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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。
■スポーツウエルネス吹矢体験会　3/
7㊋・10㊎・17㊎・21㊗・24㊎・31㊎、
4/4㊋9時～11時　中央公民館　無料　
ε関根☎090-4062-1356

■スポーツウエルネス吹矢体験会

　4/1採用。勤務は㊊～㊎8時30分～17
時15分。月給18万6136円。期末・通
勤手当、社会保険等有り。対象者の自
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。è3/13㊊（必着）
までに、市HPで申込書を入手し介護
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）

■自転車走行の安全講演会　3/7㊋13
時30分～15時　草加市文化会館1階　
定員50人　参加費無料　εちえぞう・
やるぞう角田☎090-2446-2083
■たまrin子育てセミナー「新学期を
前に親としての心構え」　3/10㊎10時
30分～　草加市文化会館第2研修室　
要予約　参加費300円　è家庭倫理の
会草加市石野☎090-9203-4244
■卓球体験　3/10㊎・15㊌11時～13時
　新田西文化センター　è金明卓球ク
ラブ斉藤☎080-1397-7535
■2023年度体験練習会「草加ジュニ
ア陸上クラブ」　3/11㊏9時～　氷川小
校庭　新小1～6年生対象　ショートメ
ールまたは電話受付後に専用フォーム
で事前申込　è杉本☎090-9426-9844
■第18回花ぐみ押花展示会　3/11㊏
～15㊌10時～18時　アコスギャラリー
（6階）　テーマ花いっぱい夢いっぱ
い　ε倉場☎090-4934-6911
■スポーツウエルネス吹矢体験　3/11
・18・25の㊏11時～13時　八幡コミ
セン　全3回　参加費無料　用具不要
　室内靴持参　è山口☎931-4092
■おひとり様の相続・遺言書の書き方
　3/11㊏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
■スポーツウエルネス吹矢体験会　3/
11㊏・18㊏・25㊏、4/1㊏13時～　で
あいの森　3/12㊐・19㊐、4/2㊐13時
～　3/26㊐11時～　川柳文化センター
　無料　ε柳澤☎080-5535-6487
■スポーツウエルネス吹矢体験会　3/
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介護認定調査員
（会計年度任用職員）

　勤務は㊊～㊏8時30分～17時30分
（除外日あり）。①包括的支援事業を
実施する職員（保健師・看護師・社会
福祉士・主任介護支援専門員）看護師
は地域ケア・地域保健等に関する経験
があり、かつ高年者に関する公衆衛生
業務経験を1年以上有する人。②介護
予防ケアプランを作成するプランナー
（介護支援専門員）。月額21万300円
～。è電話で新田西部地域包括支援セ
ンターへ。☎946-0520Ü946-0523

è

Ü

新田西部地域包括支援センター
の専門職員

13㊊・28㊋9時～11時　瀬崎コミセン
　無料　ε石井☎090-9310-5460
■卓球体験　3/14㊋9時～11時　3/17
㊎11時～13時　市民体育館　ε松が根
クラブ須藤☎922-4789
■スポーツ吹矢体験会　3/14㊋・28㊋
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
■第9回水彩画ギンノワ展　3/16㊍～
20㊊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　作品約50点を展示　入場無料　ε
蒲生☎928-7060
■遺言書の書き方と終活を学ぼう　3/
18㊏10時～12時　草加市文化会館第2
会議室　講師は弁護士等　一般対象　
定員13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」　3/18㊏
10時～12時　中央公民館　4/4㊋13時
30分～15時30分　市民活動センター　
介護に困ったら参加して下さい　ε山
田☎928-5332
■春分～フルートコンサート　3/21㊗
14時開演（13時30分開場）　中央公民
館　入場無料　ε草加松原笛の会ひま
わり平塚☎090-1607-8917
■ダンスバレエイベント　3/22㊌17時
～18時　中央公民館　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
■彩り会第13回油絵展　3/23㊍～26
㊐10時～17時（初日は12時から、最終
日は16時まで）　アコスギャラリー　
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ε並木☎943-5501
■アコギ弾き語りライブ「春の宴」　
3/25㊏14時～16時　新田西文化センタ
ー　定員25人（要予約）　参加費100
円　èヨシダ☎090-5394-2571
■講演会「戦争させない！声をあげよ
う」　3/26㊐14時～　谷塚文化センタ
ー　講師は市民運動家の菱山南帆子さ
ん　定員100人　資料代500円　ε九条
の会・草加小倉☎090-4023-5809
■よもう会の小さな朗読会　3/27㊊13
時30分～16時　谷塚文化センター　鬼
の嫁・焚火・つばくろ会から来ました
他　入場無料　ε藤田☎080-5046-7499
■俳句無料体験会　3/28㊋13時～17時
　勤労福祉会館第3会議室　初心者歓
迎　定員5人　参加費無料　筆記用具
持参　è草萌竹の子句会流石☎090-33
36-5257
■スポーツウエルネス吹矢体験会　4/
1㊏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
■講演会「そーか家康…江戸幕府づく
りのバックボーン」　4/9㊐14時～15
時30分　中央図書館　一般対象　定員
35人　参加費無料　è江戸の文化歴史
を楽しむ会栃倉☎090-6517-7985
■春の茶会　4/23㊐10時～13時30分　
漸草庵　台目席（裏千家）、松の間（表
千家）、呈茶席（裏千家）　体験してみ
ませんか　茶券2500円　定員90人　è
茶の湯友の会滝沢☎090-2434-0257
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休日等上水道工事店
三栄工業
㈱今泉水道
竹内セントラル㈱

苗塚町55-4
谷塚上町483-3
氷川町2112-6

☎925-7384
☎927-1010
☎928-5525

3/5㊐
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

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。

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
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草加西部クリニック
両新田西町456
☎928-3301

草加松原整形外科医院
松江2-3-26
☎935-4838
院内処方

草加松原整形外科医院
松江2-3-26
☎935-4838
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

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

メディカルハブクリニック
金明町516-1-1
☎943-8292

マーガレット薬局☎999-5030

草加松原整形外科医院
松江2-3-26
☎935-4838
院内処方

いしどりクリニック
苗塚町418-1
☎969-4990

こはるび薬局☎951-4322

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）。


