
（左から）令和3年新成人のつどい実行委員の戸田佑花さん、大野琴愛さん（左から）令和3年新成人のつどい実行委員の戸田佑花さん、大野琴愛さん

　日ごろより市議会に対するあたたかいご理解と絶大なご協力
を賜り、厚く御礼申し上げます。
　世界的規模で感染が拡大した新型コロナウイルス感染症は、
様々な側面において大きな変化をもたらしました。　　　　
　市議会では、定例会のほか、臨時会を４回開催し、新型コロ
ナウイルス感染拡大により影響を受けた市民生活に対する経費
の補正や市内経済の回復に向けた施策などを審議してまいりま
した。これまでの常識や価値観の転換が求められる今、市民の
皆様の暮らしを支えるためには、執行機関に対する監視機能が
重要であり、議会の役割をしっかりと果たしてまいる所存です。
　感染収束への兆しは、未だ見えておりませんが、本年が明る
い希望に溢れた年になりますことと皆様のご健勝ご多幸を心か
らお祈り申し上げますとともに、議会活動に対し、更なるご支
援を賜りますようお願い申し上げ、年頭のご挨拶といたしま
す。

変化する時代に向かって
草加市議会議長　西沢 可祝　

明けましておめでとうございます。
市民の皆様におかれましては、健やかに新春を
お迎えのことと、心からお慶び申し上げます。

　昨年は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、小・中学校
の臨時休業、公共施設の利用の一時休止や、草加ふささら祭りを
はじめとする数々のイベントが開催中止となるなど、これまで
に経験したことのない事態に直面しました。そのような中、市民
や市内企業の皆様からマスクなどの衛生用品等の寄付を多数お
寄せいただき、コロナ禍であるからこそ出会えた優しさや、地域
の皆様の「市民力」「地域力」を改めて実感したところです。
　令和 3 年度に向けては、市民の皆様の安全・安心を最大限確
保していくための「災害対策」、地域経済の着実な回復に向けた
「コロナ対策」を軸に、様々な行政課題の解決に取り組んでまい
ります。
　経験したことのない事態や厳しい状況に直面することがあっ
ても、希望や優しさを忘れず、「わがまち草加」の明るい未来の実
現に向けて歩みを止めず、市民のための市政運営に全力で邁進
してまいります。

“わがまち”草加の未来へ
草加市長　浅井 昌志

明けましておめでとうございます。
輝かしい新春を、ご家族の皆様とお迎えのことと

お慶び申し上げます。

まいしん

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
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新型コロナウイルス禍に見舞われた2020年

草
加
の
一
年
を
振
り
返
る

1/1
草加宿七福神めぐり

2/13　県内初
ケアラーシンポジウム

2/21　ボッチャ高橋和樹選手
母校清門小で講演会

3/2　にんしん出産相談室ぽかぽか
運営開始

2/23～27　ドナルド・キーン先生
一周忌追悼パネル展

3/26　草加モノづくりブランド
初の技術認定

5/29　災害時における段ボール製
簡易ベッド等の供給協力に関する協定締結

6/18
草加市人権尊重都市宣言

9/1
新庁舎起工式

11/6　東京ヤクルトスワローズドラフト
5位指名の並木秀尊選手表敬訪問

10/24　姉妹都市提携10周年記念
福島県昭和村と姉妹都市交流推進宣言調印式

10/10
第16代草加さわやかさん委嘱式

11/12
東京2020聖火リレートーチ巡回展示

11/14　作家須賀しのぶ先生
中央図書館開館20周年記念講演会

11/7
おくのほそ道　草加松原国際俳句大会

11/14・15
国際ハープフェスティバル

1/13
新成人のつどい

1/18　パリポリくんバス
新田ルート開通記念式典

2/1　中央図書館
電子図書館サービス開始

電子書籍の
貸出・返却が
いつでもどこでも
できます

祝

4/9
人口25万人突破

祝 人口25万人

2月 20日　新型コロナウイルス対策本部を設置
　　　 市内のイベント・集会の原則中止

3月
 3日　公共施設の一般利用を原則中止
11日　児童施設・医療機関・福祉施設へ
　　　 災害用備蓄マスクを配布

9月
第三次草加市独自緊急経済対策を実施（草加市プレミア
ム付商品券事業など）

16日　草加市赤ちゃん応援特別給付事業を実施

4月

 7日　緊急事態宣言発出
13日　庁内受付窓口に飛沫感染防止ボードを設置
15日　新型コロナウイルス生活相談室を設置
20日　新型コロナウイルス対策課を設置
22日　医療環境対策室を設置
24日　特別定額給付金室を設置

5月

11日　広報そうか臨時号を発行
12日　草加八潮医師会でPCR検査センターを設置

第一次草加市独自緊急経済対策を実施（飲食店等テイク
アウト・デリバリー支援事業など）　

18日　市ホームページにAIチャットボット
「スグレス」を導入

25日　緊急事態宣言解除
妊婦へマスク郵送

29日　特別定額給付金受付開始

6月

 1日　新型コロナウイルス感染防止の対策をした入学式を市内
小・中学校で実施

 9日　新しい生活様式の草加市版イラスト・ポスターを作成
第二次草加市独自緊急経済対策を実施（事業者応援型ク
ラウドファンディング活用支援事業など）

15日　公共施設の一般利用再開
18日　新型コロナウイルス感染症緊急対策基金を創設

7月  1日　新型コロナウイルスに関する問い合わせなどに対応する
ための草加市公式LINEを開設

8月  6日　草加市公式YouTubeを開設し、「草加市新しい生活様式」
の周知動画を公開

12月  5日　新型コロナウイルス対策関連情報を発行
16日　ホール等の観客席の抗菌処理を開始

10月  1日　高年者インフルエンザ予防接種の自己負担額無料開始

11月 17日　市内主要施設にサーモグラフィ機器を設置

草加人のための情報紙　広報「そうか」② 2020年を振り返る2021年1月1日号



職種

看護師 2月20日㈯
論文・面接

2月20日㈯
一般教養・論文
・面接

社会福祉士

受験資格等 試験日・内容

　市民便利帳は、各種行政に関する市役所窓口での手続きや役立つ
情報を、市民の皆さんにお知らせするため、市と㈱サイネックスの
官民共同事業で発刊するガイドブッ
クです。
　1月31日㈰までに全戸配布しますの
で、1月を過ぎても届かない場合は、
問い合わせてください。

　消費者行政について意見を述べ、各種調査、報告等をする消費生
活モニターを募集します。
■対　　象　市内在住の20歳以上（令和3年4月1日現在）で、消費

者問題に関心のある人（公務員及びこれに準じる人
を除く）

■募集人数　20人
■任　　期　委嘱日から2年間
■謝　　礼　各種調査・会議・研修会等への参加1回につき1000円

（年間最大5000円）
■公開抽選　1月29日㈮午後2時から勤労福祉会館第1会議室で
ω1月22日㈮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）に氏名（ふりがな）・住
所・性別・生年月日・令和3年4月1日現在の年齢・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・応募の動機ま
たは関心のある消費者問題について（400字程度）を記入し〒340-
0053旭町6-13-20くらし安全課へ（ファクス・メールも可）。

　令和2年7月豪雨の際に、熊本県球磨村からの要請を受け、コロ
ナ禍での避難所運営の現地コーディネーターを務めた辛嶋友香里氏
を講師に迎えた防災講座を開催します。
■日時　2月6日㈯午後1時30分開演
■会場　中央公民館
■定員　200人（応募多数の場合は抽選。当選者へ

1月22日㈮までに案内を送付）
■内容　
　・辛嶋友香里氏（（一社）ピースボート災害支援

センター）の講演「コロナ禍における避難生活」
　・草加市国際相談コーナーの運営スタッフによる講話
　・獨協大学経済学部高安ゼミ生による研究成果の発表
ω1月13日㈬までに、はがきに住所・氏名・電話番号を記入し〒
340-8550危機管理課へ（ファクス・メールも可）。

■日　　時　3月4日㈭・5日㈮
　　　　　　各午後3時15分～4時、午後4時15分～5時
■会　　場　あおば学園仮設園舎
■対　　象　3歳以上（令和3年4月1日現在）のおおむね歩行可能な

