
きれいで快適なまちづくり

ご近所さんと交流・ふれあい

折り込んである「改定『草加市景観計画』パブリックコメント特集号」は、抜いて読んでください。

　市内に119の団体がある町
会・自治会。入ってみたくて
も、どんなことをしているの
か分からなくて不安…　
　町会長に町会・自治会の主
な活動を聞いてみよう！

稲荷中央町会 であい・ふれあい・たすけあい

関根利幸 町会長関根利幸 町会長

元木栄 町会長元木栄 町会長

市川雅保 自治会長市川雅保 自治会長

町会・自治会って
　　 何してるの
教えて 町会長

旭町町会 気軽に参加できる活動、あります！

上南自治会 大人も子どもも一緒にまちづくり

加入申込方法

インタビューの続きはこちらから

草加市では
を支援しています！

地域の特長や特性を生かした
住みよいまちづくり

　稲荷中央町会考案の「町会・防災タオル」は、
災害時、安否確認を終えた目印として家の門に
タオルをかけ、タオルをかけていない家の安否
確認を周囲に促します。
　いざというとき、スムーズに隣近所で助け合
うための工夫を凝らしています。

いざというときに安心・安全

　旭町町会では外環側道の美化運動を14
年間続けています。月に1回、1時間程度の
清掃で、気軽に誰でも参加しやすいのが魅
力です。毎回、大人から子どもま
で40～50人が参加します。楽し
く活動することを心掛けています。

　毎年青柳4丁目ふれあい公園で行われ
る「上南自治会家族レクリエーション大会」
は、会員約7割の参加率を誇る一大イベン
ト。顔の見える関係づくりで、親・子・孫三
世代による「全員参加のまちづくり」を目
指しています。

新型コロナウイルスの影響により、一部中止している活動もあります。

問みんなでまちづくり課 ☎922-0796 5922-3406
問草加市町会連合会事務局 ☎5922-6327

興味はあるけど知らない人ばかり
だし、できることも少ないので入り
づらいです・・・

申し込みでいきなり町会長に電
話するのはハードルが高すぎま
す！

安心しました！加入してみよう
と思います

活動内容は町会・自治会ごとに違
いますが、まずはお祭りや清掃活
動などで雰囲気だけでも見てみて
ください

メールや郵送でも申し込めます！
下記の加入申込方法を参考にして
ください

お住まいの場所がどの町会・自治
会なのか市ホームページで確認で
きますよ

気軽にできる活動から参加してみ
てくださいね

必要事項を入力し、みんなでまち
づくり課へメール（QRコード）
で送信する。

市ホームページ（QRコード）またはサービ
スセンター・コミセン・みんなでまちづくり
課で配布する「町会・自治会連絡
希望票」を同課または草加市町会
連合会事務局へ提出する。

郵送で

同課または同事務局へ必要事項を連絡する。

後日、お住まいの地域の町会・自治会から連
絡が来ます。

電話で

メールで

オリジナル
防災タオル

配ってます！
オリジナル

防災タオル

配ってます！

美化運動は
第2日曜日9

時

旭町公民館
に集合！美化運動は

第2日曜日9
時

旭町公民館
に集合！

草加市民納涼大花火大会
の

運営にも関わっています！
草加市民納涼大花火大会

の

運営にも関わっています！
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令和2年の市内交通事故状況（前年比）9月20日現在　人身事故398件（－70）　死者2人（－3）

・受付期間　11月18日㈬～23日㈷午前9時～午後5時
（土・日曜日、祝日も受け付け）

・受付会場　草加市文化会館

　保育園、認定こども園（保育部分）、地域型保育（小規模・家庭
的）、家庭保育室への令和3年4月からの入園（室）申し込みを受
け付けます。
■対　　象　保護者の就労や疾病等により保育を必要とする乳幼児
■必要書類
①保育所等入園申込書または家庭乳幼児保育
申請書及び家庭乳幼児基本保育料補助申請書

②保育所等の申し込みに関する同意書または
家庭保育室入室に関するチェックシート

③確認票
④提出書類チェックシート（保育所等のみ）
⑤稼働証明書等保育を必要とすることを証明する書類
⑥児童記録表
⑦母子健康手帳
⑧子どものための教育・保育給付認定(変更)申請書または現況届
⑨個人番号カードまたは通知カード及び身元確認のための書類等
※子どものための教育・保育給付認定（変更）申請書または現況
届記入の保護者以外が申請に来る場合は、配偶者であっても委
任状が必要

■書類配布　10月5日㈪から保育課・各保育所等・子育て支援セン
ターで配布します。市ホームページからも入手可。

■申込方法

　小中学校の通学区域の在り方について意見を述べ、検討する市民
委員を募集します。
■対　　象　市内在住の20歳以上（令和2年7月1日現在）で、市の

他の審議会等の委員になっていない人
■募集人数　男女１人ずつ
■任　　期　委嘱の日から令和4年6月30日まで
■報　　酬　会議1回につき7000円
ωまずは電話で同課へ。後日、郵送する応募用紙に審議会の名称・
氏名(ふりがな）・住所・性別・生年月日・年齢・電話番号（あ
ればファクス番号）・現在の職業・主な職歴・地域活動等の経験
・小論文「草加市の通学区域について」（600～800字）を記入
し〒340-8550同課へ。持参可。

