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草加柿木フーズサイト草加柿木フーズサイト

折り込んである「そうか市議会だより」は、抜いて読んでください。

問柿木地区企業誘致推進室 ☎922-01835922-3145

草加柿木フーズサイトの建築工事が始まります

変わる
「草加柿木地区」

東側建物イメージ東側建物イメージ

　食品製造関連の工場などが集まる草加柿木地
区産業団地（愛称：草加柿木フーズサイト）は、
市と県企業局との共同事業により平成30年度か
ら工事が進められ、令和3年１月中に造成が完了
予定。順次工場等の建築工事が始まります。
　また、渋滞の解消や利便性向上に向けて東埼
玉道路の整備なども行われます。

　柿木地区では、柿木フーズサイトなど大規模施
設の立地により交通需要が増えることが見込まれ
ます。交通渋滞の緩和やアクセス向上のため、東
埼玉道路の八潮～松伏間（約9.5㎞）を高架化し、
自動車専用部として整備します。令和2年度は国に
より調査・設計が実施されます。
　また、東埼玉道路と県道足立越谷線などを東西
につなぐ道路（アクセス道路）の整備も今後、進
められていく予定です。

　令和3年12月から順次オ
ープンする予定です。

①新たな雇用の創出や地域
　経済の活性化が見込まれ
　ます。
②進出する企業と地元企業
　を繋ぎ、地域に根差した
　産業団地を目指します。

変わる
柿木
その1

全国的にも珍しい！食品製造関連施設が集積

どんな工場が建つの？ どんな効果があるの？

【概要】
■総  面  積 19万4000㎡
■区  画  数 9区画
■工事期間 平成31年2月
　（予定）　～令和4年秋頃

●地域経済の活性化●食品製造関連施設

草加柿木フーズサイト
変わる
柿木
その2

交通需要に対応し、利便性を向上

東埼玉道路の整備

※画像は完成イメージ図 プロロジスパーク草加
（画像提供：プロロジス）
プロロジスパーク草加
（画像提供：プロロジス）

　東京中心部まで約20㎞、東埼玉道路沿いで東京外かく環状道
路草加インターチェンジから約4㎞と好立地のため、販路拡大な
ど東日本の拠点としての需要が見込まれます。

どうして草加につくることになったの?
①アクセスが良い

　工業用水を供給できる浄水場は、柿木浄水場を含め県内2か所の
み。大量の水を自社の浄化装置で処理して使用する食品製造関連
施設にとって、安価な工業用水が利用できるのは魅力の一つです。

②工業用水の利用が可能
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■10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）

　市では、国の基本指針及び県の計画が変更されたことを受け、国
民保護に関する草加市計画の変更の素案を作成しました。この素案
について意見を募集します。素案の概要と意見用紙は、危機管理課
・サービスセンター・公民館ほかで配布します（市ホームページか
らも入手可）。意見のある人は、12月21日㈪までに意見用紙を〒
340-8550危機管理課へ（ファクス・メールでも可）。

　子宮頸がんは、子宮の入口にできるがんで、HPV（ヒトパピロー
マウイルス）の感染が原因と考えられています。女性の多くが一生
に一度はHPVに感染するといわれており、感染してもほとんどの人
は自然に消滅しますが、一部の人ではがんになってしまうことがあ
ります。
　子宮頸がん予防ワクチン（HPVワクチン）には、子宮頸がんの
50～70%の原因となっているHPV16型と18型の感染を防ぐ効果があ
りますが、予防接種後に、まれに重い症状の副反応が起こることが
あります。
　子宮頸がんワクチン（HPVワクチン）については、国の方針によ
り対象者等に積極的な接種勧奨は差し控えていましたが、このたび、
公費で接種できるワクチンであることを周知することとなりました。
　有効性、安全性等については、市ホームページ（QRコード）、
厚生労働省ホームページをよくご覧いただき、副反応の危険性など
について十分にご理解の上、接種を希望する場合は、
同課に電話で申し込みください。
　なお、高校1年生相当の女子の保護者には11月初め
にお知らせをはがきで送付しています。

　交際費の執行状況を公開し
ています。今回は7～9月分
の市長交際費など全ての交際
費9種類。公開は3か月ごと
に行い、市ホームページと市
役所情報コーナーで閲覧可。

■交際費支出件数・金額　農業委員会…1件・5000円　
　なお、市長、議長、教育委員会、上下水道部、市立病院事業管
理者、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会の支出はありませ
んでした。

■交際費支出件数・金額

　新田西部地区、谷塚中央地区で
は、様々な経歴をもつ幅広い世代
の皆さんが、自分の住むまちの将
来について2年間話し合いを行っ
てきました。今年度は、過去の話
し合いの中で出されたアイデアを
実現するための計画（コミュニティプラン）をまとめるための懇談
会を行います。懇談会は、11月から開催しており、今年度はグル
ープに分かれて検討する懇談会をあと2回開催します。
　高齢化や災害など、多様で複雑なまちの課題の解決には、市内の
活発なコミュニティの力が必要です。自分の住むまちの未来をつく
るこの懇談会に、ぜひ参加してください。
新田西部地区
・対象　新栄1～4丁目、長栄1～4丁目、清門1～3丁目、新善町、

金明町、旭町1～6丁目の居住者
・日時　第2回：12月4日㈮　第3回：令和3年1月28日㈭　

いずれも午後6時30分～9時
・会場　勤労福祉会館
谷塚中央地区
・対象　谷塚町、谷塚1～2丁目の居住者
・日時　第2回：12月3日㈭　第3回：令和3年1月29日㈮

いずれも午後6時30分～9時
・会場　谷塚文化センター
◆テーマ（両地区共通）
第2回「コミュニティプランのたたき台を確認しよう」
第3回「プランの策定と今後に向けた話し合い」

