
折り込んである「マイステージ」「子ども・子育て特集」は、抜いて読んでください。

正しいごみの出し方でスッキリ！正しいごみの出し方でスッキリ！
年末の大掃除 気持ちもお家も

可燃ごみ
透明または
半透明の袋

1辺50cm・10kg以下で
燃えるもの

ごみの減量と
紙資源の分別を

不燃ごみ

粗大ごみ

資源物

危険物
スプレー缶・ライター
乾電池等の捨て方

透明の袋

訪問回収
（1日5点まで)
直接持ち込み
（1日10点まで）

有料
事前予約制

■「しっかり分別」にご協力ください！
　市のごみ収集は、主に可燃ごみ・不燃ごみ・資源物
の3種類に分別して行っており、昨年度の家庭ごみ量
は約5万9000t、年間処理費用は約16億9000万円に
ものぼっています。市民1人1日当たりに換算する
と約648g、約6730円の処理費用がかかっていま
す。ルールが守られずにごみが出されると、分別の手間

生ごみ・紙くず、プラス
チック類、ゴム製品、ビ
ニール類、皮革製品等

●生ごみは水気を切る。
●包装紙やティッシュ箱など
の紙資源は分別して資源物へ。

や、危険物の混入による火災発生など、ごみ処理に余
計な作業や費用がかかり、場合によっては、収集作業
自体に影響がでることもあります｡
　年末年始は、自宅の大掃除などにより、家庭から出
されるごみの量が多くなるため、しっかり分別し、適
切な方法でのごみ処理に協力をお願いします。

問廃棄物資源課 ☎931-3972 5931-9993

1辺50cm・10kg以下で
燃えないもの

1辺50cm・10kgを
超えるもの

危険物のごみ出しは
ルールを守る

かんは「つぶさない」
ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙは「つぶす」

持ち込みに
ご協力を

●飲料用のびん・かん
●無色透明のﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ
  　（PETﾏｰｸ付き）
●古紙類・雑紙類

予約先：☎931-5374

年末年始のごみ収集は８面へ

資源物回収ボックスの
詳細は８面へ

ごみの分別に迷ったら

【iOS版】 【Android版】

■機能
・ごみの分別方法の検索
・よくある質問等の検索
・収集カレンダー
・収集日程のお知らせ機能
・資源物の拠点回収場所や粗大ごみ等
　の収集許可業者の地図・連絡先

草加市ごみ分別アプリ

（粗大ごみ受付センター）

ご  み   な   し

金属類、ガラス製品、刃物
類、飲料用以外のびん・か
ん、小型家電、危険物等

家具類、自転車、ふとん、
カーペット、ゴルフ用品等

●スプレー缶やライターは、中身を空にする。
●小型家電等の乾電池やバッテリーは必ず取り外す。分別
しないと回収・処理過程で火災発生の原因になります。
●種類ごとに透明の袋に入れて集積所へ出す。

●刃物は厚紙で包む
●水銀を含む不燃ごみは新聞紙
にくるみ、内容を記述する。

　電池類・バッテリーや携帯
電話などの小型家電（縦15 
cmx横30cm以内）は、公共
施設等の回収ボックスへ。

●古紙類・雑紙類(牛乳パックを含む)
は、地域の集団回収でもＯＫ！

※ごみを出す本人が直接環境業務センターへ持ち込んでください。

　年末年始は予約が集中し、
訪問回収は通常よりも回収日
が遅くなります。
　可能な限り、環境業務セン
ター（青柳6-23-3）への持
ち込みに協力してください。

ﾌﾀとﾗﾍﾞﾙは可燃ごみへ

マスクは袋に密閉

使い捨て
カイロ

ポリ容器

ランドセル

スキーのブーツ

小型家電

珪藻土マット

バッテリー
内蔵機器 飲料用以外のび

ん・かん（ジャム・
缶詰・粉ミルクの
缶など）

飲料用以外のび
ん・かん（ジャム・
缶詰・粉ミルクの
缶など）

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）11月20日現在　人身事故486件（－118）　死者2人（－4）

　市議会12月定例会が、11月26日㈭に開会されました。市長提出
議案は追加提出議案を含め17議案。主な議案は次のとおり。
○草加市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について
…国民健康保険税の負担の公平化と適正化を図るため、1世帯当た
り1年間にかかる国民健康保険税額の上限の見直し等を行うもので
す。
○草加市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について
…草加柿木産業団地地区の地区計画の区域内の都市公園を、保育所
などの施設を設置することができる都市公園とするとともに、設置
する場合の使用料を定めるものです。
○たかさご保育園建設工事（建築工事）請負契約の締結について
…保育環境の改善を図るため、草加市立たかさご保育園（草加市吉
町五丁目）の園舎を建て替える工事の契約を締結するものです。
○令和2年度草加市一般会計補正予算（第12・13号）

○草加市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について

○草加市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について

○たかさご保育園建設工事（建築工事）請負契約の締結について

○令和2年度草加市一般会計補正予算（第12・13号）

　希望者は手術前にくらし安全課へ相談を。
■対象　①～④全てを満たすこと
　①申請者が市内在住者、②市内に生息し飼い主がいない、または
地域住民が適切に管理している猫、③耳カット処理、④指定協力病
院（市ホームページで確認可）での不妊去勢手術
■補助額　年度内申請者1世帯につき5匹を限度
　去勢（オス）…7000円　不妊（メス）…9000円
■手続き方法　手術前・後でそれぞれ手続きが必要です。
　手術前：事前協議書を提出（補助金の交付を確約するものではあ

