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まちづくりと一体となった地域福祉を推進

●表２の下線部(赤字）が令和3年４月１日から変更になります。
●3月31日までは、表1の現在担当となっている地域包括支援　
　センターに相談してください。

表１ 変更前（令和３年３月３１日まで）

名　称

谷塚・瀬崎
地域包括支援センター

瀬崎
5-20-16

① 929-3613
（933-9380） 谷塚町､谷塚1～2､瀬崎1～7

谷塚西部
地域包括支援センター

新里町
989-1

② 929-0014
（929-5222）

谷塚上町､谷塚仲町､両新田東町､
両新田西町､新里町､柳島町､
遊馬町

草加中央・稲荷
地域包括支援センター

吉町
2-2-21

③ 959-9133
（922-3801）

神明1～2､住吉1～2､高砂1～2､
手代1～3､吉町1～5､稲荷1～6､
中央1～2

草加西部
地域包括支援センター

草加
4-5-1

④ 946-7030
（942-7582） 草加1～5､西町､氷川町

松原・草加東部
地域包括支援センター

松江
1-1-32⑤ 932-6775

（932-6779） 松原1～5､栄町1～3､松江1～6

安行
地域包括支援センター

苗塚町
200-2

⑥ 921-2121
（928-8989）

原町1～3､北谷1～3､北谷町､
小山1～2､苗塚町､花栗1～4

川柳・新田東部
地域包括支援センター

青柳
8-52-37

⑦ 932-7007
（931-0993）

柿木町､青柳1～8､青柳町､
八幡町､中根1～3､弁天1～6

新田
地域包括支援センター 新善町6⑧ 946-0520

（946-0523）
新栄1～4､長栄1～4､清門1～3､
旭町1～6､金明町､新善町

所在地 担当地域電話番号
（FAX）

表２ 変更後（令和３年４月１日から）

担当地域・名称を変更担当地域・名称を変更
主任

ケアマネジャー 保健師等 社会福祉士

　「介護保険制度がよくわからない」「高年
者の一人暮らしが心配」など介護のことで困
った時に気軽に相談ができる場所です。
　主任ケアマネジャー、保健師等、社会福祉
士などが中心となって、地域で暮らす高年者
の保健、介護、福祉、医療など総合的な支援、
相談対応を行っています。

　市では、町会・自治会の10地区を基盤に、市民同士の｢つながり｣
や｢支え合い｣など地域のコミュニティの力を原動力にしたまちづく
りを進めています。
　地域福祉も、この10地区にあわせ、８か所の地域包括支援センタ
ーが担当する地域を再編します（①と③の地域包括支援センターは、
それぞれ２地区を担当）。　

問長寿支援課 ☎922-2862 5922-3279
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名　称

谷塚中央・谷塚東部
地域包括支援センター

瀬崎
5-20-16

929-3613
（933-9380） 谷塚町､谷塚1～2､瀬崎1～7

谷塚西部
地域包括支援センター

新里町
989-1

929-0014
（929-5222）

谷塚上町､谷塚仲町､両新田東町､
両新田西町､新里町､柳島町､
遊馬町

草加東部・草加稲荷
地域包括支援センター

吉町
2-2-21

959-9133
（922-3801）

神明1～2､住吉1～2､高砂1～2､
手代1～3､吉町1～5､稲荷1～6､
中央1～2、松江5～6

草加西部
地域包括支援センター

草加
4-5-1

946-7030
（942-7582） 草加1～5､西町､氷川町

新田東部
地域包括支援センター

松江
1-1-32

932-6775
（932-6779）

栄町1～3､松江1～4､八幡町、
中根1～3､弁天1～6

草加安行
地域包括支援センター

苗塚町
200-2

921-2121
（928-8989）

原町1～3､北谷1～3､北谷町､
小山1～2､苗塚町､花栗1～4、
松原1～5

草加川柳
地域包括支援センター

青柳
8-51-13

932-7007
（931-0993）

柿木町､青柳1～8､青柳町

新田西部
地域包括支援センター 新善町6 946-0520

（946-0523）
新栄1～4､長栄1～4､清門1～3､
旭町1～6､金明町､新善町

所在地 担当地域電話番号
（FAX）
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■11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）

◆主な歳入歳出の収入・執行状況

　特別会計は、一般会計とは切り離して特別の事業を進めるための
会計で、7つあります。
◆特別会計予算の収入・執行状況

　申請には、申請者及び入居しようとする親族のマイナンバー（個
人番号）が必要です。詳細は1月4日㈪から資産活用課、総合案内
及びサービスセンターで配布する募集案内を確認してください。市
ホームページからも入手できます。
■対象者
　世帯全員の収入総額が月額15万8000円以下で、次の入居者資格
を全て満たす世帯
＜入居者資格＞
①現に住宅に困窮していることが明らか。
②市内に１年以上住所を有している。
③市税等を滞納していない。
④暴力団員でない。
⑤（外国籍の人）住民基本台帳に記録され在留資格が永住者である。
⑥（2DK希望者）現に同居、または同居しようとする親族がいる。
⑦（借上市営住宅希望者）上記要件のほか、母子・父子世帯、高年
者世帯、障がい者世帯、離職退去者世帯のいずれか。

ω1月4日㈪～21㈭（消印有効）に申込書を資産活用課へ。新型コ
ロナウイルス感染拡大防止のため、できる限り郵送での申請をお願
いします（封筒、郵便料は自己負担）。持参の場合は土・日曜日、
祝日を除く。

　市ではキャッシュカードで簡単に口座振替の申し込みができる
「ペイジー口座振替受付サービス」を実施しています。これまで国
民健康保険税（普通徴収）のみの取り扱いでしたが、1月から次の
とおり対象税目が拡大します。
■対象税目
市民税・県民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、軽自動
車税（種別割）、国民健康保険税（普通徴収）