知的障がいのある未就学児
■提出書類　入園相談会申込書、心身状況表、診断書
・申込書等はあおば学園、子育て支援センターで配布（市ホームペ
ージ、ぼっくるんからも入手可）。
・書類が申込期限までに揃わない場合は連絡してください。

■採用人数　看護師…既卒：5～10人程度、新卒：若干名
　　　　　　社会福祉士…若干名
ω2月12日㈮（消印有効）までに市立病院（同病院ホームページか
らも入手可）、市職員課、各サービスセンターで配布する試験申込
書に記入し、〒340-8560同病院経営管理課へ郵送。 

　市の消費生活について意見を述べ、検討する市民委員を募集しま
す。
■対　　象　市内在住の20歳以上（令和3年4月1日現在）で、市の

他の審議会等の委員になっていない人
■募集人数　1人
■任　　期　委嘱日から2年間
■報　　酬　会議1回につき7000円
■公開抽選　1月29日㈮午後3時から勤労福祉会館第1会議室で
ω1月22日㈮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「草加市の消費生活問題について」（600～
800字）を記入し〒340-0053旭町6-13-20くらし安全課へ（ファクス
・メールも可）。

あおば学園ってこんなところ
　身心の発達に支援が必要な3歳
以上の未就学児の療育・支援等を
行い、学校教育の基礎となる心と
身体を保護者とともに育てていく
施設です。

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

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

市民便利帳の内容
　草加の自然や文化、観光など
様々な地域の特色や魅力を盛り込
み、公共施設の案内や防災、子育
て、医療・福祉関係など市の行政
情報を紹介しています（A4判・
フルカラー・約150ページ）。

令和2年の市内交通事故状況（前年比）12月20日現在　人身事故539件（－139）　死者2人（－6）

市民便利帳2021を全戸配布
問広報課☎922-0549Ü922-3041Ü

防災講座
コロナ禍における避難生活
問危機管理課☎922-0614Ü922-6591
　kikikanrika@city.soka.saitama.jp 

Ü



消費生活審議会
問くらし安全課☎941-6111Ü941-6157
　kurashianzen@city.soka.saitama.jp

Ü

　

問くらし安全課☎941-6111Ü941-6157
　kurashianzen@city.soka.saitama.jp

Ü



消費生活モニターを募集

1月31日までにお届けします

児童発達支援センター
「あおば学園」入園相談会
ω2月19日㈮（必着）までに、郵送であおば学園へ。
　☎Ü936-4972Ü

4月
入園

令和3年5月1日採用
市立病院
新規採用職員を募集

委員募集

問市立病院経営管理課☎946-2200Ü946-2211Ü

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ③市政情報 2021年1月1日号



　地域経営課題の解決やリノベーションまちづくりの担い手となる
ためのノウハウを学びながら、自分がまちでできることを具体化す
る実践的な講座です。
■日　時　2月6日㈯・7日㈰午前9時～午後5時　全2回
■コース　①②いずれかを選択
　①ローカルコアビジネスコース
　　今の谷塚駅周辺エリアに足りないビジネスを検討
　②エリアマネジメントビジネスコース
　　谷塚駅周辺エリア全体の価値を高めるためにどのような取り組
　　みが必要か検討
■受講費　5000円（参考図書代等）
■持ち物　ノートパソコン
ω1月25日㈪までに専用ホームページ（QRコード）で。
選考あり。結果は1月29日㈮頃メールでお知らせします。

■日　時
■コース

■受講費
■持ち物
ω

　市では、市街地の防災性の向上や、将来的な公共施設用地の確保、
水と緑の空間の形成のため、追加指定基準に該当する生産緑地地区
の追加申請を受け付けています。
■追加指定基準
　①または②に該当し、適正に管理されている農地
①幅員4ｍ以上の道路に2ｍ以上接道した、面積2500㎡以上の農地
②幅員4ｍ以上の道路に2ｍ以上接道した、面積300㎡以上の農地で、
　次のいずれかに該当
　・都市計画マスタープランで位置付けられた「防災機能改善モデ
　　ル地区内」または「水とみどりのネットワーク地区内」
　・都市計画道路などの予定地内
　・庭先販売農家耕作地
　・防災協力登録農地
■必要書類
　・最新の公図
　・申請地の面積が確認できるもの（最新の登記簿謄本・固定資産
　　税課税明細等）

■追加指定基準

■必要書類

　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
ハウを学ぶ講演会です。空き家を生かしたまちづくりや自給自足の
暮らしづくりなどに携わる殿塚建吾氏による講演会を開催。
■日時　1月28日㈭午後7時～8時30分
■会場　瀬崎コミセン　　■定員　50人
ω1月25日㈪までに専用ホームページ（QRコード）で。
■講師　殿塚建吾氏（omusubi不動産代表）
　2014年に地元・松戸で同社を設立。築60年の
社宅をリノベーションした「せんぱく工舎」など
多くのシェアアトリエを運営。空き家を使ったま
ちづくりと田んぼをきっかけにした入居者との暮
らしづくりに取り組む。

■日時
■会場 ■定員
ω

■講師

　11月30日までに引き換えのなかった1803冊の同商品券について、
前回申し込みをし、落選した市内在住者を対象に再抽選します。詳
細は同実行委員会ホームページ（QRコード）で確認を。
■冊数　事前申込冊数に関わらず1人1冊　　
■価格　1冊1万3000円分の商品券を1万円で販売
■結果通知　当選者へ1月8日㈮に購入引換はがきを発送
します。なお、落選者には通知しません。また、結果に
ついての問い合わせにはお答えできません。

■冊数
■価格
■結果通知

　地震による塀の倒壊事故を防ぐため、危険ブロック塀等の撤去費
用を一部補助します。詳細は危機管理課へ。
■対象・要件
　道路・歩道に接していて次のブロック塀の点検ポイントに1つで
も該当するブロック塀等

■対象・要件

■補助金額
　撤去費用の3分の2（1000円未満切り捨て）で、上限40万円
　※撤去後の新設工事等の費用は対象外
■制度の流れ
　ブロック塀の点検→業者へ連絡・見積依頼→補助金交付申請→
交付決定・工事→実績報告・補助金交付確定・振り込み

■補助金額

■制度の流れ

　市では、男女共同参画社会づくりを計画的に進めるため、草加市
男女共同参画プラン2021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。素案は人権共生課、市役所情報コーナーで閲
覧できます。素案の概要と意見用紙は、閲覧場所のほか、サービス
センター等の公共施設、市ホームページからも入手できます。
ω意見のある人は、1月4日㈪～2月2日㈫に意見用紙を〒340-8550
人権共生課へ（ファクス・メールも可）。
ω

⒈塀の高さが2.2m超
⒉塀の厚さが10cm未満（高さが2m
超2.2m以下の場合は15cm未満）

⒊塀の長さ3.4m以下ごとに、塀の
高さの5分の1以上の控え壁がな
い。

⒋コンクリートの基礎（根入れ）が
ない。

⒌塀に傾き、ひび割れがある。
※上記以外にも、鉄筋が入っていない場合は、危険ブロック塀
である可能性があるため、専門家に相談してください。

出典：国土交通省ホームページから一部改

ブロック塀の点検ポイント

再抽選を実施
ローカルタウンではじまる、
おたがいさまな暮らし
～物件と人、まちをつなぐ不動産屋のはなし～

まちの学校

問産業振興課☎922-0839Ü922-3406Ü

危険ブロック塀等の
撤去費用を一部補助谷塚家守塾

～ヤツカノキザシ～
問産業振興課☎922-0839Ü922-3406Ü

生産緑地地区
追加指定申請受付
□申 1月4日㈪～6月30日㈬に必要書類を都市計画課へ。
　☎922-1790Ü922-3145

□申危機管理課へ。☎922-0614Ü922-6591

草加市男女共同参画プラン2021

問産業振興課☎922-3073Ü922-3406Ü

●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。

☎928-8121
※12月29日㈫～1月3日㈰は休業

皆さんの意見を募集しますパブリックコメント

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

前回の申込者を
対象に

④ 草加人のための情報紙　広報「そうか」市政情報2021年1月1日号



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」 2021年1月1日号

・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

・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
・検温、健康チェックし、体調
　不良を感じたら外出しない