りません）
　手術後：手術前後の猫の写真（耳カット処理が分かるもの）、領

収書の写しを添付した交付申請書を提出
※交付申請書を提出した人から順次補助金を交付します。
※予算に達し次第締め切り。

■捕獲用罠の貸し出し（要予約）
　補助事業利用者へ捕獲用罠を最長で14日間貸し出します。
■注意点
・2月26日㈮までに交付申請書の提出がない場合は無効となります。
・病院の都合により手術を受けられない場合があります。
・手術を行った猫は、できるだけ適切に飼育できる飼い主を見つけ
てください。市では生きている猫の引き取りは行いません。

　瀬崎七丁目毛長川に架かる大鷲さくら橋の車道部分の工事が完了
するため、全面開通を予定しています。
■開通日時　12月15日㈫正午から
■開通に関する問い合わせ
　東京都建設局第六建設事務所工事課☎03-5845-8150

記念体育館
通り

大鷲通り

毛長川

都立足立
特別支援学校

瀬崎蒲原公園 記念体育館

大
鷲
さ
く
ら
橋

大鷲さくら橋

　新型コロナウイルス感染症の影響で、子育てに対する負担増や収
入減により特に大きな困難が生じているひとり親家庭世帯に、臨時
特別給付金を支給しています。未申請の人は早めに提出を。

■対象者　ア～ウのいずれかに該当
　ア令和2年6月分（7月10日支給）の児童扶養手当の支給を受けた

人
　イ公的年金給付等を受給していることにより、児童扶養手当の支

給を受けない人で、平成30年中の収入（公的年金を含む）が児
童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る人

　ウ新型コロナウイルス感染症の影響を受け家計が急変し、直近の
収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった人

　※アの人への基本給付は8月31日に振り込み済みです。
■支給額　1世帯につき5万円、第2子以降は1人につき3万円

■対象者　上記アイに該当する人のうち、新型コロナウイルス感染
症の影響で家計が急変し、収入が減少した人

■支給額　1世帯につき5万円

　対象となる可能性のある人へ該当する給付金の申請書を送付して
いますので、早めに申請してください。該当する人で申請書類が届
かない人は、市ホームページで確認するか子育て支援課へ問い合わ
せてください。

申請期限　2月26日㈮まで

追加給付

基本給付

　新田地区で活躍する「つくりて」の皆さんを応援する冊子「イッ
テン～いってんを打つことで、日常が変わる。～」が完成しました
（B5版・カラー8頁）。この取り組みは事業者応援型クラウドファ
ンディング活用支援事業の一つで、つなぐば家守舎㈱が実施。

　冊子には「つくりて」の皆さん
のこだわりのつまった商品などを
掲載しています。なお、12月31日
㈭までインターネットで購入でき
ます。ぜひご覧ください。
■配布場所　シェアアトリエつな
ぐば（八幡町935-4）
問つなぐば家守舎㈱☎948-8240
tsunaguba.yamorisya@gmail.com

　「草加せんべい」「皮革」などの地場産業品の大特価販売会を開
催します。期間中でしか手に入らないオリジナル製品やお得な特典
があります。ぜひお見逃しなく。
■開催期間　12月18日㈮～26日㈯午前10時～午後4時
■開催場所　伝統産業展示室「ぱりっせ」（草加市文化会館内）
■特典
　①期間中、毎日100人に「先着ご来店プレゼント」
　②対象商品を25～40％引きの特別価格で販売
　③限定40セット！草加せんべい食べ比べ詰め合わせセット販売

市議会12月定例会が開会
11月26日㈭

□申12月7日㈪～2月26日㈮にくらし安全課へ。
　☎922-3642Ü922-1030

野良猫の不妊去勢手術費の
一部補助を追加受付

ひとり親世帯臨時特別給付金の
申請はお済みですか
問子育て支援課☎922-1476Ü922-3274

事業者応援型クラウドファンディング活用支援事業
新田の「つくりて」を応援する
冊子が完成
問産業振興課☎922-0839Ü922-3406

事業者連携型売上V字回復チャレンジ事業
草加の地場産品をお得に購入！
Go To ぱりっせチャレンジセール
問ぱりっせ☎Ü931-1970

2月26日㈮
まで

せんべい
皮革

問建設管理課☎922-2069Ü922-3152

大鷲さくら橋が開通12月15日㈫正午から
お お とり

② 草加人のための情報紙　広報「そうか」市政情報2020年12月5日号



　「やさしさがあふれるまち‒草加‒」の実現に向け、市民の声を聴
き、市民と共に考え、草加の未来につながる仕事を積極的に行う意
欲ある人材を募集します。職種及び受験資格等は下表のとおり。詳
細は、市役所総合案内、職員課、各サービスセンター等で配布して
いる募集要項及び申込書（市ホームページでも入手可）で確認を。
■第1次試験　日にち：1月10日㈰  

会　場：アコスホールほか
ω12月16日㈬（消印有効）までに簡易書留で〒340-8550職員課へ
（持参受付は行いません）。

■第1次試験

　3月から、病院や薬局などの医療機関でマイナンバーカードが健
康保険証として利用できるようになります。
　マイナンバーカードでの受診を希望する場合は、事前に医療機関
に確認してください。

　マイナポータルでの利用申込が必要です。詳細
は特設ホームページ（右記QRコード）で確認を。

　草加八潮消防組合では、草加消防署の機能強化を図り、大規模災
害等に対応するための消防力を最大限発揮できる施設として、草加
消防署をまつばら綾瀬川公園南側公共用地の一部に移転再整備しま
す。移転に当たり、適切な建物規模・機能等を検討する草加消防署
（消防局機能を含む）建設基本計画の案をまとめました。
　この計画案について意見を募集します。
■概要と意見書
　12月10日㈭から市役所情報コーナー・各サービスセンター・公
民館等の公共施設・消防局総務課・草加消防署・各分署・谷塚ステ
ーションで配布します（消防組合ホームページからも入手可）。
　意見のある人は1月12日㈫までに意見用紙を〒340-0012神明2-2-2
草加八潮消防局総務課へ（ファクス、メールでも可）。