ω11月30日㈪までに氏名・年代・電話番号・メールアドレス・住
所・自分が活動に関わっている団体名（町会・自治会、NPO、PTA
など）を都市計画課へ（ファクス・メールでも可）。

　新田西部地区、谷塚中央地区で
は、様々な経歴をもつ幅広い世代
の皆さんが、自分の住むまちの将
来について2年間話し合いを行っ
てきました。今年度は、過去の話
し合いの中で出されたアイデアを
実現するための計画（コミュニティプラン）をまとめるための懇談
会を行います。懇談会は、11月から開催しており、今年度はグル
ープに分かれて検討する懇談会をあと2回開催します。
　高齢化や災害など、多様で複雑なまちの課題の解決には、市内の
活発なコミュニティの力が必要です。自分の住むまちの未来をつく
るこの懇談会に、ぜひ参加してください。
新田西部地区
・対象　新栄1～4丁目、長栄1～4丁目、清門1～3丁目、新善町、

金明町、旭町1～6丁目の居住者
・日時　第2回：12月4日㈮　第3回：令和3年1月28日㈭　

いずれも午後6時30分～9時
・会場　勤労福祉会館
谷塚中央地区
・対象　谷塚町、谷塚1～2丁目の居住者
・日時　第2回：12月3日㈭　第3回：令和3年1月29日㈮

いずれも午後6時30分～9時
・会場　谷塚文化センター
◆テーマ（両地区共通）
第2回「コミュニティプランのたたき台を確認しよう」
第3回「プランの策定と今後に向けた話し合い」
11月30日㈪までに氏名・年代・電話番号・メールアドレス・住

所・自分が活動に関わっている団体名（町会・自治会、NPO、PTA
など）を都市計画課へ（ファクス・メールでも可）。

　令和2年度の草加市文化賞に松本厚さんが選ばれました。同賞は
市の文化・スポーツに貢献した個人・団体に贈られるもので、昭和
63年の制定からこれまで26人が受賞しています。

　松本さんは平成14年に公益財団法人草加市
体育協会（現・草加市スポーツ協会）会長に就
任し、令和元年までの17年間もの永きにわた
り本市のスポーツ振興に尽力されました。また、
同13年から19年間スポーツ審議会委員として
本市のスポーツ振興計画等、スポーツの推進に
関する重要事項を審議し、そのほかにも草加松
原太鼓橋ロードレース大会実行委員会会長、草
加市剣道連盟会長など歴任し、本市のスポーツ
推進に多大な貢献をされました。

　10月30日に開催された市議会第4回臨時会で、議長に西沢可祝議
員、副議長に佐藤憲和議員が新たに選出されました。また、監査委
員には鈴木由和議員が新たに選任されました。
■西沢可祝議員　公明党草加市議会議員団　4期目　経歴：副議長、

監査委員、総務文教委員会委員長など
■佐藤憲和議員　市民共同議員団　3期目　経歴：一般会計決算特

別委員会委員長
■鈴木由和議員　草加新政議員団　5期目　経歴：議長、副議長、

議会運営委員会委員長など

西沢可祝 議長 佐藤憲和 副議長 鈴木由和 監査委員

松本 厚氏

国民保護に関する草加市計画の変更
問危機管理課☎922-0614Ü922-6591kikikanrika@city.soka.saitama.jpÜ 

パブリックコメント 皆さんの意見を募集します

交際費の執行
状況を公開

問庶務課☎922-0954
　　　　 Ü922-3091　　　　 Ü

7～
9月

まちづくりの懇談会

問都市計画課☎922-1790Ü922-3145
 toshikeikaku@city.soka.saitama.jp

Ü

 

コミュニティの
ミライを考える

小学校6年生から高校1年生の
女の子と保護者の皆さんへ

子宮頸がんワクチンの予防接種について

問健康づくり課☎922-0200Ü922-1516Ü

問みんなでまちづくり課☎922-0796Ü922-3406Ü

松本厚氏が受賞令和2年度
草加市文化賞

市議会第4回臨時会 新議長等を選出

情報提供
【新田西部地区・谷塚中央地区】

議　　長　西沢可祝議員
副 議 長　佐藤憲和議員
監査委員　鈴木由和議員

② 草加人のための情報紙　広報「そうか」市政情報2020年11月20日号



○PM2.5（単位：マイクログラム／㎥）最大値22.5／最小値2.8（花栗中学校内）　○給食の放射性物質の検出なし

事業に関する問い合わせ
草加商工会議所青年部☎928-8111Ü928-8125

　（仮称）花畑人道橋の整備に伴い、草加市側の道路整備を行うた
め、菓子工場南側道路（青色部）を通行止めしています。通行止め
期間は令和3年10月末までのおよそ1年間で、歩行者や自転車等の
通行もできません。ご不便をお掛けしますが、ご協力をお願いしま
す。
【工事に関する問い合わせ】
　足立区都市建設部道路整備室街路橋りょう課設計工事係
☎03-3880-5922Ü03-3880-5620gairo@city.adachi.tokyo.jp

　草加商工会議所青年部が市内飲食店を巡回し、感染防止対策が行
われ、安心して食事できるお店を「安全・安心なお店」として認定。
認定店舗は専用ホームページ（QRコード）で紹介します。新型コ
ロナウイルスの影響で分からなくなっていた営業情報や感染防止対
策を確認して、市内のお店を「安全・安心」に楽しんでください。

　認知症は、誰にでも起こりうる脳の病気の一つです。年齢を重ね
るほど発症する可能性が高まり、65歳以上の約4人に1人が認知症
またはその予備軍であると言われています。症状が軽いうちに気づ
き、適切な治療が受けられれば、薬で進行を遅らせたり、症状を改
善できる場合があります。
　市内在住で今年度中に60歳になる人、65歳以上の人は誰でも受
診できますので、脳の健康度チェックを行い、認知症の早期発見に
役立ててください。
■受診期間　12月18日㈮まで　※期間内に1回のみ
■対 象 者 ①60歳になる人（昭和35年4月2日～同36年4月1日生