■対　　象　保護者や同居者の就労等により放課後保育を必要とす
る小学生（令和3年4月現在）

■必要書類　①児童クラブ入室申込書
②稼働証明書等、保育を必要とすることを証明する書
類

■書類配布　10月5日㈪から子ども育成課・各児童クラブ・子育て
支援センターで配布します。市ホームページからも入
手可。

■申込方法

　戦没者等の遺族に第11回特別弔慰金を支給します。
■支給対象者　戦没者等の死亡当時の遺族で、令和2年4月1日（基

準日）において、恩給法による公務扶助料や戦傷病
者戦没者遺族等援護法による遺族年金等を受ける人
（戦没者等の妻や父母等）がいない場合に、遺族1
人（順位あり）に支給。

■支 給 内 容　額面25万円、5年償還の記名国債
■必要書類等　①請求者の戸籍抄本　②印鑑（スタンプ印等不可）

③身分証明書
※詳細は問い合わせてください。

■請 求 期 限　令和5年3月31日㈮まで（請求期限を過ぎると、特
別弔慰金を受け取ることができなくなります。）

■請 求 窓 口　福祉政策課

　10月1日付で加藤由美子氏、舩戸姿子氏が法務大臣より人権擁護
委員に委嘱されました。任期は令和5年9月30日まで。

【郵送受付】特定記録郵便で保育課へ。

※郵便料は自己負担（基本料金+特定記録郵便料160円）

・受付期間　10月6日㈫～11月5日㈭（消印有効）

【会場受付】

※2～5歳児クラスは、対象児童を同伴。
※入場は、保護者1人と対象児童のみでの入場にご協力ください。

【郵送受付】特定記録郵便で子ども育成課へ。

※郵送料は自己負担（基本料金+特定記録郵便料160円)

・受付期間　10月16日㈮～11月19日㈭（消印有効）

【会場受付】

※申込時、対象児の同伴は不要です。

・受付期間　11月22日㈰～27日㈮　午前9時～午後5時
（日曜日・祝日も受け付け）

・受付会場　中央公民館

　加藤氏は、NPO
法人リビング・イ
ン・ジャパン副代
表理事や市の審議
会副会長などを歴
任し、今回で5期
目。加藤由美子氏

　舩戸氏は、西
町小学校校長や
市の人権教育推
進協議会理事な
どを歴任し、今
回で3期目。

舩戸姿子氏

保育所等・家庭保育室
申込受付
郵送受付…10月6日㈫～11月5日㈭
会場受付…11月18日㈬～23日㈷
問保育課☎922-1491Ü922-3274Ü

令和3年4月からの入園

市立小中学校通学区域
審議会

問学務課☎922-2674Ü928-1178Ü

郵送申込を
始めます。
ご利用
ください。

放課後児童クラブ
申込受付
郵送受付…10月16日㈮～11月19日㈭
会場受付…11月22日㈰～27日㈮
問子ども育成課☎922-1448Ü922-3274Ü

令和3年4月からの入室

第11回特別弔慰金を支給
問福祉政策課☎922-1234Ü922-1066Ü

戦没者等の遺族に

加藤由美子氏、舩戸姿子氏を
人権擁護委員に委嘱
問人権共生課☎922-0825Ü927-4955Ü

委員募集

郵送申込を
始めます。
ご利用
ください。

② 草加人のための情報紙　広報「そうか」市政情報2020年10月5日号



※結果についてのお問い合わせには、お答えできません。

発行冊数を上回る申込があった場合、抽選となります。
抽選の場合、市民が優先です。
なお、購入が可能な人には11月6日（金）頃に
購入引換はがきを発送します。

発行冊数を上回る申込があった場合、抽選となります。
抽選の場合、市民が優先です。
なお、購入が可能な人には11月6日（金）頃に
購入引換はがきを発送します。

商品券の購入申込方法は2通りあります。
（※申し込みは1人5冊まで）
商品券の購入申込方法は2通りあります。
（※申し込みは1人5冊まで）

この広報そうかと同時配布の
パンフレット「商品券購入のご
案内」に付属する専用申込は
がきに必要事項を記入します。

この広報そうかと同時配布の
パンフレット「商品券購入のご
案内」に付属する専用申込は
がきに必要事項を記入します。

購入
申込期限
購入

申込期限
専用申込はがき専用申込はがき 実行委員会

ホームページ
実行委員会
ホームページ

10/21（水）
まで

実行委員会ホームページの
お知らせ欄から申込フォーム
へ入ります。
https://www.soka2020.jp

実行委員会ホームページの
お知らせ欄から申込フォーム
へ入ります。
https://www.soka2020.jp

切手を貼ってポストに
投函します。
★10月21日（必着）
　余裕をもって投函してください。

切手を貼ってポストに
投函します。
★10月21日（必着）
　余裕をもって投函してください。

必要事項を
入力します。
必要事項を
入力します。

※期間内に引き換えなかった場合、購入引換
　はがきは無効となります。

※使用期間を過ぎた場合は無効となります。
※商品券利用の際､釣銭は出ません。

購入引換はがきと現金を持参して、はがきに
記載された引換販売所にて購入できます。
購入引換はがきと現金を持参して、はがきに
記載された引換販売所にて購入できます。

商品券が使える事業者は同時配布のパンフレット
「取扱事業者一覧」または実行委員会ホームページをご覧ください。
商品券が使える事業者は同時配布のパンフレット
「取扱事業者一覧」または実行委員会ホームページをご覧ください。

　購入申込方法や最新の取扱事業者情報などは広報そうか10月5日
号と同時配布のパンフレット（「商品券購入のご案内」と「取扱事
業者一覧」）または同実行委員会事務局ホームページ（QRコード）
で確認してください。
　先着順ではありませんのであわてずに
申し込みください。