■対　　象　弁護士資格を有し、かつ弁護士名簿に登録しており、
令和2年11月1日現在で弁護士として2年以上の実務経
験がある人

■募集人数　1人　
■任　　期　令和3年8月1日～同6年3月31日
■試験科目　・書類審査（応募多数の場合）
　　　　　　・面接試験
■募集要項　市役所総合案内、職員課、市ホームページ等から入手
ω12月23日㈬（消印有効）までに簡易書留で〒340-8550職員課へ
（持参受付は行いません）。

■対　　象

■募集人数
■任　　期
■試験科目

■募集要項
ω

受験資格等 1次試験科目 採用予定
人数

5人
程度

若干名

若干名

土木技師
(社会人経験
者等)

昭和55年4月
2日～平成7年
4月1日生まれ

職種 区
分

Ａ

B

D

教養試験・専門
試験・論文

教養試験・
論文

専門試験・
論文

健康保険証として利用するには?

事前に必要なもの

利用申込方法

マイナンバーカード＋
暗証番号（カード取得
時に設定した4ケタの
数字）

マイナンバーカード読
み取り対応のスマート
フォンまたはパソコン
とICカードリーダー

「マイナポータルAP」
のインストール（QRコ
ード）

iOS版 Android版

※一部対応不可の機種が
あります。ご注意ください。

①マイナポータル（右記QRコード）へアクセス

②「健康保険証利用の申込」の「利用を申し込む」をクリック

③利用規約等を確認し、「同意して次へ進む」をクリック

④マイナンバーカードを読み取ったら申し込み完了

健康保険証利用申し込みの問い合わせは

受付時間：平日　午前9時30分～午後8時
　　　　　土・日曜日、祝日　午前9時30分～午後5時30分

マイナンバー総合
フリーダイヤル
音声ガイダンスに従い「4→2」の順にお進みください。

マイナンバー

☎0120-95-0178

10人
程度事務 平成7年4月2

日以降生まれ
大学以上を卒業または令和3年3月
までに卒業見込みの人

土木技師
(新卒者等)

平成7年4月2
日以降生まれC 教養試験・専門

試験・論文
大学以上を卒業または令和3年3月
までに卒業見込みの人

建築技師
(新卒者等)

平成7年4月2
日以降生まれE 教養試験・専門

試験・論文
大学以上を卒業または令和3年3月
までに卒業見込みの人

平成7年4月2
日以降生まれ

電気技師
(新卒者等) G 教養試験・専門

試験・論文
大学以上を卒業または令和3年3月
までに卒業見込みの人

高等学校以上を卒業した人

建築技師
(社会人経験
者等)

昭和55年4月
2日～平成7年
4月1日生まれ

F 専門試験・
論文高等学校以上を卒業した人

昭和55年4月
2日～平成7年
4月1日生まれ

電気技師
(社会人経験
者等)

H 専門試験・
論文高等学校以上を卒業した人

昭和55年4月
2日以降生まれ

事務
(情報) 若干名I 教養試験・

論文

高等学校以上を卒業し、次の要件
のいずれかを満たす人
⑴ネットワーク及びサーバの設計ま
たは構築経験を令和2年11月1
日現在で3年以上有する人

⑵アプリケーションの設計または構
築経験を令和2年11月1日現在
で3年以上有する人

⑶システム開発プロジェクト（概ね
10人以上）において指揮監督を
行う監督職等（プロジェクトマネ
ージャー等）の経験を有する人

看護師 昭和50年4月
2日以降生まれL 若干名教養試験・

論文

看護師免許を有する人
※配属先は保育園を予定、ただし、
入所後に他施設への人事異動も
あり。

昭和55年4月
2日以降生まれ

教養試験・専門
試験・論文社会福祉士 J 若干名社会福祉士資格を有する人

K保健師 若干名昭和50年4月
2日以降生まれ

教養試験・
論文

保健師免許を有するまたは令和3
年3月までに取得見込みの人

事務
(障がい者対
象)

昭和50年4月
2日以降生まれM 若干名教養試験・

論文

高等学校以上を卒業または、令和3
年3月までに卒業見込みで障がい
者手帳の交付を受け、次の要件を
全て満たす人
⑴事務職として職務の遂行が可能
である。

⑵活字印刷文による出題に対応で
きる。

●●●●

草加市新規採用職員
を募集

令和3年4月1日採用

問職員課☎922-0983Ü922-3098Ü

草加消防署建設
基本計画
問草加八潮消防局☎924-2112Ü924-0963
　soumu＠soka-yashio119.jp

Ü

　

マイナンバーカードが
健康保険証として利用
できるようになります
問保険年金課☎922-1592Ü922-3178Ü

特定任期付職員（弁護士）を募集

皆さんの意見を募集しますパブリックコメント

問職員課☎922-0983Ü922-3098Ü

12月16日㈬までに
消印有効

郵送で

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③市政情報 2020年12月5日号



　高校・短大・大学・専修学校等に入学を希望
する人の保護者で、入学準備金の調達が困難な
人を対象に、入学準備金を貸し付けます。いず
れも無利子で、審査の上、決定します。
■条件　①～③全てを満たす人
①市内に1年以上居住し、市税を完納している。
②1年以上1都6県（東京都・神奈川県・埼玉県・
群馬県・栃木県・茨城県・千葉県）居住で市区
町村税を完納し、債務を保証できる所得等があ
る連帯保証人（20歳以上で、申請者と別世帯居
住）が1人いる。
③申請者及び連帯保証人が市の入学準備金または奨学資金制度の保証人で
ない。
■貸付限度額
〇高校・高専・専修学校…国・公立10万円、私立30万円
〇短期大学・大学…国・公立20万円、私立50万円
■返済
　貸し付けを受けた月の翌月より6か月経過後から、国・公立の学校等は24
か月、私立の高校・高専・専修学校は36か月、私立の短期大学・大学は48
か月で均等月払い。
■個別相談
　総務企画課で随時受け付け。開庁時間内に来られない人は同課へ連絡を。
経済的事情により返済が困難な場合は猶予の相談を受け付けています。