まれ）②65歳以上の人（昭和31年4月1日以前生まれ）
■受診方法　健康保険証・お薬手帳を持参し、指定医療機関へ。

脳の健康度チェック票を記入し、医師の診察を受ける。
■費　　用　無料　※ほかに受ける診察・検査等を除く
■医療機関　指定医療機関（市内39、八潮市18医療機関）

※詳細は市ホームページ（QRコード）で確認ください。

　地方公共団体は、財政健全化法により、「健全化判断比率」と公営
企業会計の「資金不足比率」を算定し、財政の健全さを判断します。
　令和元年度決算に基づき指標を算定した結果、いずれの比率も国
が定めた早期健全化基準などの基準を大幅に下回っており、市の財
政は健全な状態です。市では将来にわたって行政サービスを確実に
実施していけるよう、持続可能で健全な財政運営を行っていきます。
1.実質赤字比率
一般会計の赤字が財政規模に対してどれだけあるかを表す。本市

は黒字。
2.連結実質赤字比率
一般会計に特別会計などを加えた全ての会計の赤字が、財政規模

に対してどれだけあるかを表す。本市は黒字。
3.実質公債費比率
地方債(借金)などの返済額が財政規模に対してどれだけあるかを

表す。本市は下水道事業会計の地方債償還が進んだことなどによ
り、0.1ポイント改善。
4.将来負担比率
将来負担しなければならない負債(地方債残高など)が財政規模に

対してどれだけあるかを表す。本市は庁舎建設基金への積み増しな
どにより、前年度に比べて0.7ポイント改善。

　国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者を対象に、特定健診
・後期高齢者健診を実施しています。対象者には受診券を送付済み
です。受診券を紛失した場合は再発行しますので、保険年金課また
は後期高齢者・重心医療室まで問い合わせてください。特定健診・
後期高齢者健診ともに無料で受診できます。ただし、同年度内に2
回以上受診した場合、2回目以降は全額自己負担になりますので、
ご注意ください。

　公営企業会計の資金不足がどれだけある
かを、料金収入などの事業規模と比較した指

標で、各会計の経営状況を表したもの。いずれの公営企業会計も資
金不足はなく、健全な経営状態です。
▶経営健全化基準である20％以上になると、公営企業の経営の健全化を図る計画を策
定しなければなりません。

▶比率ごとに、黄色信号の「早期健全化基準」と、赤信号の「財政再生基準」があり、
比率のうち一つでも早期健全化基準以上となると財政健全化計画を定めて財政の健
全化に、さらに財政再生基準以上となると財政再生計画を策定し財政の再建に取り
組むことが必要となります。

　一般会計や特別会計などの決算に基づい
て、「収支」の赤字と「負債」の大きさとい

う2つの視点から、財政の健全さを4つの指標に分けて示したもの。

健全化判断比率

資金不足比率

※実質赤字比率・連結実質赤字比率は赤字がないため「－（該当なし）」とし、参考に黒字の比率を（△）表記。

実質赤字比率
連結実質赤字比率
実質公債費比率
将来負担比率

草加市の指標
健全化判断比率 財政再生

基準
早期健全化
基準

20.00%
30.00%
35.00%

11.36%
16.36%
25.00%
350.00%

令和元年度
－（△ 7.43%）
－（△21.08%）
　　  4.10%
　　  5.40%

平成30年度
－（△ 9.44%）
－（△26.13%）
　　  4.20%
　　  6.10%

※資金不足が発生していないため「－（該当なし）」とし、参考に資金剰余の比率を（△）表記。
※新田駅西口土地区画整理事業特別会計は、資金の不足額及び剰余額が生じていないため「－（該当なし）」と表記。

水道事業会計

病院事業会計

新田西部土地区画整理事業特別会計

新田駅西口土地区画整理事業特別会計

公共下水道事業特別会計

草加市の指標
公営企業名 経営健全化

基準

20.00%

令和元年度

－（△115.2%）

－（△ 3.8%）

－（△100.0%）

－

－（△ 5.9%）

平成30年度

－（△136.9%）

－（△ 6.0%）

－（△100.0%）

－

－（△ 8.5%）

記念体育館通り

毛長公園
毛長川

瀬崎角田公園

（仮称）
花畑人道橋

文教大学

菓子工場 斎場

神浅間神社

県
道
49
号

県
道
49
号

水
神
橋

花
畑
大
橋

令和3年10月末まで 全面通行止め

脳の健康度チェック

問道路整備課☎922-2197Ü922-3249

お済みですか？

受診期間は指定医療機関で12月18日（金）まで

瀬崎四丁目毛長川沿いの道路の一部 事業者連携型売上Ｖ字回復チャレンジ事業

いつまでもイキイキ過ごすために

財政健全化判断比率・
資金不足比率を公表
問財政課☎922-0761Ü922-1547

令和元年度決算に基づく

特定健診・後期高齢者健診
問特定健診…………保険年金課☎922-1593Ü922-3178
　後期高齢者健診…後期高齢者・重心医療室

☎922-1367Ü922-3178

問長寿支援課
☎922-2862Ü922-3279

そうかの「安全・安心」な
飲食店を紹介
問産業振興課☎922-3477Ü922-3406

いずれも
健全な
状　態

認知症検診は
12月18日㈮
まで

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③市政情報 2020年11月20日号



④ 2020年11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。

　同地域における建築物等の整備方針
等を定める地区計画及び地区整備計画
の構想案の閲覧・公聴会を開催します。
■閲覧　11/25㊌～12/9㊌（㊏㊐を除
く）。場所は都市計画課。
■公聴会　12/25㊎10時～12時。会場
は草加市文化会館。市内に住所または
土地・建物を有し、公聴会で意見を述
べたい人は、12/9㊌（必着）までに閲
覧場所にある申出書を〒340-8550都市
計画課へ。応募多数の場合は選定。申
し出がない場合、公聴会は中止（公聴
会の開催が無い場合は開催日の10日前
までに告示。市HPにも掲載）。なお、
対象区域内の権利者で地区整備計画の
原案に意見のある人は、12/16㊌（必
着）までに閲覧場所にある意見用紙を
同課へ。
ε都市計画課☎922-1896Ü922-3145ε Ü

