筺……平成21年４月５日
……平成22年７月号
筺
■こども映画会 7月18日豸午後2時
〜2時50分 「ヘンゼルとグレーテ
ル」・「岩じいさん」ほか 幼児〜小
学校低学年対象 定員100人（当日先
着順）
■木曜シアター 7月22日貅午後1時
30分〜3時 百寺巡礼「飛鳥寺・薬師
寺・大乘寺・那谷寺」 大人対象 定
員100人（当日先着順）

■卓球と吹矢の体験会 7月8日貅午
後3時〜5時 市民体育館で 定員10
人 参加費300円 E 石崎蕁935・
7231
■スポーツ吹矢体験 7月9日貊午後1
時〜3時、13日貂午後7時〜9時 中
央公民館で Bスポーツ吹矢草加中央
水澤蕁922・1824
■ハンドベル・サマーコンサート 7
■ サービスコーナー（7月6日〜7月16日） 月10日貍午後2時開演 中央公民館で
※7月17日貍〜8月31日貂は休みます
出演はハンドベルクワイア「ぶどう
日 程 午前９時３０分〜１１時３０分 午後2時〜4時
の木」 月の砂漠・カルメン序曲ほか
瀬崎・青柳小
7月7日貉
栄・草加小
新栄小
8日貅 花栗南・八幡小
B川村蕁924・1778
新里・高砂小
9日貊
長栄・川柳小
■歴史学講座「創世」陸奥の黄金郷の
稲荷・八幡北小
14日貉
小山・松原小
基を築いた人々 7月10日貍 「再成
両新田小
15日貅
谷塚小
西町小
16日貊
清門・新田小
塾」江戸時代の貨幣経済をみて資本主
■ 地域開放図書室
義を先取りした二宮尊徳 7月31日貍
西町・川柳・ 日曜日午前10時〜午後4時
いずれも午後1時45分〜4時45分
高砂小 年末年始・蔵書点検日を除く
草加市文化会館で
B 小嶋蕁090・
午前9時〜午後8時30分
谷塚小
谷塚文化センター休館日・蔵書点検日を除く
1261・7366
■フルーツカービング展 7月10日
貍・11日豸午前10時〜午後6時（11
日は午後5時まで） アコスギャラリ
越 谷 市
ーで 果物・野菜に彫刻した作品50
■花火大会 7月31日貍 午後7時〜 点を展示 Bソープ＆フルーツカービ
会場は鐚西用水中土手（越谷駅東口 ングを楽しむ会横山蕁090・6517・
徒歩10分） 約5000発の花火 B越 3802
谷市観光協会蕁966・6111
■健康吹矢体験 7月10日〜31日の
土曜日午後1時〜3時
八幡コミセン
八 潮 市
■夏休み子どもミュージカル「シンド で 全4回 参加費1回200円 E 山
バットの大冒険」 8月20日貊午後4 田蕁944・8837
時30分開演 会場は八潮メセナ 料 ■草加駅前フリーマーケット 7月11
金大人2000円、小・中学生1800円、 日豸午前9時〜午後3時 カーソンプ
3歳〜未就学児1500円ほか B 八潮 ラザで 1区画2000円 E フリーマ
メセナ蕁998・2500
ーケット推進ネットワーク蕁048・
三 郷 市
268・8711
■misato style 2010（みさと・すたい ■どんぐりころころ音楽会 7月11日
る）〜真夏のJazz＆グルメフェスタ 豸午後2時開演 中央公民館で 「サ
〜 8月7日貍午後2時〜9時（雨天中 ウンド・オブ・ミュージック」、「ア
止） 会場はにおどり公園 B三郷市 ンパンマンのマーチ」ほか B草加フ
観光協会（産業振興課内）蕁930・ ァミリーブラスどんぐり音楽隊本郷蕁
7721
090・2722・9010
吉 川 市
■パキスタン料理に挑戦 7月11日豸
■八坂祭り 7月17日貍・18日豸
午後5時30分〜8時30分 中央公民館
芳川神社周辺 神輿の競演…18日豸 で 定員30人 材料費700円 B 外
