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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。
■ミシン洋裁基礎講座　11/9・30の㊌
①9時～13時②13時～17時　勤労福祉
会館　材料費1000円　洋裁の基礎を一
から学び作品を作りましょう　è竹花
☎090-6657-4005
■スポーツウエルネス吹矢体験会　
11/8㊋・12/3㊏13時～15時、11/12㊏
・15㊋・20㊐・22㊋・29㊋9時～11時
　中央公民館　無料　ε関根☎090-40
62-1356
■スポーツ吹矢体験会　11/8㊋・15㊋

■ミシン洋裁基礎講座

è

■スポーツウエルネス吹矢体験会

■スポーツ吹矢体験会

体力UPプログラム選考会
　12/13㊋・15㊍・16㊎18時～19時30
分。会場は記念体育館。体力UPプロ
グラムは県の「彩の国プラチナキッ
ズ」への選抜を目指す育成プログラム
で、高いレベルでの基礎体力及び運動
能力の向上を図ります。小学1～3年生
対象。定員各50人。è草加市スポーツ
協会へ。☎928-6361Ü922-1513

è

Ü

クリスマス
親子レクリエーション

　12/17㊏10時～11時30分。会場は市
民体育館。年少～年長児と保護者対象。
定員50組。è11/6㊐から同館へ。☎Ü
936-6239

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）

13時～15時　谷塚文化センター　集中
力を楽しみませんか　無料　ε髙野☎
090-4545-8052
■あみものを楽しむ会の基礎講座　
11/10㊍・25㊎10時～12時　勤労福祉
会館　クリスマスのドア飾り・くつ下
等　材料費1000円　見学自由　ε植竹
☎931-4809
■たまrin子育てセミナー「お母さん
の心の余裕を作るには」　11/10㊍10
時30分～　氷川コミセン小会議室　参
加費300円　要予約　託児有　ε家庭
倫理の会草加市石野☎090-9203-4244
■卓球体験　11/10㊍11時～13時、11/
15㊋9時～11時　市民体育館　ε松が
根クラブ須藤☎922-4789
■プリザーブドフラワーでリースまた
は正月アレンジ　11/11・25の㊎10時
～12時30分　中央公民館　定員10人　
参加費2500円　εアマイケ☎090-4376-
5294
■スポーツウエルネス吹矢体験　11/
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山口☎931-4092
■キッズのためのダンス＆バレエを体
験してみよう　11/14㊊17時～18時　
新田西文化センター　年少～小学生対
象　定員20人　èダンスバレエ赤いく
つ金丸☎080-6890-9377
■稚心会書道体験　11/15㊋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　参加費無料　ε野村☎
941-5108
■自彊術無料体験「日本最初の健康体
操」　11/15㊋・22㊋15時15分～16時
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45分　新里文化センター　定員10人　
è田丸☎090-5505-6759
■よたん楊名時健康太極拳体験会　
11/15・22の㊋19時～20時30分　シル
バー人材センター　初心者歓迎　è野
間口☎090-1204-3725
■スポーツウエルネス吹矢体験会　
11/18㊎・25㊎9時～11時　瀬崎コミセ
ン　無料　ε石井☎090-9310-5460
■介護者サロン「らくだ」　11/18㊎　
わ～くわっく草加　「こもれび」　11/
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
■スポーツウエルネス吹矢体験会　
11/19㊏・26㊏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」　11/19㊏
10時～12時　中央公民館　11/22㊋10
時30分～12時　瀬崎平成塾　12/6㊋13
時30分～15時30分　氷川平成塾　ε山
田☎928-5332
■獨協インターナショナルフォーラム
「新しい時代と生涯キャリア教育－ド
イツの｢国家継続職業教育戦略」から
何を学べるか」　11/19㊏10時～　獨協
大学　è国際交流センター☎946-1918
■八幡ダンスサークルフリーダンス　
11/20㊐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
■八条用水と中川土手で「冬鳥観察
会」　11/23㊗　集合①8時30分　獨協
大前駅東口（要予約）②9時　八潮団
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地バス停　参加費100円（高校生以下
無料）　è菅☎942-0036
■第59回草加母親大会　11/23㊗13時
30分～　勤労福祉会館　講演「アウシ
ュヴィッツからの問い－「わたし」は
どう答えるか」石岡史子　どなたでも
参加できます　ε浜野☎942-3482
■中・高生の不登校相談会　11/24㊍
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
■第3回松尾芭蕉杯カヌー大会参加者
募集　11/27㊐　綾瀬川第2ラグーン　
小中学生20人　大人スラローム30人・
スプリント20人　参加費無料　è草加
市カヌー協会中島☎931-3844
■草加水彩画の会展　12/1㊍～6㊋10
時～17時（初日は13時から、最終日は
16時まで）　アコスギャラリー　水彩
画の会立ち上げから3回目。ご高覧を
お待ちしています　ε佐藤☎929-0357
■落葉はきweek！　12/1㊍～5㊊11
時～15時　冒険松原あそび場　期間中
落葉はきした人にヤキイモ1本　無料
　あれば軍手持参　ε冒険あそび場ネ
ットワーク草加☎935-7383
■コーロかわやぎコンサート　12/2㊎
13時30分開演　草加市文化会館第1会
議室　女声合唱ストーリー「おさなな
じみ」を中心に皆さんご存知の曲をメ
ドレーで演奏　ε廣瀬☎947-7829
■クリスマス＆望年会コンサート　
12/11㊐14時～16時　新田西文化セン
ター　定員30人　参加費100円　ε
The Villageヨシダ☎090-5394-2571
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休日等上水道工事店
㈲石田水道
㈱井戸梅
三栄工業

吉町1-5-12
住吉2-4-3
苗塚町55-4

☎922-2736
☎922-3413
☎925-7384

11/6㊐
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

石井外科医院
9時～12時、14時～17時

氷川町928
☎925-4255

リボン薬局☎959-9386

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

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
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柳島クリニック
9時～12時、14時～17時

柳島町650
☎927-7911

ウエルシア草加柳島店
☎920-1914

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

11/6㊐

内藤クリニック
9時～12時、14時～17時

住吉1-2-28
☎922-6011

院内処方

内田歯科医院
9時～12時

両新田西町446-1
☎927-4390

11/13㊐

臼田診療所
9時～12時、14時～17時
松原2-4-21-101
☎942-5300

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

11/20㊐
草加パートナーズ内科・
糖尿病クリニック

9時～12時、14時～17時
栄町2-11-9
☎933-0015

日本調剤☎933-2270
ウエルシア草加松原店
☎935-9028

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。!


