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

QRコード

内科・外科…9時〜12時・14時〜17時
（変更の場合あり）

月 日

診療科

当番医名

住

所

電話番号

内科

内藤クリニック

住吉1-2-28

☎922-6011

外科

メディカルトピア草加病院

谷塚1-11-18

☎928-3111

3/11㊐

2018年3月5日号

⑪

子ども急病夜間クリニック（小児科）

☎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

埼玉県救急電話相談
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

■☎

※ダイヤル回線・IP電話は

内科

臼田診療所

松原2-4-21-101

☎942-5300

外科

鳳永病院

谷塚2-12-15

☎924-2631

☎048-824-4199

3/18㊐

休日等上水道工事店
越谷市

■市制60周年記念出羽チューリップコ
ミュニティフェスタ2018 4/8㊐9時
45分〜14時 会場は出羽公園
出羽
地区コミュニティ推進協議会☎940-75
21

市民の自主的な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）

■ミシン洋裁基礎講座 3/7㊌・14㊌
13時〜17時 勤労福祉会館で ミシン
と洋裁を基礎から学びましょう 材料
費1000円
竹花☎090-6657-4005
■草加平成塾スポーツ吹矢体験 3/8
㊍・3/22㊍・4/12㊍10時〜11時30分
草加平成塾で 手軽で誰でも簡単にで
きる健康スポーツを体験してみません
か 無料
箕輪☎090-9855-4055
■食べて応援！東北復興支援販売会
3/8㊍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☎090-140
8-6431
■スポーツ吹矢体験会 3/8㊍・27㊋
11時〜13時 3/12㊊・16㊎・23㊎9時〜
11時 中央公民館で 初回無料、2回
目以降300円
田岡☎090-4335-7987
■体験「自彊術（健康体操）」 3/8
㊍・15㊍13時20分〜14時50分、15時10
分〜16時40分 新田ミニコミセンで
ლ松本☎942-2239
■司法書士による法律相談会 3/9㊎
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 3/10〜31の㊏13
時〜15時 八幡コミセンで 全4回
参加費400円 ლ山田☎944-8837
■あみもの作品展 3/11㊐11時〜15時
アコスギャラリーで 公民館等で編
み物を楽しんでいる仲間の小物〜セー
ターなどの作品を展示
植竹☎9314809
防災テレフォンサービス

日曜、祝日等の
漏水・出水不良などの
3/11㊐ 竹内セントラル㈱
水道トラブルに対応します。
18㊐ ㈲駒崎設備
受付時間：9時〜17時

■氷川ダンス倶楽部フリーダンス
3/11㊐13時15分〜16時15分 谷塚文化
センターで 軽飲食付き 男女競技選
手多数待機 参加費700円
太田☎
090-3520-7309
■スポーツ吹矢体験会 3/11〜25の㊐
13時〜15時 川柳文化センターで 初
心者歓迎 無料
植木☎090-2253-84
75
■草加史談会研究発表会「古代織物の
文化史」 3/11㊐13時30分〜15時30分
歴史民俗資料館で 〜関東を中心に
〜 定員50人 参加費100円 ლ草加
史談会浅古☎924-3403
■自彊術無料体験会 3/14㊌・28㊌10
時〜11時30分 松原ミニコミセン和室
で 誰でも手軽にできる日本最初の健
康体操 運動不足の方ぜひどうぞ！
ლ小林☎090-5994-9846
■花ぐみ押花展示会 3/14㊌〜18㊐10
時〜18時（18㊐は16時まで） アコス
ギャラリーで 彩花春音 花絵額 小
物約150点展示 体験会有
倉場☎
090-4934-6911
■子育てと家事（仕事）との両立
3/15㊍10時〜11時30分 草加市文化会
館第2会議室で 託児要予約 参加費
200円
家庭倫理の会草加市石野☎
090-9203-4244
■不登校相談会 3/15㊍15時30分〜16
時50分 草加市文化会館第2研修室で
不登校に悩む中高生、保護者対象
そうか不登校支援ネット☎932-5139
■介護者サロン「らくだ」 3/16㊎わ
〜くわっく草加で 「こもれび」3/22
㊍市民活動センターで 各13時〜15時
参加費100円
介護者支援の会草
加酒井☎090-9245-2067
■子供のバレエ無料体験 3/16㊎17時
〜18時 新田西文化センターで バレ
エでかたい体を柔らかくしませんか
5歳〜小学生対象 定員20人 ლ金丸
☎080-6890-9377