●広報「そうか」掲載の催事は、
　感染防止策を講じて開催します。
●公共施設を利用する時は、基本ルール
　と運営基準を守ってください。

※状況により中止・延期となる場合があります。
　詳細は市HPまたは各担当課へ確認してください。

基本ルール

【主催者と参加者】【主催者】

　経済的な理由で就学が困難な新小学
1年生の保護者に、入学前にランドセ
ル等の学用品等を購入する費用（5万
1060円）を援助します。次のいずれか
の措置を受けた人対象。○生活保護の
停止または廃止○児童扶養手当の支給
（児童手当ではありません）○世帯所
得により必要と認められた人。è1/4
㊊～29㊎に申請書（市HPから入手
可）を学務課へ。☎922-2674Ü928-11
78

Ü

　平成27年1/31以前に交付された個人
の図書館利用カードの有効期間が1/31
㊐で満了します。手続きを行わない場
合、資料等の貸し出し等ができなくな
るほか、図書館HPのマイページにロ
グインできなくなります。更新には、
対象の図書館利用カード・本人確認書
類（運転免許証・健康保険証等）を持
参し、中央図書館、公民館・文化セン
ター、地域開放型図書室で配布する申
請書を各施設へ。ε中央図書館☎946-
3000Ü944-3800Ü

　1/14㊍・31㊐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
指定コンビニ等での証明書等の交付サ

　通学路での児童の交通安全指導（7
時30分～8時30分）や交通安全教室で
の指導。勤務は4月から。場所は草加
小・栄小・川柳小・西町小・新里小・
氷川小・八幡北小・松原小学校区。市
内在住の20～70歳程度、交通安全に理
解と関心のある人対象。募集は各学区
1～2人。制服・装備品を貸与。報酬は
登校時の交通安全指導が1回1500円、
交通安全教室での指導等が1時間1000
円。è1/4㊊～22㊎に電話連絡の上、
履歴書を〒340-8550交通対策課へ。☎
922-1641Ü922-1030Ü

交通指導員を募集します

コンビニ交付サービス一時休止 特定（産業別）最低賃金の確認を

調理師業務従事者届の提出を

　草加市文化会館の設備改修・空調工
事のため利用制限・休館します。コミ
ュニティ棟・ホール棟…3/31㊌まで終
日利用制限。ぱりっせ…3/31㊌まで休
館。ε草加市文化会館☎931-9325Ü93
6-4690

Ü

　①そうか公園テニスコート、多目的
運動広場、キャンプ場…1/15㊎8時～
13時。②工業団地野球場…1/18㊊～
2/28㊐。③そうか公園多目的運動広場
…2/1㊊～2/19㊎。④記念体育館、市
民体育館、吉町テニスコート…2/1㊊。
⑤市民温水プール…2/7㊐～3/17㊌。
ε①～③そうか公園☎931-9833Ü935-
8510、④草加市スポーツ協会☎928-63
61Ü922-1513、⑤市民温水プール☎93
6-6824Ü935-8981

① ③ Ü

④
Ü

Ü

　1/23㊏は館内電気設備点検による停
電のため、会議室の貸し出し等を停止
します。また、1/25㊊～2/5㊎は排水
路改修工事に伴い、第一駐車場の利用
ができなくなります。εくらし安全課
☎941-6111Ü941-6157Ü

　1/30㊏は施設の電気設備の点検及び
修繕のため、谷塚児童センター、青少
年交流センター、市民活動センターは
休館します。ε市民活動センター☎92 
0-3580Ü925-1872 Ü

　館内整理（蔵書点検等）のため休館
・休室します。中央図書館…2/10㊌～
18㊍。新田西・新里・川柳文化センタ
ー、柿木公民館…2/10㊌。谷塚文化セ
ンター、中央公民館…2/12㊎。地域開
放型図書室（西町・川柳・高砂小）…
2/14㊐。休館中の図書の返却は、中央
図書館の返却用ブックポストを利用し
てください。ε中央図書館☎946-3000 
Ü944-3800Ü

　獨協大学前＜草加松原＞駅西側地域
の都市計画の変更に当たり、変更案の
縦覧を行います。期間は1/20㊌～2/3
㊌（㊏・㊐を含む）。場所は都市計画
課。変更案に対し意見がある場合は、
2/3㊌（必着）までに縦覧場所にある
意見書を持参または郵送で同課へ。ε

都市計画課☎922-1896Ü922-3145Ü

新小学1年生の保護者へ
入学準備金を入学前支給します

1/31㊐有効期間満了の
図書館利用カードの更新手続きを

確定申告は
便利なe-Taxで

獨協大学前＜草加松原＞駅
西側地域の都市計画案縦覧

ボートレース事業の
収益金で道路整備

スポーツ施設
利用休止・臨時休館

勤労福祉会館　
貸館、第一駐車場の利用休止

中央図書館、地域開放型図書室、
公民館・文化センター図書室
臨時休館

■国税庁HP「確定申告書等作成コー
ナー」が便利
　国税庁HP「確定申告書等作成コー
ナー」を利用すると、自宅のパソコン、
タブレット、スマートフォンから24時
間いつでも申告書を作成できます。作
成した申告書は、①e-Taxで送信（ID
・パスワードを入力して送信またはマ
イナンバーカードを使って送信）また
は、②印刷して郵送により提出できま
す。詳しくは、e-TaxHP（QRコード）
で確認してください。
■いつでもどこでもスマホで申告！
　国税庁HP「確定申告書等作成コーナ
ー」のスマートフォン専用画面は、ス
マートフォンやタブレットで操作しや
すくなっています。また、年末調整済
で医療費控除やふるさと納税などの寄
附金控除の申告をする人、年末調整が
済んでいない人、2か所以上の給与所
得がある人、年金収入や副業等の雑所
得がある人の申告にも対応しています。
　次の確定申告では、新型コロナウイ
ルス感染拡大防止のためにも自宅から
の申告に協力をお願いします。
ε確定申告のこと…川口税務署☎048- 
252-5141　e-Tax･確定申告書等作成コ
ーナーの操作のこと…e-Tax･作成コー
ナーヘルプデスク☎0570-01-5901

　埼玉県都市競艇組合は草加市を含む
15市で構成されています。ボートレー
ス事業の収益金は、市内の道路整備に
充てられています。なお、競艇の開催
期間は1/22㊎～25㊊、28㊍～2/2㊋、
13㊏～16㊋、3/16㊋～21㊐。会場はボ
ートレース戸田。ε財政課☎922-0761 
Ü922-1547Ü

　特定産業の事業場で働く労働者に適
用される県の特定（産業別）最低賃金
が12/1に改定されました。年齢や雇用

　県内の飲食店や給食施設などで就業
している調理師（パート・アルバイト
含む）は、2年ごとに従事施設の届け
出が必要です。1/15㊎までに、令和2
年12/31現在の氏名・免許番号・従事
施設名等を指定様式で埼玉県調理師会
へ。指定様式は同会HPから入手可。
ε（一社）埼玉県調理師会☎048-862-6443

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

1月の
納税
・
納付

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

納税は便利な口座振替で

▶市県民税（普通徴収）　第4期
▶国民健康保険税（普通徴収）  第8期
▶後期高齢者医療保険料（普通徴収）  第7期
▶介護保険料（普通徴収）  第8期
2/1㊊までに市指定金融機関・コンビニ、スマホ決済で

草加市文化会館
貸館利用制限・ぱりっせ休館

市民交流活動センター
臨時休館

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。

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☎
922-1049Ü920-1502◇納税証明書…納
税課☎922-1098Ü920-1502

Ü

Ü

Ü

形態に関係なく全ての労働者に適用さ
れる県の最低賃金は、10/1から時間額
928円に改定されています。ε埼玉労
働局☎048-600-6205



⑥ 2021年1月1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。

　1/19㊋10時～11時30分。介護を通し
たふれあい・助け合いにあふれた地域
づくりについて話します。講師は㈱ぐ
るんとびー代表取締役の菅原健介氏。
講座はオンライン（Zoom）で開催。
定員30人。è1/4㊊から講座名・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。☎920-35 
80Ü925-1872Ü

　1/23㊏10時～12時。会場は歴史民俗
資料館。小学生に人気の講座を大人向
けに開講。20歳以上対象。定員6人。
材料費250円。è1/5㊋から電話で同館
へ。☎922-0402Ü922-1117Ü

