草加人のための情報紙

医療・水道・ミニ情報

広報
「そうか」

㊐㊗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）。薬局は当番医周辺の営業している薬局です（時間は各局へ問い合
わせてください）。市立病院周辺の薬局は㊐㊗も交代で営業しています。

休 日 当 番 医
8/8㊗

8/15㊐

8/9㊡
大里内科医院

あさこ小児科内科医院
☎922-2517

9時〜12時・14時〜17時
氷川町178-2

☎925-3118

9時〜12時・14時〜17時
松原1-1-6

3F

☎942-7111

第一薬局ハーモネス店
☎942-4496

さくら整形外科

正務医院

土谷メディカルクリニック

9時〜12時、14時〜17時
谷塚上町235-1

9時〜12時、14時〜17時
青柳5-12-13

☎921-7155

歯科

歯科

9時〜12時

!

9時〜12時

☎951-3210

受診時は、
必ず事前に
電話連絡を。

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。

㊏㊐㊗等の漏水・出水不良など

休日等上水道工事店

☎048-824-4199

あおば薬局
☎929-3133

中央2-2-17-2

☎950-8787

☎♯7119

※ダイヤル回線・IP電話は

☎928-0228

ラウレア歯科クリニック

草加4-5-1 １F

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）

谷塚町629

雄飛堂薬局草加店
☎999-5601

の水道トラブルに対応します。
受付時間：9時〜17時

8/7㊏
8㊗
9㊡
14㊏
15㊐

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。

防災テレフォンサービス

㈲東洋開発
㈲駒崎設備
㈲イワセポンプ店
㈲東洋開発
㈲井戸浅水道工事店

Ü 92
電話で長寿支援課へ。☎922-2862
☎
2-3279

▶防災行政無線放送

☎0120-777031

▶火災・防災情報

☎954-6401

■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

■卓球体験 8/6㊎13時〜・10㊋9時〜
・17㊋11時〜 勤労福祉会館 1回100
円 ε旭会高橋☎944-2111
☎
8/31㊋〜9/6㊊10時〜13時40分。会
かけはしサロン
■スポーツウエルネス吹矢体験会 8/
場はふれあいの里。60歳以上対象。定
9/8㊌13時〜14時。会場はであいの 7㊏・21㊏9時〜11時 柿木公民館 初
員24人。タオル持参。 è 8/10㊋10時
Ü
920- 森。パラリンピック競技のボッチャを 心者歓迎 用具は不要です 参加費無
から電話で同館へ。☎920-6222
☎
体験してみよう。60歳以上対象。定員 料 ε山下☎931-7681
☎
6251
12人。è 8/11㊌10時から電話で同館へ。 ■スポーツウエルネス吹矢体験 8/7
俳句教室
☎936-2791Ü936-2792
☎
・21・28の㊏13時〜15時 八幡コミ
セン 全3回 参加費無料 用具不要
9/1㊌、10/6㊌、11/3㊗、12/1㊌13
è 山田☎944-8837
☎
時30分〜15時30分。会場はふれあいの
■草加ダンススポーツ連盟
8/8㊗13
里。初心者も安心して参加を。新しい
時15分〜16時10分 谷塚文化センター
ことにチャレンジしませんか。60歳以
谷塚中央・谷塚東部地域包括
競技選手等男女リボン多数待機 参
上対象。定員10人。è 8/9㊡10時から
支援センターで働く専門職員
Ü 920-6251
☎
加費500円 飲み物付き ε 川端☎93
電話で同館へ。☎920-6222
☎
介護予防ケアプランを作成するプラ 5-9861
スローストレッチで筋力アップ
ンナー（職務限定正規職員、契約職員 ■スポーツウエルネス吹矢体験会 8/
9/2・30、10/7・21、11/4・18の㊍。 のいずれか）を募集します。資格要件 9㊡・26㊍13時〜15時 8/13㊎・20㊎
10時〜11時。全6回。会場はであいの あり（介護支援専門員・普通自動車運 ・23㊊・29㊐9時〜11時 中央公民館
☎
森。60歳以上対象。定員20人（今年度 転免許）。è 草加市社会福祉事業団へ。 無料 ε関根☎090-4062-1356
Ü
■卓球体験 8/10㊋9時〜11時・13㊎
初参加者優先）。室内靴・ヨガマット ☎930-0311 930-0313
è
11時〜13時 市民体育館 ラリー中心
持参。 8/6㊎10時から電話で同館へ。
Ü 936-2792
☎
です ε松が根クラブ須藤☎922-4789
☎936-2791
☎
■ゆるゆるヨガ 8/15㊐・29㊐13時30
ドレミ♪でスッキリ教室
分〜14時30分 中央公民館 ヨガマッ
ト（バスタオル）・水持参 動きやす
音楽や軽運動を取り入れた認知症予
市民サークルの非営利活動を紹介してい
い服装で 参加費500円 è サークル
防教室です。
ます。交渉は当事者間で。市は関与しま
☎
●谷塚文化センター
せん。掲載依頼は発行日の1か月前までに 中国大好き武藤☎090-3574-1031
■スポーツウエルネス吹矢体験会 8/
9/6〜12/6の㊊9時15分〜10時30分。 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 17㊋13時〜15時 8/31㊋9時〜11時
定員25人。
瀬崎コミセン 無料 ε石井☎090-93
☎
場合があります。εèに確認を。
●中央図書館
10-5460
■獨協大学夏休み図書館開放
〜9/22
9/3〜11/19の㊎13時15分〜14時30分。
㊌9時〜19時（㊐㊗・8/9㊡〜16㊊休 ■不登校相談会 8/19㊍15時30分〜16
定員25人。
いずれも全12回。65歳以上で、物忘 館） 高校生・予備校生対象 生徒証 時50分 草加市文化会館第2研修室
れ等認知症が心配な人対象。動きやす 必携 詳細はHP参照 ε 獨協大学図 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
☎
い服装、運動靴で。è 8/10㊋〜16㊊に 書館閲覧係☎946-1806
いやしの足湯

