医療・水道・となりまち・ミニ情報

草加人のための情報紙 広報
「そうか」

日曜・祝日等の救急患者や負傷者の診療を行います
（一次救急）
。
来院前に必ず電話で確認を
（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

休 日 当 番 医
■診療時間

月 日
9/10㊐
9/17㊐

9/18㊗

診療科

当番医名

住

所

☎954-6401

※夜間に急変した0〜15歳を応急診療
します。
■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

電話番号

内科

あさこ小児科内科医院

高砂2-2-31

☎922-2517

外科

かがわ医院

草加3-8-21

☎942-6062

内科

大里内科医院

氷川町178-2

☎925-3118

外科

いまじょうクリニック

旭町6-1-17

☎941-2140

内科

ハーモネスタワークリニック

松原1-1-6 3Ｆ

☎942-7111

外科

草加松原整形外科

松江2-3-50

☎935-4838

歯科

桑原歯科医院

花栗4-13-24

☎941-7591

埼玉県救急医療情報センター

緊急診療できる医療機関を24時間案内
☎048-824-4199

埼玉県救急電話相談
急病への対処や受診の必要性を看護師が助言
■小児 ☎＃8000
※ダイヤル回線・IP電話は☎048-833-7911
19時〜翌日7時
（㊐・㊗等は7時〜）
■大人 ☎♯7000
※ダイヤル回線・IP電話は☎048-824-4199
㊊〜㊏18時30分〜22時30分
㊐、㊗、年末年始9時〜22時30分

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。

休日等上水道工事店
■スポーツ吹矢体験会 9/6㊌・20㊌
・27㊌13時〜15時 市民体育館で 1
申 石崎☎935-7231
回200円 □
■スポーツ吹矢体験会 9/8㊎・15㊎
・22㊎9時〜11時 中央公民館で 初
心者歓迎 無料
田岡☎090-4335-79
87
■司法書士による法律相談会 9/8㊎
17時〜19時 物産・観光情報センター
で
竹村☎920-5415
■スポーツ吹矢体験会 9/9㊏9時〜11
時 柿木公民館で 初心者歓迎 用具
は不要です 無料
山下☎931-7681
■スポーツ吹矢体験 9/9〜23の㊏13
時〜15時 八幡コミセンで 全3回
申 山田☎944-8837
参加費600円 □
■そうか公園で「秋の虫の声を聞く
会」 9/9㊏18時30分〜20時30分 集
合①獨協大駅東口17時45分②公園事務
所前18時15分 参加費100円（中学生
以下無料）
加納☎935-3091
■八幡ダンスサークルフリーダンス
9/10㊐13時20分〜16時20分 谷塚文化
センターで 参加費500円 トライア
ル有 飲み物付
千代田☎090-35743430
■わんNoteこらぼチャリティコンサ
ート 9/10㊐15時〜16時30分（開場14
時30分） 草加市文化会館1Fレセプ
ションルームで おとな1500円・こど
も1000円
山本☎080-5001-6305
■スポーツ吹矢体験会 9/11㊊・25㊊
9時〜11時 瀬崎コミセン集会室で
初心者歓迎 無料
下田☎080-5477
-3719
■スポーツ吹矢体験会 9/12〜10/3の
㊋15時〜17時 新田西文化センターで
初心者大歓迎 無料
植木☎0902253-8475
■楽しいバレエ体験教室 9/13㊌・27
㊌17時10分〜17時50分 谷塚文化セン
ターで 4歳〜小学2年生男女対象 参
申 プティバレエプラム
加費1回500円 □
防災テレフォンサービス

土・日曜、祝日等の
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

伊勢☎928-7820
■第9回草加松原展 9/14㊍〜20㊌9時
〜18時（14㊍は12時から） 草加市文
化会館フリースペースで 写真・絵画
・書・押し花・人形ほか
染野☎08
0-4364-1122
■食べて応援！東北復興支援販売会
9/14㊍10時30分〜15時 物産・観光情
報センターで 被災地で生産された
品々を販売します
池島☎090-14086431
■彩の会展（油絵） 9/14㊍〜18㊗10
時〜18時（14㊍は13時から、18㊗は15
時まで） アコスギャラリーで 風景
・静物画約30点展示
多賀☎925-31
07
■介護者サロン 「らくだ」9/15㊎
わ〜くわっく草加で 「こもれび」
9/28㊍市民活動センターで いずれも
13時〜15時 参加費100円
介護者
支援の会草加酒井☎090-9245-2067
■ハロウィンのプリザーブドフラワー
作り 9/15㊎・10/13㊎勤労福祉会館
で 9/16㊏・25㊊・10/14㊏谷塚文化
センターで 各10時〜 材料費込み20
申 梅原☎090-8304-0579
00円 □
■図書館ボランティア草加（L.V.S）
の説明と募集 9/16㊏10時〜12時 中
央図書館2階集会室で 各部活動内容
紹介、館内案内ほか
大貫☎090-46
15-5204
■ゆうゆうまつり 9/16㊏10時〜12時
優優保育園で バザー・模擬店（焼
きそば・フランクフルト・豆腐ドーナ
ツ・かき氷）・ゲームコーナーあり
優優父母の会内田☎920-3020
■介護者の集い「オアシス」 9/16㊏
10時〜12時 中央公民館で 10/3㊋13
時30分〜15時30分 氷川平成塾で 個
別相談お受けします
山田☎928-53
32
■書道体験 9〜12月の第1・3㊋9時〜
11時30分 であいの森で 有名書道家