草加市シルバー人材センター
入会説明会

　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　1/9㊏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）☎929-0014Ü9 
29-5222
■認知症介護者のつどい　1/20㊌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　1/20㊌18時30分～
20時。会場は旧かっぱ天国（谷塚町64
7-8）。ε安行（包）☎921-2121Ü928-8
989
■介護者のつどい　2/5㊎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
■誰でも出来る気功　1/15㊎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。室内靴持参。
動きやすい服装で。è1/6㊌から草加
中央・稲荷（包）へ。☎959-9133Ü922- 
3801
■栄養講座・体操教室　1/20㊌14時～
15時30分。会場は新里文化センター。
65歳以上対象。定員20人。運動靴、動
きやすい服装で。è1/6㊌から谷塚西
部（包）へ。☎929-0014Ü929-5222
■ゆる体操～いつまでも若々しく～　
1/20㊌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。è1/6㊌から安行（包）へ。☎
921-2121Ü928-8989
■認知症サポーター養成講座　1/22㊎
10時～11時30分。認知症の理解を深め
症状と対応を学ぶ。会場は瀬崎コミセ
ン。定員30人。è1/4㊊から谷塚・瀬
崎（包）へ。☎929-3613Ü933-9380
■はつらつバルーン体操　1/27㊌13時
30分～14時30分。会場は川柳文化セン
ター。ボール等を使用した介護予防体
操。65歳以上で軽い運動ができる人対
象。定員30人。室内靴持参。è1/7㊍
から川柳・新田東部（包）へ。☎932-70 
07Ü931-0993
■笑いと音楽のハーモニー　2/5㊎13
時30分～14時30分。会場は勤労福祉会
館。65歳以上対象。定員30人。みんな
で笑い歌ってリラックス。è1/5㊋か
ら新田（包）へ。☎946-0520Ü946-0523

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

傾聴ボランティア
養成講座初級

地域包括支援センター（包）
介護者のつどい・介護予防教室

　1/6㊌～15㊎10時～18時（6㊌は12時
から、15㊎は15時まで）。会場はアコ
スギャラリー小。草加市文化賞受賞者
で、埼玉県伝統工芸士の昼間時良氏が
熟練の技術で染め上げた十二支の手ぬ
ぐいを展示します。ε文化観光課☎92
2-2403Ü922-3406Ü

協働のひろば講座
「住まいと絆を基にし
た地域づくり～ぐるん
とびーの取り組みに学ぶ～」

まちづくり講座
「子どもにホンモノ体
験を～ソーシャルビジ
ネスで子どもの育ちを応援～」

干支手ぬぐい展

れきみん体験教室「まが玉作り」

è開催日の3日前までに生涯学習課へ。
☎922-2819Ü922-3498
■かんたんストレッチ　1/25㊊、2/1
㊊10時30分～12時30分。全2回。会場
は中央公民館。定員20人。フェイスタ
オル2本持参、動きやすい服装で
■今の思いを書道で表現　2/10㊌・24
㊌13時30分～15時30分。全2回。会場
は勤労福祉会館。定員10人。参加費80 
0円。筆、下敷き、文鎮、硯、新聞紙、
雑巾持参
■プリザーブドフラワーのひな飾り　
2/18㊍10時～12時。会場は谷塚文化セ
ンター。定員18人。材料費2500円。は
さみ、ボンド、新聞紙、持ち帰り用の
袋持参

Ü

生涯学習体験講座

草加市手話通訳者認定試験

　1/20㊌10時～12時、13時30分～16
時。会場は市役所公用車管理棟前駐車
場。ε県赤十字血液センター☎048-68 
4-1511

　1/27㊌19時～21時。会場は中央公民
館。まちづくり登録員対象。定員30人。
これからまちづくりを始めたい人も登
録すれば参加できます。è1/21㊍まで
にみんなでまちづくり課へ。☎922-07 
96Ü922-3406Ü

愛の献血

みんなでまちづくり会議

　2/10㊌18時～20時。第1部はNPO法
人子ども広場草加おやこ劇場事務局長
の三澤江津子氏によるソーシャルビジ
ネスを取り入れた同法人の取り組みに
ついての講話。第2部では草加ソーシ
ャルビジネスサポートネットワーク会
員による交流・質問相談を行います。
講座はオンライン（Zoom）で開催。
定員30人。è1/12㊋から講座名・住所

　1/5･12･19、2/2･9･16、3/2･9･16の
㊋13時30分～、15時～のいずれか（内
容は同じです）。定員各9人。会場は
草加市シルバー人材センター。一緒に
仕事をする仲間を募集。市内在住の60
歳以上対象。è事前に同センターへ。
☎928-9211Ü928-9209Ü

　いずれも会場はであいの森。60歳以
上対象。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。
■すまいる広場～介護予防～　2/4㊍
・15㊊…カラダを動かそう！　2/9㊋･
24㊌…新聞を書き写そう。いずれも10
時～10時30分。定員各30人（当日先着
順）。フェイスタオル持参
■苔玉を作ろう　2/10㊌10時～11時30
分。定員9人。材料費300円。エプロン
・ゴム手袋・ピンセット・雑巾持参
è1/12㊋10時から電話でであいの森へ。
☎936-2791Ü936-2792Ü

　2/15㊊10時～14時30分。会場は中央
公民館。講座終了後、高年者等の話し
相手となる「傾聴（おしゃべり）ボラ
ンティア」として活動できる人対象。
定員25人。ボランティア活動や日常生
活に役立てるため、相手の心に寄り添
って話を聴くことを学びませんか。è 

2/1㊊までに電話で草加市社会福祉協
議会へ。☎932-6770Ü932-6779Ü

子育て支援講座
「孫育て講座～子育て
最強サポーターに！～」

　2/27㊏10時～12時。会場は高砂コミ
セン。講師は助産師の金子弘恵氏。時
代の変化によって、子育てを取り巻く
環境や情報も変化していくため、今の
子育てについて、最新の情報を学びま
す。獨協大学地域と子どもリーガルサ
ービスセンターとの共催。孫がいる人、
孫が生まれる予定の人、子育て支援を
する人対象。定員30人（応募多数の場
合は抽選）。è2/19㊎までに住所・氏
名・電話番号を記入し、はがき・メー
ル（QRコード）で〒340-0041松原1-3-1
子育て支援センターへ。☎941-6791ÜÜ

　2/28㊐9時45分～15時。会場は中央
公民館。受験資格は市内在住の20歳以
上（令和3年4/1現在）で、手話通訳者
養成講座の修了者または同程度の技術
を有し、1年以上の手話活動経験があ
る人。試験内容は手話表現、手話の読
み取り（読取筆記・読取口頭）、筆記、
面接。è1/4㊊～15㊎（必着）に草加
市社会福祉協議会・障がい福祉課にあ
る申込書を〒340-0013松江1-1-32同協
議会へ。☎932-6770Ü932-6781Ü

であいの森講座

高年者向け

・氏名・電話番号をメール（QRコー
ド）で市民活動センターへ。☎920-35 
80Ü925-1872Ü

941-6828

企画展れきみん 2/9桃の節句展 ㊋～

　2/9㊋～3/7㊐。会場は歴史
民俗資料館。桃の節句に合わ
せ、市民が制作した色とりど
りのつるし飾りのほか、収蔵
品の7段飾りひな、源氏物語
貝合わせ、御殿飾りなど季節
感あふれる品々を展示します。
ε同館☎922-0402Ü922-1117Ü
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福島県
草加市と昭和村は
姉妹都市提携

10周年
　姉妹都市福島県昭和村を訪れ、草加では味わうことのできない
自然体験を通して、村民との交流を深めましょう。
■日時　2/20㊏（7時草加駅西口集合）～21㊐の1泊2日
■宿泊　昭和温泉しらかば荘（1泊2食付き）
■対象　市内在住・在学者（18歳以下は保護者同伴）  ■定員　20人
■参加費　中学生以上1万670円、小学生以下8320円
　　　　　※19歳以上の1人参加は、1万2670円
■内容　委託バスで片道4時間30分程度。雪遊び、伝統工芸体験ほか
　　　　※「からむし織の里雪まつり」は開催されません。
è1月21日㊍（必着）までに往復はがきに参加希望者全員の住所、
氏名（ふりがな）、性別、年齢、電話番号を記入し〒340-0013松
江6-1-1㈲共栄旅行サービスへ（ファクスまたはメール（QRコー
ド）からも可）。☎932-4236Ü932-4237。1組5人まで。重複応募
は無効。申し込み多数の場合は抽選。1/28㊍以降に
結果を通知します。ε文化観光課☎922-2403Ü922-3
406

