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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。
■第11回悠々会絵画展　9/9㊎まで10
時～18時　アコスギャラリー　ε岸尾
☎080-5029-8558
■稚心会書道体験　9/6㊋・20㊋9時15
分～11時15分　であいの森　毛筆の感
触体験しませんか　参加費200円　ε
野村☎941-5108
■スポーツウエルネス吹矢体験会　9/
6㊋・20㊋・23㊗・27㊋13時～15時　
9/9㊎・11㊐・15㊍・10/4㊋9時～11時
　中央公民館　無料　ε関根☎090-40
62-1356
■スポーツウエルネス吹矢体験会　9/
10㊏・24㊏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　9/10
～24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
口☎931-4092
■八幡ダンスサークルフリーダンス　
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■八幡ダンスサークルフリーダンス

介護認定調査員
（会計年度任用職員）

手芸教室

　10/17㊊10時～12時。会場はであい
の森。軍手で干支の卯（うさぎ）を作
ろう。60歳以上対象。定員10人。材料
費700円。はさみ持参。è9/8㊍10時か
ら電話でであいの森へ。☎936-2791Ü
936-2792

è

Ü

ふれあいの里
　9/17㊏・18㊐は館内消毒作業等のた
め臨時休館します。εふれあいの里☎
920-6222Ü920-6251Ü

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）

9/11㊐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
■映画で中国文化を学ぶ　9/11㊐13時
30分～　中央公民館　「二十歳よ、も
う一度」70歳の老女が若返るコメディ
ー　参加費500円（資料代ほか）　終
了後懇親会　è武藤☎090-3574-1031
■ふれあい書道体験会　9/12㊊・26㊊
9時～11時　シルバー人材センター　
9/19㊗9時～11時　中央公民館　無料
　ε小高☎090-4704-9663
■卓球体験　9/13㊋15時～17時　9/16
㊎11時～13時　市民体育館　ε松が根
クラブ須藤☎922-4789
■卓球体験　9/13㊋15時～17時　9/16
㊎15時～17時　勤労福祉会館　εアッ
プル倶楽部中村☎080-2555-0962
■ミシン洋裁基礎講座　9/7㊌・21㊌
13時～17時　9/14㊌・18㊐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
■スクエアダンス無料講習会　9/14㊌
・21㊌13時～15時　中央公民館　カン
トリーの音楽に乗って踊る歩くダンス
　室内靴持参　ε草加スクエアダンス
飯田☎935-4662
■介護者サロン「らくだ」　9/16㊎　
わ～くわっく草加　「こもれび」　9/22
㊍　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　9/

■映画で中国文化を学ぶ

è

■ふれあい書道体験会

■卓球体験

■卓球体験

■ミシン洋裁基礎講座

è

■スクエアダンス無料講習会

■介護者サロン「らくだ」
「こもれび」　

■遺言書の書き方と終活を学ぼう

17㊏10時～12時　草加市文化会館音楽
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
■介護者の集い「オアシス」　9/17㊏
10時～12時　中央公民館　9/27㊋10時
30分～12時　瀬崎平成塾　10/4㊋13時
30分～15時30分　氷川平成塾　ε山田
☎928-5332
■スポーツウエルネス吹矢体験会　9/
17㊏13時～15時　9/30㊎9時～11時　
瀬崎コミセン　無料　ε石井☎090-93
10-5460
■氷川ダンス倶楽部フリーダンス　9/
18㊐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
■11/3「よさこい草加」で踊ろう講
座　9/21㊌・28㊌、10/4㊋・24㊊・30
㊐19時～　草加市文化会館ほか　1回
600円　è草加市よさこい振興会田畑
☎090-5400-0463
■彩の会展（油絵）　9/22㊍～26㊊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　ε柳
堀☎090-7287-4009
■自然観察会　10/1㊏13時～15時　新
田駅東口集合　綾瀬川土手で自然観察
（主に植物）　参加費100円（高校生
以下無料）　申込不要　ε菅☎942-00
36
■家庭婦人初心者卓球教室　10/11・
18・25の㊋13時～15時　市民体育館
　全3回　参加費1000円　è9/27㊋ま
でに佐藤☎936-7950
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　㊊～㊎8時30分～17時15分。場所は
介護保険課、認定調査実施場所。介護
認定申請者の調査・窓口受付ほか。介
護・医療・保健に係る業務経験者対象。
募集は1人。月給18万2320円（地域手
当含む）。期末手当、通勤手当、社会
保険等あり。面接日は相談。採用は
10/1付。è9/16㊎（必着）までに指定
申込書（市HPから入手可）を介護保
険課へ。☎922-1414Ü922-3279

è

Ü

子ども教育連携教員
（会計年度任用職員）

　㊊～㊎8時30分～17時。場所は市内
小・中学校。教科指導、幼保小中の連
絡調整、校務分掌ほか。中学校教員免
許状（数学）所有者対象。募集は若干
名。月給22万5568円。通勤手当、社会
保険等あり。期間は令和5年3/31まで。
è電話で子ども教育連携推進室へ。☎
922-3494Ü928-1178
è

Ü

㈲東洋開発
正木設備㈱

両新田西町246
栄町3-9-30

☎928-5520
☎931-3933

9/10㊏
 11㊐

㈲東洋開発
㈲石田水道
㈱井戸梅

両新田西町246
吉町1-5-12
住吉2-4-3

☎928-5520
☎922-2736
☎922-3413

9/17㊏
18㊐
19㊗

㊏㊐㊗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。

あい小児科
9時～12時・14時～17時

草加1-18-12
☎951-1830
院内処方

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

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

新島整形外科
9時～12時・14時～17時

草加2-4-14
☎943-2711
院内処方

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

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

黒田総合内科診療所
9時～12時・14時～17時

手代1-4-11
☎954-5546

手代薬局☎921-7397

せざき歯科クリニック
9時～12時
瀬崎7-11-8
☎926-8211

新田駅前内科クリニック
9時～12時・14時～17時

金明町371 2F
☎954-5362

あるも薬局☎954-5368

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。!