■申込方法

■申込場所
納税課、谷塚・松原・新田サービスセンター、保険年金課
※保険年金課は国民健康保険税（普通徴収）のみ申込可

■申し込みに必要なもの
●申込者本人のキャッシュカード（一部利用できないカードがあ
ります。詳細は発行元の金融機関へ問い合わせてください。）

●本人確認ができるもの
※取扱金融機関は、納税課まで問い合わせてください。

　一般会計は、民生費や土木費など、市民の皆さんの暮らしに身近
な業務を行うための会計です。
　一般会計は、民生費や土木費など、市民の皆さんの暮らしに身近
な業務を行うための会計です。一般会計

特別会計
　企業会計は、それぞれの事業に必要な資金を収入で賄う独立採算
制の会計で、水道事業、病院事業、公共下水道事業の3つあります。
■水道事業会計　市民生活に密着した安全で快適な給水サービスを
長期にわたって安定して確保するため、老朽施設の更新工事など
を進めました。

■病院事業会計　市民に身近な医療機関として救急医療や高度医療
を担っています。また、地域の中核病院としての病院機能を発揮
し、医療の確保とその水準の向上に大きな役割を果たしています。

■公共下水道事業会計　汚水を処理し、雨水を排除することにより、
公共用水域の水質保全に資するライフラインとして、本市の健全
な発展と環境衛生の向上に寄与しています。

◆企業会計の収支状況

企業会計

特別会計名 収入済額
（円）

執行済額
（円）

執行率
（%）

収入率
（%）

交通災害共済事業

新田西部（※1）

駐車場事業

新田駅西口（※2）

国民健康保険

介護保険

後期高齢者医療

※１新田西部土地区画整理事業　※２新田駅西口土地区画整理事業

予算現額
（円）

合　　　　　　計

6442万

1億2874万

5045万

12億6458万

223億7828万

165億7678万

29億8496万

434億4821万

6442万

4795万

4729万

8366万

99億8182万

73億6563万

10億2276万

186億1353万

100.0

37.2

93.7

6.6

44.6

44.4

34.3

42.8

0

5540万

1699万

2億2093万

99億2466万

63億3280万

8億8367万

174億3445万

0.0

43.0

33.7

17.5

44.3

38.2

29.6

40.1

区分
水道事業

収益的収支 資本的収支
病院事業

収益的収支 資本的収支
公共下水道事業

収益的収支 資本的収支

 （単位：円）

収益的収支…事業活動における収支　資本的収支…設備投資のための収支

収入
支出
収支

23億  958万
18億3912万
4億7046万

5285万
5億1272万
ー4億5987万

61億3561万
56億5965万
4億7596万

5億7003万
4億5491万
1億1512万

22億2426万
25億  395万
ー2億7969万

1億1738万
17億9189万
ー16億7451万

55.4
52.8
73.6
17.6
0.0

100.0
0.0
49.8
53.8

364億2289万
51億8700万
148億5087万
56億8731万
65億  365万
10億 　 　　
99億4210万
71億4818万
867億4200万

364億2289万
51億8700万
440億7103万
57億6351万
42億3619万
38億7008万
118億6380万
69億8967万

1184億  417万

科目 当初予算額
（円）

予算現額
（円）

収入済額
（円）

収入率
（%）

【歳入】

201億8326万
27億4056万
324億5604万
10億1173万

0
38億7008万

0
34億7918万
637億4085万

市 税
地方消費税交付金
国 庫 支 出 金
県 支 出 金
繰 入 金
繰 越 金
市 債
そ の 他
合 計

37.3
61.9
53.7
36.7
50.2
27.9
49.4
33.3
52.0

123億2902万
401億5078万
61億4258万
126億1857万
26億6313万
60億2722万
57億2542万
10億8528万
867億4200万

141億5545万
658億3610万
65億2565万
132億7572万
26億7171万
84億5658万
57億2542万
17億5754万

1184億  417万

科目 当初予算額
（円）

予算現額
（円）

執行済額
（円）

執行率
（%）

【歳出】

52億8238万
407億8327万
35億  590万
48億6861万
13億4015万
23億6099万
28億3090万
5億8485万

615億5705万

総 務 費
民 生 費
衛 生 費
土 木 費
消 防 費
教 育 費
公 債 費
そ の 他
合 計

申請書
記入

暗証番号
入力

申込
完了

キャッシュカード
読み込み

令和2年度上半期の
財政状況をお知らせします
問財政課☎922-0761Ü922-1547Ü

市営住宅入居者募集
問資産活用課☎922-1798Ü924-3739Ü

キャッシュカードで市税等の
口座振替の申し込みができます
問納税課☎922-1098Ü920-1502Ü

1月から対象税目が拡大

　市民の皆さんから納めていただいた税金等がどのように使われてい
るかをお知らせするために、令和2年度上半期（4～9月）の財政状況
等を公表します（9月30日現在）。※各表中の数字は四捨五入してい
るため、合計額などと一致しないことがあります。

郵送申込を
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12月20日号



○PM2.5（単位：マイクログラム／㎥）最大値26.4／最小値1.2（花栗中学校内）　○給食の放射性物質の検出なし

　次のとおり審議会委員を募集します。いずれも市の他の審議会等
の委員になっていない人が対象で、報酬は会議1回につき7000円。

ω上記の申込期限までに、市役所情報コーナー、サービスセンター
等で配布する応募用紙（市販のA4用紙でも可）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）・公開抽選日の出欠・現在の職業・主な職歴・地
域活動等の経験・小論文（600～800字）を記入し、〒340-8550各
担当課へ（ファクス、メールでも可）。