　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
った新生児の保護者に、草加市プレミアム付商品券を給付します。
　8月末日までに出生届を提出された人には、9月16日㈬に申請書を
発送しました。9月以降に届出された人には、順次発送しますの
で、詳細は市ホームページで確認ください。
■対象者　令和2年4月28日～12月31日までに生まれた新生児の保

護者　※出生届により市に住民登録され、申請時まで引
き続き市に住所を有すること。

■草加市プレミアム付商品券　3万9000円分

　新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年3～7月のいず
れかの売上が前年同月比で20%以上減少したものの、国の支援策
（持続化給付金・家賃支援給付金・コロナ関連融資）の対象外とな
った小規模事業者に給付金を支給し、事業継続を支援します。
■申 請 方 法　草加商工会議所（草加市中央2-16-10）に対象とな

るか相談の上、必要書類を同会議所へ持参。
※詳細は産業振興支援サイト「あっ、そ
うか.net」（右QRコード）で確認してく
ださい。

■申 請 期 間　11月30日㈪まで
■給　付　額　1事業者当たり10万円（1事業者1回限り）
■対象事業者　令和元年12月31日までに市内で創業した市内に主

たる事業所を有する小規模事業者（商業・サービス
業は従業員5人以下、その他は20人以下）

　葬儀にかかる経費の負担が困難な市民を対象に、経費の一部を市
が負担する市民福祉葬を実施しています。
　亡くなった人と葬儀を行う人がいずれも草加市の住民基本台帳に
記録されている場合に利用でき、市の規定する仕様（葬儀場、寝台
車、祭壇、棺・骨つぼ、火葬を含む）で行います。会葬者への飲食
を提供する葬儀は対象外。
■基本仕様の利用者負担額　5万円
　寝台車の利用距離や火葬までの棺の管理にかかる経費などにより
追加負担が生じる場合があります。
■申請　下表中いずれかの指定葬儀社に市民福祉葬利用の旨を連絡
した後、死亡届と市民福祉葬申請書を市役所に提出してください。

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事務局（草
加市商店連合事業協同組合内）へ。

☎928-8121

葬儀社名（指定順）

㈱本郷屋

㈱福祉葬祭

アルファクラブ武蔵野㈱

㈱親愛

㈱東冠

神明1-11-4
（同じ）

谷塚町836-5
（瀬崎5-29-25　西往寺光明殿）

旭町3-1-1
（さがみ典礼　草加葬斎センター）

氷川町2139-18
（親愛セレモニーホール）

西町1450-1
（ファミリーホール）

氷川町833
（東冠メモリアル草加）

氷川町2124-5
（東冠メモリアル草加駅前）

☎931-4444

☎0120-4949-29

☎0120-33-8411

☎0120-66-2186

☎924-0144

☎927-0044

☎926-7800

電話 所在地（葬儀場）

申し込みから使用までの流れ（申し込みは1人1回のみ）

※葬儀社の新規指定届け出の相談も随時受け付けています。

実行委員会ホームページ ▼

窓口での相談・受付が可能になりました

小規模事業者事業継続給付金

市民福祉葬を実施しています

問草加商工会議所☎928-8111Ü928-8125

問市民課☎922-1526Ü920-1501

購入申し込みは
10月21日水まで

問産業振興課 ☎922-3073Ü922-3406

草加市プレミアム付商品券を給付
問特別定額給付金室☎922-0960Ü921-3711

4月28日～12月31日生まれの赤ちゃんに

一律10万円給付
11月30日月まで

対象となるか気軽に
ご相談ください

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③市政情報 2020年10月5日号



使い
切る　

水を
切る　

　公共的な場所を清掃する美化運動を市内全域で実施。美化運動は、
毎年春・秋に行っており、今回で80回目。時間は町会・自治会ご
とに異なりますので、確認の上、清掃活動に協力をお願いします。
　集めたごみは、可燃、不燃、資源物に分別し、町会・自治会など
から配布される「美化運動専用ごみ袋」に入れ、「美化運動専用の
集積所」に出してください。ただし、家庭内、事業所内から出され
たごみ、テレビや自転車、石、コンクリートなどの収集は行いませ
ん。また、収集作業中のごみ収集車は危険ですので近づかないでく
ださい。なお、U字溝等の清掃を行う町会・自治会は、事前に同協
議会にヘドロ収集を依頼してください。
※新型コロナウイルス感染予防対策を講じ、感染予防に配慮しなが
らの実施をお願いします。

　まだ食べられるのに捨てられてしまう食べ物、「食品ロス」が日
本では年間約612万t発生していると言われており、これは国民一人
当たり毎日お茶碗1杯分のごはんを捨てていることになります。
「もったいない」を意識して、買いすぎや作り過ぎ、食べ残しをな
くし、食品ロスの削減にご協力をお願いします。

・感染防止の3つの基本である①身体的距離の確保、②マスク
の着用、③手洗いの徹底をお願いします。

・接種に当たっては、医療機関に問い合わせてください。
・インフルエンザワクチンは重症化予防などの効果がある一方
で、発病を必ず防ぐものではありません。また接種時の体調
などによって副反応が生じる場合があります。医師と相談の
上、接種いただくとともに、接種後に体調に異変が生じた場
合は医療機関に相談してください。

　新型コロナウイルスと季節性インフルエンザの同時流行により医
療現場の負担が増大する恐れがあることから、発熱者や重症者を減
らし、医療現場の負担を軽減することを目的として、埼玉県では、
重症化リスクの高い高年者に対し、接種費用の自己負担額を無料と
することになりました。

