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市内の特殊詐欺の被害状況（平成29年1月～令和2年8月　埼玉県警調べ）

平成29年 平成30年 令和元年 令和2年(8月末)

特殊詐欺被害は特殊詐欺被害は
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市民、警察、市の連携の成果

『留守番電話作戦』

犯人は自分の声が録音されることを嫌がり、電話を
切るため、特殊詐欺被害に遭う可能性が減ります。

すぐに電話に出ないことはマナー違反ではありません。

在宅時も常に留守番電話に設定

県内ワースト　　位

詐欺師を
撃退！

約　　　　　　　 万円

（ 　 件 ）

　　加市は、特殊詐欺による被害が深刻で、平成30年の被害件数は県内
　　ワースト１位でしたが、市民の皆さんや地域、警察、市が連携して
様々な被害防止活動に取り組んだ結果、被害件数・金額ともに大きく減
少しました。
　しかし、いまだに被害が発生しており、いつ増加に転じてもおかしく
ありません。自分は大丈夫という思い込みは危険です。これからも気を
緩めず高い防犯意識を持ち、詐欺被害の撲滅を目指していきましょう。

　毎週水曜日に地域の防
犯ボランティアと草加警
察署員が戸別訪問し、啓
発チラシの配布等を実施
中（令和元年5月から令
和2年9月末まで延べ約
2300人に配布）。

　市内で特殊詐欺の予兆電話
が発生すると、即座に市と草
加警察署、市巡回指導員が情
報共有し、発生場所付近のパ
トロールや防災行政無線放送
で注意喚起をしています。

防犯ボランティアと草加警察署員が戸別訪問

まだ早い！
被害件数

被害総額 26002600
55 2323

怪しい電話がかかってきた
ら

連携プレーで即時対応

非通知電話の拒否設定

少しでも
不安があったら
相談を

草加警察署☎943-0110
警察相談窓口☎＃9110

▶友人や別居の家族などには、留守番電話に設定してい
　ることを事前に伝えておきましょう。
▶県ホームページ（QRコード）では、振り込め詐欺対
　策用の留守番電話メッセージ等を紹介していますので、
　活用ください。

▶犯人からの電話の多くが非通知電話です。

電話番号表示設定
▶発信元の電話番号を確認し、見覚えのない番号からの
　電話には出ないようにしましょう。

県HP

問くらし安全課☎922-36075922-1030

以下の方法も効果的です。

留守番電話にしたら知らない電話が
何件も入っていて驚きました。

草

油断するのは、
被害の8割以上は
固定電話

（令和２年1～８月末の暫定値）

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
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令和2年の市内交通事故状況（前年比）10月20日現在　人身事故447件（－81）　死者2人（－3）

　ごみ収集カレンダーは、可燃ごみ・不燃ごみ・資源物の収集日等
を記載したA4版16ページの情報冊子。市内全戸に配布します。広
告の掲載は審査の上、決定します（応募多数の場合は抽選）。
■募集枠数　12枠
■規　　格　縦2.5cm×横12cm
■掲 載 料　1枠5万円

（1社2枠まで）
※掲載位置・ページの指定、金額の
表示、他社との比較・抽象的な表現
等は不可。
ω11月19日㈭までに廃棄物資源課で配布する申込書（市ホームペ
ージで入手可）、掲載希望原稿（紙及び電子媒体）、会社概要及び
資格免許証や諸証明書等、市外事業者は法人市民税及び固定資産税
の直近の納税証明書を添えて同課へ。

　新田駅周辺には、魅力的で個性的な店舗が軒を連ねる4つの商店
街があります。長年切磋琢磨し合ってきた4商店街が「新しい時代、
さらに笑顔と活気が溢れる街にしたい」と公式LINEを開設しまし
た。お店や地域の情報を随時発信、抽選会も行います。たくさんの
友達登録をお待ちしています。
■友達登録の特典
①オリジナルエコバッグをプレゼント。
②新田地域の情報や商店等のクーポン
を定期配信。

③プレゼントが当たる抽選会に参加で
きます。

事業者連携型売上V字回復チャレンジ事業とは
　売上回復を目指す市内農商工団体等を支援する市独自の緊急経済
対策のひとつ。新田4商店街実行委員会のほか、4団体が特性を生
かした事業を予定しています。

①
②

③

　まちの学校は、全国のまちづくり実践者を招き、まちづくりのノ
ウハウやヒントを学ぶ講演会です。今回は、飲食事業、イベント企
画事業、メディア事業、空間デザイン事業などを展開する中村公一
氏が、地元青森で多岐に渡る事業を始めたきっかけや、行政と連携
した取り組みなどについて講演します。オンライン会議
システムZoomで開催。
■日時　12月7日㈪午後7時～8時30分　■定員　50人
ω12月3日㈭までに専用ホームページ（QRコード）で。

　市内企業の課題を、クリエイターと企業の共創で解決することを
目指す講座「SOKA CREATIVE LAB2020」。そのオープン講座とし
て、生活とデザインを隔てないアプローチで国内外の企業とデザイ
ン協業を行っているプロダクトデザイナーの鈴木元氏を講師に招い
た講演会をオンライン会議システムZoomで開催。
■日時　11月26日㈭午後7時～8時30分
■対象　クリエイティブ活用による企業や地域の

魅力アップに興味がある市内企業及びク
リエイター

■定員　50人程度
ω11月20日㈮までに専用申込
フォーム（QRコード）で。

■講師　中村公一氏（㈱QlockUp）
広告会社やアメリカでのブランディング業
務など、様々な経験を経たのち、2012年
に「おもしろい街をデザインする」を経営
理念に起業。青森市を中心に地域を盛り上
げる事業を手掛ける。

