情報コーナー「すとりーと」

草加人のための情報紙 広報
「そうか」

▼竹とんぼ工作 6/28㊌15時30分 小
学生対象
▼作って飾ろう 7/3㊊〜7㊎15時30分
〜 七夕飾り 幼児（保護者同伴）〜
高年者対象
▼オセロ大会 7/6㊍ マンカラ大会
7/20㊍ いずれも16時〜 小学生対
象
▼影絵公演 7/14㊎10時30分〜、16時
〜 「親指姫」ほか 乳幼児（保護者
同伴）〜高年者対象

氷川児童センター

☎941-2905

▼夏祭りお手伝い隊募集 7/3㊊〜
8/19㊏ 8/19㊏コンフォール松原12号
棟で開催の夏祭りの準備 小学生対象
会場・時間は問い合わせを
▼読み聞かせ「たんぽぽ」 7/6〜20
の㊍11時〜11時30分 会場は子育て支
援センター 乳幼児と保護者対象
▼初めてのお誕生会 7/11㊋11時〜
会場はコンフォール松原19号棟 平成
申6/26
28年7月生まれ対象 定員8人 □
㊊10時から電話で同館へ
▼親子体操 7/19㊌・20㊍10時〜 会
場はコンフォール松原19号棟 定員各
日15組 3歳（平成26年7月生まれま
で）と保護者対象
▼みんなで遊ぼう 7/19㊌・20㊍14時
〜 会場はコンフォール松原19号棟

見直そう

こんなまち
数字でわかる草加市

73農家

農産物庭先
販売農家は？

※MAP掲載は64農家
（平成29年5月末現在）

☎928-2341

▼手芸 6/25㊐13時30分〜16時 ミサ
ンガ作り 幼児（保護者同伴）以上対象
▼子ども歳時記 7/2㊐13時30分〜16
時 織姫と彦星の動くおもちゃ作り
幼児（保護者同伴）以上対象
▼パパサロン・リズム&ストレッチ
7/8㊏11時〜12時 0〜3歳児と保護者
対象 定員15組
▼洋服・靴のくるくるリサイクル 7/
10㊊11時〜12時 洋服・靴の交換会
0〜2歳児と保護者対象
▼赤ちゃんスキンケア 7/10㊊11時〜
13時、14時〜16時（各回15分間） 0〜
申
2歳児と保護者対象 定員各回3組 □
当日10時から同センターで整理券配布
▼なかよしランチ 7/12㊌11時30分〜
13時 フルーツパフェ作り 幼児と保
護者対象 定員15組
▼子ども企画 7/16㊐ 水鉄砲大会
（7/9㊐16時から作戦会議 日程等を
決定） 小学生以上対象
▼赤ちゃんふれあいジュニアスタッフ
研修会 7/19㊌15時〜16時 子育て中
の保護者を講師に研修後、夏休み中
「おもちゃばこ」で0〜3歳児と交流
小学5年生〜18歳対象
▼草加市・新座市児童センター交流キ
ャンプ 8/2㊌9時40分草加駅集合
8/3㊍16時解散（7/16㊐10時30分〜12
時説明会あり） 新座市児童センター
に宿泊 小学3年〜中学生対象 定員
20人 参加費2500円（交通費・食費・
申 6/
材料費 超過分は主催者負担） □
24㊏10時から氷川児童センター窓口へ

わくわくタウン松原

草加って

験を
収穫体
で
内
市
も紹介
る農園
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し
楽
狩り
いちご り
狩
ぶどう 堀り
も
い
が
り
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いも堀
さつま

ゲーム大会 小学生対象
▼おもちゃ病院 7/21㊎13時30分〜15
時 会場は子育て支援センター。おも
ちゃの無料修理 部品代実費 1人2点
まで
☎925-1856

▼ふれあい七夕会 7/1㊏11時〜 パ
ネルシアター・七夕飾り 乳幼児（保
護者同伴）〜高年者対象 定員50人
▼マンカラ・オセロ大会 7/1㊏14時
〜…マンカラ 15時〜…オセロ 小学
生対象 定員各10人
▼親子で作ろう 7/7㊎・14㊎14時〜
15時 新聞鉄砲作り 3歳以上の幼児
と保護者対象 定員各日10組
▼ともだち文庫の「おはなしポケッ
ト」 7/10㊊11時〜 わらべ唄ほか
乳幼児と保護者対象
▼おもちゃ病院 7/13㊍13時30分〜15
時 おもちゃの無料修理 部品代実費
1人2点まで
▼将棋教室 7/15㊏13時30分〜 将棋
大会 7/17㊗13時30分〜16時 いずれ
も初級者以上の小学生対象 定員10人
▼ママのためのリフレッシュヨガ
7/22㊏10時30分〜 定員15人
▼サマーフェスティバル実行委員会
7/22㊏14時〜 7/29㊏開催のサマーフ
ェスティバルの準備 小学4年生以上
対象 定員10人

住吉児童館

育てよう

⑤

都市農業

草加市は人口増加と都市化が進み、農業者の高齢化・後継者不足等により、
農地面積・農家戸数が減少しています。しかし、近年、都市における農地は
防災面でも大きな役割があるなど、その役割が見直されています。
小松菜や枝豆、クワイといった特産品を始めとした市内農産物の品質は高く、
市では特産品の生産振興などの地産地消の推進に向けた取り組みを行ってい
ます。
市内には、農家さん自らが生産した農産物を販売する「庭先販売農家」が
たくさんあります。
「農産物庭先販売ＭＡＰ」で近くの庭先販売農家を見つけて、
採れたての新鮮野菜などを味わってみてください。