■広報そうか9月20日号では、70歳以上の対象者を無料にするとお
知らせしていましたが、今回の埼玉県の補助事業により、定期接
種対象者（65歳以上の人等）は全員無料になります。

■すでに受診券は送付していますが、①及び②の対象者には改めて
無料をお知らせするはがきを送付しますので、そちらをご覧くだ
さい。

■埼玉県内の契約医療機関で接種する場合は、自己負担がなく、無
料で接種できます（埼玉県以外の医療機関での接種を希望する場
合の助成はありません）。

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）

1000円

無料

無料

1000円

自己負担額
（1人1回まで）

無料

①

②

③

④

買いす
ぎない　

＜食品ロス削減に向けて＞

食べ
切る

出されたものは残さず
食べる。

生ごみは水気をしっかり
切ってから捨てる。

賞味期限切れ等によって
捨てないように食べられ
る量を購入する。

野菜の皮など過剰除去せ
ず、食べられる部分は可
能な限り食べる。

10月25日㈰は秋の美化運動
問草加市クリーンふるさと推進協議会
　（廃棄物資源課内）☎931-3972Ü931-9993Ü

みんなのまちを、みんなできれいにしよう
「もったいない！」が合言葉
 食品ロスを減らそう！

10月は食品ロス削減月間

予防しよう！
インフルエンザ

流行前の予防接種 咳エチケット 手洗い・うがい

できるだけ
人混みを避ける

十分な
栄養と睡眠 適度な湿度

高年者インフルエンザ予防接種　対象者全員無料へ
埼玉県インフルエンザワクチン接種補助事業の実施により、令和2年度の高年者
インフルエンザ予防接種の自己負担額が無料になります。
受診券を持って、早めに医療機関へ。

変更

問廃棄物資源課☎931-3972Ü931-9993Ü

感染したかな？と思ったら…
早めに診断を受けましょう
インフルエンザの治療は、感染
から２日以内の治療が効果
的とされています。

問健康づくり課☎922-0200Ü922-1516Ü

　市では、埼玉県の補助事業の実施を受
け、定期接種対象者（65歳以上の人等）
の自己負担額を無料にします。　

④ 草加人のための情報紙　広報「そうか」市政情報2020年10月5日号



【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

国際ハープフェスティバル

レバーハープ
教室

　11/7㊏・8㊐13時30分～15時、
15時45分～17時15分。会場は草
加市文化会館。小学4年生以上
対象。定員各回5人。講師は鷺
谷清子氏。レバーで音階を変え
て演奏するハープを使用します。
初心者でも簡単に音が出せます。
è10/6㊋から草加市文化会館ほ
かで配布する申込用紙を同館へ。
☎931-9325Ü936-4690

　9/28㊊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）。
　▼100万円　キーン誠己　▼20
万円　ライキ㈱　▼10万円　草
加松原ロータリークラブ　▼5万
円　匿名　▼5万円　山浦秀大　
▼5万円　山浦孝子　▼1万円　
三蓼正子
ε新型コロナウイルス対策課☎
922-1839Ü922-6591

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拡
大防止のためにいただいた
寄付

　10/1現在外国人学校に在籍し、令和
3年3/31までに在学期間が6か月を超え
る子どもの保護者で、同2年4/1以降に
市の住民基本台帳に登録されている人
対象。補助額は通学費を超えない範囲
で、1人当たり小学生は年額3万円以内、
中学生は年額5万円以内。è在学校か
ら配布される補助金交付申請書・請求
書に記入し、10/30㊎までに各校へ。
ε総務企画課☎922-2619Ü928-1178

　10/14㊌～12/15㊋に市役所情報コー
ナーで販売します。大きさは14×9cm、
表紙色は黒とグレイッシュブルー。価
格は550円（税込み）。ε庶務課☎
922-0973Ü922-1108

ε埼玉県赤十字血液センター☎048-68
4-1511

　個人賠償責任補償付総合保険「入っ
て安心！RinRinそうか」令和2年度加
入受付は、10/19㊊17時で終了します。
加入希望者は、市内公共施設で配布す
る加入依頼書に記載し、郵便局へ。ε

交通対策課☎922-1641Ü922-1030

　児童サポーターは小学校の施設を利
用した「放課後子ども教室」の運営や
子ども達の活動を見守る有償ボランテ
ィアです。子どもを支援する地域活動
に関心のある77歳以下対象。時間はい
ずれも14時～17時。募集する小学校
（曜日は活動日）は以下のとおりです。
瀬崎小・松原小…㊊、西町小…㊌、氷
川小…㊌・㊎、稲荷小…㊍、両新田小
…㊎。è子ども育成課へ。☎922-1064
Ü922-3274

　地震や武力攻撃などの緊急情報を瞬
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
を使って行います。放送内容は「草加
お知らせメール」「ツイッター（ユーザ
ー名：@city_soka）」「フェイスブッ
ク（ユーザー名：sokacity.anshin）」
でも同時配信されます。ε危機管理課
☎922-0614Ü922-6591

日程 会場 時間

新型コロナウイルス感染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。

　災害時の被災者支援や、福祉教育や
ボランティア体験、地域から孤立を無
くすための事業や交流を深めるための
事業など、地域の様々な福祉活動に活
用されます。金融機関やウェブサイト
を通じた募金も可能です。詳細は問い
合わせてください。ε県共同募金会草
加市支会☎932-6770Ü932-6779