　令和3年4月1日～同5年3月31日に市（水道事業含む）、草加八潮
消防組合、市立病院が発注する物品納入、施設維持管理業務等への
入札参加希望者は資格審査の申請をしてください。
　市（水道事業含む）、草加八潮消防組合
■申請方法　書面申請（郵送のみ、持参不可）
■受付期間　12月7日㈪～令和3年1月13日㈬（消印有効）
■郵 送 先　〒340-8550契約課
■申請要領　契約課、水道総務課、草加八潮消防局総務課で配布

（市ホームページで閲覧可）。
　市立病院
■申請方法　書面申請（郵送のみ、持参不可）
■受付期間　12月7日㈪～令和3年1月13日㈬（消印有効）
■郵 送 先　〒340-8560市立病院施設管理課
■申請要領　市立病院施設管理課で配布（病院ホームページで閲覧

可）。

広　告

新田4商店街

新田西口商店会

新田横丁
商店会

新田ふれあいロード
商店街振興組合
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商店街振興組合

　例年、窓口等に用紙を設置して実施していますが、感染症対策の
ため、今年度はインターネットで行います。アンケートの回答は窓
口業務の改善に役立てます。
■実施期間　令和3年1月29日㈮まで
■対　　象　実施期間内に市役所や公共施設の窓口を利

用した人
■回答方法　市電子申請サービス「令和2年度窓口お客

さまアンケート」（QRコード）にアクセ
スし回答してください。

鈴木元氏
詳細は、新田4商店街ホームページ
（QRコード）で確認を。

新田4商店街公式LINE
「しんでんチャンネル」開設
～友達登録で抽選会に参加できます～
問産業振興課☎922-3477Ü922-3406Ü

事業者連携型売上V字回復チャレンジ事業

まちの学校

問産業振興課☎922-0839Ü922-3406Ü

ごみ収集カレンダー
問廃棄物資源課☎931-3972Ü931-9993Ü

令和3年度
広告主を募集

令和3･4年度
競争入札参加希望者の受け付け
物品納入・施設維持管理業務等
問契約課☎922-1129Ü922-3091
　水道総務課☎920-5677Ü925-5046
　草加八潮消防局総務課☎924-2112Ü924-0963
　市立病院施設管理課☎946-2200Ü946-2211

Ü

Ü

Ü

Ü

窓口お客さま
アンケートに協力を

～おもしろい街をデザインする～

問産業振興課☎922-3477Ü922-3406Ü

これからの企業に
必要なデザイン
～プロダクトデザインの考え方～

SOKA CREATIVE MEETING

問IT・市民サービス推進室☎922-1974Ü922-1108Ü

② 草加人のための情報紙　広報「そうか」市政情報2020年11月5日号



　新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少してい
る中小事業者の償却資産と事業用家屋に係る令和3年度の固定資産
税及び都市計画税の課税標準を事業収入の減少幅に応じて軽減しま
す。
■対象者　次の法人または個人の中小事業者　
　【法人】資本金または出資金の額が1億円以下（大企業の子会社

等を除く）。資本または出資を有しない法人の場合は、
常時使用する従業員が1000人以下。

　【個人】常時使用する従業者が1000人以下。
■対象の資産
　償却資産と事業用家屋　※軽減措置の適用は令和3年度課税分
■軽減率
　令和2年2月～10月の任意の連続する3か月間の事業収入の前年同
期と比べた減少幅に応じて軽減します。

　同商品券は、10月21日で申込受付を終了し、発行数10万冊に対
し9万1709人から40万676冊の申し込みがありました。抽選の結果、
当選した人へ11月6日㈮に購入引換はがきを同実行委員会から発送
します。はがき記載の引換期間・場所で商品券を購入してください
（代理人による購入も可）。なお、落選者には通知しません。

　県内の飲食店で使えるプレミアム率25％
（1冊1万2500円分を1万円で販売）の食事券
を販売中。次回申込受付は12月1日㈫から。
問Go To Eatキャンペーン 埼玉県事務局
　☎048-644-5691Ü048-649-4510

　ひとり親家庭等に対し、医療費の自己負担の一部を支給します。
受給には、事前にひとり親家庭等医療費受給者証の交付申請が必要
です。対象者は次のとおり手続きをしてください。

　案内と届出用紙一式を10月下旬に送付しました（児童扶養手当
の現況届を提出した受給者は除く）。
【提出方法】
　11月30日㈪までに現況届と必要書類を郵送で子育て支援課へ。
新規で受給する人
　対象に該当する人は問い合わせてください。
■対象者
　市内に居住する国民健康保険か社会保険の加入者で、次のいずれ
かに該当する子、その父または母、養育者。
①父母の離婚や死亡等により父または母あるいは父母と生計を別に
している。

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父または母が裁判所からDV保護命令を受けた。
⑤父または母が法令により1年以上拘禁されている。
⑥母が未婚で出生した。
■子の年齢要件　18歳到達後最初の3月31日まで。一定の障がいが

ある場合は20歳になる誕生日の前日まで。
■所得制限　下表のとおり。
　対象者の平成31年（令和元年）中の所得額と扶養人数等で判
定。扶養義務者とは、申請する父母または養育者と生計を同じくす
る直系血族（両親、祖父母、子ども、兄弟姉妹等）。

▲県キャン
　ペーンHP

192万円未満

230万円未満

268万円未満

306万円未満

344万円未満

236万円未満

274万円未満

312万円未満

350万円未満

388万円未満

0人

1人

2人

3人

4人

扶養人数 父・母または養育者 配偶者・扶養義務者
・孤児等の養育者

12月5日㈯
論文・面接

【第1次試験】
12月5日㈯
一般教養・論文

【第2次試験】
第１次試験合格者のみ

12月19日㈯
面接

看護師

言語聴覚士

社会福祉士

電気技師
または
建築技師

職種 受験資格等 試験日及び内容

■職種・採用人数
【看護師】既卒：5～10人程度、新卒：若干名
【言語聴覚士、電気技師・建築技師、社会福祉士】若干名
ω11月27日㈮（消印有効）までに市立病院（同病院ホームページ
から入手可）、職員課、各サービスセンターで配布する試験申込書
を郵送で〒340-8560同病院経営管理課へ。　