休日当番医
QRコード

埼玉県救急電話相談

9時〜12時、14時〜17時

☎936-7422

院内処方

愛里歯科

外科

セイムス氷川薬局
☎922-7328

外科

外科

たかさご薬局
☎922-4619

⑦

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）
。

ハーモネスタワークリニック
内科

高砂2-2-31

内科

内科

9時〜12時・14時〜17時

2021年8月5日号

☎997-8511

両新田西町246
氷川町818-3
手代3-11-8
両新田西町246
八幡町802

☎928-5520
☎924-4136
☎922-2429
☎928-5520
☎931-3330

■ルピナス絵画グループ展 8/20㊎〜
25㊌10時〜17時（初日は13時から、
最終日は12時まで） アコスギャラリ
ー 会員による油絵・水彩画約40展を
☎
展示 ε西村☎941-4512
■ポールウオーキングを体験してみよ
う 8/21㊏9時30分〜12時 草加市文
化会館2階研修室 どなたでも参加可
参加費500円 è ひまわり健康ウオ
☎
ーキング☎080-4878-0101
■介護者の集い「オアシス」 8/21㊏
10時〜12時 中央公民館 8/24㊋10時
30分〜12時 瀬崎平成塾 9/7㊋13時
30分〜15時30分 氷川平成塾 ε山田
☎
☎928-5332
■ミシン洋裁基礎講座 8/22㊐9時〜
13時 新田西文化センター 洋裁の基
礎を学び作品を作りましょう 材料費
☎
1000円 è 竹花☎090-6657-4005
■全集中で考えぬこう！弁護士と学ぶ
刑事裁判の原則 8/23㊊12時〜16時
Zoomで開催 小学5・6年生対象 定
員30人 è 獨協大学地域と子どもLSC
☎
☎946-1781
■健康吹矢体験会 8/23㊊・30㊊13時
☎
〜15時 氷川平成塾 無料 ε野村☎
080-3027-4054
■K-POPで楽しく踊ろうキッズダン
ス 8/25㊌17時30分〜18時30分 勤労
青少年ホーム軽体育室 年中〜小学生
対象 定員20人 参加費200円 è 飯
☎
島☎090-5450-4853
■遺言書の書き方と終活を学ぼう 8/
28㊏10時〜12時 中央公民館第2会議
室 一般対象 定員10人 参加費無料
è 遺言相続後見ネット☎946-5152
☎
ＱＲコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