　12/2㊌・3㊍は終日マイナンバーカ
ード（個人番号カード）によるコンビ
ニ等に設置している全てのキオスク端
末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☎922-15
26Ü920-1501◇課税・非課税証明書、
所得証明書…市民税課☎922-1049Ü92
0-1502◇納税証明書…納税課☎922-10
98Ü920-1502

ε

Ü

Ü

Ü

　狂犬病予防注射は毎年1回、4/1～
6/30に受けることが義務付けられてい
ますが、新型コロナウイルス感染拡大
防止の観点から、今年度の予防注射は
12/31㊍までに受ければ、本来の期間
内に注射を受けたものとみなします。
今年度の予防注射がまだ済んでいない
場合は、期間内に動物病院で受けてく
ださい。また、市と協定を結んでいる
動物病院であれば、その場で狂犬病予
防注射票を受け取ることができます。
詳細は市HPで確認を。εくらし安全
課☎922-3642Ü922-1030

ε

Ü

　11/26㊍～12/9㊌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。戦争の悲惨さ、
平和の尊さを次世代に伝えるため、イ
ラク戦争のパネル展示を行います。平
和ネットワーク草加・草加マルイとの
共催。ε人権共生課☎922-0825Ü927-
4955

ε Ü

　関東財務局では、金融取引や多重債
務に関するトラブルについて、地域の
皆さんからの相談を無料で受け付けて
います。
〇詐欺的な投資勧誘に関する相談
　☎048-613-3952　
〇電子マネー詐欺相談（架空請求等）
　☎048-600-1152
〇借金返済の悩み相談（多重債務等）
　☎048-600-1113
〇新型コロナウイルスに関する金融相談
　☎048-615-1779

　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　12/4㊎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　12/9㊌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　12/3㊍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。è11/24㊋
から新田（包）へ。☎946-0520Ü946-05 
23

ε

Ü

ε

Ü

è

Ü

　新型コロナウイルス感染症の影響に
より、市内障がい者施設の製品を紹介
する機会が減少しています。製品をさ
らに広く知ってもらうため、各施設が
インターネット上で販売するイベント
を期間限定で行います。応援をお願い
します。詳しくは、市HP（QRコー
ド）を確認してください。
■期間　12/3㊍～5㊏
■参加施設　つばさの森、西れんげ草、
cafe&farmLento、pace、wacca
ε障がい福祉課☎922-1436Ü922-1153ε Ü

　あなただけのしめ縄飾りでお正月を
迎えませんか。水引き細工のお花で飾
るしめ縄作り。12/14㊊10時～12時。
会場は谷塚文化センター。定員14人。
教材費1500円。はさみ、持ち帰り用のはさみ、持ち帰り用の

　第三者からの請求で本籍入りの住民
票等を交付した場合に、住民票等に記
載されている本人に交付事実を通知す
る「本人通知制度」を実施しています。
市の住民基本台帳、市が編製した戸籍、
戸籍の附票に記載されている人対象。
登録を希望する人は、本人確認ができ
る書類（運転免許証・保険証等）を持
参し、市民課または各サービスセンタ
ーへ。なお、本人以外による申し込み
は同世帯の家族でも委任状が必要とな
ります。郵送での登録も可。詳細は市
HPで確認を。ε市民課☎922-1526Ü9
20-1501

ε Ü

　12/6㊐8時50分新田西文
化センター集合12時解散（小雨決
行）。綾瀬川の土手を歩きながら野鳥
を中心に観察します。小学3年生以下
は保護者同伴。定員30人。双眼鏡持
参。è環境課へ。メール（QRコー
ド）でも可。☎922- 1519Ü922-1030

è

Ü

　看護師養成所等の在学者または令和
3年4月在学予定者で、卒業後、草加市
立病院の看護師として働く事を希望し、
経済的理由等によって修学困難な人を
対象に修学資金を貸与します。申込書
は市立病院、市役所総合案内で配布
（市立病院HPからも入手可）。
■修学資金額　月額7万円
■審査方法　書類及び面接（面接日は
令和3年1/16㊏予定）
■募集人数　若干名
è11/24㊋～12/7㊊（消印有効）に簡易è

　はかりは身の回りのいたるところで
使用されています。買い物などで商品
を購入する際、正確な計量がされてい
ないと消費者に不利益が生じます。市
では計量法に定められたはかりの定期
検査や器機の有効期限を確認していま
す。購入した商品などの量や重さに疑
問がある場合は問い合わせてください。

市立病院の看護師を目指す人に
修学資金を貸与します

不正取得による権利侵害防ぐ
住民票等の本人通知登録を

狂犬病予防注射
今年度の注射は年内に

獨協大学前＜草加松原＞駅
西側地域の都市計画変更に係る
構想案の閲覧と公聴会

コンビニ交付サービス一時休止

生涯学習体験講座

財務省関東財務局へ相談を

11月は「計量強調月間」

草加の地場産業　レザークラフト体験

Smil Marche in SOKA
障がい者施設の製品を
インターネットで販売

平和パネル展
「イラク、戦争と子どもたち」

地域包括支援センター（包）
介護予防教室・介護者のつどい

書留等で〒340-8560市立病院経営管理
課へ（持参不可）。☎946-2200○内3003○内

袋、あればグル
ーガン持参。
è12/11㊎まで
に生涯学習課へ。
☎922-2819Ü9
22-3498

εくらし安全課☎941-6111Ü941-6157ε Ü

生きもの調査会

　11/28㊏10時～16時。会場は伝統産
業展示室「ぱりっせ」。動物アクセサ
リーやネームプレートづくりなどのレ
ザークラフト体験を行います。1回500
円。εぱりっせ☎Ü931-1970ε Ü