■申告方法　
　令和3年2月1日㈪（消印有効）までに資産税課で配布する申告書
（市ホームページから入手可）と必要書類を〒340-8550同課へ。
※事前に認定経営革新等支援機関等による帳簿等の確認（捺印）を
受けることが必要です。

※必要書類等は、問い合わせてください。

既卒：昭和45年4月2日以降生まれで、
看護師免許を有する人。

新卒：昭和60年4月2日以降生まれで、
令和3年3月31日までに免許を取
得見込みの人。

①昭和59年4月2日以降生まれの人。
②言語聴覚士の免許を有する、または令
和3年3月31日までに免許を取得見込
みの人。

①昭和60年4月2日以降生まれで学校教
育法による高等学校以上を卒業してい
る人。
②受験職種に関する職務経験が令和2年
10月1日現在で3年以上有する人。

①昭和60年4月2日以降生まれの人。
②社会福祉士の免許を有する、または令和3
年3月31日までに免許を取得見込みの人。

お得に
お食事

すでに受給している人

30%以上50%未満減少している者

50%以上減少している者

2分の1

全額

固定資産税・都市計画税を軽減
新型コロナウイルス感染症により
事業収入が減少している
中小事業者対象 ～たくさんのご応募ありがとうございました～

ひとり親家庭等に
医療費の一部を支給

問資産税課　償却資産について☎922-1068Ü920-1502
　　　　　　家屋について☎922-1092Ü920-1502

令和３年4月1日採用

「Go To Eat キャンペーン」も実施中

市立病院
新規採用職員を募集
問市立病院経営管理課☎946-2200Ü946-2211

問子育て支援課☎922-1476Ü922-3274

現況届の提出は
11月３０日月までに

●商品券の疑問・質問は
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。

郵送で

☎928-8121

「当選した人」にはがきを送付
問産業振興課☎922-3073Ü922-3406

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③市政情報 2020年11月5日号



■日時　11/7㊏午前8時30分～（荒天時は11/9㊊）
■場所　草加松原遊歩道（外環道路側から作業を行います）
ε草加市観光協会事務局（文化観光課内）☎922-2403Ü922-3406

冬の
風物詩 松のこも巻き11/7㊏

【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

　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
支給します。
■対象　令和元年12/31までに市内で
創業し市内に主たる事業所を有する小
規模事業者（従業員数：商業・サービ
ス業5人以下、その他は20人以下）
■給付額　一律10万円（1回限り）
　申請前に草加商工会議所で給付対象
に該当するか気軽に相談してください。
詳細は産業振興支援サイト「あっ、そ
うか.net」で。
è11/30㊊までに必要書類を持参し同
商工会議所へ。☎928-8111Ü928-8125

　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
保育室への申し込みを受け付けます。
保護者の就労や疾病等により保育を必
要とする乳幼児対象。必要書類等、詳
細は市HPで確認してください。
■申込受付　11/18㊌～23㊗9時～17時
（㊏㊐㊗も可）。会場は草加市文化会
館。
・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。
ε保育課☎922-1491Ü922-3274

　9/30現在の市
内火災発生件数
は26件（死者0
人、負傷者11
人）です。
　住宅火災によ
る死傷者を出さ
ないため、住宅
用火災警報器を設置し、定期的に点検
を行い、作動状況を確認してください。
【重点目標】
〇住宅防火対策の推進（住宅用火災警
　報器の設置及び維持管理）
〇放火火災防止対策の推進
〇特定防火対象物等における防火安全
　対策の徹底
〇製品火災の発生防止の推進
ε草加八潮消防局予防課☎996-0660Ü
997-1300

　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）対象。必要書類等、詳細は市
HPで確認してください。
■郵送受付　11/19㊍（消印有効）ま
でに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)。
■会場受付　11/22㊐～27㊎9時～17時
（㊐㊗も可）。会場は中央公民館。対
象児同伴は不要。
ε子ども育成課☎922-1448Ü922-3274

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。

　令和3年1/8・2/12・3/12の㊎9時～
12時。会場は子育て支援センター。子
育て応援隊に登録している市内の団体
・個人対象。定員各日1組（入場は11
人まで。応募多数の場合は抽選。複数
団体のコラボ可）。詳細は情報サイト
ぼっくるんで確認してください。
è11/19㊍までに同センター、プチみ
っけ、情報サイトぼっくるんで配布す
る応募用紙を子育て支援センターへ。
☎941-6791Ü941-6828

　令和元年中に収入があり、4/16期限
の令和2年度市民税・県民税の申告を
していない人は申告してください（税
務署へ確定申告をした人を除く）。申
告をしていない場合、一部の行政サー
ビスに影響することもあります。
■申告が必要な人　令和2年1/1時点で
市に居住し①令和元年中に合計96万
5000円（扶養がいる人は基準額が変
動）を超える給与収入があり、現時点
で市民税・県民税が課税されていない
人②給与及び公的年金以外の収入があ
った人。
■申告方法　印鑑、本人確認ができる

書類・個人番号確認書類、源泉徴収票、
控除を受けるために必要な書類を持参
し、市民税課へ（申告書を電話で取り
寄せ、郵送提出も可）。
ε市民税課☎922-1042Ü920-1502

　11/14㊏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
コンビニでの証明書等の交付サービス
が利用できません。ε◇住民票、印鑑

登録証明書、戸籍証明書等…市民課☎
922-1526Ü920-1501◇課税・非課税証
明書、所得証明書…市民税課☎922-10
49Ü920-1502◇納税証明書…納税課☎
922-1098Ü920-1502

