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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。

高年者向け

※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。
■スポーツウエルネス吹矢体験会　
10/7㊎・18㊋・21㊎・23㊐・25㊋・
28㊎、11/1㊋・5㊏9時～11時　10/11
㊋13時～15時　中央公民館　無料　ε
関根☎090-4062-1356
■スポーツ吹矢体験会　10/8㊏・22㊏
9時～12時　新里文化センター　集中
力を楽しみませんか　無料　ε髙野☎
090-4545-8052
■スポーツウエルネス吹矢体験会　
10/9㊐・16㊐13時～15時　瀬崎コミセ
ン　無料　ε石井☎090-9310-5460
■ふれあい書道体験会　10/10㊗・24
㊊9時～11時　シルバー人材センター
　10/17㊊・31㊊9時～11時　中央公民
館　無料　ε小高☎090-4704-9663
■卓球体験　10/11㊋9時～11時　
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手芸教室
～軍手で作ろう干支・卯（うさぎ）～

里親入門講座
　10/22㊏14時～16時。会場は中央公
民館。里親制度の説明、現役里親の体
験談、質疑応答ほか。定員40人。è草
加児童相談所へ。☎920-4152ε子育て
支援センター☎941-6791Ü941-6828

è
小学校の調理士（会計年度任用職員）

　勤務は㊊～㊎8時30分～16時45分の
うちの7時間30分。時給1103円（有資
格者1150円）。社会保険等あり。募集
は若干名。è総務企画課で配布する申
込書（市HPからも入手可）を有資格
者は免許状の写しも添えて同課へ。☎
922-2497Ü928-1178

è
にこにこサロン教室

　10/15㊏13時30分～14時30分。会場
はふれあいの里。簡単なゲーム、塗り
絵、折り紙等。60歳以上対象。εふれ
あいの里。☎920-6222Ü920-6251

かけはしサロン
　11/9㊌13時～14時。会場はであいの
森。認知症について知ろう。60歳以上
対象。定員20人。è10/7㊎10時から電
話でであいの森へ。☎936-2791Ü936-
2792

è

体幹を鍛えようヨーガ教室
　11/1・15、12/6・20、令和5年1/17
・31の㊋9時50分～11時10分。全6回。
会場はであいの森。60歳以上対象。ヨ
ガマット等持参。定員8人。ボール代
110円。è10/13㊍10時から電話でであè

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）

10/19㊌11時～13時　市民体育館　ε
松が根クラブ須藤☎922-4789
■たまrin子育てセミナー「親の気持
ち子知らず～押し付けない子育て」　
10/13㊍10時30分～　氷川コミセン　
参加費300円　要予約　託児有　è家
庭倫理の会草加市石野☎090-9203-4244
■卓球体験　10/14㊎・10/25㊋11時～
13時　新田西文化センター　εアップ
ル倶楽部中村☎080-2555-0962
■スポーツウエルネス吹矢体験会　
10/15㊏・22㊏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
■介護者の集い「オアシス」　10/15
㊏10時～12時　中央公民館　10/25㊋
10時30分～12時　瀬崎平成塾　11/1㊋
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　10/
15㊏11時～・22㊏13時～　八幡コミ
セン　全2回　参加費無料　用具不要
　è山口☎931-4092
■勤少空手道教室無料体験会　10/16
㊐・30㊐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
■街バル町張楽座　10/16㊐～11/16㊌
　獨協大学前〈草加松原〉駅周辺　木
札（300円）を買ってお得に楽しも
う！　虹空横丁　10/16㊐　εパイン
アベニュー商店会乾☎090-4527-5403
■キッズのためのダンス＆バレエを体
験してみよう　10/19㊌17時～18時　
中央公民館　年少～小学生対象　定員
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20人　èダンスバレエ赤いくつ金丸☎
080-6890-9377
■介護者サロン「らくだ」　10/21㊎
　わ～くわっく草加　「こもれび」　
10/27㊍　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
■八幡ダンスサークルフリーダンス　
10/23㊐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-
9229
■天津駐在よもやま話　10/23㊐13時
30分～　中央公民館　駐在して分かっ
た中国の良い所など面白い体験談　参
加費500円（資料・茶菓代）　èサー
クル中国大好き武藤☎090-3574-1031
■中・高生の不登校相談会　10/24㊊
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
■遺言書の書き方と終活を学ぼう　
10/29㊏10時～12時　中央公民館クラ
ブ室　一般対象　定員9人　参加費無
料　è遺言相続後見ネット☎946-5152
■図書館ボランティア募集の説明会　
10/30㊐13時30分～　中央図書館多目
的ホール　本の整理や読み聞かせ等の
活動内容の紹介　質問のコーナーもあ
り　εL.V.S.野田☎090-8307-5497
■市民ユニカール大会　11/19㊏9時～
13時　市民体育館　カーペット上で3
人1組のカーリング　参加費1人700円
　è10/31㊊までに草加市ユニカール
協会山本☎927-5878
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　11/4㊎10時～12時。会場はであいの
森。60歳以上対象。定員10人。材料費
700円。はさみ持参。è10/7㊎10時か
ら電話でであいの森へ。☎936-2791Ü
936-2792

è

いの森へ。☎936-2791Ü936-2792

㈲東洋開発
㈲駒﨑設備

両新田西町246
氷川町818-3

☎928-5520
☎924-4136

10/8㊏
 9㊐

㈲イワセポンプ店
㈲東洋開発
㈲井戸浅水道工事店

手代3-11-8
両新田西町246
八幡町802

☎922-2429
☎928-5520
☎931-3330

10/10㊗
15㊏
16㊐

㊏㊐㊗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。

佐藤医院
9時～12時、14時～17時

谷塚町831
☎925-4952
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

小泉歯科クリニック
9時～12時

松原1-1-6-A-302
☎941-1177

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

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

土谷メディカルクリニック
9時～12時、14時～17時

谷塚町629
☎928-0228

あおば薬局☎929-3133

神谷医院
9時～12時、14時～17時

吉町3-1-3
☎922-2616

アイセイ薬局☎926-2330

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

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

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。!


