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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。
■獨協大学「春休み図書館開放」　3/
31㊎までの9時～18時（㊐㊗、3/3㊎・
20㊊は除く）　高校生・予備校生対象
　生徒証必携　詳細は獨大図書館HP
参照　ε図書館閲覧係☎946-1806
■草加カメラクラブ写真展　2/5㊐～
2/11㊗10時～18時（初日は12時から、
最終日は16時まで）　アコスギャラリ
ー　ε大矢☎947-4238
■スポーツウエルネス吹矢体験会　2/
7㊋・11㊗・17㊎・21㊋・24㊎・28㊋
・3/2㊍9時～11時　中央公民館　無料
　ε関根☎090-4062-1356
■稚心会書道体験　2/7・21の㊋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
■卓球体験　2/10㊎15時～17時、2/14
㊋9時～11時　市民体育館　ε松が根
クラブ須藤☎922-4789
■中国旧正月春節餃子まつり　2/11㊗
10時～14時　中央公民館　講師は孫長
栄さん　エプロン・タオル持参　参加
費1500円　èサークル中国大好き武藤
☎090-3574-1031
■スポーツウエルネス吹矢体験　2/11
㊗・18㊏・25㊏11時～13時　八幡コミ
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　勤務は㊊～㊎8時30分～17時。場所
は市立病院。勤務時間は応相談。昇給、
期末・通勤手当、社会保険等あり。
①採血、診察等の介助他。看護師・准
看護師免許保有者対象。月給正看護師
21万3378円、准看護師18万1790円。
②患者の身の回りの世話、ベッドメイ
キング・移送他。月給17万130円。

　3/1採用。勤務は㊊～㊎8時30分～17
時15分。月給18万2320円。期末手当、
通勤手当、社会保険等あり。対象者の
居宅等を訪問しての介護認定調査、窓
口受付業務他。介護・医療・保健にか
かる業務経験者対象。è市HPで申込
書を入手し、2/17㊎（必着）までに介
護保険課へ。☎922-1414Ü922-3279

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）

セン　全3回　参加費無料　用具不要
　室内靴持参　è山口☎931-4092
■スポーツウエルネス吹矢体験会　2/
11㊗・25㊏・3/4㊏13時～　であいの
森　2/12㊐・26㊐・3/5㊐13時～　川
柳文化センター　無料　ε柳澤☎080-
5535-6487
■おひとり様の相続・遺言書の書き方
　2/11㊗11時～13時　草加市文化会館
音楽室　終活相談会　定員8人　参加
費無料　ε不動産相続と住まいの窓口
坂斉☎923-0021
■八幡ダンスサークルフリーダンス　
2/12㊐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
■卓球体験　2/13㊊11時～13時　2/16
㊍13時～15時　新田西文化センター　
è金明卓球クラブ斉藤☎080-1397-75
35
■ダンスバレエイベント　2/13㊊17時
～18時　新田西文化センター　ダンス
の基本を練習しキャラクターダンスを
踊ります　年少～小学生対象　無料　
è金丸☎080-6890-9377
■スポーツウエルネス吹矢体験会　2/
14㊋・19㊐・26㊐13時～15時　3/5㊐
9時～11時　瀬崎コミセン　無料　ε
石井☎090-9310-5460
■ミシン洋裁基礎講座　2/15㊌①9時
～13時②13時～17時　勤労福祉会館　
2/19㊐9時～13時　新田西文化センタ
ー　材料費1000円　洋裁の基礎を学び
作品を作る　è竹花☎090-6657-4005
■あみものを楽しむ会の講習会　2/16
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市立病院①看護師・准看護師、
②看護助手（会計年度任用職員）

介護認定調査員
（会計年度任用職員）

　いずれも勤務は㊊～㊎8時30分～17
時15分の間の指定する日時。募集は若
干名。交通費支給。①保健予防協力員
Ⅰ…准看護師有資格者対象　時給1250
円、②保健予防協力員Ⅱ…看護師、管
理栄養士、歯科衛生士有資格者対象　
時給1333円、③保健予防協力員Ⅲ…保
健師、助産師有資格者対象　時給1586
円。è市HPで申込書を入手し、2/17
㊎までに健康づくり課へ。☎922-0200
Ü922-1516

è市HPで申込書を入手し、

Ü

保健予防協力員Ⅰ～Ⅲ
（会計年度任用職員）

è申込書（市立病院HPから入手可）を
経営管理課へ。☎946-2200Ü946-2211
è

Ü

㊍10時～12時　勤労福祉会館　テーマ
：パッチワークの春咲きベスト　定員
5人　テキスト代300円　ε植竹☎931-
4809
■油絵炎展　2/17㊎～21㊋10時～17時
（初日は13時から、最終日は16時ま
で）　アコスギャラリー大　ε並木☎
943-5501
■スポーツウエルネス吹矢体験会　2/
18㊏・25㊏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」　2/18㊏
10時～12時　中央公民館　2/28㊋10時
30分～12時　瀬崎平成塾　3/7㊋13時
30分～15時30分　氷川平成塾　ε山田
☎928-5332
■遺言書の書き方と終活を学ぼう　2/
25㊏10時～12時　アコス6階B会議室
　一般対象　定員13人　講師は弁護士
等　参加費無料　è遺言相続後見ネッ
ト☎946-5152
■硬式テニス（ゲーム）体験　2/26㊐
10時～12時　そうか公園Cテニスコー
ト　ε青柳フレンズ中村☎080-2555-
0962
■展覧会「草加市美術協会展」　3/6
㊊～11㊏10時～18時（最終日は16時
まで）　アコスホール　草加市美術協
会員による展示　ε同協会事務局若井
☎090-5328-1355
■硬式テニス高校生大会　3/27㊊・28
㊋　そうか公園　市内在住･在学・市
テニス協会所属の高校生対象　参加費
単300円・複400円　締切3/4㊏　詳細
は協会HPへ　ε嘉藤☎080-1088-1306
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休日等上水道工事店

㈲井戸浅水道工事店
㈲やまと水道
萬設備
正木設備㈱ 

八幡町802
氷川町429-4
長栄1-779-1-R1
栄町3-9-30

☎931-3330
☎927-8519
☎942-1200
☎931-3933

2/5㊐
11㊗
12㊐
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

山崎クリニック
中央2-4-11
☎924-1375
そうごう薬局
☎928-1431

二宮病院
新栄2-22-23
☎941-2223

院内処方

山崎クリニック
中央2-4-11
☎924-1375
そうごう薬局
☎928-1431

豊田クリニック
柿木町1127-1
☎930-3636
アイン薬局
☎954-9193
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井口小児科クリニック
松原5-1-7
☎941-8686
草加調剤薬局
☎941-5967

藤巻歯科医院
栄町2-9-20-301
☎936-0365

2/11㊗

かたい内科クリニック
松江1-25-13
☎936-6612
けやき薬局
☎933-1001

草加松原整形外科医院
松江2-3-26
☎935-4838
院内処方

2/12㊐
草加内科呼吸ケア
クリニック
草加1-4-5
☎999-5941
マミー薬局
☎943-2827

草加松原整形外科医院
松江2-3-26
☎935-4838
院内処方

2/19㊐

中町クリニック
谷塚1-22-18
☎954-8962
あけぼの薬局
☎926-1189

草加松原整形外科医院
松江2-3-26
☎935-4838
院内処方

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。

受診時は、必ず事前に電話連絡を。!

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
わせて下さい）。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

■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

■内科…9時～12時、14時～17時　■外科…（午前）9時～12時、（午後）16時～19時　㊗14時～17時　 ■歯科…9時～12時　