　女性をめぐる様々な人権問題につい
て専用相談電話による相談を受け付け
ます。法務局職員と人権擁護委員が対
応し、秘密は厳守します。11/12㊍～
18㊌8時30分～19時（11/14㊏・15㊐は
10時～17時）。専用相談電話☎0570-0
70-810。εさいたま地方法務局人権擁
護課☎048-859-3507

　マイナンバーカードやICカードリー
ダーを持っていなくても、事前にID・
パスワード方式の手続きを行えば、
e-Taxを利用して確定申告をすること
ができます。来年の確定申告では、新
型コロナウイルス等の感染拡大防止の
観点からもe-Taxの利用をお願いしま
す。
■日時　11/30㊊、12/3㊍　いずれも
10時～11時30分、13時30分～15時
■場所　中央公民館
■必要書類　運転免許証などの本人確
認書類　（ID・パスワード発行の手続
には、申告する本人が運転免許証など
の顔写真付本人確認書類を持参し、税
務署職員による本人確認が必要です）
ε川口税務署個人課税第一部門☎048-
252-5186

小規模事業者に10万円
市独自の事業継続給付金
申請は11/30㊊まで

子育て支援センターで子ども・
子育て活動をPRしませんか

令和3年4月入園
保育園・家庭保育室等申込受付

11/9㊊～15㊐
秋季全国火災予防運動

令和3年4月入室
放課後児童クラブ申込受付

税の申告、忘れていませんか

コンビニ交付サービス一時休止

川口税務署ID・パスワード取得会

全国一斉「女性の人権
ホットライン」強化週間

④ 2020年11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」

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。

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

11月の
納税
・
納付

▶国民健康保険税（普通徴収） 第6期
▶後期高齢者医療保険料（普通徴収） 第5期
▶介護保険料（普通徴収） 第6期
11/30㊊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



≪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10月生まれ（妊産婦・新生児訪問をした家庭を除く） ö11月下旬～12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 ö12/7㊊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2～4月出産予定の初妊婦と夫　ë20組　ö12/6㊐・9㊌9時15分～12時15
分　ù沐浴実習、妊産婦の栄養、分娩の経過
マタニティサロン　è電話で
ô妊婦と夫　ë15組　ö12/16㊌13時～15時30分　ù歯科講話・骨密度測定（希望
者のみ100円）

■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

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　ö11/30㊊13時15分～
ô6～8か月児　ë各回12組　ö11/30㊊10時～
ô8か月～1歳2か月児　ë各回12組　ö11/25㊌10時～

ô18歳以上（年1回）ö11/18㊌、12/17㊍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è

健康相談など　è11/6㊎から電話で

ö㊗・休館日を除く9時～12時　㊊㊎…原町コミセン、㊊㊍…稲荷
コミセン、㊋㊎…氷川コミセン、㊌㊎…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令和元年5月生まれ
ô平成29年8月生まれ

ö12/1㊋・15㊋
ö11/10㊋・24㊋

時間等の詳細は
個別通知に記載

ê11月末
ê10月末

※4～6月受診予定だった人には個別に通知します。

母子保健　

成人保健

　11/24㊋13時30分～14時。会場は春
日部地方庁舎大会議室。市税収入の安
定的な確保と収納率の向上を図るため、
収納対策の一環として、県と不動産共
同公売を実施します。ε納税課☎922-
3417Ü920-1502

　2021年の干支「丑(うし)」柄の手拭
いを販売しています。会場は物産・観
光情報センター。はんてん型と絵馬型
各大小の4種類。大700円・小400円。
ε同センター☎921-1800Ü921-1811

　昨年度の県内での通告件数は1万747
3件（県調査・前年度比13.9％増）で、
深刻な状況が続いています。「もしか
したら虐待かも」と思ったら、「☎
189（いちはやく）」（24時間対応・
児童相談所虐待対応ダイヤル）へ。匿
名でも連絡可能です。ε子育て支援セ
ンター☎941-6791Ü941-6828

　20歳以下対象の
アドバンス部門の
審査を公開。予選
11/12㊍10時～、
本選11/13㊎10時
～。会場は草加市
文化会館。優勝者
は11/15㊐の国際ハープフェスティバ
ルファイナルコンサートに出演します。
ε同館☎931-9325Ü936-4690

■住居表示区域内（長栄・新栄・清門
以外の○丁目と表示されている区域）
で建物を新築・改築した場合　
　建物に住居表示の番号を付けるため
に届け出が必要です。届け出後、住居
表示の付定通知書と住居番号表示板を
交付します。
■住居表示区域内で近隣宅と同じ住所
になっている場合
　郵便物や宅配物の誤配等の不便が生
じている場合は、住居番号変更申請を

行うことで、枝番号を使用した住所に
変更できます。なお、変更に伴う登記
等の費用は申請者の負担です。
ε建築安全課☎922-1949Ü922-3148

　11/14㊏～令和3年1/11㊗。会場は歴
史民俗資料館。『天国にいちばん近い
島』で知られる作家・森村桂の半生や
草加市とのゆかりについて紹介。
■講座「夢の配達人・森村桂」　11/28

㊏14時～16時。定員30人。è11/6㊎か
ら同館へ。☎922-0402Ü922-1117
■展示解説　12/6㊐14時～15時。当日
直接会場へ

　市の審議会等を傍聴できます。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。
■地域経営委員会〈総合政策課☎922-
0749Ü927-4955〉…11/13㊎10時～　
市役所西棟第1･2会議室で　定員2人
（当日先着順）
■都市計画審議会〈都市計画課☎922-
1802Ü922-3145〉…11/13㊎14時～　
紅藤カナダビル2階研修室で　定員5人
（開会15分前までに会場へ。希望者多
数の場合は抽選）　
■市立病院運営審議会〈経営管理課☎
946-2200Ü946-2211〉…11/19㊍10時
30分～　市立病院本館3階講堂で　定
員5人（当日先着順）
■国民健康保険運営協議会〈保険年金
課☎922-1592Ü922-3178〉…11/20㊎
13時30分～　市役所第二庁舎第1･2委
員会室で　定員2人（当日先着順）
■公民館運営審議会〈中央公民館☎92
2-5344Ü925-0152〉…11/20㊎14時～
　中央公民館第1会議室で　定員5人
（当日先着順）
■総合教育会議〈総合政策課☎922-07