　麻薬・覚醒剤・大麻・危険ドラッグ

などの薬物乱用は、自分の人生だけで
なく、家族など周りの人たちの人生ま
でも狂わせてしまいます。「ちょっと
なら」と言った甘い考えは命取りです。
絶対に手を出さないでください。正し
い知識を身につけ、薬物乱用を根絶し
ましょう。ε草加保健所☎925-1551Ü
925-1554

　動画投稿サイトYouTube草加市公式
チャンネル（QRコード）に、子ども
たちに人気で簡単に作れる学校給食レ
シピを公開しました。「さつまいも蒸
しパン」「鮭のマヨネーズ蒸し」「レ

ーズンラスク」など、いずれも2～5分
の短い動画にまとめています。ぜひ活
用してください。ε学務課☎922-2685
Ü928-1178

　介護の仕事を探している60歳以上を
対象に、県内介護施設等で介護助手と
して働くための研修を受講から就職ま
で支援。随時募集中。ε㈱ソラスト
（県委託事業受託者）☎0120-997-963

　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10/29㊍～11/3㊗・12㊍～15㊐、
12/3㊍～7㊊・11㊎～14㊊。会場はボ
ートレース戸田。ε財政課☎922-0761
Ü922-1547

10/16㊎

草加駅東口

草加駅東口

獨協大学前
〈草加松原〉
駅西口

10時～11時45分・
13時～16時

10時～16時

10時～11時45分・
13時～16時11/1㊐

　浄化槽を使用する人は、保守点検や
清掃のほかに年1回の定期水質検査受
検が義務づけられています。定期水質
検査は、浄化槽からの放流水などをチ
ェックして、浄化槽が十分浄化機能を
発揮しているか検査するものです。è

県浄化槽協会へ。☎048-501-5707 

77歳以下対象　活動は週1～2回
放課後子ども教室
児童サポーターを募集

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。

外国人学校への通学費を補助

年1回は浄化槽の定期水質検査を

2021年版県民手帳を販売

赤い羽根共同募金運動に協力を

ボートレース事業の収益金で道路整備

愛の献血

Jアラート試験放送
10/7㊌11時に実施

10/1～11/30は麻薬・覚醒剤
乱用防止運動期間

YouTube市公式チャンネルで
給食レシピを公開

市オリジナルの自転車保険
「入って安心！RinRinそうか」
令和2年度加入受付は10/19㊊まで

県高齢者等介護職員就労支援事業
参加者募集

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

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。

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

10月の
納税
・
納付

▶市県民税（普通徴収）　第3期
▶国民健康保険税（普通徴収）　第5期
▶後期高齢者医療保険料（普通徴収）　第4期
▶介護保険料（普通徴収）　第5期
11/2㊊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

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10月5日号



≪凡例≫ô対象　ö日時　é受付時間　ë定員　à会場　ß費用　ù内容　è申し込み　Ò所要時間　Ñ持ち物　ê通知時期（対象者へ通知あり。転入者・通知が届かない場合は連絡を）　

■転入者は母子健康手帳を準備の上、健康づくり課へ連絡を

こんにちは赤ちゃん訪問
ô令和2年9月生まれ（妊産婦・新生児訪問をした家庭を除く） ö10月下旬～11月中旬
ù訪問員が家庭を訪問（事前連絡無）し、予診票・診査票等を配布

乳幼児相談　è電話で
ô乳幼児と保護者　ë10組　ö11/2㊊9時30分～11時30分　ù保健師・栄養士の育児・
栄養相談

マタニティクラス両親学級　è電話で
ô令和3年1～3月出産予定の初妊婦と夫　ë20組　ö11/8㊐・11㊌9時15分～12時
15分　ù沐浴実習、妊産婦の栄養、分娩の経過

母子保健　

■対象年齢は令和3年3/31現在
■がん検診の無料対象者…①75歳以上②65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制度被保険者③非課税者(世帯全員）④生活保護受給者⑤中国残留邦人等支援給付制度適用者

成人保健

みんなの健康 問健康づくり課 〒340ｰ0016  中央1ｰ5ｰ22（保健センター）※会場の記載がないものは保健センター
※費用の掲載のないものは無料
※持ち物等は申し込み時に確認を☎922‒0200   Ü922‒1516

ô20歳以上　ö11/30㊊まで　ß頸部1700円、頸部・体部2500
円（医師が必要と認め本人同意の場合のみ）

ô30歳以上　ö12/18㊎まで　ß500円

子宮がん検診
頸がんの細胞検査

大腸がん検診
便潜血反応検査

個別検診（à指定医療機関）受診券不要　è指定医療機関へ（一覧は健康
カレンダー、市HPに掲載。保健センター、公共施設にも配置）
Ñ健康保険証または住所が確認できるもの（無料対象者は必要な証明等）

離乳食講習　è電話・市HPで
初期
中期
後期・完了期

ô4～6か月児　ë各回12組　ö10/29㊍13時15分～
ô6～8か月児　ë各回12組　ö10/29㊍10時～
ô8か月～1歳2か月児　ë各回12組　ö10/30㊎10時～

ô18歳以上（年1回）ö10/26㊊①9時20分②9時50分③10時20
分④10時50分⑤11時20分　ß100円　ë各回12人

骨密度測定
健康相談など　è電話で

ö㊗・休館日を除く9時～12時　㊊㊎…原町コミセン、㊊㊍…稲荷
コミセン、㊌㊎…瀬崎・八幡・柳島コミセン
ö㊊～㊎（申し込み時調整）　à保健センター、コミセン

看護師による
地域健康相談
栄養相談è

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、定員を減らして実施しています。
内容や申請方法を変更しているものがありますので、市HP等で最新の情報を確認してください。