【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

お家の安全対策していますか？
〜家具転倒防止対策をサポート!〜

ここに

つけられるね！

器具（L字金具）等の
取り付け費用の一部を支援
　65歳以上の人または障がい者
のみの世帯は、作業員が伺い取
り付けます。家具3点（上限9000
円）まで。詳細は問い合わせて
ください。

問危機管理課☎922-06145922-6591 è1/14㊍までに総務企画課へ。☎922-26195928-1178

電動ドライバーと
間柱センサーを貸し出し
　住宅や事業所で家具転倒防止
器具を取り付ける18歳以上の人
に無料で貸し出し。間柱センサ
ーは壁の下地をセンサーで感知
し、ビスが打てる位置かどうか
を確認できる器具です。

入学準備金貸付制度の活用を

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。

　県では省エネ家電やLED照明への交
換、断熱対策の推進など県事業に賛同
した県内家電量販店、ホームセンター
等と連携し、省エネを応援するキャン
ペーンを2/28㊐まで開催します。詳細
は県HPで。ε県温暖化対策課☎048-8
30-3033

　18歳以下で、保護者が交通事故で死
亡または重い障がいを負った交通遺児
等を対象に援護金を給付しています。
給付額は子ども1人につき年額10万円。
支給は令和3年5月上旬。要件等の詳細
は問い合わせてください。è各市町村
や学校で配布する申請書類を1/29㊎ま
でにみずほ信託銀行浦和支店へ（郵送
可）。ε県防犯・交通安全課☎048-83
0-2958

　令和2年1～12月に開催された大会各
種競技大会で優秀な成績をおさめた個
人・団体を表彰します。対象はいずれ
も市内在住・在勤・在学者。①スポー
ツ栄光賞　オリンピックなどの大会に
出場、全国大会優勝等の選手　②スポ
ーツ優秀選手賞　国際大会・全国大会
出場、関東大会入賞、県大会優勝等の
選手。なお、表彰式は開催しません。
è1/6㊌までに記念体育館、市民体育
館、温水プール、そうか公園で配布す
る申請用紙（同協会HPからも入手可）
を草加市スポーツ協会へ。☎928-6361

5922-1513

　相談窓口「まるごとサポートSOKA」
では、様々な理由により経済的に困窮
している人に、自立に向けた継続的な
支援を行っています。長期間就労から
遠ざかっていたり、他人とのコミュニ
ケーションがうまくとれなかったりす
るなど様々な事情で働きづらさを抱え
る収入や預貯金等が一定額以下の人対
象。一人ひとりの状況に応じた個別ワ
ークやグループワーク、就労体験など、
働くことに必要な基礎能力の形成を段
階的にサポートします（就労準備支
援）。相談は予約制。平日8時30分～
12時、13時～16時に連絡してください。
εまるごとサポートSOKA☎922-0185

5928-6635

　12/22㊋・23㊌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☎922-15265920-1501

◇課税・非課税証明書、所得証明書…
市民税課☎922-10495920-1502◇納税
証明書…納税課☎922-10985920-1502

　選挙管理委員会では、選挙が公明か
つ適正に行われ、私たちの意思が正し
く政治に反映される明るい選挙を目指
し、選挙啓発標語を募集します。優秀
作品は選挙時の啓発活動に活用します。
また、応募者全員に参加賞、入賞者に
は記念品を贈呈。応募は1人何点でも
可（未発表のものに限る）。市内在住
・在勤・在学者対象。è 2/5㊎まで
（消印有効）にはがきに作品、住所
（在勤・在学者は勤務先・学校名）、
氏名（ふりがな）、電話番号を記入し、
選挙管理委員会へ。☎922-24905927-
7693草加市スポーツ協会スポーツ賞

申請を受け付け

働きづらさを抱えた人を支援します
まるごとサポートSOKA

彩の国家庭の省エネ
推進キャンペーン開催中

返済の必要はありません
交通遺児等に援護金を支給

明るい選挙啓発標語を募集

コンビニ交付サービス一時休止

④ 2020年12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

12月の
納税
・
納付

▶固定資産税・都市計画税　第3期
▶国民健康保険税（普通徴収）  第7期
▶後期高齢者医療保険料（普通徴収）  第6期
▶介護保険料（普通徴収）  第7期
1/4㊊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11月生まれ（妊産婦・新生児訪問をした家庭を除く） ö12月下旬～1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 ö1/13㊌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3～5月出産予定の初妊婦と夫　ë20組　ö1/17㊐・20㊌9時15分～12時
15分　ù沐浴実習、妊産婦の栄養、分娩の経過

■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

ô30歳以上　ö12/18㊎までに検便容器を提出　ß500円大腸がん検診
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　ö12/23㊌13時15分～
ô6～8か月児　ë各回12組　ö12/23㊌10時～
ô8か月～1歳2か月児　ë各回12組　ö12/22㊋10時～