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。

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

12/1㊋～14㊊は「冬の交通事故防止運動」期間。ライトと反射材着用で事故防止。

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

【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



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20日号

なし料理　成人対象　定員12人　参加
費1000円　巻きす・エプロン・三角巾
・布巾・持ち帰り用容器持参
▼のびのび広場　12/18㊎10時～11時
季節のイベント・読み聞かせほか　乳
幼児と保護者対象
▼おもちゃの病院　12/25㊎10時～12
時　おもちゃの無料修理　部品代実費
　1人2点まで

▼子育てサロンのクリスマス会　12/4
㊎10時～10時40分…0～1歳6か月対象、
11時～11時40分…1歳7か月～3歳対象
　親子ふれあい遊び・クリスマス工作
ほか　定員各回5組  参加費子ども1人
100円
▼クリスマスコンサート　12/13㊐14
時開演　出演は草加中央吹奏楽団　
「もろびとこぞりてファンファーレ」
「小さな世界」ほか　定員200人（当
日先着順）
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
12/16㊌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　親子友達

作り・簡単工作ほか　定員各回5組
▼にじいろタイム　12/18㊎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」
　12/18㊎13時30分～　胎教と友達作
り　初妊婦対象　定員10人
▼クリスマス料理作り　12/19㊏10時
～12時30分　フライパンピラフ・オニ
オンスープほか　小学生対象　定員12
人　参加費400円　エプロン・三角巾
・布巾・持ち帰り容器持参

▼ロビー　木版画（年賀状）展　12/2
㊌～14㊊　トールトールによるトール
ペイント展　12/19㊏～24㊍
▼おもちゃ病院　12/18㊎10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼クリスマスマジックショー　12/20
㊐10時～11時　出演は草加アラ神マジ
ッククラブ　定員80人
▼親子で楽しむクリスマス会　12/21
㊊11時～11時45分　手遊び・運動ほか
1～3歳と保護者対象　定員5組

中央公民館 ☎922-5344

柿木公民館 ☎931-3117
川柳文化センター ☎936-4088

定員のあるものは11/24㊋
8時30分から各館へ申し込みを

5925-0152

　毎月4回、介護予防プログラムを開
催。
■カラダを動かそう　12/10㊍・16㊌
　フェイスタオル持参
■ぬりえサロン　12/14㊊・22㊋　色
鉛筆持参
　いずれも10時～10時30分。60歳以
上対象。定員各30人。当日先着順。入
館時に利用登録証を確認します。無い
人は免許証・保険証等を持参。εであ
いの森☎936-2791Ü936-2792

ε

Ü

　12/17㊍10時～12時。会場は保健セ
ンター。かぶの肉団子煮・クラムチャ
ウダー。65歳以上対象。定員10人。材
料費400円。エプロン、三角巾、布巾2
枚持参。è11/24㊋から健康づくり課
へ。☎922-0200Ü922-1516

è

Ü

　12/11㊎10時～11時30分。会場は保
育ステーション。簡単リース作り・ふ
れあい遊びほか。幼児と保護者対象。
定員15組。è11/24㊋9時から電話で保
育ステーションへ。☎920-1120Ü920- 
1101

è

Ü

　12/12㊏10時～12時。会場は歴史民
俗資料館。小学生（保護者同伴）対象。
定員6人。è11/21㊏から電話で同館へ。
☎922-0402Ü922-1117

è

Ü

　㊊～㊎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。普通自動車第一種運転免
許（AT車限定不可）以上所持者対象。
募集は若干名。月給17万9564円（地域
手当含む）。期末手当、通勤手当、社

　12/19㊏9時30分～17時。会場は記念
体育館。スポーツやレジャー中の事故
による傷病者に対しての救命・救急法
の知識と技術を習得する講習会。16歳
以上でJAEA、消防署、日本赤十字社
いずれかの救命救急法講座の受講経験
がある人対象（認定期限切れも可）。定
員20人。参加費2000円。動きやすい服
装で。写真（3㎝×3㎝）、昼食、室内靴
持参。è11/21㊏から電話で草加市ス
ポーツ協会へ。☎928-6361Ü922-1513

è

Ü

であいの森講座
「すまいる広場～介護予防」

上級市民救命員養成講習会

れきみん体験教室「和凧作り」

清掃作業員
（会計年度任用職員）

ヘルシー料理教室
～1品おかずでも栄養価を
高めて食べよう～

保育ステーションクリスマス会
「みんなとあ・そ・ぼ」

高年者向け

新里文化センター ☎927-3362

▼おはなしの時間　11/25㊌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
▼クリスマスイルミネーション　11/ 
29㊐～令和3年1月中旬　日没～21時
▼元気ルームMINI　12/3㊍10時～12
時　ホール開放自由利用　乳幼児と保
護者対象
▼親子で元気ルーム　12/10㊍10時～
11時30分　ミニクリスマス会　乳幼児
と保護者対象
▼おもちゃの病院　12/14㊊10時～12
時　おもちゃの無料修理　部品代実費
　1人2点まで
▼クリスマス料理教室　12/19㊏9時30
分～13時　キッシュ、ミートパイ　成
人対象　定員8人　参加費500円　エプ
ロン・三角巾・布巾持参