Ü

Ü

昭和
村の

冬の
魅力を味

わおう 昭 和 村 冬 の
体 験 ツ ア ー

▼子ども和太鼓体験講座　2/20㊏9時
30分～11時30分　3歳～小学4年生対
象（保護者同伴）　定員20人
▼スマートフォンの使い方～初めの一
歩～　3/4～18の㊍10時～12時　全3回
　65歳以上対象　定員20人　スマート
フォン貸し出し

▼うたごえひろば　1/15㊎10時～12時
　定員60人（当日先着順）　参加費10
0円（資料代含む）
▼すくすくクラブ　2/4㊍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
▼新春落語会　2/10㊌13時30分～14時
30分　出演は三遊亭圓雀　定員70人
▼のびのび広場　2/19㊎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
▼利用者懇談会　2/25㊍10時～12時　
次年度事業・利用方法等の説明、意見
交換　利用者サークル・団体対象
▼おもちゃの病院　2/26㊎10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼すくすく講座「簡単ハンドメイド＆
おしゃべりカフェ」　2/26㊎10時～12
時　乳幼児の保護者対象　定員6人　
参加費100円（お菓子代）　

▼おもちゃの病院　1/11㊗、2/8㊊10
時～12時　おもちゃの無料修理　部品
代実費　1人2点まで
▼おはなしの時間　1/27㊌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

土曜体験教室
「おひなさまを作ろう」

　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。
■国民健康保険運営協議会〈保険年金
課☎922-1592Ü922-3178〉…1/22㊎13
時30分～　市役所第2庁舎第1・2委員
会室で　定員2人（当日先着順）
■子ども教育連携推進委員会〈子ども
教育連携推進室☎922-3494Ü928-11 
78〉…2/1㊊10時～　高砂コミセン集
会室で　定員5人（当日先着順）
■地域経営委員会〈総合政策課☎922-
0749Ü927-4955〉…2/4㊍10時～　市
役所西棟第1・2会議室で　定員2人
（当日先着順）
■男女共同参画審議会〈人権共生課☎
922-0825Ü927-4955〉…2/12㊎10時～
　高砂コミセン集会室で　定員2人（当
日先着順）

Ü

Ü

Ü

Ü

谷塚文化センター ☎928-6271

中央公民館 ☎922-5344

　谷塚文化センター①②は
マイステージ（QRコー
ド）からの申し込み可。

▼手作り味噌教室　2/6㊏9時～15時　
成人対象　定員10人　参加費3000円　
▼①冬の星空観察会　2/6㊏17時～19
時　小学生と保護者対象　定員30人　
▼バレンタイン親子料理教室　2/7㊐
10時～13時　ドライカレーにハートコ
ロッケを添えたワンプレート　5歳～
小学3年生と保護者対象　定員5組　材
料費800円
▼②新たな日常を心身ともにしなやか
に「瞑想＆ヨガ」　2/8～3/1の㊊（22
を除く）10時～11時30分　全3回　20
～50歳対象　定員10人　
▼すくすくクラブ　2/16㊋10時～10時
40分…0～1歳6か月と保護者対象、11
時～11時40分…0歳～おおむね3歳と保
護者対象　簡単工作・大型絵本ほか　
定員各回10人

　2/20㊏10時～12時。会場は歴史民俗
資料館。紙コップや千代紙などを使っ
て小さいひな人形を作ります。小学生
（保護者同伴）対象。定員6人。è2/6
㊏から同館へ。☎922-0402Ü922-1117Ü

■工作会　2/20㊏13時30分～13時55分、
14時5分～14時30分　ゆきだるまリー
ス作り　幼児（保護者同伴）～小学生
対象　定員各5組　è1/21㊍から4階児
童室で整理券配布

子ども・親子向け

5☎946-3000 5944-3800

■木曜シアター　2/25㊍14時～15時30
分　魅惑の鉄道風景1～3月　成人対象
　定員20人　è1/4㊊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）　定
員各回5組（当日先着順）

5925-0152
定員のあるものは1/4㊊
8時30分から各館へ申し込みを

▼フラダンスで健康作り　2/2～16の
㊋13時～14時30分　全3回　成人対象
　定員14人
▼元気ルームMINI　2/4㊍10時～12時
　ホール開放自由利用　乳幼児と保護
者対象
▼ジェルキャンドル作り　2/13㊏10時
～11時　小学生対象　定員13人　参加
費400円
▼親子で元気ルーム　2/18㊍10時～11
時30分　親子遊び・読み聞かせほか　
乳幼児と保護者対象
▼冬の星空観察教室　2/19㊎18時30分
～20時30分　小学生（保護者同伴）対
象　定員20組
▼高級食パン作り教室　2/20㊏10時～
13時　成人対象　定員8人　参加費800
円

　1/18㊊・19㊋は施設点検等のため休
館します。
▼オリンピックごっこ　2/12㊎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・軽く体を動かす遊び　
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）
▼バレンタインお菓子づくり　2/13㊏
10時～12時　小・中学生対象　定員10
人　参加費500円
▼利用者懇談会　2/14㊐・15㊊10時～
　次年度事業・利用方法等の説明、意
見交換　利用者サークル・団体対象
▼ホッとひと息「子育てサロン」　2/
17㊌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
▼にじいろタイム　2/19㊎11時～12時

新里文化センター ☎927-3362

柿木公民館 ☎931-3117

西町・川柳・  
高砂小 

■地域開放型図書室
㊐（1/3、2/14を除く）
10時～16時

■日　時　1/20㊌18時開演　　■会場　アコスホール
■定　員　240人　　■前売券　800円（全席指定）
è前売券は物産・観光情報センターへ。
　残席ある場合のみ当日会場でも販売（当日券1000円）
ε文化観光課☎922-2968Ü922-3406Ü

1/20
㊌
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初笑い草加演芸会新春      例新春      例吉吉



▼おもちゃ病院　1/15㊎、2/19㊎10時
～12時　おもちゃの無料修理　部品代
実費　1人2点まで
▼背骨まっすぐ健康講座　1/30㊏9時
～10時30分　成人対象　定員7人　
▼背筋ピン！こども姿勢教室　1/30㊏
11時～12時30分　令和3度新小学1～3
年生と保護者対象　定員5組　
▼手作り味噌講習会　2/4㊍9時～15時
　成人対象　定員8人　参加費3000円

▼外国籍市民のための日本語教室　
1/5～2/16（1/26を除く）の㊋10時～
12時
▼放課後クラブ　1/7㊍、2/4㊍17時～
18時…卓球　1/8㊎、2/12㊎16時15分
～17時…楽しく体幹強化　1/18㊊、
2/15㊊16時～17時…将棋　1/25～2/22
（2/15を除く）㊊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
▼おもちゃの病院　1/11㊗、2/1㊊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　1/25～
2/22（2/15を除く）㊊17時～18時　中
学1年生の基礎　中学生対象
▼ホッとひと息「子育てサロン」　
2/1㊊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　手遊び・リ
ズム体操ほか　定員各回10人

▼脳トレ月間　1/7㊍～29㊎（㊋を除
く）15時～16時30分　会場はコンフォ
ール松原19号棟　ペンシルパズルほか

　小学生対象
▼紙で作るハートバッグ　1/7㊍～29
㊎（㊋を除く）15時～16時30分　会場は
コンフォール松原19号棟　小学生対象
▼ピヨピヨ広場　1/14～28、2/18・25
の㊍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

　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」
　2/19㊎13時30分～　胎教と友達作り
　初妊婦対象　定員10人
▼春の文学講座「論語」　2/19～3/19
の㊎（3/5を除く）14時～16時　全4回
　講師は作家の松本孝氏　定員150人