9/ 9㊏
10㊐
16㊏
17㊐
18㊗

㈲東洋開発
竹内セントラル㈱
㈲東洋開発
㈲駒崎設備
㈲平和電気商会

両新田西町246
苗塚町438-16
両新田西町246
氷川町818-3
住吉1-12-5

の指導を1回200円で体験できます
稚心会大久保☎5942-0433
■みんなとママのわ「ピアサポート」
子ども向け福祉サービスについて
9/20㊌10時〜11時30分 松原ミニコミ
センで 母子参加可 参加費300円
申 横田☎090-4245-8217
□
■読みきかせ入門講座「読みきかせの
基本」9/20㊌ 「絵本紹介」10/18㊌
いずれも13時30分〜 中央公民館で
申 読書ボランティ
定員20人 無料 □
ア連絡会青柳☎5929-2502
■朗読と抒情歌を楽しむ会 9/21㊍・
27㊌12時開場12時30分開演 草加市文
化会館レセプションルームで 入場無
料
大野☎090-8318-8796
■ダンススポーツ交流会 9/23㊗13時
20分〜16時15分 谷塚文化センターで
参加費500円 飲物付 競技選手等
男女リボン多数待機 ミキシング・ト
ライアル
川端☎935-9861
■歴史学講座「再成塾」日本の経済学
の開祖太宰春台[江戸時代]と「経世済
民」の論者たち 9/23㊗13時30分〜16
時30分 草加市文化会館で
小嶋☎
090-1261-7366
■第12回カラオケ発表会「コスモスま
つり」 9/24㊐10時開演 中央公民館
で ゲスト・山口ひろみ コスモスの
花で飾られた綺麗な舞台です
秋桜
の会高橋☎090-3902-7570
■フリーダンスパーティー 9/24㊐13
時15分〜16時15分 谷塚文化センター
で 軽飲食付 男女競技選手多数待機
参加費700円
氷川ダンス倶楽部
太田☎090-3520-7309
■映画で中国文化を学ぶ「ムーラン」
9/24㊐13時30分〜16時 中央公民館
で 参加費300円 諸資料、茶菓懇親
申 サークル中国大好き武藤☎
会あり □
090-3574-1031
■合気道無料体験会 9/24㊐15時〜16
時 草加中学校柔道場で 小学生以上

▶防災行政無線放送 ☎922-9911 ▶火災・防災情報 ☎997-8511

⑦

子ども急病夜間クリニック（小児科）

QRコード

内科・外科…9時〜12時・14時〜17時
（変更の場合あり）歯科…9時〜12時

2017年9月5日号

☎928-5520
☎928-5525
☎928-5520
☎924-4136
☎924-3071

の男女対象 駐車場有り
合気研究
所小形☎090-2200-1140
■不登校相談会 9/27㊌15時30分〜16
時50分 草加市文化会館第2研修室で
不登校に悩む生徒・保護者対象
そうか不登校支援ネット森泉☎932-51
39
■講座「平和をつくる」 9/27㊌18時
〜20時 勤労福祉会館で 参加費無料
どなたでも参加できます 直接来場
ください
ピースカフェオレ（草加
市平和委員会）今村☎090-5791-5365
■護国寺・雑司ヶ谷周辺史跡巡り
9/30㊏8時30分草加駅改札内集合 壮
大な護国寺を拝観 定員50人 参加費
申草
600円 交通費別途 昼食持参 □
加史談会浅古☎924-3403
■遺言書の書き方と終活を学ぼう
9/30㊏10時〜12時 アコスA会議室で
一般対象 定員15人 参加費無料
申 遺言相続後見ネット☎946-5152
□
■ジュニアクラシックバレエ発表会
9/30㊏17時15分〜 中央公民館で 無
料
酒田☎090-4938-8851
■障害年金・成年後見無料相談会
10/1㊐13時〜16時 市民活動センター
申 障害年
で 参加制限無 定員10人 □
金・成年後見サポートチーム新坂☎08
0-6528-7364
■わかばの会サークル展 10/4㊌〜8
㊐10時〜18時（4㊌は13時から） ア
コスギャラリー（6F）で 油彩画30
点を展示
田中☎090-8464-0742
■健康らくらく講座「知って安心上手
に活用・成年後見制度」 10/6㊎10時
〜12時 川柳文化センターで 定員50
申 みんなのまち草の根ネッ
人 無料 □
トの会青柳☎5929-2502
■文化祭俳句大会 11/23㊗10時〜16
時30分勤労福祉会館で 事前投句2句
一組1000円（10/3締切） 大会当日1
句1000円 草加宿神明庵に案内あり
草加市俳句連盟大塚☎925-5135

