日号

市の人口　令和2年9月1日現在　25万312人（男12万6720人・女12万3592人）/前月比10人減/世帯数11万9851世帯
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