▼スッキリ！美容ストレッチ体操講座
　12/4㊎・18㊎13時30分～15時　バレ
エの動きを取り入れた健康体操　定員
15人　参加費100円
▼すくすくクラブ　12/10㊍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
▼食の講座「大人のクッキング」　
12/11㊎10時～13時　お正月のおもて

子ども・親子向け

会保険等あり。面接は12/17㊍に実施。
採用は令和3年1/1付。è12/14㊊（必
着）までに職員課で配布する指定申込
書（市HPからも入手可）と運転免許
証の写しを〒340-8550職員課へ。☎
922-0983Ü922-3098

è

Ü

■材料（2人分） 牛肉薄切り…100g／トマト…中1/4個／玉ねぎ…中
1/2個／ マッシュルーム…2個／オリーブ油…小さじ1／小麦粉…大
さじ1／トマトケチャップ…大さじ1／ウスターソース…大さじ1と
2/3／コンソメ…小さじ1/3／こしょう…少々／バター…小さじ2/3
／ブロッコリー…60g／ごはん…150g×2

①牛肉は一口大に切る。トマトは皮をむき、さいの目に、玉ねぎは
くし形に、マッシュルームは薄切りにする。ブロッコリーは小房
に分けゆでておく。  

②鍋にオリーブ油を熱し、牛肉、玉ねぎ、マッシュルームを加え、8
割ほど火が通るまで炒め、小麦粉を振り入れ、さらに炒める。

③トマト、水200ml、トマトケチャップ、ウスターソース、コンソメ
を加え煮立たせる。

④とろみがついてきたら弱火にし、10分くらい煮込み、バター、こ
しょうを加えて、さらに弱火で5分ほど煮る。

⑤器にごはんを盛り付け、ハッシュドビーフを盛り、ブロッコリー
を添える。

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

ハッシュドビーフvol.4

1人分 479kcal 2.0g食塩

作り方

　市販のルウを使わずに、おうちにある材料
で作ります。
　栄養バランスの整う1品です。

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

　輝くイルミネーションを楽しみなが
ら、年末年始のお買い物に近くの商店
街へ足を運んでみてはいかがですか。
ε産業振興課☎922-3477Ü922-3406

心温まる
商店街の イルミネーション

はじまります

旧日光街道（住吉商店会・六丁目商店会）12/10㊍～令和3年2/28㊐夜間（自動点灯） 約1万球

谷塚小学校通り（谷塚西口商店会） 11/20㊎～令和3年2/28㊐
16時～24時 約3万球

市役所通り（市役所通り商店会） 12/1㊋～令和3年2/28㊐
17時～24時 約1万球

草加駅～歴史民俗資料館・ふれあい小路等
（草加駅前一番通り商店会）

12/3㊍～令和3年2/28㊐
17時～22時 約４万球

谷塚駅東口ロータリー、イエスロード
（谷塚駅周辺活性化協議会）

点灯場所（主催） 点灯期間・時間 イルミネーション球数
12/6㊐～令和3年3/14㊐

16時30分～5時
点灯式は12/6㊐17時～

約3万5000球
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▼クリスマスカード作り　11/30㊊～
12/11㊎（㊋を除く）15時～　小学生
対象　会場はコンフォール松原19号棟
　定員各5人　è11/25㊌13時から電話
で同館へ
▼ピヨピヨ広場　12/10㊍・17㊍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8組　è
参加希望日1週間前の㊍13時から電話
で同館へ
▼フラワービーズで小さなクリスマス
リース作り　12/14㊊～21㊊（15㊋を
除く）15時～　会場はコンフォール松
原19号棟　定員各4人　材料費60円　
è12/7㊊13時から電話で同館へ
▼おもちゃ病院　12/18㊎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　12/22㊋10時～
　会場はコンフォール松原19号棟　令
和元年12月生まれ対象　定員10人　
è12/2㊌13時から電話で同館へ
▼クリスマス写真館　12/23㊌10時～
12時…乳幼児と保護者対象　おひるね
アート・バルーンアーチ、14時～16時
…幼児（保護者同伴）～小学生対象　
バルーンアーチ　会場はコンフォール
松原19号棟　いずれも定員24組　
è12/1㊋10時から電話で同館へ

▼おもちゃ病院　12/3㊍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　12/5㊏13時15分～、15時15
分～　小学生～18歳対象
▼みなクル工房「ホバークラフト」　
12/12㊏13時15分～14時15分、15時15

è

è

è

è

è

分～16時15分　幼児（保護者同伴）～
18歳対象　定員各回6人
▼キックベース　12/13㊐13時15分～、
15時15分～　小学生～18歳対象
▼ママ防災「ママのための非常用バッ
グの作り方」　12/15㊋13時～14時　
乳幼児の保護者対象　定員6人
▼ひ革工房「クリスマスリース」　
12/19㊏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
▼ダーツカフェ　12/20㊐17時～18時
　中学生～18歳対象　定員6人
▼紙とロウでスケルトン・クリスマス
ツリー作り　12/25㊎10時30分～11時
30分、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
▼ミニ門松作り　12/26㊏・27㊐10時
30分～12時　幼児～小学生と保護者対
象　定員各5組　材料費500円

▼おもちゃ病院　11/26㊍、12/17㊍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
▼グリーンコンシューマー講座　11/
28㊏14時～14時40分　トイレットペ
ーパーの芯でクリスマスリース等を作
り環境に優しい消費生活について学ぶ
　小学生対象　定員5人
▼脳トレボードゲーム「ウボンゴ」　
12/5㊏14時～　小学生対象　定員4人
▼ふれあい大根掘り　12/6㊐10時細井
農園集合　乳幼児（保護者同伴）～高年
者対象　定員30組　参加費100円（1本）
▼ほっこりリトミック　12/11㊎10時
～、11時～　乳幼児と保護者対象　定
員各回10組
▼さつまいものつるでクリスマスリー
ス作り　12/11㊎14時45分～15時30分
　3歳以上の幼児と保護者対象　定員5
組、12/12㊏14時～　小学生対象　定
員5人
▼まつぼっくりでクリスマスツリー作
り　12/18㊎14時45分～15時30分　3
歳以上の幼児と保護者対象　定員5組
▼ママのためのリフレッシュヨガ　
12/19㊏10時15分～　定員10人
▼ともだち文庫の「おはなしポケッ
ト」　12/21㊊11時～　読み聞かせ・
わらべ唄　乳幼児と保護者対象