　各案の概要と意見用紙は、各担当課、市役所情報コーナー、サー
ビスセンター、公民館等の公共施設のほか、市ホームページからも
入手できます。意見は12月21日㈪～1月20日㈬に各担当課へ（ファ
クス、メールでも可）。
①第2期草加市版総合戦略
　人口減少や少子高齢化などに対応するための具体的な施策や基本
目標を示す「草加市版総合戦略」の計画期間が、令和2年度に終了
することから、令和3年度を開始年度とする「第2期草加市版総合
戦略」の素案を策定しました。意見は〒340-8550総合政策課へ。
☎922-0749Ü927-4955sogoseisaku@city.soka.saitama.jp
②草加市公共施設個別施設計画
　各公共施設の対策の内容等を整理し、今後の改修や更新時期の適
正化・平準化を図るとともに、公共施設の最適な配置を目指すこと
を目的とした「草加市公共施設個別施設計画」の素案を策定しまし
た。意見は〒340-8550資産活用課へ。☎922-1106Ü924-3739shi
sankatsuyo@city.soka.saitama.jp
③第八次草加市高年者プラン
　高年者福祉や介護保険事業の方針等を決定し、各種施策の推進を
図る「第八次草加市高年者プラン」の素案を策定しました。意見は
〒340-8550長寿支援課へ。☎922-1342Ü922-3279 chojushien@
city.soka.saitama.jp
④第6期草加市障がい福祉計画
　障がい者施策を推進するための取り組みや推計値等をまとめた
「第6期草加市障がい福祉計画」の素案を策定しました。意見は〒
340-8550障がい福祉課へ。☎922-1436Ü922-1153 shogaifukusi@
city.soka.saitama.jp
⑤第2期草加市障がい児福祉計画
　障がい児施策を推進するための取り組みや推計値等をまとめた
「第2期草加市障がい児福祉計画」の素案を策定しました。意見は
〒340-8550子育て支援課へ。☎922-1483Ü922-3274sienka@city.
soka.saitama.jp
⑥草加市学校施設等長寿命化計画
　小・中学校や公民館等（社会教育施設）に関する今後の改修や更
新時期の適正化・平準化を図ることを目的とした「草加市学校施設
等長寿命化計画」の素案を策定しました。意見は小・中学校は〒
340-8550学校施設課へ。☎922-2643Ü928-1178 gakkoshisetsu
@city.soka.saitama.jp　公民館等は〒340-8550生涯学習課へ。☎
922-2819Ü922-3498shogaigaku@city.soka.saitama.jp

　1月から市税等がスマートフォン決済アプリ「LINE Pay（ライン
ペイ）」「PayPay（ペイペイ）」で納付できます。アプリをダウ
ンロード（右記QRコード）し、納付書に印字してあるバーコード
を読み取ることで、アプリの残高等から納付することができます。
■対象となる市税及び保険料
　市民税・県民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、軽自動
車税（種別割）、国民健康保険税（普通徴収）、介護保険料（普通
徴収）、後期高齢者医療保険料（普通徴収）
■注意点
・納期限または使用期限を過ぎた納付書は使用できません。
・領収書が発行されない代わりにアプリ内で納付確認ができます。
領収書や「軽自動車税（種別割）納税証明書（継続検査用）」が
必要な場合は、納付書記載の窓口で納付してください。

●LINE Pay ●PayPay

●LINE Pay公式
　Webサイト
　（問い合わせフォーム）

☎0120-990-634

使用に関する問い合わせは各アプリの問い合わせ先へ

※電話での問い合わせはできません

●PayPayカスタマー
　サポート窓口
　（365日24時間受付）

iOS版 iOS・Android版Android版

　男女共同参画社会づくりについて審議・評価等を行う委員
②男女共同参画審議会委員〈申込期限1月19日㈫〉 

対 象
募集人数・任期
小 論 文
公 開 抽 選

市内在住の20歳以上（令和3年4月1日現在）
男女各1人・令和3年4月1日～同5年3月31日
私が思う男女共同参画とは
1月27日㈬午後3時・市役所本庁舎西棟契約課会議室

　人権が尊重され誰もが暮らしやすいまちづくりについて意見を述
べ検討を行う委員

③人権推進審議会委員〈申込期限1月19日㈫〉 

対 象
募集人数・任期
小 論 文
公 開 抽 選

市内在住の20歳以上（令和3年4月1日現在）
1人・令和3年4月1日～同5年3月31日
私が最も関心のある人権問題について
1月27日㈬午後4時・市役所本庁舎西棟契約課会議室

　地域包括支援センターの運営等に意見を述べ検討を行う委員
④地域包括支援センター等運営協議会委員〈申込期限1月20日㈬〉

対 象
募集人数・任期
小 論 文
公 開 抽 選

市内在住の40歳以上（令和3年2月24日現在）
男女各1人・令和3年2月24日～同6年2月23日
地域おける高年者の支援に必要なことについて
1月26日㈫午前10時・市役所第2庁舎第1委員会室

　景観の取り組みについて意見を述べ検討を行う委員
①景観審議会委員〈申込期限1月12日㈫〉 

対 象
募集人数・任期
小 論 文
公 開 抽 選

市内在住の20歳以上（令和3年2月1日現在）
1人・令和3年2月1日～同5年1月31日
身近な生活の中でできる景観づくり
1月18日㈪午前10時・市役所FTビルC会議室

