草加人のための情報紙

情報コーナー「すとりーと」

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
■診療時間

月

2019年6月5日号

内科・外科…9時〜12時・14時〜17時（変更の場合あり）

日

診療科
内科

当番医名

住

高木クリニック

所

栄町2-4-17

休日当番医
QRコード

電話番号

子ども急病夜間クリニック
（小児科）

☎931-3836

※夜間に急変した0〜15歳を応急診療
します。

☎954-6401

外科

草加脳神経外科クリニック

栄町2-1-33 1F

☎949-6112

■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

内科

山崎胃腸科内科クリニック

氷川町2129-2

☎928-0011

埼玉県救急電話相談

6/9㊐

6/16㊐
外科

メディクス草加クリニック

氷川町2149-3

⑦

☎920-6161

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

☎048-824-4199

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。

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

休日等上水道工事店
三郷市

■お披露目演奏会 6/30㊐13時〜 会
場は三郷市鷹野文化センター 定員
298人 三郷市出身の若手演奏家たち
による演奏会 ε同文化センター☎95
6-9010
吉川市

■よしかわマルシェ 6/30㊐9時30分
〜13時 会場は市民交流センターおあ
しす εよしかわマルシェ実行委員会
☎982-9697

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）

■スポーツウエルネス吹矢体験会
6/7㊎9時30分〜11時 6/21㊎11時30分
〜13時 6/27㊍13時30分〜15時 瀬崎
コミセン集会室 無料 ε下田☎0905477-3719
■スポーツウエルネス吹矢体験会
6/8㊏・15㊏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 6/8
〜29の㊏13時〜15時 八幡コミセン
è
全4回 参加費400円 è山田☎944-88
37
■ボーイスカウトと遊ぼう 6/9㊐9時
30分〜 松原団地西口公園 年長〜小
学5年生の男女対象 保護者同伴 水
筒タオル持参 εボーイスカウト草加
第8団荒木☎090-2328-8524
■史跡巡り「西新井駅より島根・六月
町界隈の史跡探訪」 6/9㊐13時草加
駅改札内集合 訪問地で地域の歴史を
学ぶ集い 定員50人 参加費100円
è草加史談会浅古☎
è
924-3403
■スポーツウエルネス吹矢体験 6/9
〜30の㊐13時〜15時 川柳文化センタ
ー ジュニア（小4〜）初心者歓迎
防災テレフォンサービス

6/ 9㊐
16㊐

体験無料 ε植木☎090-2253-8475
■八幡ダンスサークル フリーダンス
6/9㊐13時15分〜16時15分 谷塚文
化センター 参加費500円 トライア
ルあり 飲み物付き ε千代田☎0903574-3430
■ふれあいダンスパーティー 6/9㊐
13時30分〜16時30分 中央公民館
参加費500円 ε佐藤☎090-8036-8059
■スポーツウエルネス吹矢体験会
6/10㊊・14㊎・16㊐・20㊍・23㊐・
25㊋9時〜11時 中央公民館 無料
ε田岡☎090-4335-7987
■ふれあい書道体験会 6/10㊊・17㊊
9時〜11時 社会福祉活動センター
初心者大歓迎 無料 ε相沢☎922-62
41
■卓球体験 6/11㊋・14㊎13時〜 市
民体育館 直接会場へ ε松が根クラ
ブ須藤☎922-4789
■フォークダンス体験教室 6/13㊍・
20㊍10時〜12時 柳島コミセン 定員
20人 無料 ε柳島フォークダンスク
ラブ中村☎922-2636
■子育てセミナー「イライラしない子
育て」 6/13㊍10時〜11時30分 草加
市文化会館第2会議室 参加費200円
託児無料（要予約） ε家庭倫理の会
石野☎090-9203-4244
■食べて応援！東北復興支援 6/13㊍
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☎090-140
8-6431
■無料体験「自彊術（健康体操）」
6/13・20の㊍14時30分〜16時 新田ミ
ニコミセン 定員5人 ε柳田☎090-2
233-7953
■南Ladyクラブ無料体験会 6/13㊍
・27㊍19時〜21時 草加南ミニコミセ
ン 体力向上健康空手 16歳以上の女