■介護者の集い「オアシス」 3/17㊏10
時〜12時 中央公民館で 4/3㊋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☎928-5332
■ジャズダンス体験 3/17㊏･24㊏11
時〜12時 高砂小アリーナで スロー
な曲を裸足で踊ります 小学生以上対
象 親子参加可 定員10人 参加費500
円
すぱえもん北村☎090-2400-8974
■相続の7割は不動産！遺言で安心不
動産相続 3/17㊏11時15分〜13時 ア
コス7階会議室で 終活セミナー 定
員8人 参加費無料
不動産相続と
住まいの窓口☎923-0021
■スポーツ吹矢体験会 3/19㊊9時〜
11時 瀬崎コミセン集会室で 初回無
料 2回目以降300円
下田☎080-54
77-3719
■ニューロマンスフリーダンスパーテ
ィー 3/21㊗13時15分〜16時15分 谷
塚文化センター3階で 参加費500円
ミキシング・トライアルほか 飲み物
菓子付き
高橋☎090-2303-3667
■大正琴初心者向け講習会 3/22㊍・
4/12㊍15時15分〜16時15分（全2回）
高砂コミセンで 定員10人 楽器は
貸出します 参加費1000円
安藤☎
936-3349
■第10回草加松原展 3/23㊎〜29㊍9
時〜19時 草加市文化会館フリースペ
ースで 写真・絵画・書・押し花・工
芸ほか
染野☎080-4364-1122
■シルバー人材センター水彩画教室ギ
ンノワ展 3/23㊎〜27㊋10時〜18時
（23㊎は13時から、27㊋は15時まで）
アコスギャラリーで 水彩画約50点
を展示
蒲生☎928-7060
■スポーツ吹矢体験会 3/24㊏・31㊏
9時〜11時 柿木公民館で 初心者歓
迎 用具は不要です 参加費無料
山下☎931-7681
■花栗中吹奏楽部定期演奏会 3/25㊐
10時〜 花栗中体育館で 懐かしい曲

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

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。

苗塚町438-16 ☎928-5525
氷川町818-3

☎924-4136

から最新の曲まで、心を込めて演奏い
たします。お楽しみください
花栗
中杉浦☎941-5833
■氷川平成塾スポーツ吹矢体験 3/26
㊊・4/9㊊・4/23㊊13時30分〜14時30
分 氷川平成塾で 誰でも簡単で安全
にできる健康スポーツ
野村☎0803027-4054
■彩り会第10回油絵展 3/28㊌〜31㊏
10時〜18時（28㊌は12時から、31㊏は
16時まで） アコスギャラリーで
斉藤☎929-1216
■谷塚中吹奏楽部定期演奏会 3/28㊌
16時30分開場17時開演 越谷市サンシ
ティホールで 演奏曲：復興・秘儀Ⅳ
（行進）・美女と野獣ほか 入場無料
谷塚中☎925-2421
■スクエアダンス無料体験教室 3/28
㊌19時〜20時30分 中央公民館で
萩野☎989-0488
■遺言書の書き方と終活を学ぼう
3/31㊏10時〜12時 草加市文化会館で
定員15人 参加費無料 ლ遺言相続
後見ネット☎946-5152
■合気道無料体験 3/31㊏ 15時〜16
時小学生対象、16時〜17時中学生以上
対象 草加中柔道場で 駐車場あり
合気研究所小形☎090-2200-1140
■ダンススポーツ交流会 4/1㊐13時
20分〜16時15分 谷塚文化センターで
参加費500円 飲み物付 競技選手
等男女リボン多数待機 ミキシング・
トライアルあり
川端☎935-9861
■障害年金・成年後見無料相談会
4/1㊐13時30分〜16時 市民活動セン
ターで 相談者制限無 定員10人 ლ
障害年金・成年後見サポートチーム新
坂☎080-6528-7364
■歴史学講座「創世」紀元前後の極東
と西方の交易−養蚕と絹が広げた海の
流通網− 4/2㊊13時30分〜16時30分
草加市文化会館で
小嶋☎090-12
61-7366