①景観審議会委員
②男女共同参画審議会委員
③人権推進審議会委員
④地域包括支援センター等運営協議会委員
問①……都市計画課☎922-1790Ü922-3145
　　　　toshikeikaku＠city.soka.saitama.jp
　②③…人権共生課☎922-0825Ü927-4955
　　　　jinken-kyosei@city.soka.saitama.jp
　④……長寿支援課☎922-1342Ü922-3279
　　　　chojushien＠city.soka.saitama.jp

1月からスマホで
市税等が納付できます
問納税課☎922-1098Ü920-1502
　介護保険課☎922-1376Ü922-3279
　後期高齢者・重心医療室☎922-1367Ü922-3178

Ü

Ü

Ü

委員
募集

①第2期草加市版総合戦略
②草加市公共施設個別施設計画
③第八次草加市高年者プラン
④第6期草加市障がい福祉計画
⑤第2期草加市障がい児福祉計画
⑥草加市学校施設等長寿命化計画

皆さんの意見を募集しますパブリックコメント

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③市政情報 2020年12月20日号



④ 2020年12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。

　年末年始期間中（12/29㊋～1/3㊐）
に緊急で手話通訳が必要となった場合
は、住所・氏名・ファクス番号・内容
・日時・場所と、待ち合わせ時間・場
所を記入し、草加八潮消防局（Ü99 
7-4119）へファクスしてください。ま
た、事前に手話通訳が必要と分かって
いる場合は、12/28㊊17時15分までに
草加市社会福祉協議会へ。なお、救急
車や消防車が必要な場合は、従来どお
り緊急通報（Ü119）にファクスして
ください。ε同協議会☎932-6770Ü93 
2-6781

Ü

Ü

Ü

　12/29㊋～1/3㊐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

　対象店舗で草加産野菜を購入し、シ
ールを12枚集めて応募すると、抽選で
300人に2000円相当の賞品をプレゼン
ト。詳細は市HPで確認を。
■応募締切　1/15㊎（消印有効）まで

　参加登録をし、歩数計またはスマートフォンを使ってウオーキングをす
ると、歩いた歩数に応じてポイントが付与され、ポイントに応じて抽選で
賞品が当たります。歩数確認を毎日の日課にし、無理なく楽しみながら健
康づくりを始めてみませんか。

※スマートフォン参加の場合は、県コバトン健康マイレージ
HP（QRコード）から参加登録し、すぐに参加が可能です。
■タブレット設置施設
　保健センター、記念体育館、市民体育館、そうか公園、市立病院、新田
西文化センター、新里文化センター、勤労福祉会館
■参加登録
　上記施設で配布する申込書と健康保険証のコピーを〒330-9091さいたま
新都心郵便局私書箱159号「県コバトンマイレージ事務局」へ。県コバトン
健康マイレージHP（QRコード）からも可。

　1/12㊋13時50分～16時30分。会場は
中央公民館。定員40人。小・中学校児
童生徒による人権問題についての作文
発表、ミニコンサート、対馬丸記念館
認定語り部の上野和子さんによる講演
「今、次世代に語り継ぐ～学童疎開船
対馬丸の悲劇～」を行います。ε指導
課☎922-2748Ü928-1178Ü

　犯罪被害に遭った人やご家族からの
相談を無料で受け付けます。
〇彩の国犯罪被害者ワンストップ支援

ε都市農業振興課☎922-0842Ü922-34 
06

Ü

　市では、駅前広場や橋りょう、アン
ダーパス等を優先して除雪や凍結防止
剤の散布を行うため、身近な道路の除
雪には各家庭や事業者の皆さんの助け
合いの力が必要です。安全・安心な生
活のために協力をお願いします。
◆共助による除雪作業が必要な場所
・自宅前及び周辺の生活道路
・通学路など利用者の多い道路
・高年者世帯など自身での除雪が困難
　な人の住宅周辺
◆事故やけがに注意して作業を
・準備運動をしっかり行う。
・2人以上で、声を掛け合って行う。
・通行人や車に十分注意する。
ε建設管理課☎922-2069Ü922-3152Ü

地域ぐるみの除雪作業に協力を

年末年始の手話通訳依頼

コンビニ交付サービス一時休止

犯罪被害に遭った人やご家族へ
一人で悩まず相談を

シールの配布は12/28㊊まで
あつまれ　やさいの森！～シール
を集めてやさい畑を作ろう～

人権を考える市民のつどい

課☎922-1526Ü920-1501◇課税・非課
税証明書、所得証明書…市民税課☎92 
2-1049Ü920-1502◇納税証明書…納税
課☎922-1098Ü920-1502

Ü

Ü

Ü

センター
　総合対応電話☎0120-735-001
　IP電話用☎048-862-0001
〇アイリスホットライン（性暴力等犯
罪被害専用相談電話）☎0120-31-8341
（24時間）
　IP電話用☎048-839-8341
　WEB相談受付（QRコード）
　女性相談員対応、秘密厳守。
〇性犯罪・性暴力被害者のためのワン
ストップ支援センター☎＃8891

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

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（1/3を除く）
㊌（㊗・㊡を除く）21時まで

納付は便利な口座振替・PayB（ペイビー）で

ε総合政策課☎922-0749Ü927-4955
　草加市と足立区をつなぐ人道橋の名称として、最もふさわしいと思う名
称に投票をお願いします。なお、通行開始は令和4年の予定です。
　  名称候補