市内産の野菜 TOP5（年間作付面積㎡）
No.1

小松菜

ハウス栽培と露地栽培を合わせ１年中
安定して生産。作付面積約14万9000
㎡（東京ドーム約3.2個分）

No.2

枝豆

昭和30年代から本格的に生産。品質
の高さから高級品として人気。露地物
は7月上旬が出荷のピーク

ねぎ
No.4 じゃがいも

No.3

No.5

ほうれん草

ほかにも特徴のある野菜が生産されています！

農産物庭先販売MAPは産業振興課で配布中
市ホームページでもご覧いただけます。

谷塚児童センター

2017年6月20日号

☎928-5736

▼七夕飾りを作ろう 6/26㊊15時30分
〜16時30分 小学生対象
▼どんぐりの時間 6/29㊍10時30分〜
11時30分 七夕飾り制作・ボールプー
ル 乳幼児と保護者対象
▼ふれあい収穫体験「枝豆」 7/1㊏
10時30分野口農園（草加1丁目）集合
（雨天時7/8㊏に順延） 幼児（保護
者同伴）〜高年者対象 定員15組 参
加費500円（1人10本）

■山東菜
主に埼玉県
南部で生産さ
れている半結
球の白菜。あまり流通してい
ない幻の野菜。漬物が美味。

■クワイ
一大生産地
だったクワイ
は、現在新田
地域で栽培。草加のクワイは
「青クワイ」として珍重。

▼読み聞かせ「バンビ」 7/3㊊11時
〜 乳幼児と保護者対象
▼こぶたのしっぽ 7/5㊌11時〜 パ
ネルシアター 乳幼児と保護者対象
▼オセロ大会 7/7㊎ マンカラ大会
7/14㊎ いずれも16時〜 小学生対
象 参加賞・優勝賞品あり
▼あそびの時間 7/10㊊・11㊋16時〜
シャボン玉 小学生対象
▼プールで水遊び 7/14㊎11時〜11時
50分 オムツが外れている幼児（保護
者同伴）対象
▼おもちゃ病院 7/15㊏13時30分〜15
時 おもちゃの無料修理 部品代実費
1人2点まで
▼夏休み工作 7/24㊊・25㊋10時30分
〜、13時30分〜 くるりん貯金箱作成
小学生対象 定員各回5人

5925-0152
定員のあるものは6/21㊌
８時3０分から各館へ申し込みを

中央公民館

☎922-5344

7/24㊊・25㊋は施設定期点検のため
休館します
▼中央公民館美術展 7/3㊊〜10㊊9時
〜20時（3㊊は13時から、10㊊は13時
まで） 利用団体の作品展
▼こころを結ぶ光のひろば 7/4㊋10
時〜12時 視覚障がいに関する相談コ
ーナーほか
▼ロビーコンサート 7/18㊋12時〜13
時 出演ハープアンサンブル・アルペ
ジオ
▼ホッとひと息「子育てサロン」
7/19㊌10時〜 親子友だち作り・簡単
工作ほか 乳幼児と保護者対象
▼にじいろタイム 7/21㊎11時〜12時
わらべ唄・読み聞かせほか 未就園
児と保護者対象 定員20人
▼マタニティー「だっこままぎゅっ」

■ロマネスコ
草加の新名
物。味はブロ
ッコリーで、
食感はカリフラワーに近いイ
タリア野菜。人気急上昇中。

7/21㊎13時30分〜 胎教と友だちづ
くり 初妊婦対象
▼男の料理教室 7/22㊏10時〜13時
四季の料理 定員10人 参加費1000円
▼家庭教育講座〜知っておきたい夏休
み家庭教育〜 7/23㊐14時〜16時 小
学生の保護者対象 定員20人

新田西文化センター

☎942-0778

▼ママといっしょにおはなし会 6/26
㊊10時30分〜11時 紙芝居・読み聞か
せほか 乳幼児と保護者対象
▼おもちゃの病院 7/3㊊10時〜12時
おもちゃの無料修理 部品代実費
1人2点まで
▼ホッとひと息「子育てサロン」
7/3㊊10時〜12時 手遊び・リズム体
操ほか 乳幼児と保護者対象
▼放課後クラブ 7/3〜31の㊊（7/10
・17を除く）16時〜17時…楽しく英語
・7/6㊍17時〜18時…卓球・7/10㊊16
時〜17時…将棋・7/18㊋17時〜18時…
スポーツ吹矢・7/20㊍16時20分〜16時
50分…HIPHOP 小学生（英語は小学
4〜6年生）対象 保護者同伴
▼外国籍市民のための生活応援講座
（料理） 7/25㊋、9/26㊋10時〜13時
全2回 みたらし団子・揚げ出し豆
腐ほか 外国籍市民・出身者対象 定
員10人 参加費1600円

川柳文化センター

☎936-4088

▼ロビー 紙バンドクラフト展 7/14
㊎〜26㊌
▼おはなしの広場 7/14㊎・28㊎11時
15分〜45分 手遊び・紙芝居ほか 乳
幼児と保護者対象
▼スズムシの飼育と観察 7/15㊏9時
30分〜11時 小学生以上対象 定員10
人
▼おもちゃ病院 7/21㊎10時〜12時
おもちゃの無料修理 部品代実費 1人
2点まで

