草加人のための情報紙

医療・水道・ミニ情報

広報
「そうか」

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。

4/10㊐
9時〜12時・14時〜17時
氷川町178-2

4/17㊐
内科

内科

大里内科医院

9時〜12時・14時〜17時
松原1-1-6-3F

☎925-3118

☎942-7111

9時〜12時
中央2-4-11

☎924-1375

草加松原整形外科医院
16時〜19時
松江2-3-26

☎935-4838

外科・午後

外科・午後

そうごう薬局☎928-1431

第一薬局☎942-4496

外科・午前

外科・午前

山崎クリニック

柿木町1127-1

☎048-824-4199

草加松原整形外科医院
16時〜19時

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

院内処方

受診時は、必ず事前に電話連絡を。

■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

㊐㊗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

㈲東洋開発
両新田西町246
17㊐ ㈲イワセポンプ店 手代3-11-8

4/10㊐

■スポーツウエルネス吹矢体験会 4/
7㊍・15㊎・17㊐・26㊋・29㊗、5/3㊗
9時〜11時 中央公民館 無料 ε関
5/3㊗〜4㊗10時10分〜10時50分。会 根☎090-4062-1356
場は市民体育館。トランポリンとボー ■卓球体験 4/7㊍11時〜13時、4/12
ルゲームを楽しみながら学びます。年 ㊋9時〜11時 市民体育館 ε松が根
中・年長児対象。定員各30人。参加費 クラブ須藤☎922-4789
1000円。è 4/6㊌9時から草加市スポー ■スポーツウエルネス吹矢体験会 4/
ツ協会HPで。☎Ü 936-6239
9㊏・23㊏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
スポーツ少年団体力祭
料 ε山下☎931-7681
5/8㊐9時30分〜。会場は記念体育館。 ■スポーツウエルネス吹矢体験会 4/
スポーツ少年団運動適正テストに参加 10㊐9時〜11時、4/22㊎13時〜15時
できます。小学生対象。室内靴持参。 瀬崎コミセン 無料 ε石井☎090-93
è 4/15㊎までに電話で草加市スポーツ 10-5460
協会へ。☎928-6361Ü 922-1513
■旭会卓球体験 4/11㊊・12㊋9時〜
11時、4/13㊌11時〜13時 勤労福祉会
空手道ジュニア交流大会
館 健康と親睦のために 体験1回200
5/29㊐9時45分開会。会場は記念体 円 見学無料 ε高橋☎944-2111
育館。個人組手の部・個人形の部（幼 ■オンラインおやこ大学ひろば 4/12
児〜中学生）、団体組手の部（小・中 ㊋ 未就園児と保護者対象 ①0〜1歳
学生）。参加費1種目2000円、2種目 9時30分〜②1〜2歳10時30分〜③2〜3
3000円、団体組手1チーム1500円。è 歳11時30分〜 無料 è 獨協地域と子
4/20㊌までに電話で市民体育館へ。☎ どもHP予約フォーム☎946-1781
Ü 936-6239
■ミシン洋裁基礎講座 4/13・27の㊌
①9時〜13時②13時〜17時 勤労福祉
会館 ミシンと洋裁の基礎を学び作品
市民サークルの非営利活動を紹介しています。交渉
を作りましょう 材料費1000円 è 竹
は当事者間で。市は関与しません。掲載依頼は発行
花☎090-6657-4005
日の1か月前までに指定の用紙で（掲載条件あり）
※感染症の影響で催事の中止・変更の ■介護者サロン「らくだ」 4/15㊎
わ〜くわっく草加 「こもれび」 4/
場合があります。εèに確認を。
市民活動センター 各13時〜15
28㊍
■第9回水彩画・松の実会合同作品展
4/6㊌〜12㊋10時〜17時 アコスギ 時 参加費100円 ε介護者支援の会
ャラリー 草加市水彩画三サークルに 草加酒井☎090-9245-2067
よる3年ぶりの合同作品展を開催 ε ■介護者の集い「オアシス」 4/16㊏
10時〜12時 中央公民館 4/26㊋10時
羽鳥☎936-8716
子どもスポーツイベント
トランポリン&ボール

▶防災行政無線放送

※ダイヤル回線・IP電話は

アイン薬局☎954-9193

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。

防災テレフォンサービス

☎♯7119

☎930-3636

院内処方

休日等上水道工事店

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）

9時〜12時

☎935-4838

休日当番医
QRコード

埼玉県救急電話相談

豊田クリニック

松江2-3-26

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

セイムス☎922-7328

!