▶防災行政無線放送

☎922-9911

㈲寺島管工設備
三栄工業

柳島町193-5
苗塚町55-4

性対象 運動不足ストレス解消 ε栁
田☎080-5419-2027
■バレーボール体験 6/14〜28の㊎9
時〜11時 市民体育館 全3回 女性
対象 初心者大歓迎 ε家庭婦人バレ
ーボール草加クラブ太田☎080-5417-0
556
■中央絵画クラブ展 6/14㊎〜18㊋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 油
絵等30点展示 ε坂口☎922-5229
■司法書士による法律相談会 6/14㊎
17時〜19時 物産・観光情報センター
で ε竹村☎920-5415
■介護者の集い「オアシス」 6/15㊏
10時〜12時 中央公民館 6/25㊋10時
30分〜12時 瀬崎平成塾 7/2㊋13時
30分〜15時30分 氷川平成塾 ε山田
☎928-5332
■日米合同委員会とはなにか 6/15㊏
14時〜 勤労福祉会館 講師は吉田敏
浩さん（ジャーナリスト） 入場無料
ε草加市平和委員会山内☎080-651
7-2396
■氷川ダンス倶楽部フリーダンス
6/16㊐13時15分〜16時15分 谷塚文化
センター 軽飲食付 男女競技選手・
会員多数待機 参加費700円 ε太田
☎090-3520-7309
■泉の会第37回コンサート 6/16㊐
13時30分開演 中央公民館ホール ピ
アノ独奏・連弾、ソプラノ独唱、オペ
ラハイライト 入場無料 ε一瀬☎94
1-8663
■歴史学講座「創世」ユダヤ人［ハザ
ール］のユダヤ教への改宗＜紀元8世
紀＞と信仰− 6/16㊐13時30分〜16時
30分 草加市文化会館 ε小嶋☎0901261-7366
■ミシン洋裁基礎講座 6/19・26の㊌
①9時30分〜13時②13時30分〜17時

▶火災・防災情報

☎997-8511

☎925-4566
☎925-7384
勤労福祉会館 洋裁の基礎を一から学
び袋・作品を作る 材料費1000円
è 6/16㊐から竹花☎090-6657-4005
■第17回花ぐみ押花展示会 テーマ
花笑み 6/20㊍〜22㊏10時〜18時 ア
コス6階ギャラリー 開催中体験会あ
り ε倉場☎090-4934-6911
■介護者サロン「らくだ」 6/21㊎
わ〜くわっく草加 「こもれび」
6/27㊍ 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
■遺言書の書き方と終活を学ぼう
6/22㊏10時〜12時 市民活動センター
一般対象 定員15人 参加費無料
è遺言相続後見ネット☎
è
946-5152
■2019年度見学説明会「草加ジュニ
ア陸上クラブ」 6/22㊏・7/6㊏10時
〜 氷川小校庭 小学生対象（女子大
歓迎） 説明会後、後日体験練習受付
申込不要 ε杉本☎090-9426-9844
■アコギ弾き語りコンサート 6/23㊐
13時〜16時 新田西文化センター ア
コースティックビートルズ＆フォーク
ソング 定員80人（先着順） 資料代
100円 ε吉田☎090-5394-2571
■草加ダンススポーツ連盟フリーダン
ス 6/30㊐13時20分〜16時15分 谷塚
文化センター 参加費500円 飲み物
付き 競技選手等男女リボン待機 ト
ライアル等 ε川端☎935-9861
■第5回川の駅そうか市（いち） 7/7
㊐9時〜16時 綾瀬川第2ラグーン 青
空市場（フリーマーケット）出店者募
è
集定員30組 1区画2000円 è今様草
加宿今井☎935-8362
■障害年金・成年後見無料相談会
7/7㊐13時30分〜16時 市民活動セン
è障
ター 相談者制限無 定員10人 è
害年金・成年後見サポートチーム新坂
☎080-6528-7364