49Ü927-4955〉…11/24㊋13時～　市
役所西棟第1･2会議室で　定員2人（開
会15分前までに会場へ。希望者多数の
場合は抽選）
■景観審議会〈都市計画課☎922-1790
Ü922-3145〉…11/26㊍14時～　市役
所西棟第2･3会議室で　定員2人（開会
15分前までに会場へ。希望者多数の場
合は抽選）

　12/19㊏13時～17時。会場は伝統産
業展示室ぱりっせ。講師は市内の皮革
職人。たためる革のエコバッグ（23×40
×12㎝、赤・青・緑）を制作します。定
員3人。料金は
7000円。è11/7
㊏10時から電話
で地場産業振興
会事務局へ。☎
090-2757-1424

県東部地域
県･市町村不動産共同公売

住居表示区域内での新築・
建て替え時は住居表示の届け出を

企画展「夢は大きく  心はやさしく
－森村桂のメッセージ－」

日本ハープコンクール
アドバンス部門の公開審査

11月は「児童虐待防止推進月間」

手縫いで作る「草加レザークラフト
教室inぱりっせ」～革のエコバッグ～

はんてん型・絵馬型の干支手拭い

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11月5日号
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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。

　中学生以上対象。⑨は保護者同伴の
小学生も可。人数は定員、金額は参加
費。è11/6㊎から勤労青少年ホーム窓
口へ。☎928-5550Ü928-9632
①骨盤エクササイズ～姿勢・骨格矯正
～　12/1㊋10時～12時　20人　200円
　ヨガマット等持参
②初心者向けやさしい社交ダンス　
12/4㊎10時～12時　20人　200円　ダ
ンスシューズ等持参
③身近な物を写してポストカードを作
ろう！パート2　12/5㊏14時～16時　
5人　200円　写真数枚・工作用ハサミ
・ピンセット持参
④手書きで年賀状（筆や筆ペンで私だ
けの年賀状）　12/11㊎10時30分～12
時　13人　500円　書道具持参
⑤はじめてのお箏、もう一度のお箏　
12/12㊏13時30分～15時30分　8人　

è

Ü

③

　子どもの成長に合わせた関わり方に
ついての講演をYouTubeで配信します。
応募者に講座視聴のためのURLをメー
ル送付します。配信期間は11/10㊋～

　12/19㊏10時～11時30分。会場は市
民体育館。親子でいろいろなレクリエ
ーションを体験。年少～年長児と保護
者対象。定員50組。参加費500円。è

11/6㊎から電話で市民体育館へ。☎
Ü936-6239

è

Ü

　高年者の求人応募書類や面接の注意
点ほか。雇用保険受給者には利用証明
書を発行。11/26㊍14時～15時30分。
会場は勤労福祉会館。おおむね60歳以
上対象。定員18人。è県セカンドキャ
リアセンターへ。☎049-265-5844

è

　小・中学校いずれかの教職員免許状、
養護教諭免許状、栄養士免許の所有者
対象（令和3年3/31までの取得見込み
者も可）。11/27㊎、12/3㊍。各18時
～。会場は草加市文化会館。上記以外
での個別説明も可。è学務課で配布す
る希望調書（市HPからも入手可）を
同課へ。☎922-2674Ü928-1178

è

Ü

　募集数は①②各3人、③～⑦各1人。
いずれも交通費支給、健康保険、厚生
年金、雇用保険、有給休暇、特別休暇
あり。
■児童デイサービスセンター
①保育士　祝日を除く㊊～㊎8時30分
～18時30分のうちの7時間45分。発達

　11/28㊏9時30分～10時30分、11時
～12時。会場はリサイクルセンター。
古布を使ったエコなさき織り体験で資
源の有効活用を学びます。エコキッズ
草加の協力。小学生と保護者対象（保
護者1人に子ども2人まで）。定員各回
10組。古着または古布1枚持参。è11/
6㊎から環境業務センターへ。931-39
72Ü931-9993

è

Ü

　12/1㊋13時30分～16時。会場は草加
市文化会館。高年者の運動指導に携わ
っている人・興味のある人対象。いつ
までも元気に健康でいるため、日常生
活で意識したい心得について、実技を
交えて学びます。講師は筑波大学の田
中喜代次教授。定員40人。è11/6㊎か
ら電話で草加市スポーツ協会へ。☎92 
8-6361Ü922-1513

è

Ü

　介護者のつどいは介護の情報交換と
交流。介護をしている人、していた人、
する予定の人対象。
■介護者のつどい　 11/14㊏13時30分
～15時。会場は新里文化センター。定
員10人。ε谷塚西部（包）☎929-0014Ü 

929-5222
■認知症介護者のつどい　11/18㊌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　11/18㊌18時30分
～20時。会場は旧かっぱ天国（谷塚町
647-8）。ε安行（包）☎921-2121Ü92 
8-8989
■誰でも出来る気功　11/13㊎9時15分
～10時40分。会場は高砂コミセン。65
歳以上対象。定員30人。è11/6㊎から
草加中央・稲荷（包）へ。☎959-9133Ü 

922-3801
■ゆる体操～いつまでも若々しく～　
11/18㊌14時～15時30分。会場は苗塚
会館。運動機能向上プログラムで転倒
しにくい体をつくる。65歳以上対象。
定員15人。è11/9㊊から安行（包）へ。
☎921-2121Ü928-8989
■ピカッとブレイン　11/18㊌14時～
15時。会場は新里文化センター。認知
症予防の体操。65歳以上対象。定員20
人。è11/6㊎から谷塚西部（包）へ。☎
929-0014Ü929-5222
■はつらつバルーン体操　11/25㊌13
時30分～14時30分。会場は川柳文化セ
ンター。ボールを使用した介護予防運
動と体操。65歳以上で軽い運動のでき