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

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

かぶの肉団子煮vol.6 ■材料（2人分） 鶏ひき肉…100ｇ／塩…少々／かぶ（根）…3個／かぶ（葉）…1～2株
分／しょうが…1かけ／片栗粉…大さじ1／にんじん…中1/3本／干しいたけ…2枚／だし
汁…250㏄／みりん…大さじ1／酒…小さじ2／しょうゆ…小さじ1／塩…小さじ1/6

①かぶの葉は長さ2㎝に切り、ゆでる。かぶの根は皮をむき、1個分（50～60ｇくらい）を
すりおろし、ざるにあげておく。残り2個は、1個につき4～6つのくし形切りにする。

②にんじんは皮をむき乱切りに、干ししいたけは戻して半分に切る。戻し汁はとっておく。
③ビニール袋に鶏ひき肉・塩を入れて粘りが出るまでよく混ぜる。すりおろしたかぶ・
すりおろしたしょうが・片栗粉を加えて混ぜる。

④鍋にだし汁+しいたけの戻し汁と、にんじん・しいたけを入れて煮立て、調味料を加
える。③を6等分し、丸めた団子とかぶを入れて10分ほど煮る。

⑤かぶの葉を加えてひと煮たちしたら、盛り付けをする。

①長ねぎ、しいたけ、にんにく、生姜をみじん切りにする。
②フライパンに油を熱し長ねぎ、にんにく、生姜を香りが出るまで炒める。
③ひき肉としいたけを加えて炒め、（A）の調味料を加えて炒め合わせる。
④水切りし1.5㎝角に切った豆腐を加えてひと混ぜし、水と中華スープの素を加えて
1～2分煮る

⑤同量の水で溶いた水溶き片栗粉でとろみをつける。
大人はお好みで豆板醤を加えてもよい。

作り方

1人分 166kcal 1.4g食塩

　肉団子の中にかぶを入れることでふんわりと仕上がり、幼児や高年者にもおすすめです。
かぶの葉も一緒に取ることで、鉄分やカルシウムなども取ることができます。

Point

　特　徴
・1日3食、3日分を、家族一緒に食べられるメニューにし、主食・主菜・
　副菜をそろえ、栄養のバランスを整えました。
・野菜料理が苦手なお子さんもおいしく食べられるように、調理上の工夫
　点をレシピと共に掲載しました。
・おやつも食事の一つとしてとらえ、足りない栄養を補う
　ためのポイントも掲載。
　配布場所
　保健センター、市役所情報コーナー、子育て支援センター、児童館（児
　童センター）。1歳7か月児健診・3歳3か月児健診でも配布します。市HP
　（QRコード）でも閲覧できます。

■材料（大人2人＋幼児1人分）
　もめん豆腐…450g
　豚ひき肉…150g
　長ねぎ…1本（90ｇ）
　しいたけ…3個（60g）
　にんにく…少々
　生姜…少々
　油…大さじ１
　水…150ｍｌ
　中華スープの素…小さじ1強
　片栗粉…小さじ2
　豆板醤（大人用）…適宜
（A）しょうゆ…大さじ１　酒…大さじ1と1/2　甜麺醤…大さじ1と1/2

心と体をはぐくむ 幼児と家族の食事
問健康づくり課☎922-02005922-1516

　幼児のいる家庭に向けて、幼児向けの工夫をしながら、
家族も一緒においしく栄養バランスよく食べられるレシピ
集を作成しました。

レシピ集ができました

作り方

Point

マーボー豆腐冊子から一品紹介

・市販の素がなくても、おうちにある調味料で作ることができます。
・甜麺醤は、みそ（小さじ2と1/4）と砂糖（小さじ1）でも代用できます。
・みじん切りの野菜や肉などはとろみをつけると食べやすくなります。

てんめんじゃん

新田西文化センター ☎942-0778

川柳文化センター ☎936-4088

定員のあるものは1/4㊊10時から
各館へ申し込みを

5922-3274

わくわくタウン松原 ☎941-2905

⑧ 2021年1月1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。



≪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）　

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

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。

■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12月生まれ（妊産婦・新生児訪問をした家庭を除く） ö1月下旬～2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 ö2/8㊊9時30分～11時20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4～6月出産予定の初妊婦と夫　ë20組　ö2/7㊐・10㊌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人　ö2/17㊌13時～15時30分　ù歯科講話・栄養講話・骨密度測
定（希望者のみ100円）

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　ö1/29㊎13時15分～
ô6～8か月児　ë各回12組　ö1/29㊎10時～
ô8か月～1歳2か月児　ë各回12組　ö1/27㊌10時～

幼児健康診査
1歳7か月児
3歳3か月児

ô令和元年7月生まれ
ô平成29年10月生まれ

ö2/2㊋・16㊋
ö1/12㊋・26㊋

時間等の詳細は
個別通知に記載

ê1月末
ê12月末

母子保健　

成人保健
健康相談など　è電話で

ö㊗・休館日を除く9時～12時　㊊㊎…原町コミセン、㊊㊍…稲荷
コミセン、㊋㊎…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

▼おもちゃ病院　1/15㊎、2/19㊎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
▼ぬりえ月間　2/1㊊～26㊎（㊋を除
く）15時～16時30分　会場はコンフォ
ール19号棟　小学生対象
▼立体六角返し作り　2/1㊊～26㊎
（㊋を除く）15時～16時30分　小学生
対象
▼初めてのお誕生会　2/16㊋13時～　
会場はコンフォール松原19号棟　令和
2年2月生まれ対象　定員10人　è2/1
㊊13時から電話で同館へ

▼凧作り　1/4㊊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
▼独楽（こま）大戦　1/6㊌13時15分
～、15時15分～　投げゴマ・ベーゴマ
　幼児（保護者同伴）～18歳対象
▼おもちゃ病院　1/7㊍、2/4㊍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
▼ママヨガ　1/12㊋、2/9㊋13時30分
～14時10分　0～2歳児と保護者対象　
定員各6組
▼ひ革工房　1/16㊏13時15分～14時15
分、15時15分～16時15分　干支（丑）
のマスコット作り　幼児（保護者同
伴）～18歳対象　定員各回6人
▼ダーツカフェ　1/17㊐、2/21㊐17時
～18時　中学生～18歳対象　定員各6
人
▼パパと遊ぼう「サッカー」　1/23㊏
10時30分～11時30分　3歳以上の未就

学児と保護者対象　定員4組
▼子ども歳時記　1/30㊏13時30分～
（雨天時1/31㊐に順延）　節分豆まき
　幼児（保護者同伴）～18歳対象
▼アルミ線でハートのモビール作り　
2/7㊐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
▼バレンタインSP　2/11㊗13時15分～
14時15分、15時15分～16時15分　ス
クイーズのマカロン作り　幼児（保護
者同伴）～18歳対象　定員各回6人
▼ゴム動力車作り　2/13㊏13時15分～
14時15分、15時15分～16時15分　小
学生～18歳対象　定員各回6人
▼モルック　2/14㊐13時15分～、15時
15分～　雨天時はペタンク　小学生～
18歳対象

▼おもちゃ病院　1/16㊏、2/20㊏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
▼読み聞かせ「バンビ」　1/18㊊、
2/1㊊・15㊊11時～　乳幼児と保護者
対象　定員各10組
▼粘土でメモスタンド作り　1/28㊍、
2/4㊍15時30分～　小学生対象　定員
各10人
▼ABCで遊ぼう　1/25㊊、2/22㊊15時
30分～16時30分　3歳（保護者同伴）
～小学生対象　定員各10組
▼こぶたのしっぽ　1/27㊌、2/24㊌11
時～　パネルシアター　乳幼児と保護
者対象　定員各10組
▼節分バイオリンコンサート　2/3㊌
11時～　乳幼児と保護者対象　定員10

組

▼昔遊び週間　1/8㊎～17㊐10時～16
時　駒作り　3歳以上の幼児（保護者
同伴）～小学生対象
▼CDでホバークラフト作り　1/11㊗
14時～　小学生対象　定員5人、1/22
金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
▼脳トレボードゲーム「ウボンゴ」　
1/16㊏、2/6㊏14時～　小学生対象　
定員各4人