幼児健康診査
1歳7か月児
3歳3か月児

ô平成31年4月生まれ
ô平成29年7月生まれ

ö11/4㊌・17㊋
ö10/12㊊・27㊋

時間等の詳細は
個別通知に記載

ê10月末
ê9月末

※4～6月受診予定だった人には個別に通知します。

è10/6㊋から

　10/25㊐10時～12時。会場は中央公
民館。松原・草加東部地域包括支援セ
ンター職員から介護保険サービスや利
用方法を学びます。定員30人。聴覚障
がい者や家族、聴覚障がい福祉関係者
対象。手話通訳・要約筆記あり。è草
加市社会福祉協議会へ。☎932-6770Ü
932-6781

　仕事を再開したい女性のための講座。
準備することや進め方など、就職活動
を始める際の基本と流れを学べます。
11/12㊍14時～16時。会場は勤労福祉
会館。女性対象。定員30人。èくらし
安全課へ。☎941-6111Ü941-6157

■色えんぴつ画教室　10/14・28の㊌9
時30分～12時30分。全2回。会場は高
砂コミセン。定員15人。教材費1500円。
色鉛筆、HB鉛筆5本、消しゴム、スケ
ッチブックF4持参。
è10/6㊋からシルバー人材センターへ。
☎928-9211Ü928-9209

　10/28㊌19時～。会場は中央公民館。
議題は「草加市みんなでまちづくり自
治基本条例市民検証委員会　検証報告
について」。まちづくり登録員対象。
これからまちづくりを始めたい人も、
事前に登録すれば会議に参加できます。
定員30人。è10/16㊎までに市民活動
センターへ。☎920-3580Ü925-1872

　年齢や雇用形態に関係なく、全ての
労働者とその使用者に適用される県の
最低賃金は時間額928円（一部の産業
には特定（産業別）を適用）です。地
域別・産業別の最低賃金を必ず確認し
てください。ε埼玉労働局賃金室☎04
8-600-6205

　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　10/10㊏13時30分
～15時。会場は新里文化センター。ε

谷塚西部（包）☎929-0014Ü929-5222
■介護者のつどい　10/13㊋13時15分
～14時45分。会場は草加市文化会館。
ε松原・草加東部（包）☎932-6775Ü9
32-6779
■認知症介護者のつどい　10/21㊌13
時15分～14時30分。会場は勤労福祉会
館。ε新田（包）☎946-0520Ü946-0523
■介護者のつどい　10/21㊌18時30分
～20時。会場は旧かっぱ天国（谷塚町
647-8）ε安行（包）☎921-2121Ü928-89
89
■元気吹き矢教室　10/22㊍14時～15
時30分。会場は原町コミセン。65歳以
上対象｡定員15人。運動靴持参。

　今年のハロウィンジャンボは、1等
・前後賞合わせて5億円。ハロウィン
ジャンボミニも同時発売。販売期間は
10/20㊋まで。販売場所は全国の宝く
じ売場。収益金は市町村の明るいまち
づくりや環境対策等に使われます。ε

財政課☎922-0761Ü922-1547

è10/6㊋から安行（包）へ。☎921-2121
Ü928-8989
■体操教室　10/26㊊13時30分～14時
30分。会場は新里文化センター。65歳
以上対象。定員20人。運動靴持参。
è10/6㊋から谷塚西部（包）へ。☎929-
0014Ü929-5222
■はつらつバルーン体操　10/28㊌13
時30分～14時30分。ボールを使用した
介護予防体操。会場は川柳文化センタ
ー。65歳以上対象。定員30人。室内靴
持参。è10/6㊋から川柳・新田東部
（包）へ。☎932-7007Ü931-0993

　4～9月に寄せられた善意です（敬称
略）。
≪教育に関する事業へ≫　▼2000万円
　浅井俊保　≪福祉に関する事業へ≫
　▼10万円　ライキ㈱　≪災害対策に
関する事業へ≫　▼5万円　草加モラ
ロジー事務所　▼3万円　草加測量・
設計・調査技術研究会

　市の審議会等を傍聴できます。当日
先着順。なお、市内在住の聴覚障がい

者で手話通訳者の派遣を希望する場合
は、会議開催1週間前までに各担当事
務局へ連絡を。
■地域福祉連絡協議会〈福祉政策課☎
922-1234Ü922-1066〉　10/20㊋14時
～　草加市文化会館レセプションルー
ムで　定員2人

　11/14㊏10時～11時30分。オンライ
ン（Zoom）で開講。シアワセになる
コミュニケーションのヒントを学びま
せんか。講師は文教大学の布柴靖枝教
授。定員30人（応募多数の場合は抽
選）。獨協大学地域と子どもリーガル

サービスセンターとの共催。è10/26
㊊までに、住所・氏名・電話番号をメ
ール（QRコード）で子育て支援セン
ターへ。☎941-6791Ü941-6828

審議会

シルバーカルチャー教室

みんなでまちづくり会議

県の最低賃金は時間額928円

ハロウィンジャンボ宝くじを発売

聴覚障がい者教養講座
「よくわかる介護保険 入門編」

地域包括支援センター(包)
介護者のつどい・介護予防教室

女性の就職を支援するセミナー
「就活の基本～就職活動の
流れと心構え～」

子育て支援講座～シアワセに
包まれた家族を築こう～

⑥ 2020年10月5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」
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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