午後8時〜ほか B 商工課蕁982・ 国人交流会キム蕁080・5417・2018
9697
■遺産相続の相談と体験を語る 7月
12日豺午後1時〜5時 谷塚文化セン
松 伏 町
■サンリオファミリークラシック「リ ターで B弁護士被害救援ネットひま
ボンの国の音楽会」 8月1日豸午後1 わり蕁924・2030
時30分〜、4時30分〜 会場は田園 ■たのしくダンスパーティー 7月12
ホール・エローラ 料金一般2000 日豺・15日貅午後7時〜9時30分 新
円、3歳〜小学生1500円 B 田園ホ 田西文化センターで 女性はヒールカ
ール・エローラ蕁992・1001
バー着用 B 竹内蕁090・4819・
9491
■手打ちそば体験会 7月13日貂午前
金額掲載のないものは無料
9時〜正午 谷塚西公民館で 参加費
申 は7月6日貂から受け付け
9月号の掲載依頼は7月30日貊まで
1000円（材料費込み） E 紺野蕁
■自己主張体験講座 7月6日貂午後7 929・0914
時〜9時 谷塚文化センターで 定員 ■わかばの会展 7月14日貉〜18日
10人 参加費500円 B中島蕁090・ 豸午前10時〜午後6時（14日は午後1
3813・9596
時から、18日は午後5時まで） 油絵
■子育てセミナー「夏休みの親と子の 30点を展示 B野村蕁080・5646・
生活」 7月8日貅午前10時〜11時30 9469
分 氷川コミセンで 保育あり B家 ■男の講座「料理入門」 7月15日貅
庭倫理の会草加市江川蕁928・3790
午前9時30分〜正午 ふれあいの里で

男性対象 定員15人 材料費500
円 B丸野蕁924・7619
■社会科見学会 7月15日貅午前10
時谷塚駅改札口集合 ビール工場（府
中市）ほかの見学 定員20人 参加
費1500円 交通費別途 E 7月11日
豸までにはがきに参加者全員の住所・
氏名・年齢・電話番号を記入し、〒
340-0022瀬崎町1315-1-203折原輝美
蕁925・6457
■ニューモラルの集い「親の愛情、子
の意思」 7月15日貅午後7時30分〜
草加市文化会館で 参加費200円
B ニューモラル友の会岩佐蕁941・
7503
■親と子の井戸端ひろば 7月16日貊
午前10時〜正午 草加市文化会館で
情報交換と友だち作り 左岸広場で
ポンプ車放水 22日貅午前10時30分
〜（雨天時は30日貊） 綾瀬川左岸
広場で 乳幼児と保護者対象 定員
50組 材料費300円（子ども2人目以
降100円増し） E「ポンプ車」のみ
7月9日貊までに往復はがきに住所・
氏名・子どもの名前と年齢・電話番号
を記入（1枚1家族まで）し、〒3400002青柳2-25-9草加子育てネットワ
ーク沢田蕁070・5553・3338
■伝統文化子ども教室「いけばな」
7月17日〜2月26日の月1回土曜日午
後2時〜4時 草加市文化会館で 全9
回 小・中学生対象 定員15人 花
材費1回600円 B黒崎蕁931・7272
■遊馬町会夏まつり 7月17日貍午後
2時〜6時（雨天時は18日豸） あず
ま幼稚園第2グラウンドで 模擬店・
金魚すくい・地場産野菜販売・交通安
全体験車ほか B蓮沼蕁927・0651
■楽しいサンドブラスト 7月18日豸
午後1時〜5時 物産・観光情報セン
ターで 名前入りグラス作り 材料費
5 0 0 円 B とまり木北沢蕁9 3 6 ・
8601
■フリーマーケット 7月19日豢午前
9時〜午後3時 浅間神社で 出店料1
区画1500円〜 募集は30区画 Bク