■募集期間　12/21㊊～1/29㊎
■対　　象　草加市・足立区在住者、
　　　　　　文教大学学生・教職員
■方　　法　①足立区HPから投票。②花畑地域学習

センター（足立区花畑4-16-8）で投函、またはフ
ァクス（03-3880-5605）で足立区まちづくり課へ。

① ②

【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

イトーヨーカドー新田店

生鮮スーパーゼンエー

イトーヨーカドー
草加アコス店

JAさいたま移動販売車
（谷塚支店前）

JAさいたま移動販売車
（新田支店前）

JAさいたま
グリーンショップ草加

対象店舗 住所・電話番号
西町1213-3
☎927-5020
金明町349-4

（12/24㊍10時30分
～12時30分）
谷塚町757

（12/25㊎10時30分
～12時30分）
高砂2-7-1
☎922-6111
旭町6-15-30
☎943-0510
清門2-42-14
☎942-5009

毛長川に架かる新しい橋の名称候補に投票を

・花瀬橋　　　 ・花瀬ふれあい橋　
・花瀬文教橋　 ・文教橋　
・文教未来橋　 ・未来橋

県コバトン健康マイレージで
ウオーキング習慣始めませんか

歩数計・スマート
フォンを身に着け
て歩く

ポイントに
応じて抽選
で賞品が
当たる

歩数計
が届く
（郵送料
着払い）

各施設設置のタブ
レット端末にかざし
歩数データを送信
（スマートフォンは
アプリから送信）

■参加方法

参加登録

文教大学

この橋です

足立区HP

ε健康づくり課☎922-0200Ü922-1516

文教大学への通学
や交通の利便性を
高めます



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20日号

　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　1/8㊎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　1/13㊌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

Ü

Ü

■初心者のための写真教室　1/8㊎・
22㊎13時～15時。全2回。会場は市民
体育館。定員10人。参加費1200円。カ
メラ持参。è12/21㊊からシルバー人
材センターへ。☎928-9211Ü928-9209

è

Ü

　1/30㊏13時30分開演。会場は中央図
書館。出演は、草加市出身・在住で落
語家の三遊亭圓雀。演目「大相撲夢甚

　①氷川コミセン1/13㊌～3/24㊌13時
15分～14時15分、②高砂コミセン1/19
㊋～3/9㊋13時15分～14時15分、③八
幡コミセン1/21㊍～3/11㊍9時15分～
10時15分。いずれも全7回。自宅でも
できるストレッチや筋力運動。おおむ
ね65歳以上対象。定員20人。室内靴持
参。è12/21㊊10時から各コミセンへ。
①☎Ü927-5692、②☎Ü920-3066、③
☎Ü935-4878

①
②

③

è

① Ü ② Ü ③
Ü

　もしもの時に迷わず持ち出せる防災
バッグの中身について、子どもを守る
ための視点から考えます。役立つ便利
グッズや、子どものいる家庭ならでは
のポイントなど、わかりやすく伝えま
す。1/28㊍10時～11時30分。会場は新
里文化センター。講師は「ママ防災」
代表の鬼塚麻美氏。小学生以下の子ど
もの保護者対象。定員40人。子どもの
同伴可。è12/21㊊から新里文化セン
ターへ。☎927-3362Ü920-1504

è

Ü

è開催日の3日前までに生涯学習課へ。
☎922-2819Ü922-3498
■やってみよう！フラダンス　1/13㊌
・20㊌13時30分～15時。全2回。会場
は中央公民館。定員15人
■ソープカービング「香
るチューリップの花束」
1/21㊍10時～12時。会
場は新里文化センター。
定員8人。材料費800円

è

Ü

■大相撲を楽しむ　1/26、
2/2の㊋10時～11時30分。全2回。会場
は高砂コミセン。講師は峰崎部屋所属
幕内格行司の木村銀治郎氏。定員30人。
受講料2000円。è生涯学習課へ。ま
いぷれ（QRコード）も可。☎922-281
9Ü922-3498

è

Ü

　12/26㊏～30㊌。会場は越谷卸売市
場（越谷市流通団地3-2-1）。正月用
食材の大売出しを行います。野菜、果
物、水産物、食肉、雑貨などどなたで
も購入できます。ε越谷総合食品地方
卸売市場☎048-987-3100

　12/26㊏15時～。会場は草加市文化
会館。出演は草加を中心に活躍するバ
ンドMhr（ムー）。ジャズ・ポップス
曲を演奏。è12/21㊊9時から草加市
文化会館で整理券配布。☎931-9325
Ü936-4690

è

Ü

男女共同参画セミナー「ママと
子どもの防災バッグのつくり方」

越谷卸売市場歳末大売出し

音楽の森ミニコンサート

シルバーカルチャー教室

そうか市民大学後期講座

生涯学習体験講座

新春図書館寄席

地域包括支援センター（包）
介護者のつどい

はつらつ元気体操教室

高年者向け

句」（桂三枝作）ほか。図書館で楽し
い新春のひと時をお過ごしください。
中学生以上対象。定員30人。è12/23
㊌9時から中央図書館2階事務室で整理
券を配布（1人2枚まで）☎946-3000Ü
944-3800

è

Ü

自転車安全利用五則

・13歳未満の子ども、70歳以上の
高齢者等は歩道を通行できます。

・自転車は、道路の左側の端に
寄って通行しましょう。

・歩行者が多い歩道や横断歩道
は、押し歩きしましょう。

　市では、平成29年に「草加市自転車の安全な
利用に関する条例」を定め、自転車利用者の交
通ルールの順守を責務として定めています。
　自転車は便利な乗り物ですが、車両であるこ
とを忘れず、交通安全を心がけましょう。

「Ⓐハンドル・ブレーキ操作の誤り」や、「Ⓑ一時停止を
しない」も主な原因となっています。特に、出会いがしら
の交差点には注意しましょう。【出典】埼玉県警察HP

・飲酒運転、二人乗り、
　並進の禁止
・夜間はライトを点灯
・信号遵守
・交差点での一時停止
・安全確認
・傘さし運転などの禁止
・携帯電話、ヘッドホン
　等の使用禁止