ε Ü 

ε Ü

ε Ü

è

Ü 

è

Ü

è

Ü

子ども・親子向け

高年者向け

健康フォーラム

　12/5㊏14時開演。会場は草加市文化
会館。草加市演奏家協会によるクラシ
ックコンサート。「クリスマスメドレ
ー」「リベルタンゴ」ほか。一般1500
円、3歳～大学生1000円（全席自由。
当日500円増し）。ε同館☎931-9325 
Ü936-4690

ε

Ü

　12/5㊏16時～18時。会場は記念体育
館。スポーツ活動中の突発的に発生す
る外傷に対する応急手当の正しい知識
と技術の習得を学びます。指導は県柔
道整復師会草加八潮支部。18歳以上対
象。定員30人。室内靴持参。è11/6㊎
から電話で草加市スポーツ協会へ。☎
928-6361Ü922-1513

è

Ü

　認知症高年者のいる家族の外出時等
に高年者宅を訪問し、見守りや話し相
手になります。令和3年1/12㊋・13㊌
・22㊎・27㊌・29㊎の9時～17時のう
ち、1日2～6時間程度で概ね25時間。
会場は社会福祉活動センター。40歳以
上で支援員として活動できる市内在住
者対象。定員20人。è11/24㊋（必
着）までに長寿支援課、シルバー人材
センターなどで配布する申込書を同セ
ンターへ。☎928-9211Ü928-9209

è

Ü

ハートフルコンサート クリスマス親子レクリエーション

勤労青少年ホーム　冬期講座

地域包括支援センター（包）
介護者のつどい・介護予防教室

30代・40代でも大丈夫！「正社員
になろう」県合同企業説明会

覚えておきたい
スポーツ現場での応急処置

就職応援セミナー　シニアの
ためのいきいき就職座談会 in 草加

令和3年度臨時的任用教職員・
非常勤講師希望者説明会

子育て支援センター
（会計年度任用職員）

秋のリサイクル工作
さき織りコースターづくり

認知症高年者家族を支援する
やすらぎ支援員養成講座

子育て講演会「乳幼児期
の子育て」（オンライン）

まちづくり講座
「Zoomを使ったオンラ
イン会議を開催しよう」

24㊋。0～5歳児の保護者、これから親
になる人対象。講師は埼玉大学の志村
洋子名誉教授。è11/10㊋～24㊋にこ
くちーず（QRコード）で。ε子ども
教育連携推進室☎922-3494Ü928-1178

è

ε

Ü

　11/14㊏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。姉妹都市提携10周年を迎えた
福島県昭和村のおいしいお米や野菜を
販売します。ε文化観光課☎922-2403
Ü922-3406

　11/12～25の「女性に対する暴力を
なくす運動」期間と、11/25の「女性
に対する暴力撤廃国際日」に合わせ、
実施します。
◆「デートDV防止啓発ポスター」パ
ネル展　11/16㊊～20㊎9時30分～17時
（最終日は15時まで）。会場は男女共
同参画さわやかサロン（草加市文化会
館内）。
◆「セクシャルハラスメントのない社
会へ」パネル展　11/18㊌～25㊌10時
30分～20時（最終日は15時まで）。会
場は草加マルイイベントスペース。
◆DV防止ミニコーナー　11/5㊍～7㊏
・16㊊～26㊍9時30分～17時（㊏㊐㊗
を除く）。会場は男女共同参画さわや
かサロン。
ε人権共生課☎922-0825Ü927-4955

　11/25㊌18時30分～20時。オンライ
ン会議システムのZoomを使った特有
の準備や進め方のポイントを、オンラ
インで学びます。講師は秋本創埼玉情
報センター事務局次長。インターネッ
ト環境のある人対象。定員50人。è

11/6㊎から住所・氏名・電話番号をメ
ール（QRコード）で市民活動センター
へ。☎920-3580Ü925-1872

　11/26㊍12時～16時。会場は大宮ソ
ニックシティ。県内企業の合同説明会。
出典企業50社程度。無料就職相談ブー
スあり。おおむね30～40代対象。予約
制。è県正社員になろうプロジェクト
事務局へ。☎0120-555-843

①ジュニア手作り教室「生花を使って
花ボールづくり」　11/28㊏9時30分～
11時30分。小・中学生対象。定員12人。
参加費300円。タオル持参。
②ジュニア・クッキング　12/6㊐10時
～13時。3種きのこのカルボナーラ・
いちごのババロア。小学生対象。定員
8人。参加費800円（11/29㊐までに持
参）。エプロン・三角巾持参。
③のんびりヨガ　12/7～令和3年2/8
（12/28、令和3年1/4を除く）の㊊10
時～11時30分。全8回。ストレッチ中
心のヨガ。軽運動ができる60歳以上対
象。定員15人（初参加者優先）。ヨガ
マット持参。
è①②は11/7㊏10時から、③11/9㊊
10時からふれあいの里へ。☎920-6222
Ü920-6251

500円　あれば箏爪持参
⑥紙バンド工作（一輪ざし）　12/12
㊏14時～17時　7人　500円　工作用
ハサミ持参
⑦自彊術体操（健康体操）　12/18㊎9
時20分～10時50分　5人　100円　ヨ
ガマット等持参
⑧シェイクダンスでシェイプアップ！
　12/19㊏10時～12時　20人　200円
　ヨガマット、ダンスシューズ等持参
⑨親子で書道（書初めを仕上げよ
う！）　12/26㊏10時30分～12時　20
人　300円　書道具・学校の手本持参