健康相談など
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6月生まれ
ô平成29年9月生まれ

ö1/5㊋・19㊋
ö12/8㊋・21㊊

時間等の詳細は
個別通知に記載

ê12月末
ê11月末

母子保健　

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

　例年、年末年始になると家庭から出
るごみの量が多くなるため、可燃・不
燃ごみ及び資源物の収集作業に影響し、
収集時間帯が変わることがあります。
また、粗大ごみの収集予約は大変混雑
し回収までの期間が長くなります。こ
のため、可燃・不燃ごみ、資源物は分
散して出す・粗大ごみは環境業務セン
ターへ直接搬入するなど、計画的なご
み出しに協力をお願いします。ε廃棄
物資源課☎931-39725931-9993

　冬になると水道管内が凍結し、蛇口
から水が出なくなったり、水道管が破
裂することがあります。水道管がむき
出しになっている場合は、保温材や布
切れなどをかぶせビニールテープ等で
固定して防寒するなど、水道管の凍結
防止に協力をお願いします。ε水道施
設課☎925-32275929-5291

　12/12㊏10時～11時30分。会場は柳
島コミセン。定員10人。材料費1500円。
はさみ・移植ごて・手袋・持ち帰り用
の袋等持参。è12/7㊊9時から電話で
同コミセンへ。☎5928-2321

　子どもが自ら育つ場を共につくって
いきませんか。体力に自信がある20～
39歳（高校卒業以上）対象。募集は若
干名。月額19万円～（社保・労保あ
り）。応募締め切りは1/8㊎。詳細は
冒険あそび場ネットワーク草加HP
（☎5935-7383）で。ε勤労青少年ホ
ーム☎928-64215928-9632

　河川や水路への油や薬品等の流出に
より水生生物や環境に影響を及ぼす異
常水質事故が多く発生しています。特
に大掃除の際に出る不要になった塗料
や油、薬品等の取り扱いは十分に注意
し、決して河川や水路、側溝へ流さな
いでください。河川等の異常を見つけ
たら環境課へ。ε環境課☎922-15205
922-1030

　償却資産とは、土地や家屋以外の事
業用の構築物・建物附属設備・機械及
び装置・大型特殊自動車・工具・備品
などで、これらも固定資産税の課税対
象です。令和3年1/1現在、耐用年数1
年以上で取得価格が10万円以上の償却
資産を市内に所有している法人または
個人事業主は、2/1㊊までに資産税課
へ申告書を提出してください。また、
地方税ポータルシステム（eLTAX）を
利用した電子申告も受け付けています
ので、ぜひ利用してください。ε資産

税課☎922-10685920-1502

　12/1から地域歳末たすけあい募金運
動が始まりました。皆さんから寄せら
れた募金は、生活困窮者のための「慰

問金事業」、地域の皆さんとの交流を
深め地域から孤立をなくすことを目的
とした「ふれあい・いきいきサロン事
業」など、様々な福祉事業に活用しま
す。協力をお願いします。ε県共同募
金会草加市支会（社会福祉協議会内）
☎932-67705932-6779

　確定申告には、自宅からパソコン・
スマートフォンで利用できるe-Taxが
便利です。多くの人が訪れる確定申告
会場に出向かなくても申告書の提出が
できるため、新型コロナウイルス感染
防止の観点からも、ぜひ利用してくだ
さい。e-Taxには、次の方法があります。
①マイナンバーカードに加えてICカー
ドリーダライタまたはマイナンバーカ
ード対応のスマートフォンを利用して、
e-Taxで申告書を提出できます。
②事前に税務署でID・パスワード方式

の手続を行えば、マイナンバーカード
とICカードリーダライタ等を持ってい
なくても、e-Taxを利用できます。ID
・パスワードは、税務署で職員と対面
による本人確認の上、5分程度で発行
を受けられます。税務署は年明けから
混雑しますので、12月中の来署をお願
いします。なお、ID・パスワード取得
の際は、運転免許証などの顔写真付き
の本人確認書類を持参してください。
また、ID・パスワード方式は暫定的な
対応です。お早めにマイナンバーカー
ドの取得をお願いします。詳しくは、
国税庁e-TaxHP（QRコード）で確認を。
ε川口税務署☎048-252-5141

償却資産（固定資産税）の申告は
2/1㊊までに

冒険松原あそび場
プレーリーダー募集

油や薬品を流さないで　河川等の
異常水質事故防止に協力を

地域歳末たすけあい募金運動に
協力を

確定申告は
便利なe-Taxで

年末年始のごみ出しは計画的に

水道管の凍結に注意を

正月寄せ植え体験教室

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12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。

　12/23㊌10時～11時。会場は柳島コ
ミセン。楽しいゲームや親子体操ほか。
3～5歳児と保護者対象。定員15組。
è12/7㊊9時から電話で同コミセンへ。
☎Ü928-2321
è

Ü

　1/23㊏10時～13時。オンライン（Z
oom）で開講。講師は獨協医科大学の
吉原重美教授。小児の食物アレルギー
・アトピー性皮膚炎治療のポイントに
ついての講話。獨協大学地域と子ども

　音楽や軽運動を取り入れた認知症予
防教室。
■中央公民館　1/7～3/25の㊍（2/11
を除く）、2/10㊌。定員15人
■新里文化センター　1/12～3/30の㊋
（2/23を除く）、2/24㊌。定員20人
　いずれも9時15分～10時30分。全12
回。物忘れ等認知症が心配で軽運動が
可能な65歳以上対象（年度内初参加者
優先）。è12/7㊊～21㊊に電話で長寿
支援課へ。☎922-2862Ü922-3279

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　12/12㊏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
■認知症介護者のつどい　12/16㊌13
時15分～14時30分。会場は勤労福祉会