▼チャレンジ！エコ工作～トイレット
ペーパーの芯でクリスマスリース作り
～　11/24㊋16時～　小学生対象　定
員10人
▼ふれあいグラウンド・ゴルフ　11/
28㊏10時30分中央防災広場集合（雨天
中止）　小学生～高年者対象
▼ABCで遊ぼう　11/30㊊、12/14㊊
15時30分～16時30分　3歳（保護者同
伴）～小学生対象　定員10組
▼チャンピオンはだれだ？！～カード
めくり大会～　12/3㊍15時10分～…小

学1年生対象、16時～…小学3～6年生
対象・12/4㊎15時10分～…小学2年生
対象　定員各回20人
▼こぶたのしっぽ　12/9㊌11時～　ブ
ラックパネルシアター　乳幼児と保護
者対象　定員6組
▼クリスマスバイオリンコンサート　
12/10㊍11時～　乳幼児と保護者対象
　定員10組
▼おもちゃ病院　12/19㊏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

▼おもちゃ病院　11/26㊍、12/17㊍10
時～12時　おもちゃの無料修理　部品
代実費　1人2点まで
▼ビー玉で遊ぼう　11/26㊍15時30分
～　小学生対象
▼クリスマス工作　12/7㊊・10㊍15時
30分～　クリスマスカード作り　小学
生対象

谷塚文化センター ☎928-6271

定員のあるものは11/24㊋
10時から各館へ申し込みを

5922-3274

新田西文化センター ☎942-0778

5☎946-3000 5944-3800
■影絵公演　12/12㊏13時30分～14時
15分　出演はともだち文庫　「アフリ
カの音」「がたん ごとん がたん ごと
ん」ほか　幼児（保護者同伴）～小学
生対象　定員13組　è11/21㊏9時から
4階児童室で整理券配布
■おはなし会　12/19㊏11時30分～12
時　「小さな赤いセーター」「ひなど
りとネコ」ほか　幼児～小学生と保護
者対象　定員5組（当日先着順）
■工作会　12/19㊏13時30分～13時55
分、14時5分～14時30分　ステンドグ
ラスツリー作り　幼児（保護者同伴）
～小学生対象　定員各回5組　è11/21
㊏から4階児童室で整理券配布
■こども映画会　12/27㊐14時～15時
30分　「長ぐつをはいたネコ」　幼児
（保護者同伴）～小学生対象　定員20
人　è11/21㊏9時から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）、㊏㊐14
時30分～15時（幼児以上対象）　各回
5組（当日先着順）

è

è

è

　あなたがこれまでに読んだ本で、
みんなにおすすめしたいイチオシ
本を教えてください。応募終了後、
みんなのイチオシ本は令和3年
1/15㊎～3/31㊌にテーマ本コーナ
ーに設置します。
è12/13㊐まで
に中央図書館で
配布する用紙
（図書館HPから
も入手可）を館
内の応募箱へ。

è

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

と時をジャズの音色で～　12/13㊐13
時30分～15時　中学生以上対象　定員
100人　è11/24㊋8時30分から整理券
配布
▼干支（丑）の木目込み人形作り　12/
16㊌10時～16時　成人対象　定員10
人　参加費2300円　エプロン・昼食持
参
▼ママといっしょにおはなし会　12/
21㊊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
▼クリスマス料理を作って今夜はステ
イホームパーティ　12/24㊍10時～13
時　スパイシーフライドチキン、フラ
イパンパエリアほか　成人対象　定員
8人　材料費2800円（4人分）　エプロ
ン・三角巾・布巾2枚・台布巾・持ち
帰り用袋持参

è

うし

　12/25㊎8時30分～13時　施設定期点
検のため休館します
▼歌声喫茶銀河～クリスマスの集い～
　12/6㊐13時30分開演　ピアノ・ハー
モニカ・三味線などに合わせて歌いま
しょう　「聖夜」「上を向いて歩こう」
ほか　定員60人　参加費500円（飲み
物付）　抽選会あり
▼パン教室　12/20㊐10時～13時　成
人対象　定員10人　参加費500円　エ
プロン・三角巾・布巾・持ち帰り用袋
持参
▼谷塚元気ひろば　12/21㊊13時～14
時30分　おはなしの会　65歳以上対象
　定員24人
▼すくすくクラブ　12/22㊋10時～10
時40分…0～1歳6か月と保護者対象、
11時～11時40分…0歳～おおむね3歳
と保護者対象　簡単工作・大型絵本　
定員各回10人

▼外国籍市民のための日本語教室　
12/1～15の㊋10時～12時
▼放課後クラブ　12/3㊍17時～18時…
卓球　12/11㊎16時15分～17時…楽し
く体幹強化　12/21㊊16時～17時…将
棋　12/7㊊・14㊊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
▼パパと子どものクリスマスパン（シ
ュトーレン）作り教室　12/6㊐10時～
12時　小学生と保護者対象　定員5組
（1組2人）　参加費1000円　ビニール
袋（45L）1枚・エプロン・三角巾・布
巾2枚持参
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
12/7㊊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　簡単工作
・手遊びほか　定員各回10人
▼おもちゃの病院　12/7㊊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　12/7㊊・
14㊊17時～18時　中学1年生の基礎　
中学生対象
▼迎春の苔盆景作り教室　12/9㊌13時
30分～15時30分　成人対象　定員11
人　参加費1000円　エプロン・ピンセ
ット・雑巾・薄手のゴム手袋・持ち帰
り用袋持参
▼ホッとひと息クリスマス会　12/11
㊎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　音楽遊び・
クリスマス簡単工作ほか　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）
▼ハーモニードレミ結成10周年記念
コンサート　12/12㊏13時～14時45分
　「とおりゃんせ」「ロシア民謡」メ
ドレーほか　定員60人
▼大人のためのコンサート～午後のひ