※感染症の影響で催事の中止・変更の
場合があります。εè先に確認を。
■スポーツウエルネス吹矢体験会　
10/6㊋・20㊋・27㊋・30㊎9時～11時
　10/9㊎・11㊐・14㊌13時～15時　中
央公民館　無料　ε田岡☎090-4335- 
7987
■食べて応援！東北復興支援　10/8㊍
10時30分～15時　物産・観光情報セン
ター　被災地で生産された品々で復興
を支援しています　ε池島☎090-1408-
6431
■司法書士による法律相談会　10/9㊎
17時～19時　物産・観光情報センター

子ども・親子向け

高年者向け

ふれあいの里講座

であいの森かけはしサロン

親子のつどい　

①集まれ料理男子　10/25㊐10時～13
時。会場はふれあいの里。鶏手羽の南
蛮漬け・さつまいものあん和え・のっ
ぺい汁。60歳以上の男性対象。定員8
人。参加費800円。エプロン・三角巾
持参。
②かんたんにたのしく水彩画を描こ
う！　11/5・12・19・26、12/3の㊍9
時30分～11時。60歳以上対象。定員6
人。参加費200円。水彩画セット・2B
以上の鉛筆・消しゴム持参。
è①は10/7㊌、②は10/8㊍10時から電
話でふれあいの里へ。☎920-6222Ü92
0-6251

①

②

① ②
Ü

　㊊～㊎8時30分～17時15分。場所は
介護保険課・認定調査実施場所。介護
認定申請者の調査・窓口受付ほか。保
健・医療・福祉に係る業務経験者対象。
募集は1人。月給18万2320円(地域手当
含む)。期末手当、通勤手当、社会保
険等あり。面接は10/27㊋に実施。採
用は12/1付。è10/23㊎(必着)までに指
定申込書(市HPから入手可)を〒340-85
50介護保険課へ。☎922-1414Ü922-32
79

Ü

　場所は公立保育園18園1分園。
●フルタイム保育士＜有資格者対象＞

　11/11㊌13時～14時。会場はであい
の森。介護予防の講話と体操、折り紙。
60歳以上対象。定員10人。材料費30円。
è10/6㊋から電話でであいの森へ。☎
936-2791Ü936-2792Ü

勤労青少年ホーム臨時休館

　10/15㊍13時～21時30分は館内消毒
のため休館します。ε勤労青少年ホー
ム☎928-5550Ü928-9632Ü

　11/22㊐。会場は中央公民館。
■コンサート「ましゅ＆keiミュージ
ック★クラウンショー～せかいのおん
がく～」　道化師たちの楽しい音楽会。
11時開演。定員200人。全席指定。大
人・子どもともに入場券が必要。料金
大人（18歳以上）のみ500円。è草加
市社会福祉協議会へ。
■あそび体験ひろば　13時～15時。昔

介護認定調査員
（会計年度任用職員）

公立保育園の保育士・職員
（会計年度任用職員）

市民サークルの非営利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。掲載依頼は発行
日の1か月前までに指定の用紙で（掲載条件あり）

　ε竹村☎920-5415
■卓球体験　10/13㊋9時～11時・22㊍
11時～13時　市民体育館　無料　ε松
が根クラブ須藤☎922-4789
■介護者サロン「らくだ」　10/16㊎
　わ～くわっく草加　「こもれび」　
10/22㊍　市民活動センター　各13時
～15時　参加費100円　ε介護者支援
の会草加酒井☎090-9245-2067
■スポーツウエルネス吹矢体験会　
10/17㊏・31㊏9時～11時　柿木公民館
　初心者歓迎　用具は不要です　参加
費無料　ε山下☎931-7681
■スポーツウエルネス吹矢体験会　
10/17㊏・23㊎9時～11時　瀬崎コミセ
ン集会室　無料　ε関根☎090-4062-1 
356
■介護者の集い「オアシス」　10/17
㊏10時～12時　中央公民館　10/27㊋
10時30分～12時　瀬崎平成塾　介護に
困ったら参加してください　ε山田☎
928-5332
■不登校相談会　10/22㊍15時30分～
16時50分　草加市文化会館第2研修室
　不登校に悩む生徒・保護者対象　ε

そうか不登校支援ネット森泉☎932-51 
39
■遺言書の書き方と終活を学ぼう　
10/24㊏10時～12時　中央公民館第2会
議室　一般対象　定員13人　参加費無
料　è遺言相続後見ネット☎946-5152
■ミシン洋裁基礎講座　10/28㊌①9時
30分～13時②13時30分～17時　勤労
福祉会館　洋裁の基礎とミシンを一か
ら学び作品を作りましょう　材料費10 
00円　è竹花☎090-6657-4005

①
②

あそび、割りばしてっぽう・アクセサ
リー作り、多色刷り版画、紙コップタ
ワーなど。
　いずれも小学3年生以下は保護者同
伴。
ε同協議会☎932-6770Ü932-6779Ü

　㊊～㊎8時30分～17時。月額17万61 
72円～20万340円。社会保険・雇用保
険加入、賞与・有給休暇・特別休暇あり
●短時間保育士＜有資格者対象＞　㊊
～㊎。10時30分～15時30分のうち3時
間。時給1120円～1314円。有給休暇
・特別休暇あり
●時間外保育職員＜資格不問＞　㊊～
㊎7時～9時、16時30分～19時、㊏7時
～19時のうち6時間または㊊～㊎7時20
分～8時50分、16時30分～18時30分、
㊏7時20分～8時50分、12時～15時30
分　時給1083円～1276円（有資格者
1120円～1314円）　社会保険・雇用
保険加入、賞与・有給休暇・特別休暇
あり
è指定申込書（市HPで入手可）を保
育課へ。☎922-1491Ü922-3274Ü

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

柳島クリニック
9時～12時・14時～17時
柳島町650　☎927-7911

臼田診療所
9時～12時・14時～17時

松原2-4-21-101　☎942-5300

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

10/11㊐ 10/18㊐

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

㈲東洋開発
㈲石田水道
㈲東洋開発
㈱井戸梅

両新田西町246
吉町1-5-12
両新田西町246
住吉2-4-3

☎928-5520
☎922-2736
☎928-5520
☎922-3413

10/10㊏
11㊐
17㊏
18㊐

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

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。!

ＱＲコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。



　草加市の魅力を発信する「そうか宣伝隊長」の3人が揃いぶみ。
新しい年を『笑』で迎えましょう。開催に当たり、新型コロナウイ
ルス感染防止策を講じます。
■日　　時　令和3年1月20日㈬午後6時開演
■会　　場　アコスホール
■定　　員　240人（全席指定）
■チケット　前売券：物産・観光情報センター・800円

当日券：アコスホール・1000円
※前売券が完売した場合、当日券は販売しません。

　市では、昭和62年に「平和都
市宣言」を行い、世界の恒久平
和と国際協調を目指した取り組
みを行っています。その一つと
して12日、勤労福祉会館で講演
会を実施。40人の来場者は真剣
な表情で耳を傾けていました。

被爆体験朗読
　県原爆被害者協議会理事の土田和美氏が、
記憶をたどりながら幼少期の広島での被爆体
験を語りました。当時の状
況や戦争の悲惨さなどの貴
重なお話と二度と戦争を起
こさない非戦の大切さを強
く語っていました。

講演会「登戸研究所と戦争と平和」
　明治大学平和教育登戸研究所資料館の山田朗館長が
秘密戦（防諜・諜報・謀略・宣伝）という観点から日
頃知ることのできない戦争の裏側な
どを話されました。また、「自分の
住んでいる地域の戦争の悲惨さを知
り、その経験を次代へ受け継いでい
くことが大切」と平和への思いも話
されました。

　新型コロナウイルス感染症の影響で多くのイベントが中止になる
中、新しい生活様式に対応しながら草加らしい文化芸術を積極的に
発信するためのYouTube「草加市文化観光課チャンネ
ル」（QRコード）を開設しました。同チャンネルで
は、過去の展覧会やイベント等を動画で紹介。臨場感や
楽しさを感じてもらえる市内の情報を配信します。

　市民が創作した美術作品（日本画・洋画・彫刻・工芸・書・写
真）約250点を展示します。また、今年度は県美術展覧会（県展）
が中止となったことから、過去3年分の県展に出品した市民の作品
を特別展示。多くの美術作品に触れ、芸術を楽しみましょう。

■日時　10月23日㈮午後3時～4時
■会場　アコスホール　■定員　40人
ω10月6日㈫～22日㈭に講演会名・住所・氏名・電話番号を電
話で文化観光課へ（ファクス・メールも可）。

　令和3年3月に予定していた草加松原太鼓橋ロードレース大会
は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今年度の開催を
見送り、令和3年度に延期します。

■対象　5人以上で活動する市内団体及
び市内小・中学校、高校、大学の団体
■映像・写真の規格
　①映像：光ディスク（CD-RW・DVD-RW推奨。ファイナライ

ズ、コピーガード等不可）、ファイル形式はMP4形式を推奨
　②写真：L版またはJPEG形式の画像データ（1～10MB程

度）
　詳細は市ホームページで確認を。
ω10月20日㈫までに文化観光課ほかで配布する申込用紙（市
ホームページからも入手可）を同課へ（郵送・メールも可）。

　草加市文化団体連合会による総合芸術祭。今
年は「出会い」をテーマに文芸・文化作品の展
示のほか舞台「ミュージカルin草加」を上演し
ます。
■時間　展示：午前10時～午後3時

舞台：午後2時開演（午後1時開場）
※新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため、呈茶は行いません。

■会場　草加市文化会館
■入場　10月6日㈫から草加市文化会館ほかで配

布する入場整理券を持参

9月かどまちごとでき

文化観光課 922-2968Ü922-3406問文化観光課☎922-2968Ü922-3406

平和の日講演会

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

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

草加松原太鼓橋ロードレース大会実行委員会事務局
　（スポーツ振興課内） 922-2861Ü922-3172
問草加松原太鼓橋ロードレース大会実行委員会事務局
　（スポーツ振興課内）☎922-2861Ü922-3172

Ü問草加市文化会館☎931-9325Ü936-4690

■日時　10月23日㈮～31日㈯
午前10時30分～午後6時
（最終日は午後3時まで）

■会場　アコスホール

■日時　10月23日㈮～28日㈬
午前10時30分～午後6時
（最終日は午後3時まで）

■会場　アコスギャラリー

前
売
券
販
売
中

神
田
鯉
栄

林
家
二
楽

三
遊
亭
圓
雀講談 紙切り 落語

草加市美術展 県展作品展

文化の広場
11月3日㈷草加市文化会館

市内文化イベントや観光情報を発信
文化観光課YouTube
チャンネルを開設

10/23㈮ 土方明司氏講演会

「池袋モンパルナス-芸術家たちのユートピア」

日頃の音楽活動の映像や写真を皆さんから
募り、1つのPR動画を作成・配信します！

初笑い草加演芸会 草加市美術展（市展）
県展作品展（特別展）

草加松原太鼓橋ロードレース大会延期

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10月5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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