ε

Ü

子ども・親子向け

高年者向け

①絵手紙教室　1/6・20、2/3・17、
3/3・17の㊌10時～11時30分。全6回。
定員13人。材料費400円。描く野菜・
果物・ティッシュ持参
②let's!!リズム体操　1/8・22、2/5・

クリスマスお楽しみ会

地域包括支援センター（包）
介護者のつどい・介護予防教室

　12/10㊍～20㊐10時30分～20時。会
場は草加マルイイベントスペース。
12/10の「世界人権デー」に合わせ、
人権パネル展を実施します。草加マル
イとの共催。ε人権共生課☎922-0825
Ü927-4955

　12/12㊏14時～15時。会場は歴史民
俗資料館。懐か
しのSPレコード
の音色をお聞か
せします。ε同
館☎922-0402Ü
922-1117

　ゆったりと体を伸ばすストレッチを
中心とした体操を実施。楽しみながら
筋力アップ。1/15～2/12の㊎13時～15
時。全5回。会場は新里文化センター。
65歳以上対象。初参加者優先。定員40
人。è12/7㊊～11㊎に健康づくり課へ。
☎922-0200Ü922-1516

館。ε新田（包）☎946-0520Ü946-0523
■介護者のつどい　12/16㊌18時30分
～20時。会場は旧かっぱ天国（谷塚町
647-8）。ε安行（包）☎921-2121Ü9 
28-8989
■元気さわやか落語会～皆で笑って健
康づくり～　12/14㊊14時～15時30分｡
出演は落語家の柳家小志ん。会場は苗
塚会館｡65歳以上対象｡定員20人｡è12/
7㊊から安行（包）へ。☎921-2121Ü9
28-8989
■体操教室　12/21㊊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。室内靴持参。è 

12/7㊊から谷塚西部（包）へ。☎929- 
0014Ü929-5222
■認知症サポーター養成講座　12/21
㊊14時～15時30分。認知症の理解深め、
認知症の症状と対応の仕方を学ぶ。会
場は氷川コミセン。定員25人。è12/
18㊎までに草加西部（包）へ。☎946-
7030Ü942-7582

ε Ü

ε Ü

Ü

Ü

è12/
18㊎までに

Ü

人権啓発パネル展
「人権尊重都市宣言、様々な人権」

いつまでも元気で動きたい人のための
高年者ストレッチ体操教室

88年前の音色
蓄音機コンサート

子育て支援講座
「子どものアレルギー講座
冬のスキンケア対策」

ドレミ♪でスッキリ教室

であいの森講座

19、3/5・19の㊎13時～14時30分。全
6回。定員20人（年度内初参加者優
先）。室内靴持参
③かけはしサロン「困った時の地域福
祉」　1/13㊌13時～14時。定員10人　
フェイスタオル持参
④体幹を鍛えようヨーガ教室　1/19、
2/2・16、3/2・16の㊋9時50分～11時
10分。全5回。定員13人。ボール代
110円
　いずれも会場はであいの森。60歳以
上対象。è①②は12/8㊋、③④は12/9
㊌、いずれも10時から電話で同館へ。
☎936-2791Ü936-2792Ü

武内良太朗

～1/15
㊎農業体験の利用者募集

「放課後子ども教室」の
児童サポーターを募集

であいの森サークル成果発表
　農家の指導を受けながらおいしい野
菜を作りませんか。
■期間　2月～令和4年1月
■場所　体験農園四季菜
　　　　（氷川町1188）
■料金　4万円（税抜き）
■募集　5区画（1区画3m×10m）
■品目　トマト、キュウリ、枝豆など

約20種
è12/7㊊～17㊍に都市農業振興課へ。
☎922-0842Ü922-3406

■期間　1/15㊎まで
■会場　であいの森
εであいの森☎936-2791Ü936-2792
＜展示発表＞
・絵手紙工房
・彩悠クラブ（写真）
・稚心会（書道）
・美書ペンクラブ（ペン習字）
・友和会（書道）
・水彩画を楽しく描こう
・季節を感じよう俳句教室
＜ビデオ発表＞
・青柳クラブ（民謡）
・杵柄会あじさいクラブ（フォークダ
ンス）

　小学校の施設を利用した「放課後子ども教室」の有償ボランティア“児童サポ
ーター”を募集しています。放課後子ども教室とは、放課後や学校休業日に子ど
もたちが安全に安心して過ごせる居場所で、児童サポーターは子どもたちと一
緒に遊んだり見守ったりしながら一緒に時間を過ごします。子どもを支援する
地域活動に関心のある77歳以下の人対象。活動する小学校は原則住所地の小学
校区。活動時間はいずれも14時～17時頃。各小学校の開催日は下表のとおり。
è12/25㊎までに子ども育成課へ。☎922-1064Ü922-3274

自分の手で土を耕し、汗を流し
て野菜を作ってみませんか？

・杵柄会日本舞踊クラブ
・杵柄会民謡クラブ
・杵柄会カラオケクラブ
・県スポーツウエルネス吹矢協会草加
栄支部

・視覚障がい者虹の会（STT:卓球）
・草加ハナレイフラサークル
・太極拳サークル
・ダンスレモン（社交ダンス）
・フレンドリーダンスサークル（社交
ダンス）
・マイスマイル（バンド）
・森のオカリナ
・よさこい彩女（草加よさこい）
・アラ神（マジック）