・手遊び

こけぼんけい

あなたのイチオシ本を
　　　　　　教えてください
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相　談　案　内
11/21㊏～12/20㊐
（㊗㊡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）
12/7㊊…住吉児童館☎928-5736
12/2㊌・17㊍…新栄児童センター☎942-9876
11/26㊍、12/10㊍…谷塚児童センター☎925-1856
12/16㊌…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）

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）

ＱＲコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

㈲東洋開発
㈲イワセポンプ店
㈲井戸浅水道工事店

両新田西町246
手代3-11-8
八幡町802

☎928-5520
☎922-2429
☎931-3330

11/22㊐
23㊗
29㊐

㊐㊗等の漏水・出水不良など
の水道トラブルに対応します。
受付時間：9時～17時

休日等上水道工事店

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。

あさこ小児科内科医院
高砂2-2-31

9時～12時・14時～17時
☎922-2517

大里内科医院
氷川町178-2

9時～12時・14時～17時
☎925-3118

豊田クリニック
柿木町1127-1
9時～12時
☎930-3636

草加松原整形外科医院
松江2-3-26
16時～19時
☎935-4838

黒瀬歯科医院
瀬崎3-36-32
9時～12時
☎924-6536

内
科

外
科
・
午
前

外
科
・
午
後

11/22㊐ 11/23㊗

メディカルトピア草加病院
谷塚1-11-18

9時～12時・14時～17時
☎928-3111

内
科

外
科
・
午
前

外
科
・
午
後

ハーモネスタワークリニック
松原1-1-6　3F

9時～12時・14時～17時
☎942-7111

草加松原整形外科医院
松江2-3-26
16時～19時
☎935-4838

11/29㊐

山崎クリニック
中央2-4-11
9時～12時
☎924-1375

内
科

外
科

歯
科

■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

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。!



　10月24日、福島県昭和村で調印式が行われ、姉妹都市交流推進宣
言を行いました。
　両市村は平成22年7月17日に姉妹都市を締結し、今年で10周年を
迎えました。これを記念し、これまで築いてきた信頼と絆を礎とし
て、両市村がさらに幅広い交流を推進していくことを宣言しました。

　同大会は、おくのほそ道の旅立ちから330周年の節目を迎えたこ
とを記念して初開催し、世界中から作品を募集。日本語・外国語
（英語・仏語）俳句延べ1万824句の応募がありました。
　11月7日、草加市文化会館で、日本語俳句部門受賞者20人のうち
11人が出席し、選者による講評会が行われました。また、同日午前
中までに投句された当日投句の部の受賞者6人の発表も行われ、俳
句の楽しさや奥深さを感じる一日となりました。

　草加の観光宣伝に役立つ写真を対象に草加市観光協会主
催（東武よみうり新聞社後援、フォトライフサポートセン
ター写彩協力）で行われ、全129点が寄せられました。今
年度新設した「そうか桜（しだれ桜）賞」など、入賞作品
全13点を展示します。
■期間　12月1日㈫～14日㈪
■会場　アコスギャラリー小

　新型コロナウイルスの影響で当たり前の日常が変わってしま
い、少なからずストレスを抱えている現代社会での「がんばら
ない生き方」をテーマにした講演会を開催します。講師は生物
学者でテレビのコメンテーターでもおなじみの池田清彦氏。
手話通訳、要約筆記あり（要予約）。
■日時　令和3年2月7日㈰午後2時～3時45分
■会場　中央公民館
■定員　200人
ω11月24日㈫から氏名・住所・電話番号等を生涯学習課へ。ま
いぷれ（QRコード）からも可。参加者には入場券（はがき）
を送付します。

10・11月かどまちごとでき

草加市観光協会事務局（文化観光課内）
　☎922-2403Ü922-3406
問草加市観光協会事務局（文化観光課内）
　☎922-2403Ü922-3406

姉妹都市提携10周年記念
草加市・昭和村 姉妹都市交流推進宣言調印式

おくのほそ道　草加松原国際俳句大会

▲調印を交わす
　浅井昌志市長と舟木幸一村長

▲村の特産品「からむし織」に市の地場産業
　技術「注染」で染めた記念品を共同制作

▲受賞者、選者、来賓の皆さん

そうか市民大学
特別公開講座

講師 池田清彦氏

草加の四季観光写真コンクール
入賞作品展示会

「漸草庵」
齊間健

観光協会
会長賞

「夕暮れの草加公園」
新谷精二

「紅葉と松のコラボ」
渡辺君子

特選特選

「私のジョギングコース桜」
坂本正弘

東武
よみうり
新聞社賞

「さくら童」
須田弘行

（敬称略）

フォトライフ
サポート
センター賞

「霧の松原矢立橋」
粂ひろ子

草加
松原賞 「そうか桜　春の演舞」

大森写好
そうか桜

（しだれ桜）賞

生き方論
ちょっと　　になる楽

生涯学習課☎922-2819Ü922-3498問生涯学習課☎922-2819Ü922-3498

令和3年2/7㈰中央公民館

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20日号

市の人口　令和2年11月1日現在　25万212人（男12万6618人・女12万3594人）/前月比39人減/世帯数11万9947世帯
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