⑤子どもは
　ヘルメット
を着用

事故なく安全に
　過ごしましょう
ε交通対策課☎922-1641Ü922-1030

①自転車は、車道が
　原則・歩道は例外

Ⓐハンドル・ブレーキ
　操作の誤り

②車道は左側を通行

Ⓑ一時停止をしない

③歩道は歩行者優先で、
　車道寄りを徐行

Ⓒ安全をよく確かめない

正解 　©安全をよく確かめない

車道歩道

自転車も交通ルールを守って

約80％以上が
交通違反有り

市内自転車事故のうち

覚えて守ろう！

Q、自転車の重大事故の原因 で最も多いのは、次のうちどれ？

④安全ルールを守る

■材料（2人分） 鶏もも肉…120g／プレーンヨーグル
ト…大さじ1 ／にんにく…1/2かけ／白ワイン…小さじ
1/2／カレー粉…小さじ1/2／しょうゆ…小さじ1/3／塩
…ひとつまみ／こしょう…少々

①鶏もも肉は4つに切る。にんにく
はすりおろす。
②全ての材料をポリ袋に入れて30
分以上漬け込む。
③天板にクッキングシートを敷き、鶏肉を並べ、200℃
のオーブンで15分程度焼く。
④器にレタス（分量外）をしいてタンドリーチキンを
盛りつける。

　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。
タンドリーチキンvol.5

1人分 133kcal 0.5g食塩

作り方

小・中学校の学校給食のメニューで
す。漬け込んで焼くだけの簡単メニ
ュー。クリスマスにもどうぞ。

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

Point



⑥ 2020年12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。

▼わくわく広場で冬休み　12/25㊎・
28㊊、1/4㊊・6㊌10時～12時、13時～
16時30分　会場はコンフォール松原19
号棟　宿題や遊びを自由に　幼児（保
護者同伴）～小学生対象
▼初めてのお誕生会　1/26㊋13時～
会場はコンフォール松原19号棟　令和
2年1月生まれ対象　定員10人　è1/5
㊋10時から電話で同館へ

▼みんなで大掃除　12/28㊊15時～16
時20分　小学生～18歳対象

▼みんなで大掃除　12/28㊊14時～16
時　小学生対象

▼プラバンを作ろう　12/21㊊～23㊌
15時30分～16時15分、16時15分～17
時　小学生対象　定員各回6人
▼正月遊び　1/4㊊～6㊌10時30分～

こま・羽根つきほか

▼グリーンコンシューマー講座　12/
22㊋15時～15時40分　トイレットペ
ーパーの芯でクリスマスリースを作り
環境に優しい消費生活について学ぶ
小学生対象　定員9人
▼クリスマス会　12/23㊌14時～15時
30分　ゲームほか　小学生対象

中央公民館 ☎922-5344

谷塚文化センター ☎928-6271

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12/21㊊
8時30分から各館へ申し込みを

5925-0152

■すまいる広場～介護予防～　1/7㊍
・25㊊…百ます計算を解いてみよう、
1/18㊊･27㊌･･･カラダを動かそう　い
ずれも10時～10時30分。会場はであい
の森。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。ない人は健康保険証等を持参。
εであいの森☎936-2791Ü936-2792Ü

■大人映画会　1/10㊐14時～15時30分
「自転車泥棒」　成人対象　定員20

人　è12/21㊊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

▼親子で元気ルーム　1/14㊍10時～11
時30分　手遊び。読み聞かせほか　乳
幼児と保護者対象
▼地域はつらつ元気体操教室　1/19㊋
～3/2㊋9時15分～10時15分　全7回
自宅で出来る筋力トレーニング・スト
レッチほか　おおむね65歳以上対象
定員25人
▼折り紙講座　1/23㊏10時～11時　小
学生対象　定員12人

▼にじいろタイム　1/15㊎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」
1/15㊎13時30分～　胎教と友達作り
初妊婦対象　定員10人

▼スポーツウエルネス吹矢体験　1/16
㊏10時～12時　小学生～中学生対象
定員20人
▼LGBTって知っていますか？～性の
多様性を理解しよう～　1/17㊐10時30
分～　映画「Coming Out Story」鑑賞
・LGBTについて　定員100人 
▼ホッとひと息「子育てサロン」
1/20㊌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　1/23㊏10時～13時
四季の料理　定員10人　参加費1000円

▼すくすくクラブ　1/14㊍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
▼地域はつらつ元気体操教室　1/18㊊
～3/1㊊9時15分～10時15分　全7回　
ストレッチ・リズム体操ほか　おおむ
ね65歳以上対象　定員25人

　1/19㊋、2/2㊋10時～13時。全2回。
会場はふれあいの里。肉のマスタード
焼き・和風ポトフ・リンゴのプディン
グほか。60歳以上の女性対象。定員8
人。参加費1500円。エプロン・三角巾
持参。è12/23㊌10時から電話でふれ
あいの里へ。☎920-6222Ü920-6251