ラブ旭高橋蕁03・3840・2190
■お墓の疑問・質問相談会 7月19日
豢午前10時〜11時30分 氷川コミセ
ンで 定員1 5 人 B 丸山蕁0 9 0 ・
3220・7838
■ワンコイン・ダンスパーティー 7
月19日豢午後1時15分〜4時15分 谷
塚文化センターで 参加費100円 B
溝口蕁936・3459
■出会いのダンスパーティー 7月19
日豢午後1時30分〜4時30分 勤労福
祉会館で 参加費800円 Bビューテ
ィーダンスクラブこうだ蕁0 9 0 ・
8849・8232
■自彊術体験（健康体操） 7月21日
貉・28日貉午後3時〜4時30分 新田
西文化センターで 敷きもの持参 B
吉村蕁941・2019
■キッズガールズヒップホップ体験会
7月23日貊・30日貊午後5時15分〜

6時15分 谷塚文化センターで 6歳
〜小学生対象 タオル・飲み物・上履
き持参 B内山蕁090・1723・8976
■遺言書と遺産分割の講習会「相続ト
ラブルの回避方法」 7月24日貍午前
10時〜正午 草加市文化会館で 定
員1 2 人 B 遺言相続後見ネット蕁
946・5152
■コーロひまわり歌声コンサート 7
月24日貍午前10時30分〜午後0時30
分 中央公民館で 「故郷の廃家」、
「ふれあい」ほか 資料代100円 B
武田蕁943・3423
■草加中央吹奏楽団定期演奏会 7月
24日貍午後5時開演 草加市文化会館
で 行進曲「秋空に」、落語でつづる
時代絵巻、音楽物語「窓ぎわのトット
ちゃん」ほか（落語・話は三遊亭春
馬） B須賀蕁090・8462・8226
■ゆうゆうまつり 7月25日豸午前9
時30分〜正午 優優保育園で B 御
手洗蕁920・3020
■楽しい中国料理 7月25日豸午前
10時〜午後2時30分 中央公民館で
材料費2000円 エプロン持参 E
サークル中国大好き菅原蕁9 2 4 ・
6781
■講座「外国から来た子どもたちへの
日本語指導」 7月25日豸午後1時30
分〜3時30分 草加市文化会館で 講
師は早稲田大学院教授の川上郁雄さん
定員60人 BLiving in Japan簗瀬
蕁080・2049・4117
■中学1年生の「苦手にしない英語」
7月26日豺〜29日貅午後5時15分〜
6時45分 瀬崎コミセンで 全4回
1学期の復習・夏の宿題とこれからの
勉強法 中学1年生対象 定員20人
資料代1000円 B梅田蕁924・9237
■介護者の集い「オアシス」 7月31
日貍午前10時〜正午、8月17日貂午
後1時30分〜3時30分 中央公民館で
家族の介護で困った時は一人で悩ま
ず来てみてください B山田蕁928・
5332
■ブレインジム親子講座 8月1日豸
午後1時30分〜2時30分、2時45分〜
4時30分 草加市文化会館で 小学生
以上対象（未就学児の同伴不可） 定
員各20人 参加費1組5000円 動き
やすい服装で E 川上蕁090・6027
・8422
■司法書士による法律相談会 8月5
日貅午後5時〜7時 物産・観光情報
センターで B辻本蕁925・2471
■改正貸金業法110番（司法書士によ
る多重債務に関する電話相談会） 8
月7日貍午前10時〜午後4時 相談電
話番号蕁048・872・8055（7日のみ
通話可）
■草加ふささらダンスフェスティバル
参加団体募集 10月24日豸午前10時
開会 草加市文化会館で 運営スタッ
フとして参加でき、運営経費の一部を
負担できる市内団体対象 E7月30日
貊までに菅原蕁080・5198・4855