る人対象。室内靴持参。定員30人。è 

11/6㊎から川柳・新田東部（包）へ☎
932-7007Ü931-0993

è 

Ü

今年最後の
福島県昭和村～田舎の野菜便～

ふれあいの里講座

デートDV防止パネル展
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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　
11/6㊎・12㊍・17㊋・26㊍9時～11時
　11/15㊐・28㊏13時～15時　中央公
民館　無料　ε田岡☎090-4335-7987
■ミシン洋裁基礎講座　11/11㊌①9時
30分～13時②13時30分～17時　勤労
福祉会館　材料費1000円　洋裁の基礎
を学び作品を作りましょう　è竹花☎
090-6657-4005
■プレーリーダー体験　11/12㊍10時
～15時　冒険松原あそび場　参加費
300円　学生歓迎　ロープワーク・い
す作り・たき火でホットドッグ　ε冒
険松原あそび場☎935-7383
■食べて応援！東北復興支援　11/12
㊍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☎090-14
08-6431
■卓球体験　11/12㊍・20㊎11時～13
時　市民体育館　参加費無料　ε松が

ε

è

ε

ε

ε

に心配のある子どもへの直接支援、集
団療育等。保育士有資格者対象。月額
17万6172円～20万340円。
②保育支援員　祝日を除く㊊～㊎8時
30分～18時30分のうちの7時間45分。
発達に心配のある子どもへの直接支援、
集団療育等。資格不問。月額17万130
円～19万3556円。
③言語聴覚士　祝日を除く㊊～㊎のう
ち週4日。8時30分～18時30分のうち
の7時間45分。発達に心配のある児童
への集団療育、直接支援、保護者支援、
特別支援計画の作成。言語聴覚士有資
格者対象。時給1738円～1933円。
④臨床心理士　祝日を除く㊊～㊎のう
ち週4日。8時30分～18時30分のうち
の7時間45分。発達に心配のある児童
への集団療育、直接支援、保護者支援、
特別支援計画の作成。臨床心理士、臨
床発達心理士または公認心理師有資格
者対象。時給1738円～1933円。
■児童発達支援センターあおば学園
⑤臨床心理士　祝日を除く㊊～㊎のう
ち週4日。8時30分～17時15分。発達
に心配のある児童への集団療育、直接
支援、保護者支援、特別支援計画の作
成。臨床心理士、臨床発達心理士また
は公認心理師有資格者対象。時給1738
円～1933円。
■児童発達支援センター支所
⑥相談支援事業相談員　祝日を除く㊊
～㊎8時30分～17時15分。障がい児に
関する相談、家庭訪問、サービス等利
用計画作成ほか。資格不問。月額15万
5184円。
■子育て支援センター

②

③

④

⑤

⑥

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）

根クラブ須藤☎922-4789
■司法書士による法律相談会　11/13
㊎17時～19時　物産・観光情報センタ
ー　ε竹村☎920-5415
■バレエ無料体験　11/16㊊17時15分
～18時30分　新田西文化センター　3
歳～小学3年生対象　パプリカダンス
を踊ろう　è金丸☎080-6890-9377
■スポーツウエルネス吹矢体験会　
11/20㊎・28㊏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　
11/20㊎・22㊐9時～11時　瀬崎コミセ
ン　無料　ε関根☎090-4062-1356
■介護者サロン「らくだ」　11/20㊎
わ～くわっく草加　「こもれび」　11 
/26㊍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
■介護者の集い「オアシス」　11/21
㊏10時～12時　中央公民館　11/24㊋
10時30分～12時　瀬崎平成塾　12/1㊋
13時30分～15時30分　氷川平成塾　
ε山田☎928-5332
■本格キムチ作り　11/23㊗9時30分～
12時　勤労福祉会館　一般老若男女　
定員10人　参加費1600円　εコリアク
ッキング国本☎090-4618-5244
■草加市民吹奏楽団演奏会～ハピネス
with Music　11/23㊗14時開演　草加
市文化会館　無料（要入場券）　全席
指定　楽団HPからも申込可　è楽団
事務局平塚☎090-1607-8917
■不登校相談会　11/26㊍15時30分～
16時50分　草加市文化会館第2研修室

ε

è

ε

ε

ε

ε

ε

è

　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）☎93 
2-5139
■親子でフラダンス　11/26㊍17時30
分～18時30分　市民体育館軽体育室　
小学生以上の親子（子どものみの参加
可）　定員8人　無料　èフラダンス
サークルレイラニ☎090-7216-1337
■遺言書の書き方と終活を学ぼう　11 
/28㊏10時～12時　草加市文化会館　
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
■八幡ダンスサークルフリーダンス　
11/29㊐13時15分～16時15分　谷塚文
化センター　ミキシング・トライアル
あり、飲み物付き　参加費500円　ε

飯塚☎090-4958-9229
■中国駐在よもやま話　11/29㊐13時
30分～15時　中央公民館　駐在員経験
者によるナマの中国事情とおいしい中
国茶で交流　参加費500円　èサーク
ル中国大好き武藤☎090-3574-1031
■よもう会の小さな朗読会　11/30㊊
13時30分～16時　谷塚文化センター　
入場無料　星からの声、女の首、テレ
ビに出たコンほか　ε藤田☎080-5046-
7499
■DV防止講座「コロナ禍とDV」　
12/11㊎10時～12時　中央公民館　定
員30人　参加費無料　èみんなのまち
草の根ネットの会清水☎936-2208
■松尾芭蕉杯カヌー大会　12/20㊐9時
～11時　綾瀬川　大人レーシング艇・
スラローム艇各20人、小中学生20人　
大人1000円　è12/10㊍までに草加市
カヌー協会中島☎931-3844

ε

è

è

ε

è

ε

è

è

⑦保健師　祝日を除く㊊～㊎8時30分
～17時15分。障がい児に関する相談、
家庭訪問、サービス等利用計画作成ほ
か。保健師有資格者対象。月額21万38 
02円。
è会計年度任用職員申込書（市HPか
らも入手可）を〒340-0041松原1-3-1
子育て支援センターへ。☎941-6791Ü 