è

Ü

定員のあるものは12/21㊊
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

新里文化センター ☎927-3362

■稚心会（書道）　第1・3㊋9時～12
時　であいの森で　彩色和紙に浮かぶ

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

墨字体験しませんか　入会金1000円　
月額1000円　体験1回200円　ε野村
☎941-5108
■松原将棋クラブ　㊐13時～17時　ハ
ーモネスタワー松原2階集会室で　約
30人在籍　女性・子ども歓迎　入会金
500円　月額300円　女性・高校生以下
150円　ε加藤☎941-9007
■ボイストレーニング新田西　㊍13時
～15時　新田西文化センターで　発声
法と発声訓練　合唱曲等を歌う　入会
金1000円　月額1500円　ε藤田☎080-
5046-7499
■栄平成塾草月流生け花サークル　月
2回㊍10時～12時　栄小で　季節の花
が一輪でもあると部屋が明るくなり気
持ちが和み心がほっとします　月額28
00円（花代込み）　ε森田☎941-6211
■アンニョンハングル（韓国語）　㊊
19時20分～（中級）、20時20分～
（入門）　谷塚文化センターで　楽し
く勉強しましょう　月額4000円　ε関
口☎090-8612-5956
■草加平成塾生け花サークル　第2・4
㊋10時～12時　草加小で　お花を美し
く生けるコツが身に付きます　初心大
歓迎者　体験可　入会金500円　月額
1000円（花代別）　ε栗原☎936-3501
■白ゆり会（着付け）　月2回㊌か㊏10
時30分～12時　谷塚文化センターで
眠っている着物を利用し楽しく装って
みませんか　マンツーマンで指導　月
額3000円　ε長谷川☎090-3475-8567
■ユーミンクラブ（キッズダンスクラ
ブ）　㊎17時～18時30分　八幡コミセ
ンで　小学1～5年生対象　月額2000円

ε石塚☎090-6186-1349
■氷川平成塾書道サークル　第1・3㊊
10時～11時　氷川小で　初心者大歓迎
です　月額1000円　ε久保田☎925-64
89
■楊名時気功太極拳　㊍9時～11時
中央公民館で　太極拳の習得と体力作
り　入会金1000円　月額1000円　ε

小川☎924-9490
■草加年金者ダンスクラブ　㊐17時～
19時　谷塚文化センターで　高年者対
象　健康リフレッシュダンス　入会金
1000円　月額1500円　ε伊勢☎928-12 
76
■友和会（書道）　第2・4㊋10時～12
時　であいの森で　93歳の講師と元気
に書道を楽しみましょう　入会金1000
円　3か月4000円　ε樋山☎090-4174-
0791
■草柳会（川柳）　第2㊌13時～16時
30分　谷塚文化センターで　初心者が
気軽に川柳作りを楽しむ会　現在会員
11人　見学可　月額500円　ε亀井☎
929-2933

であいの森講座

お料理女子会

5☎946-3000 5944-3800

▼おもちゃの病院　1/29㊎10時～12時
おもちゃの無料修理　部品代実費

1人2点まで

▼おいしいコーヒーの淹れ方講座　1/
16㊏10時～12時　成人対象　定員8人
　参加費300円　コーヒーの持ち帰り
あり
▼アメリカ大統領選挙から人権問題を
学ぶ　1/18㊊10時～12時　成人対象
定員20人
▼新春そば打ち体験講座　1/24㊐9時
～15時　成人対象　定員9人　参加費
2500円

▼百人一首体験教室　1/16㊏10時～11
時30分　小学生対象　定員20人
▼初めてのオンライン（ビデオ通話）
「Zoom」体験教室　1/18㊊10時～12
時　招待者側の体験　成人対象　定員
10人　タブレット貸し出し
▼新春講座そば打ち体験　1/25㊊9時
～12時　成人対象　定員12人　参加費
1000円
▼皮から作る水餃子教室　1/26㊋10時
～13時　成人対象　定員10人　参加費
500円
▼あなたの色、わたしの色
～性別違和を乗り越えて～
　2/28㊐13時30分～15時30
分　LGBTの一つであるトランスジェ
ンダーについて　講師は元柔道家清水
尚雄氏　中学生以上対象　定員70人
è生涯学習情報サイト「マイステー
ジ」（QRコード）からも可

▼谷塚元気ひろば　1/25㊊13時～14時
30分　危機管理課による草加市の災害
について　65歳以上対象　定員24人
▼すくすくクラブ　1/26㊋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　豆まきごっこ・簡単工作ほ
か　定員各回10人
▼お父さんと一緒にクッキング　1/30
㊏10時～13時　パン作り　小学生と保
護者対象　定員5組　参加費500円
▼パントマイムショー　1/31㊐11時～
12時、14時～15時　4歳以上対象　定
員各60人　参加費4歳～小学生1000円
・中学生以上1500円　体験あり

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。

い

萬設備
正木設備㈱

長栄1-779-1-105
栄町3-9-30

☎942-1200
☎931-3933

12/20㊐
27㊐

㈲石田水道
㈱井戸梅
㈲寺島管工設備
三栄工業

吉町1-5-12
住吉2-4-3
柳島町193-5
苗塚町55-4

☎922-2736
☎922-3413
☎925-4566
☎925-7384

12/29㊋
30㊌
31㊍
1/1㊗

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



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

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12月20日号

相　談　案　内
12/21㊊～1/31㊐
（㊗㊡年末年始を除く）
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・電話）

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）
1/18㊊…住吉児童館☎928-5736
1/21㊍…新栄児童センター☎942-9876
12/24㊍、1/14㊍・28㊍…谷塚児童センター☎925-
1856
1/20㊌…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㊋㊌（1/5・6を除く）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㊍、1/9㊏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。