2022年4月5日号

☎0120-777031

30分〜12時 瀬崎平成塾 5/3㊗13時
30分〜15時30分 市民活動センター
ε山田☎928-5332
■たまrin子育てセミナー「子育てに
関わる人との関わり方〜子供の友達付
き合い編」 4/17㊐10時30分〜12時
草加市文化会館 参加費300円 要予
約 è 家庭倫理の会☎090-9203-4244
■八幡ダンスサークルフリーダンス
4/17㊐13時15分〜16時15分 谷塚文化
センター ミキシング・トライアルあ
り 飲み物付き ε飯塚☎090-4958-92
29
■勤少空手道教室無料体験会 4/17㊐
17時〜19時 勤労青少年ホーム 軽装
水分タオル持参 男女年齢問わず 基
礎体力作り健全な青少年の育成 ε栁
田☎080-5419-2027
■楽しいバレエ体験教室 4/20㊌・27
㊌17時10分〜17時50分 谷塚文化セ
ンター 4歳以上対象 参加費500円
動きやすい服装で è プティバレエプ
ラム高橋☎090-1250-7994
■写真展「野鳥と語らう」 4/21㊍〜
27㊌10時〜16時（初日は13時から、最
終日は15時まで） アコスギャラリー
小 水辺の宝石カワセミほか 入場無
料 ε迷彩倶楽部櫻井☎080-5466-3952
■第28回チャリティ歌と踊りの祭典
4/24㊐10時開演 草加市文化会館
歌と日舞の競演 入場無料 草加市社
会福祉協議会ほかへ寄付 ε草加市カ
ラオケ連合会高橋☎090-3902-7570
■バレエ無料体験 4/25㊊17時〜18時
新田西文化センター バレエでコロ
ナに負けない体力をつけよう 年少〜

▶火災・防災情報

☎997-8511

☎928-5520
☎922-2429
小学生対象 è 金丸☎080-6890-9377
■草加市ダンススポーツ連盟 4/29㊗
13時15分〜16時10分 谷塚文化セン
ター 飲み物付き トライアルあり
競技選手男女リボン待機 ε川端☎93
5-9861
■遺言書の書き方と終活を学ぼう 4/
30㊏10時〜12時 草加市文化会館第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☎946-51
52
■氷川ダンス倶楽部フリーダンス 5/
1㊐13時15分〜16時 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 体力健康維持に最適 ε太
田☎090-3520-7309
■第7回エンタメ朗読発表会 5/5㊗14
時〜 草加市文化会館レセプションル
ーム コロナガイドライン順守 マス
ク着用 12歳以上対象 当日先着25人
ε草加朗読の会倉林☎931-7952
■家庭婦人バウンドテニス教室 5/6
・13・20・27、6/3の㊎9時30分〜11
時 市民体育館 全5回 初心者歓迎
保険代1850円 è 4/26㊋までに兼堀
☎090-7737-1800
■小学生テニス教室 5/14〜9/24の㊏
8時〜10時そうか公園、13時〜15時
吉町テニスコート 受講料1万1000円
詳細は草加市テニス協会で検索 ε
酒井☎080-5516-4460
■公募いいとも絵画展募集 7/18㊗〜
24㊐アコスギャラリーに展示 F10号
以下 出品料1000円 è 6/30㊍までに
出品
氏名・住所・電話・出品部門を〒3400035西町796-10川上☎080-2342-3961
ＱＲコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