▼ママのためのリフレッシュヨガ　1/
16㊏、2/20㊏10時15分～　定員各10人
▼ともだち文庫の「おはなしポケッ
ト」　1/18㊊、2/15㊊11時～　読み聞
かせ・わらべ唄　乳幼児と保護者対象
▼おもちゃ病院　1/28㊍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
▼キラキラテープで不思議な飾り作り
　2/12㊎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
▼ほっこりリトミック　2/5㊎10時～、
11時～　乳幼児と保護者対象　定員各

うし

　いずれも募集は若干名。交通費支給。è1/29㊎までに専用の申込書（市
HPから入手可）を各申込先へ郵送（持参も可）。
①～④…総務企画課☎922-2497Ü928-1178
　　　　※学校調理士有資格者・学校栄養士は免許状の写しも提出　
⑤………指導課☎922-2748Ü928-1178　
⑥～⑦…教育支援室☎933-7591Ü933-7590

4月採用  小・中学校職員募集（会計年度任用職員）

㊊～㊎（長期休業中は原則なし）
8時30分～1７時のうち7時間30分

㊊～㊎（長期休業中は原則なし）
7時30分～13時30分または
13時～19時（シフト制）

㊊～㊎
8時30分～17時のうち7時間45分

㊊～㊎（長期休業中は原則なし）
8時30分～17時のうち6時間

㊊～㊎のうち2日間（年90日間）
8時30分～17時のうち6時間

時給1103円

月給
17万6172円

時給956円

時給1968円

時給956円

社会保険
期末手当

有

無

職種 勤務 報酬額等

技能員

警備員

学校栄養士

学級支援員

スクールソーシャル
ワーカー

学校調理士

②

㊊～㊎（長期休業中は原則なし）
8時30分～16時45分のうち7時間30分

時給1103円
（免許有1150円）①

④

⑤

⑦

㊊～㊎（長期休業中は原則なし）
8時30分～17時のうち7時間30分 時給1046円特別支援教育

支援員⑥

③

合言葉は「そ・う・か・し」
新型コロナウイルス
感染拡大防止に努めましょう！

使用されているイラストは
市ホームページ（QRコー
ド）で無料配布しています。
活用ください。

う うちに帰ったら
手洗い・顔洗い

そ ソーシャル
ディスタンス
(距離をとる)

し しっかり検温
・体調確認

か 会話や外出時は
マスクや

せきエチケット
2m

氷川児童センター ☎928-2341

谷塚児童センター ☎925-1856

住吉児童館 ☎928-5736

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ⑨情報コーナー「すとりーと」 2021年1月1日号



■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

　勤務は3/1（予定）からの㊊～㊎の
うち週4日。9時30分～16時30分。場
所は消費生活センター（勤労福祉会館

内）。販売や契約等に関する相談、ア
ドバイスほか。消費生活相談員有資格
者対象（新規合格者、みなし合格者を
含む）。募集は1人。時給1968円。期末
手当、通勤手当、社会保険等あり。面
接あり。è1/29㊎（必着）までに申込
書（市HPから入手可）と資格証また
は合格通知書の写しをくらし安全課
へ。☎941-6111Ü941-6157

　医師が行う業務のうち、事務的な業
務をサポートする職種です。診療記録
カルテ代行入力、診療に関するデータ
整理・登録、診断書等の文書作成補助
業務など。医師事務作業補助として1
年以上の勤務経験を有する人対象。勤
務時間は㊊～㊎8時30分～16時（応相
談）。時給1083円～。期末手当・通勤
手当、社会保険等あり（条件あり）。è
市立病院で配布する申込書（市立病院
HPから入手可）を〒340-8560市立病
院経営管理課へ。☎946-2200Ü946-22
11

Ü

Ü

　放課後児童クラブで小学生の生活を
サポートする支援員を募集します。勤
務は4月からの㊊～㊏のうち5日、9時
30分～18時（時差勤務あり）。月額17
万130円～（保育士有資格者17万6172
円～）。社会保険・雇用保険加入。実
績により賞与・有給休暇等あり。è1/
29㊎までに申込書（市HPから入手可、
保育士は資格証の写しも）を〒340-85
50子ども育成課へ（持参も可）。☎92
2-1448Ü922-3274Ü

休 日 当 番 医

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。

●市立病院（☎946-2200）では表内の医療機関（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）。

内
科

内
科

内
科

外
科
・
午
前

外
科
・
午
後

外
科
・
午
前

外
科
・
午
後

9時～12時・14時～17時

1/17㊐

氷川町644-2

☎921-6085

たなか内科・循環器
内科クリニック

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
中央2-4-11

☎924-1375

山崎クリニック

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
松江3-7-3

☎935-6262

やこう橋
歯科医院

9時～12時・14時～17時

1/11㊗

清門3-25-3

☎941-5214

おかだこども
クリニック

1/10㊐

9時～12時・14時～17時
旭町1-4-46

☎930-5870

さいわい内科
クリニック

9時～12時
北谷1-21-6

☎941-9791

島歯科医院

9時～12時
柿木町1127-1

☎930-3636

豊田クリニック

1/3㊐

9時～12時・14時～17時
栄町3-6-6

☎930-1700

水野クリニック

9時～12時・14時～17時
松原1-7-22

☎944-6111

埼友草加病院

9時～12時
金明町1-1-103

☎935-1541

樽谷歯科医院

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

1/2㊏

谷塚1-22-18

☎954-8962

中町クリニック

9時～12時・14時～17時
新善町413-2

☎943-6200

高山整形外科

1/1㊗

9時～12時・14時～17時
氷川町2153-10

☎922-5103

木原整形外科医院
外
科

歯
科

内
科

内
科

外
科
・
午
前

外
科
・
午
後

外
科
・
午
前

外
科
・
午
後 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

1/31㊐

苗塚町418-1

☎969-4990

いしどり
クリニック

1/24㊐

9時～12時・14時～17時
青柳6-22-1

☎931-3700

虎溪医院

9時～12時
柿木町1127-1

☎930-3636

豊田クリニック

9時～12時
中央2-4-11

☎924-1375

山崎クリニック

内
科

外
科

歯
科

内
科

外
科

歯
科

内
科

外
科

歯
科

9時～12時
氷川町237-2-101

☎922-0055

こすげ歯科医院

9時～12時
氷川町2134-2

☎928-1170

片井歯科医院

9時～12時
八幡町153　1F

☎935-6491

クリハラ歯科
歯
科

歯
科

歯
科

㊐㊗等の救急患者や負傷者の診療は、下表の医療機関で行います
（保険証持参）。

休日当番医
QRコード

受診時は、事前に電話連絡を。!

市立病院医師事務作業補助
（会計年度任用職員）

消費生活相談員
（会計年度任用職員）

児童クラブ支援員
（会計年度任用職員）

市民サークルの非営利活動を紹介しています。交渉
は当事者間で。市は関与しません。掲載依頼は発行
日の1か月前までに指定の用紙で（掲載条件あり）
※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　
1/5㊋・14㊍・17㊐・26㊋9時～11時　
1/10㊐・22㊎・29㊎13時～15時　中央
公民館　無料　ε田岡☎090-4335-7987
■草加水彩画の会展　1/6㊌～11㊗10

時～17時（初日は13時から、最終日は
16時まで）　アコスギャラリー　草加
にも水彩画の会をとの思いから創設。
第1回作品展　ε佐藤☎929-0357
■スポーツウエルネス吹矢体験会　
1/7㊍・24㊐9時～11時　1/19㊋13時～
15時　瀬崎コミセン　無料　ε関根☎
090-4062-1356
■スポーツウエルネス吹矢体験会　
1/9㊏・16㊏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　1/9
～30の㊏13時～15時　八幡コミセン　
全4回　参加費無料　用具不要　è山
田☎944-8837
■食べて応援！東北復興支援　1/14㊍
10時30分～15時　物産・観光情報セン
ター　被災地で生産された品々で復興
を支援しています　ε池島☎090-1408-
6431
■不登校相談会　1/14㊍15時30分～16
時50分　勤労福祉会館第5会議室　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

▼板落とし大会　1/7㊍14時～　小学
生対象
▼おもちゃ病院　1/28㊍10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
▼ふれあいグラウンド・ゴルフ　1/30
㊏14時～　小学生～高校生対象