小学校 小学校曜日 曜日

草加

高砂

花栗南・清門

西町・新里・新栄・八幡北

㊊㊋㊎

㊌㊍㊎

㊋

㊌

氷川

谷塚・川柳・松原・瀬崎

新田・稲荷・小山

栄・八幡・長栄・青柳・両新田

㊌㊎

㊊

㊍

㊎

活動は週1～3回の有償ボランティア

77歳以下
対象

12/20
㊐14時

　12/20㊐14時開演。会場は草加市文化会
館。出演は武内良太朗（バイオリン）、
小原由起子（ピアノ）。幸福感あふれる
演奏で人気の武内良太朗がクラシックの
名曲を届けます。曲目「カルメン幻想
曲」「４つのロマンティックな小品より
第1楽章」「ベートーベンの主題によるロ
ンディーノ」ほか。定員35人。要整理券。
è12/6㊐9時から草加市文化会館で整理券
を配布。☎931-9325Ü936-4690

音楽の森ミニコンサート
～バイオリンの音色に包まれて～

　であいの森で活動しているサークルの作品展示やビデオ放映をします。
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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 ＱＲコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

　1/16㊏10時～12時。会場は歴史民俗
資料館。百人一首や将棋を使用した簡
単な遊びのほか、草加お宝かるた・特
大福笑いなど正月にちなんだ遊びを体
験します。小学生（保護者同伴）対象。
定員6人。è12/6㊐から電話で同館へ。
☎922-0402Ü922-1117

è

Ü

　㊊～㊎8時30分～17時15分。場所は
みどり公園課。自動車運転のほか除草
作業や施設修繕等もあり。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1人。月給15万
2746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
12/17㊍に実施。採用は1/1付。è12/
15㊋（必着）までに指定申込書（市
HPから入手可）と免許証の写しを〒
340-8550職員課へ。☎922-0983Ü922-
3098

è

Ü

　12/15㊋・16㊌は館内消毒のため休
館します。ε草加市文化会館☎931-93
25Ü936-4690

ε

Ü

　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

※感染症の影響で催事の中止・変更の
場合があります。εèに確認を。
■スポーツウエルネス吹矢体験会　
12/6㊐・12㊏・21㊊9時～11時　瀬崎
コミセン　無料　ε関根☎090-4062-1 
356

ε

昔遊び大会

草加市文化会館

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）

■障害年金・成年後見無料相談会　
12/6㊐13時30分～16時　市民活動セン
ター　参加制限無　定員10人　è障害
年金・成年後見サポートチーム新坂☎
080-6528-7364
■スポーツウエルネス吹矢体験会　
12/8㊋13時～15時　12/10㊍・14㊊・
17㊍・24㊍・27㊐9時～11時　中央公
民館　無料　ε田岡☎090-4335-7987
■ミシン洋裁基礎講座　12/9・16の㊌
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
■食べて応援！東北復興支援　12/10
㊍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　ε池島☎090-1408-6431
■スポーツウエルネス吹矢体験会　
12/11㊎・18㊎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
■「海洋プラスチック問題」勉強会　
12/11㊎10時～12時　中央公民館第1会
議室　一般対象　定員15人　無料　è
エコ生活ガイド草加青山☎090-9244-8
234
■卓球体験　12/11㊎11時～13時　12/ 
15㊋9時～11時　市民体育館　ε松が
根クラブ須藤☎922-4789
■不登校相談会　12/11㊎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- 
5139
■司法書士による法律相談会　12/11

è

ε

è

ε

ε

è

ε

ε

㊎17時～19時　物産・観光情報センタ
ー　ε竹村☎920-5415
■氷川ダンス倶楽部フリーダンス　
12/13㊐13時15分～16時15分　谷塚文
化センター　飲み物有　男女競技選手
待機　検温マスク消毒　参加費700円
　ε太田☎090-3520-7309
■介護者サロン「らくだ」　12/18㊎
　わ～くわっく草加　「こもれび」
12/24㊍　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
■あすなろ写友会写真展　12/19㊏～
25㊎10時～18時（初日は13時から、
最終日は17時まで）　アコスギャラリ
ー大　写真28点を展示　ε須賀☎090- 
5212-5441
■介護者の集い「オアシス」　12/19
㊏10時～12時　中央公民館　12/22㊋
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
■遺言書の書き方と終活を学ぼう　
12/26㊏10時～12時　アコス6階A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
■遊馬町新春七福神めぐりウオーキン
グ（開運七草粥の会）　1/7㊍10時西
願寺集合　マスク着用　参加費100円
（保険代）　è12/30㊌までに遊馬町
会丹羽☎925-1723
■家庭婦人初心者トランポリン教室　
1/15～29の㊎11時～13時　市民体育館
　全3回　初心者の女性対象　定員5人
　参加費2000円（保険代込み）　è1/ 
8㊎までに奥山☎927-9350

ε

ε

ε

ε

ε

è

è

è

子ども教育連携教員
（会計年度任用職員）

公園維持管理等作業員
（会計年度任用職員）

リーガルサービスセンターとの共催。
è1/18㊊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

è

Ü

中の連絡調整、校務分掌ほか。勤務は
4/1～令和4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
教員免許状（国・社・数・理・英・保
体・美）所有者対象。募集は10人程度。
基本給22万5568円。通勤手当、社会保
険等あり。è電話連絡後、指定履歴書
（市HPからも入手可）を1/13㊌（必
着）までに子ども教育連携推進室へ。
持参も可。☎922-3494Ü928-1178

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

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。

㈲やまと水道
東京管工機材㈱
萬設備

氷川町429-4
住吉1-14-20
長栄1-779-1-105

☎927-8519
☎927-0041
☎942-1200

12/6㊐
13㊐
20㊐

休日等上水道工事店

■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。!

