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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 ＱＲコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

※感染症の影響で催事の中止・変更の
場合があります。εèに確認を。
■獨協大学春休み図書館開放　～3/31
㊍9時～19時（㊐㊗・3/3㊍休館）　高
校生・予備校生対象　生徒証必携　詳
細はHP参照　ε獨協大学図書館閲覧
係☎946-1806
■スポーツウエルネス吹矢体験会
2/6㊐・18㊎9時～11時、2/27㊐13時～
15時　瀬崎コミセン　無料　ε石井☎
090-9310-5460
■氷川ダンス倶楽部フリーダンス　2/
6㊐13時15分～16時10分　谷塚文化セ
ンター　飲み物あり　男女会員・競技
選手多数待機　体力と健康維持に最適
　ε太田☎090-3520-7309

■ふれあい書道体験会　2/7㊊・21㊊9
時～11時　シルバー人材センター　2/
14㊊・28㊊9時～11時　中央公民館
無料　ε前田☎924-3569
■スポーツウエルネス吹矢体験会　2/
9㊌15時～17時、2/13㊐・15㊋・22㊋
・25㊎・3/1㊋・4㊎9時～11時　中央
公民館　無料　ε関根☎090-4062-1356
■卓球体験　2/11㊗11時～13時、2/15
㊋9時～11時　市民体育館　ε松が根
クラブ須藤☎922-4789
■スポーツウエルネス吹矢体験会　2/
12㊏・19㊏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
■2022年度体験練習会「草加ジュニ
ア陸上クラブ」　2/12～3/5の㊏9時～
氷川小校庭　新小1～6年生対象　事

前申込制　電話連絡後に専用申込フォ
ームで　ε杉本☎090-9426-9844
■スポーツウエルネス吹矢体験　2/12
～26の㊏13時～15時　八幡コミセン
全3回　参加費無料　用具不要　è山
田☎944-8837
■ミシン洋裁基礎講座　2/13㊐　新田
西文化センター　2/16㊌　勤労福祉会
館　各9時～13時　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
■介護者サロン「らくだ」　2/18㊎
さかえ～る　「こもれび」　2/24㊍
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」　2/19㊏
10時～12時　中央公民館　22㊋10時30

è

è

草加安行地域包括支援センター
（常勤・非常勤）

①地域包括支援センター職員（常勤）
保健師、地域ケア・地域保健等に関

する経験があり高年者に関する公衆衛
生業務経験を1年以上有する正看護師、
社会福祉士、主任介護支援専門員対象。
②介護予防ケアプランナー（常勤また
は非常勤）　介護支援専門員対象。募
集はいずれも若干名。
è草加安行（包）へ。☎921-2121Ü928-
8989
è Ü

土木作業員（会計年度任用職員）

　勤務は㊊～㊎8時30分～17時15分。
場所は維持補修課。道路等の補修作業
や自動車運転。普通自動車運転免許
（AT車限定可）所有者対象。募集は
若干名。月給15万4349円。期末手当、
通勤手当、社会保険等あり。面接は
2/21㊊。採用は4/1付。è2/18㊎（必
着）までに指定申込書（市HPから入
手可）と免許証の写しを維持補修課へ。
☎922-2412Ü922-3049

è

Ü

清掃作業員（会計年度任用職員）

　勤務は㊊～㊎8時30分～17時15分。
場所はみどり公園課。公園施設修繕の
ほか、公園内清掃や自動車運転等もあ
り。普通自動車運転免許（AT車限定
不可）以上所有者対象。募集は１人。
月給15万2746円。期末手当、通勤手当、
社会保険等あり。面接は3/18㊎。採用
は4/1付。è3/10㊍（必着）までに指
定申込書（市HPから入手可）と免許
証の写しをみどり公園課へ。☎922-19
73Ü922-3145

è

Ü

　勤務は㊊～㊎の8時30分～17時15分。
場所は環境業務センター。粗大ごみの
収集運搬業務ほか。普通自動車第一種
運転免許（AT車限定不可）以上所持
者対象。募集は若干名。月額17万9564
円。期末手当、通勤手当、社会保険等
あり。面接は2/16㊌。採用は3/1付。
è2/14㊊（必着）までに廃棄物資源課è

公園維持管理等作業員
（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）

分～12時　瀬崎平成塾　3/1㊋13時30
分～15時30分　氷川平成塾　ε山田☎
928-5332
■あみもの基礎講座　2/19㊏13時～15
時　草加市文化会館　編針の持ち方、
製図の見方から作品を作ります　定員
4人　毛糸代1000円　εあみものを楽
しむ会植竹☎931-4809
■勉強会「プロが語る　古着はどこ
へ」　2/19㊏13時30分～15時30分　高
砂コミセン　無料　定員20人　èエコ
生活ガイド草加町田☎080-1214-6044
■草加カメラクラブ写真展　2/20㊐～
26㊏10時～18時（初日は12時から、
最終日は16時まで）　アコスギャラリ
ー　ε大矢☎947-4238
■中国旧正月春節を餃子でお祝い　2/
23㊗10時～15時　中央公民館　講師は
孫長栄さん　参加費1500円　エプロン
・タオル・筆記具持参　èサークル中
国大好き武藤☎090-3574-1031
■草加市ダンススポーツ連盟　2/23㊗
13時15分～16時10分　谷塚文化セン
ター　飲み物付き　トライアル有　競
技選手男女リボン待機　ε川端☎935-
9861
■遺言書の書き方と終活を学ぼう　2/
26㊏10時～12時　草加市文化会館第2
研修室　一般対象　定員13人　参加費
無料　è遺言相続後見ネット☎946-51
52
■硬式テニス高校生大会　3/25㊎・28
㊊　そうか公園　市内在住・在学・市
テニス協会所属の高校生対象　参加費
単300円・複400円　締切3/5㊏　詳細
は協会HPへ　ε嘉藤☎080-1088-1306

è

è

è

で配布する指定申込書（市HPでも入手
可）と運転免許証の写しを同課へ。☎
931-3972Ü931-9993Ü

休日等上水道工事店

㈲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

2/6㊐
11㊗
13㊐
20㊐

㊐㊗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
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山崎胃腸科内科クリニック
9時～12時・14時～17時

氷川町2129-2
☎928-0011
院内処方

豊田クリニック
9時～12時
柿木町1127-1
☎930-3636
アイン薬局
☎954-9193

草加松原整形外科医院
16時～19時
松江2-3-26
☎935-4838
院内処方

2/11㊗
松本医院

9時～12時・14時～17時
松原2-2-7
☎942-5462
けやき薬局
☎942-8485

メディカルトピア草加病院
9時～12時・14時～17時

谷塚1-11-18
☎928-3111
院内処方

吉田歯科クリニック
9時～12時
長栄2-28-2

☎946-5577

2/13㊐
内山内科小児科医院
9時～12時・14時～17時

高砂2-6-4
☎922-0963
かばさん薬局
☎960-0015
山崎クリニック
9時～12時
中央2-4-11
☎924-1375
そうごう薬局
☎928-1431

草加松原整形外科医院
16時～19時
松江2-3-26
☎935-4838
院内処方

2/20㊐

草加西部クリニック
9時～12時・14時～17時

両新田西町456
☎928-3301

豊田クリニック
9時～12時
柿木町1127-1
☎930-3636
アイン薬局
☎954-9193

草加松原整形外科医院
16時～19時
松江2-3-26
☎935-4838
院内処方

休 日 当 番 医
㊐㊗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。

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）。

休日当番医
QRコード

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。 ■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

受診時は、必ず事前に電話連絡を。!