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

内
科

歯
科

内
科

外
科
・
午
前

外
科
・
午
後

9時～12時、14時～17時

12/20㊐

松原5-1-5

☎942-3039

大城クリニック

9時～12時、14時～17時
草加1-4-5

☎999-5941

草加内科呼吸
ケアクリニック

9時～12時、14時～17時
氷川町2144-11 3F

☎951-0421

草加西口大腸
肛門クリニック

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

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

12/27㊐

新栄1-48-11

☎942-1245

平田クリニック

12/29㊋

9時～12時
中央1-6-7 2F

☎928-0002

イースト歯科
クリニック

9時～12時
草加3-3-11

☎941-0008

田川歯科医院

9時～12時
谷塚上町531-5

☎924-5151

細井歯科医院

12/30㊌

9時～12時、14時～17時
松江1-25-13

☎936-6612

かたい内科
クリニック

9時～12時、14時～17時
谷塚町629

☎928-0228

土谷メディカル
クリニック

9時～12時
高砂2-4-14

☎922-4886

堀歯科医院

9時～12時
谷塚町657-9

☎924-3110

さいとう
歯科医院

9時～12時、14時～17時

12/31㊍

松原5-1-7

☎941-8686

井口小児科
クリニック

9時～12時、14時～17時
新栄2-22-23

☎941-2223

二宮病院

1/1㊗

9時～12時
中央2-4-11

☎924-1375

山崎クリニック外
科
・
午
前

外
科
・
午
後

歯
科

外
科

歯
科

内
科

外
科

歯
科

内
科

外
科

歯
科

9時～12時
氷川町858-1 2F

☎924-6762

城東歯科

9時～12時
瀬崎6-21-22

☎927-8867

ひぐち歯科
クリニック

9時～12時
八幡町153 1F

☎935-6491

クリハラ歯科
歯
科

歯
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。!



Android版

iOS版

　草加市文化会館で開催。15日のファイナルコンサートでは、特別
ゲストの和太鼓奏者林英哲さんとハープの共演のほか、5台のグラ
ンドハープアンサンブルと篠笛による「菊の花のまつり」などが演
奏されました。
　来場者からは「ハープと和楽器の合奏は初めて聴いたが、迫力に
圧倒され感動した。また聴きに来たい」など声が寄せられ、多くの
観客が美しいハープの音色に酔いしれていました。

　年末年始の可燃ごみ収集業務等は下表のとおりです。1月1日
㈷・2日㈯は収集しません。ごみは夜に出さず、必ず収集日の
朝、明るくなってから午前8時までに出してください。1月の不
燃ごみ・資源物の収集は変則となるため、ごみ収集カレンダ
ー、ごみ分別アプリ（QRコード）で確認してください。

　出生届、婚姻届等の戸籍に関する届け出は、年末年始も
市役所第二庁舎警備員室で受け付けます。

市役所等
　市役所/上下水道部/サービスセンター
公民館・コミセン
　公民館/文化センター/コミュニティセンター/市民交流活動センター
産業・消費生活・環境
　物産・観光情報センター/環境業務センター/リサイクルセンター
福祉
　であいの森/ふれあいの里/きくの里
子ども
　子育て支援センター/勤労青少年ホーム/児童館・児童センター
教育・文化
　中央図書館/教育支援室/草加市文化会館
　 ※草加市文化会館は施設改修工事のため、1月6日㈬～8日㈮も休館します。なお、伝統産

業展示室「ぱりっせ」は、3月31日㈬まで休館します。

スポーツ
　市民体育館/記念体育館/吉町テニスコート/総合運動場
病院
　市立病院

●その他の施設の閉庁期間
　○12月28日㈪～1月3日㈰
　　勤労福祉会館/歴史民俗資料館
　○12月28日㈪～1月4日㈪
　　市民温水プール/放置自転車保管所
　○12月31日㈭～1月1日㈷
　　そうか公園テニスコート/そうか公園多目的運動場/
　　そうか公園キャンプ場/工業団地公園野球場

　草加の冬の風物詩として親しまれてい
る旧町周辺を巡るスタンプラリー。草加
市観光協会主催。押印したスタンプ台紙
は、大切にお持ち帰りください。

福銭・みかんの無料配布
■1月1日㈷午前10時～
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
　例年行っていた甘酒の配布は行いません。

　1月1日に予定していた元旦ラジオ体操の集いは、新型コロナ
ウイルス感染拡大防止のため、中止します。

11月かどまちごとでき

スポーツ振興課☎922-2861Ü922-3172問スポーツ振興課☎922-2861Ü922-3172

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

市民課☎922-1542Ü920-1501問市民課☎922-1542Ü920-1501

問廃棄物資源課☎931-3972Ü931-9993

国際ハープフェスティバル2020メーンコンサート14・15日

次回の広報そうかは1月1日発行です

「元旦ラジオ体操の集い」中止!

主な市役所業務

戸籍の届け出は年末年始も受け付けます

年末は28日㈪まで
年始は4日㈪から

可燃ごみ収集業務等

年末は31日㈭まで
年始は4日㈪から

草加宿七福神めぐり
新年の思い出に

スタンプ・台紙配置場所

草加宿神明庵

1月1日㈷～7日㈭
午前9時～午後4時

■草加宿七福神めぐりマップ

⑦弁財天
福徳財宝・
家内和合

⑥福禄寿
幸運・財運
長寿

①布袋尊
長寿・富貴
招福

④大黒天
開運厄除・
学業成就

⑧七福神
　宝船

⑤毘沙門天
商売繁盛・
子孫愛育

③恵比寿
除災招福・
商売繁盛

①回向院（布袋尊）
②三峰神社（寿老人）
③八幡神社（恵比寿）
④氷川神社（大黒天）
⑤東福寺（毘沙門天）
⑥谷古宇稲荷神社
（福禄寿）
⑦出世弁財天（弁財天）
⑧神明宮（七福神宝船） 

なくなり
次第終了

施設によって
閉庁期間が
違います。

ご注意ください。

草
加
駅

市役所

草加
消防署

おせん
茶屋公園

：入口

草加小

芭蕉庵

神明庵

②寿老人
知恵・福徳

矢立橋

谷古宇橋

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

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20日号

市の人口　令和2年12月1日現在　25万203人（男12万6611人・女12万3592人）/前月比9人減/世帯数11万9941世帯
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