山崎胃腸科内科クリニック
9時～12時・14時～17時

氷川町2129-2
☎928-0011

みなみ草加クリニック
9時～12時・14時～17時

新里町107-1
☎924-0600

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

豊田クリニック
9時～12時
柿木町1127-1
☎930-3636

豊田クリニック
9時～12時
柿木町1127-1
☎930-3636

内
科

外
科
・
午
前

外
科
・
午
後

12/6㊐ 12/13㊐

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

大城クリニック
9時～12時・14時～17時

松原5-1-5
☎942-3039

草加松原整形外科医院
16時～19時
松江2-3-26
☎935-4838

12/20㊐

内
科

外
科
・
午
前

外
科
・
午
後

㊐㊗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



■資源物回収ボックス設置場所

　草加市出身の作家須賀しのぶさん
の講演会を開催。図書館が大好きで
現図書館開館時には感激したと話す
須賀さんは「小・中学校時代に、当
時松江にあった図書館や学校の図書
室に通い、様々な本を読み尽くした
経験が、今の作家人生に生きてい
る。皆さんも知の一大拠点である図

書館を通して彩り豊かな生活を送ってほしい」と語りかけました。
参加者からは「須賀先生の作品の細やかな描写が、図書館でしか手
に入らない資料を徹底的に読み込まれて表現されたものと知り感動
した」との声が聞かれました。

　市内に練習拠点をもつヨネックスバドミントンチーム所属の
指導者や現役選手が講師となり、初心者から経験者までレベル
にあった指導をします。楽しみながら基礎習得やスキルアップ
できるチャンスです。
■日　時　1月13日～3月17日の水曜日

（全10回）午後5時30分～6時30分
■会　場　記念体育館
■対　象　小学4～6年生　■定　員　30人
■参加費　1回1000円

　アコスギャラリーで開催。桜をモチーフ
に作られたトーチを間近に見ようと335人
が来場。来場者からは「貴重なトーチを見
られて感激した。無事開催できることを願
っている」「草加松
原に聖火リレーが来

るのが楽しみ」との声が聞かれました。ま
た、同時開催で草加市ゆかりのオリンピアン
やホストタウンなどについて紹介する『未来
につなぐ「草加の輪」展』が行われ、大会開
催への期待が高まる一日となりました。

　　回収ボックス利用時の注意
〇小型家電回収ボックスには縦15cm×横30cm以内の小型家電が投入でき
ます。それ以外は不燃ごみへ。

〇バッテリーや充電式の電池は「小型家電回収ボックス（黄色）」へ。火災
発生原因になるため「乾電池回収ボックス（青色）」には入れないこと。

〇古着は、洗濯済みのものを袋に入れて出してください。
〇ボックスに入りきらない量の古着・廃食油を出す場合は、環境業務センタ
ー（第2日曜日）、リサイクルセンター（第4土曜日）での回収を利用して
ください。

　回収した資源ごみは、リサイクル業者へ売
却され資源として再利用され、収益金は市の
収入として皆さんの暮らしに役立てられます。

　新成人の門出を祝福する新成人のつどい。新成人代表が「進めミ
レニアム世代～新たな門出～」をテーマに企画し、誓いの言葉の宣
誓、各校の中学校恩師からのビデオレター上映等を行います。な
お、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、2回制で開催します。

■対象者　平成12年4月2日～同13年4月1日生まれで、11月1日現在
住民登録のある人。対象者には12月上旬に案内状を送付。転出など
により住民登録のない人で、参加希望の人は生涯学習課へ連絡を。
※参加は1人1回。受付で案内状を回収します。
※市外の中学校等卒業生や都合が合わない人は、第1・2回のいずれ
かを選択できます。
詳しくは市ホームページを確認してください。

11月かどまちごとでき
聖火リレートーチ巡回展示

●この記事の枠線（緑色）は縦15㎝×横24㎝です。
　小型家電回収ボックスに投入できるサイズの目安にしてください。

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

ω12月7日㈪から電話で草加市スポーツ協会へ。
　☎928-6361Ü922-1513
ω12月7日㈪から電話で草加市スポーツ協会へ。
　☎928-6361Ü922-1513

12日
中央図書館開館20周年記念講演会14日

「資源物回収ボックス」1面の
続き

収集日を
待たずに出せる！

▶1月の不燃ごみ回収日は地域により異なる場合があるため、収集日を確認してください。

新成人のつどい
1月11日㈷

ヨネックス
バドミントン
スクール

獨協大学35周年記念館アリーナ会場

可燃ごみ回収
年末は12月31日まで、年始は1月4日から

！

草加・谷塚・瀬崎・両新田・松江中
卒業生対象

市役所本庁舎西棟 ●

新田サービスセンター ●
ふれあいの里 ● ●

リサイクルセンター ● ●

●谷塚文化センター 携帯電話のみ ●
市役所第2庁舎 ● ●

●中央公民館 携帯電話のみ ●

●中央図書館 ●

施設名 小型家電 乾電池 牛乳パック 古着 廃食油
市民活動センター ● ● ● ● ●

勤労福祉会館 ● ● ● ● ●
環境業務センター ● ● ● ● ●

川柳文化センター ● ● ● ●
新田西文化センター ● ● ● ●

コミュニティセンター ● ● ●

イトーヨーカドー草加店 ●
草加市文化会館 携帯電話のみ

●柿木公民館 ●
●松原サービスセンター ●

保健センター ●
であいの森 ●

携帯電話のみ新里文化センター ●

栄・川柳・新栄・花栗・新田・青柳中
卒業生対象

正午～午後0時40分
（午前11時30分開場）

午後2時～2時40分
（午後1時30分開場）

第1回

第2回

種別・コース 年末 年始

月・木コース 12月31日㈭まで 1月4日㈪から

火・金コース 12月29日㈫まで 1月5日㈫から

水・土コース 12月30日㈬まで 1月6日㈬から

し尿汲み取り 12月30日㈬まで 1月4日㈪から

可燃ごみ回収

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12月5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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