新栄児童センター ☎942-9876

10組
▼フェルトでハートの匂い袋作り　
2/11㊗14時～　小学生対象　定員5人
▼お昼寝アート　2/12㊎10時～、10時
40分～、11時20分～　テーマ「バレン
タイン」　乳幼児と保護者対象　定員
各5組

⑩ 2021年1月1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」

ＱＲコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。



三栄工業
㈱今泉水道
竹内セントラル㈱
㈲駒崎設備

苗塚町５５-４
谷塚上町４８３-３
氷川町2112-6
氷川町８１８-３

☎９２５-７３８４
☎９２７-１０１０
☎９２８-５５２５
☎９２４-４１３６

１/ １ ㊗
１/ ２ ㊏
１/ ３ ㊐
１/１０㊐

㈲東洋開発
㈲イワセポンプ店
㈲井戸浅水道工事店
㈲やまと水道

両新田西町２４６
手代３-１１-８
八幡町８０２
氷川町４２９-４

☎９２８-５５２０
☎９２２-２４２９
☎９３１-３３３０
☎９２７-８５１９

1/１１㊗
１/１７㊐
１/２４㊐
１/３１㊐

㊐㊗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

㊊…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㊊、2/1㊊…住吉児童館☎928-5736
1/21㊍、2/3㊌・18㊍…新栄児童センター☎942-98
76
1/14㊍・28㊍…谷塚児童センター☎925-1856
1/20㊌、2/17㊌…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）、第1・4㊎
13時20分～16時20分
ä1/14㊍、2/4㊍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）

相　談　案　内
1/4㊊～2/20㊏
（㊗㊡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

ε新型コロナウイルス対策課☎922-1839Ü927-0501Ü

■卓球体験　1/12㊋9時～11時・14㊍
11時～13時　市民体育館　ε松が根ク
ラブ須藤☎922-4789
■介護者サロン「らくだ」　1/15㊎　
わ～くわっく草加　「こもれび」　
1/28㊍　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」　1/16㊏
10時～12時　中央公民館　1/26㊋10時
30分～12時　瀬崎平成塾　2/2㊋13時
30分～15時30分　氷川平成塾　ε山田
☎928-5332
■氷川ダンス倶楽部フリーダンス　
1/17㊐13時15分～16時15分　谷塚文化
センター　飲み物付き　男女競技選手
及び会員多数待機　参加費700円　ε
太田☎090-3520-7309
■たまrin子育てセミナー「子どものヤ
ル気を引き出すヒント」　1/21㊍10時
～11時30分　氷川コミセン大会議室　

参加費500円　託児無料　ε家庭倫理
の会草加市石野☎090-9203-4244
■遺言書の書き方と終活を学ぼう　
1/23㊏10時～12時　中央公民館クラブ
室　一般対象　定員12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　
1/24㊐13時15分～16時15分　谷塚文化
センター　ミキシング・トライアル有
　飲み物付き　参加費500円　ε飯塚
☎090-4958-9229
■入谷清英水彩画草加教室展　2/1㊊
～6㊏10時～17時（初日は13時から、
最終日は16時まで）　アコスギャラリ
ー　風景を中心の作品約30点を展示　
ε松宮☎090-5201-9604
■草加市コミュニティ協議会正規職員
募集　高卒以上の市民対象　募集は若
干名　試験日1/31㊐　受験案内は各コ
ミセンで配布中　è1/22㊎までに同協
議会☎922-6327

受診先の確認：年末年始(12/29～1/3)を含む
▶県受診・相談センター
　
　（㊊～㊏の9時～17時30分、1/3は開設）

▶県民サポートセンター
　（24時間・年中無休）

新型コロナウイルスの感染予防を
お正月は自宅でゆっくり過ごしましょう

☎048-762-8026
Ü048-816-5801

☎0570-783-770

　新型コロナウイルスの感染が急増して
います。不要不急の外出を控え、お正月
は自宅でゆっくり過ごしましょう。発熱
などで医療機関をお探しの場合は、下記
センターで最寄りの受診先を案内します。

草加人のための情報紙　広報「そうか」 ⑪情報コーナー「すとりーと」 2021年1月1日号

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



にできる役割を考え、行動に移すことの大切さを学んでいます。
　また、各地域でも災害に対する訓練は継続的に行う必要があると
の認識のもと、各避難所単位で新型コロナウイルス感染症対策を講
じた避難所運営訓練なども行われています。

　新型コロナウイルス感染拡大の影響により多く
のイベントが中止になる中、アフターコロナに向
けて音楽の火を灯し続けるため、市民団体等から
動画や写真を募り「市民音楽プロモーション動
画」を作成しました。動画はYouTube「文化観光
課チャンネル」で見ることができます。

　これからの多様な生き方を考える契機として講師に西原さつき氏
を招いた講演会を開催します。
■日時　2月5日㈮午後2時開演
■会場　アコスホール
■定員　230人（応募多数の場合抽選）
■演題　自分らしく生きていく
■講師　西原さつき氏
　乙女塾project主宰。俳優。26歳の時に性
別適合手術を受ける。学生服の共同開発や
学校講演会など教育現場での活動も多数。
ω1月18日㈪（必着）までに、はがきに住
所・氏名・電話番号・手話通訳希望の有無・車いす利用者はその旨
を記入し、〒340-8550人権共生課へ。1通2人まで応募可（氏名を明
記）。メールでも可。

　避難所運営市民防災訓練は、町会・自治会の避難所運営委員が中
心となり「自分たちの地域は、自分たちの手で守る」をスローガン
に、平成29年度から草加市町会連合会が主催し、市内33か所の指定
避難所で実施されてきました。
　令和2年度も市内全小・中学校のサタデースクールと連携した避
難所運営市民防災訓練を行う予定でしたが、新型コロナウイルス感
染症の拡大を受け、今回は、各校の小学6年生と中学2年生のクラス
において「草加の災害における避難所について考える」と題して、
災害時に自分たちに何ができるかを学ぶ防災学習を実施することに
なりました。小学校ではまず児童たちが「避難所を知る」ことを中
心に学び、中学校では生徒たちが、地域社会の一員として自分たち

　ごみ収集日、種類別のごみの出し方などを簡単に検索できる
ほか、収集日のお知らせ機能などもあるスマートフォン向けの
無料アプリです。通信料は利用者負担となります。

　年始の可燃ごみ収集は1月4日㈪から。不燃ごみ・資源物収集は１
月に限り、金コースのみ１週後にずれます。月・火・水・木コース
は通常どおりです。

　出生届、婚姻届等の戸籍に関する届け出は、1月3日㈰までの
閉庁期間中も市役所第二庁舎警備員室で受け付けます。

かどまちごとでき 11・12月

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

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

小・中学校で防災学習＆地域の避難所運営訓練

市民音楽活動
プロモーション動画を
配信しています

Android版

文化観光課
チャンネル

iOS版ごみ分別アプリ
配信中

■可燃ごみ ■不燃ごみ・資源物

■し尿くみ取り

年始の可燃ごみの収集
　1月4日㈪から開始

市役所業務
　1月4日㈪から

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

LGBTについて考える
人権啓発講演会

BGM：「心が帰る場所」
市制60周年記念事業アニメ主題歌
作詞作曲：奥華子

戸籍の届け出は年始も受付

年始のごみ収集業務等

※収集日はごみ収集カレンダー、ごみ分別
　アプリ等で確認してください

問廃棄物資源課
☎931-3972Ü931-9993

問市民課☎922-0151（代）

次回の広報そうかは2月5日発行です次回の広報そうかは2月5日発行です次回の広報そうかは2月5日発行です

児童からは「防災訓練に参加した
い」「避難所では自分のできること
を全力で取り組む」などの意見が出
されました。

生徒からは「町会の人と一緒に避難
所運営に協力したい」「自分たちが
行動しなければならない」などの意
見が出されました。

▼11/7 瀬崎小の防災学習 ▼12/10 谷塚中の防災学習

コース 開始日

月・木 1月4日㈪から

火・金 1月5日㈫から

水・土 1月6日㈬から

コース 1月の収集日程

第1・3㈮ 第2・4㈮

第2・4㈮ 第3・5㈮

1月4日㈪から

草加人のための情報紙　広報「そうか」⑫ まちの話題・できごとまちかど2021年1月1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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