941-6828

⑦

è

Ü 

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

さかの医院
9時～12時・14時～17時
西町195-2　☎921-2011

西倉小児科医院
9時～12時・14時～17時
旭町4-9-2　☎941-7250

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

11/8㊐ 11/15㊐

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

竹内セントラル㈱
㈲駒崎設備

苗塚町438-16
氷川町818-3

☎928-5525
☎924-4136

11/8㊐
15㊐

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。



　草加のシンボル「草加松原」の魅力を
広く発信するために実施した公募作品
展。全国から寄せられた作品125点の中
から70点の入選作品を展示。
■日　時　11月18日㈬～27日㈮

午前10時～午後6時
※27日㈮は午後3時
まで

■会　場　アコスギャラリー

　23～31日、アコスホール・ギャラリーで草加市美術展及び県展作
品展が開催され、訪れた人たちは楽しみながら作品一つひとつを鑑
賞していました。会場の様子はYouTube「草加市文化観光課チャン
ネル」でも見ることができます。同チャン
ネルでは今後もイベント等を配信していき
ます。楽しみにお待ちください。

　6月に制定された「人権尊重都市宣言」を記念し、講師に
菊池桃子氏を迎えた講演会を開催します。
■日　時　12月19日㈯午後2時開演
■会　場　草加市文化会館
■講　師　菊池桃子氏

　女優。戸板女子短期大学客員教授。メンタルケア
カウンセラー。研究分野は「雇用政策を踏まえた
人々のキャリア形成｣。著書に｢午後には陽のあたる
場所｣(扶桑社)

■演　題　共に生きることのすばらしさ
 ～心を伝える意味を考える～
■定　員　550人（応募多数の場合は抽選。当選者に連絡）
ω11月16日㈪必着までに、住所・氏名・電話番号・手話通訳希
望の有無、車いす利用の来場者はその旨を記入し、はがきまた
はメールで〒340-8550人権共生課へ。1通で2人まで応募可（2
人の住所・氏名・電話番号を記入）。

　草加せんべいをより深く体験することができるバスツアー。
生地の製造から機械焼き・手焼きの工程を見学し、手焼き体験
もできる草加せんべい尽くしの一日が過ごせます。
■日　　時　12月5日、令和3年1月23日、3月13日の土曜日

いずれも午前9時～午後3時
■集合場所　草加市文化会館　■支払い実額　6500円
■定　　員　各回20人（先着順）
ω11月10日㈫から電話で県物産観光協会（☎048-871-6984、平
日午前10時～午後5時）へ。または同協会ホームページ「ちょ
こたび埼玉」ツアー一覧から申し込み。申込締切は出発日の5
日前（出発の週の月曜日）。

10月かどまちごとでき

人権共生課☎922-0825Ü927-4955
 jinken-kyosei@city.soka.saitama.jp
問人権共生課☎922-0825Ü927-4955
 jinken-kyosei@city.soka.saitama.jp

草加市美術展・県展作品展

参加店舗で販売する草加産野菜に貼ってあるシール
12枚を集めて応募。抽選で300人に2000円相当の
商品をプレゼント！(1人何回でも応募できます） 

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

主　　催：　県物産観光協会
企画協力：　草加市
　　　　　　草加市観光協会

■草加市美術協会賞（洋画）
遠藤由美子「白銀の静寂」

■草加市長賞（洋画）
真峰靖「Nowhere Woman」

■草加市長賞（写真）
飯坂政人「化身」

文化観光課
チャンネル

人権尊重都市宣言制定記念講演会
11/21㈯授賞式
午前11時～
アコスホール

菊池桃子氏
講演会

共に生きることのすばらしさ
～心を伝える意味を考える～

専用シールが貼られた草加
産野菜を購入し、応募用紙
に12枚貼ります。

63円切手を貼り、
郵送

応募締切
令和3年1月15日
（消印有効）

抽選で300人に2000円相当
の商品（各100点）をプレ
ゼント
 A賞  野菜ほか詰め合わせ
 B賞  調味料の詰め合わせ
 C賞  お菓子の詰め合わせ

　授賞式では、審
査員の瀧悌三氏
（美術評論家）に
よる講評が行われ
ます。

※応募用紙は参加店舗で配布

11/2㈪

~

12/28㈪

シールを集めてプレゼントをもらおう！

■大賞「スーパームーン（草加松原）」
石井 友子（草加市）

■優秀賞
「草加松原一道」
𠮷田 良行
（東久留米市）

■優秀賞
「マツⅡ」
佐藤 京子
（大分市）

■優秀賞
「松」
𠮷川 美恵子
（三郷市）

文化観光課☎922-2968Ü922-3406問文化観光課☎922-2968Ü922-3406
入選作品展覧会

農業振興協議会事務局
　(都市農業振興課内) 922-0842Ü922-3406
問草加市農業振興協議会事務局
　(都市農業振興課内)☎922-0842Ü922-3406

国指定名勝　おくのほそ道の風景地

《キャンペーン参加店舗》
JAさいたまグリーンショップ草加
住所:西町1213-3
☎927-5020

イトーヨーカドー草加アコス店
住所:高砂2-7-1
☎922-6111

JAさいたま移動販売車（新田支店前）
毎週木曜日
午前10時30分～午後0時30分
住所:金明町349-4

JAさいたま移動販売車（谷塚支店前）
毎週金曜日
午前10時30分～午後0時30分
住所:谷塚町757

イトーヨーカドー新田店
住所:旭町6-15-30
☎943-0510

生鮮スーパーゼンエー
住所:清門2-42-14
☎942-5009

※シール対象の草加産野菜が品切れの可能性があります。なお、当選の発表
は、商品の発送をもってかえさせていただきます。

×12

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11月5日号

市の人口　令和2年10月1日現在　25万251人（男12万6664人・女12万3587人）/前月比61人減/世帯数11万9917世帯
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