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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。

子ども・親子向け

※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。
■草加市ダンススポーツ連盟フリー
ダンス　8/7㊐13時15分～16時　谷塚
■草加市ダンススポーツ連盟フリー
ダンス

季節を感じよう
俳句講座

かけはしサロン「簡単イス体操」

　9/14㊌13時～14時。会場はであいの
森。60歳以上対象。定員20人。è8/15
㊊10時から電話で同館へ。☎936-2791
Ü936-2792

è

Ü

いやしの足湯
　8/31㊌～9/6㊋10時～13時40分。1
回20分。会場はふれあいの里。60歳以
上対象。定員各6人。è8/12㊎10時か
ら電話で同館へ。☎920-6222Ü920-62
51

è

Ü

水彩画を楽しく描こう
　9/8・29、10/13・27、11/10・24の
㊍13時～15時。全6回。会場はであい
の森。60歳以上対象。定員6人。材料
費1000円。è8/12㊎10時から電話で同
館へ。☎936-2791Ü936-2792

è

Ü

スローストレッチで筋力アップ
9/1・15、10/6・20、11/17、12/1の

㊍。10時～11時。全6回。会場はであ
いの森。60歳以上対象。定員20人（今
年度の初参加者優先）。室内靴、ヨガ
マットかバスタオル持参。è8/8㊊10
時から電話で同館へ。☎936-2791Ü93
6-2792

è

Ü

ドレミ♪でスッキリ教室
　音楽や軽運動を取り入れた、認知症
の予防教室です。
■勤労福祉会館　9/1～11/24（11/3㊗
を除く）の㊍9時15分～10時30分
■川柳文化センター　9/6～12/6（9/
20・27を除く）の㊋9時15分～10時30
分
　いずれも全12回。物忘れ等認知症が
気になる65歳以上対象。定員20人。室
内靴持参。è8/8㊊～12㊎に電話で長
寿支援課へ。☎922-2862Ü922-3279

■勤労福祉会館

■川柳文化センター

è

Ü

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）

文化センター　飲み物付き　競技選手
男女リボン待機　トライアルあり　ε
川端☎935-9861
■ふれあい書道体験会　8/8㊊9時～11
時　シルバー人材センター　8/22㊊・
29㊊9時～11時　中央公民館　無料
ε小高☎090-4704-9663
■スポーツウエルネス吹矢体験会　8/
9㊋・28㊐13時～15時　8/19㊎・9/4㊐
9時～11時　瀬崎コミセン　無料　ε
石井☎090-9310-5460
■卓球体験　8/10㊌9時～11時・8/12
㊎11時～13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　8/
13㊏・27㊏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会　8/
13㊏・30㊋13時～15時　8/16㊋・23
㊋・25㊍9時～11時　中央公民館　無
料　ε関根☎090-4062-1356
■遺言書の書き方と終活を学ぼう　8/
20㊏10時～12時　草加市文化会館第2
研修室　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
■スポーツウエルネス吹矢体験　8/20
～27の㊏13時～15時　全2回　八幡コ
ミセン　参加費無料　用具不要　è山
口☎931-4092
■氷川ダンス倶楽部フリーダンス　8/
21㊐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
手待機　体力健康寿命医療費節減に最

■ふれあい書道体験会

■スポーツウエルネス吹矢体験会

■卓球体験

■スポーツウエルネス吹矢体験会

■スポーツウエルネス吹矢体験会

■遺言書の書き方と終活を学ぼう

è

■スポーツウエルネス吹矢体験

è

■氷川ダンス倶楽部フリーダンス

適　ε太田☎090-3520-7309
■ルピナス絵画グループ展　8/24㊌～
29㊊10時～17時（初日は13時から、
最終日は15時まで）　アコスギャラリ
ー　会員による油絵・水彩画約40点を
展示　ε西村☎941-4512
■ボウリングジュニア無料体験会　8/
27㊏15時30分～　SAP草加ボウル　高
校生以下対象　参加費無料　è草加市
ボウリング連盟牧☎932-5050
■八幡ダンスサークルフリーダンス
8/28㊐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
■獨協大学「夏休み図書館開放」　9/
22㊍までの9時～18時（㊐㊗、8/10㊌
～16㊋は休館）　高校生・予備校生対
象　生徒証必携　詳細はHP参照　ε
図書館閲覧係☎946-1806
■家庭婦人初心者トランポリン教室
9/2～16の㊎11時～13時　市民体育館
　全3回　60歳までの初心者女性対象
　定員10人　参加費2000円　è8/26㊎
までに奥山☎927-9350
■そうか公園で「秋の虫の声を聞く
会」　9/3㊏18時30分～20時30分　集
合①獨協大前駅東口17時45分②公園事
務所前18時15分　参加費100円（中学
生以下無料）　ε菅☎942-0036
■中・高生の不登校相談会　9/14㊌15
時30分～16時50分　草加市文化会館第
2研修室　不登校に悩む中・高生、保
護者対象　εそうか不登校支援ネット
森泉☎932-5139

■ルピナス絵画グループ展

■ボウリングジュニア無料体験会

è

■八幡ダンスサークルフリーダンス

■獨協大学「夏休み図書館開放」

■家庭婦人初心者トランポリン教室

è

■そうか公園で「秋の虫の声を聞く
会」

■中・高生の不登校相談会

　9/9・30、10/14・28、11/11・25の
㊎10時～11時30分。全6回。会場はで
あいの森。60歳以上対象。定員12人。
あれば歳時記持参。è8/12㊎10時から
電話で同館へ。☎936-2791Ü936-2792

è

Ü

おやこでブラッシング＆
子育て相談

　9/12㊊9時30分～10時30分、10時40
分～11時40分。会場は保健センター。
歯科衛生士による歯みがき相談、管理
栄養士や保健師による育児相談会。未
就学児と保護者対象。定員各9組。è
8/8㊊から電話で同センターへ。☎922-
0200Ü922-1516

è

Ü

㈲東洋開発
竹内セントラル㈱
㈲駒崎設備

両新田西町246
氷川町2112-6
氷川町818-3

☎928-5520
☎928-5525
☎924-4136

8/6㊏
 7㊐
11㊗

㈲東洋開発
㈲イワセポンプ店
㈲東洋開発

両新田西町246
手代3-11-8
両新田西町246

☎928-5520
☎922-2429
☎928-5520

8/13㊏
14㊐
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時休日等上水道工事店
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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。

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。

草加グリーンクリニック

☎954-7677
ドレミ薬局☎931-5534

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

9時～12時・14時～17時
氷川町2144-11 3F
☎951-0421

フラワー薬局☎959-9631

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

かがわ医院
9時～12時・14時～17時

草加3-8-21
☎942-6062

プラザ薬局☎946-6756

石関医院
9時～12時・14時～17時

吉町3-2-51
☎922-2943
院内処方

菅原歯科医院
9時～12時

氷川町2126-1 2F
☎927-1155

9時～12時・14時～17時
栄町2-11-9 4F
☎933-0015

日本調剤☎933-2270

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）。

■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。

!

草加パートナーズ
内科・糖尿病クリニック

草加西口
大腸肛門クリニック

9時～12時・14時～17時
金明町604-1

コイケ薬局☎943-4022
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