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2017年6月20日号

谷塚文化センター

情報コーナー「すとりーと」

☎928-6271

▼ロビーコンサート 6/23㊎12時10分
〜12時50分 出演はなのはな谷塚・6/
28㊌12時〜12時40分 出演は昭和を唄
うからたちの花、7/15㊏12時〜12時40
分 出演はギターアンサンブルシンシ
ア
▼すくすくクラブ 6/27㊋10時〜12時
リズム体操・手遊びほか 未就園児
と保護者対象
▼朗読寄席 7/3㊊13時30分〜 「邪
魔っけ」「時雨みち」 定員80人
▼歌声喫茶銀河〜七夕の集い〜 7/9
㊐13時30分〜 抽選会あり 参加費
500円（飲み物付）
▼谷塚元気ひろば 7/24㊊13時〜15時
谷塚・瀬崎地域包括支援センターの
役割について 60歳以上対象 定員30
人 参加費200円

新里文化センター

☎927-3362

▼ふれあいコンサート 7/4㊋13時30
分〜14時30分 会場はふれあいの里
出演はCrystal Myste バイオリン・
フルート・ピアノほか 定員100人
（当日先着順）
▼新里サロンロビーコンサート 7/11
㊋12時〜12時30分 出演はハーモニー
工房
▼すくすくクラブ 7/13㊍10時〜11時
30分 手遊び・子育て交流ほか 乳幼
児と保護者対象
▼子ども開放デー 7/20㊍、8/2㊌〜3
㊍14時〜16時 同館ホールで高校生と
バドミントンをしよう 小学生対象
▼のびのび広場 7/21㊎10時〜11時
季節のイベント・読み聞かせほか 乳
幼児と保護者対象
▼書道講座 7/28㊎10時〜11時30分
書を習いうちわ作成 小学生（保護者
同伴）と成人対象 定員20人 参加費
500円
▼おもちゃの病院 7/28㊎10時〜12時
おもちゃの無料修理 部品代実費
1人2点まで

柿木公民館

☎931-3117

▼おはなしの時間 6/28㊌10時30分〜
11時 読み聞かせ・手遊びほか 乳幼
児と保護者同伴
▼おもちゃの病院 7/10㊊10時〜12時
おもちゃの無料修理 部品代実費
1人2点まで
▼親子で元気ルーム 7/13㊍10時〜11
時30分 手作り夏祭り・水遊びほか
乳幼児と保護者対象

☎946-3000 5944-3800

■小学生のための読み聞かせ 6/25㊐
13時30分〜14時
■人形劇 7/8㊏14時〜15時 「うさ
ぎのダンス」「かくれんぼ」ほか 幼
申 6/21
児・小学生対象 定員100人 □
㊌から児童室で整理券配布

■ビデオ上映会 7/9㊐14時〜16時10
分 「恋におちたシェイクスピア」
成人対象 定員90人（当日先着順）
■おはなし会 7/22㊏11時30分〜12時
「北斗七星」「赤いろうそく」ほか
4歳（幼児保護者同伴）〜小学生対象
■絵本の読み聞かせと紙芝居 ㊌15時
〜15時30分（3歳以下対象）・15時30
分〜16時（3歳以上対象）、㊎11時〜
11時30分と㊏・㊐14時30分〜15時（幼
児以上対象）
■サービスコーナー（6/21〜7/20）
日程

9時30分〜11時30分 14時〜16時

6/21㊌、7/5㊌

長栄・草加小

瀬崎・青柳小

6/22㊍、7/6㊍

花栗南・八幡小

新栄小

6/23㊎、7/7㊎

栄・川柳小

新里・高砂小

6/28㊌、7/12㊌

清門・松原小

稲荷・八幡北小

6/29㊍、7/13㊍

谷塚小

両新田小

6/30㊎、7/14㊎

小山・新田小

氷川・西町小

■地域開放型図書室
西町・川柳・ ㊐10時〜16時
高砂小
（年末年始・蔵書点検日を除く）

公共施設での市民の自主的なサークル活動
を紹介しています。交渉は当事者間で。市
は関与しません。掲載依頼は指定の用紙で。

■若木（箏曲生田流） 第1〜3㊋13時
〜15時 勤労青少年ホームで はじめ
ての人も楽器のない人もどうぞ 月額
3000円
島根☎922-3641
■草加市俳句連盟 第4㊌13時〜17時
中央公民館で 世界一短い自分詩を
作りませんか 年会費1000円 月額50
0円
大塚☎925-5135
■フラワーズ（氷川平成塾コーラス）
月3回㊍10時〜12時 氷川小で 楽
しくうたいましょう 入会金500円
月額1000円
吉田☎922-4226
■カトレア（新田平成塾カラオケ）
㊋13時〜16時 新田小で ボイトレ他
入会金1000円 月額1000円
山田
☎090-8318-7628
■スポーツ吹矢草加中央 ㊎9時〜11
時 中央公民館で 腹式呼吸で楽しみ
ながら健康維持に 入会金1000円 年
額1000円
田岡☎090-4335-7987
■高砂ヤンキース（軟式少年野球）
㊏・㊐・㊗ 高砂小ほかで 小学1〜4
年生対象 体験受付中 入会金2000円
月額3500円
酒井☎090-5301-4790
■新龍将棋クラブ ㊏13時〜17時 新
田西文化センターで どなたでも自由
にご参加ください 年額2400円（小学
生無料）
加藤☎943-4691
■民踊の里 第1・3㊎13時〜15時 ふ
れあいの里で 日本各地の踊りを楽し
く一緒に踊りましょう 見学大歓迎
月額500円
蔭山☎928-9338
■メディカルヨガ教室（朝ヨガ） ㊊9
時20分〜10時30分 高砂コミセンで
無料体験あり 初心者歓迎 心身癒し
5回4500円
スナハタ☎080-94689997
■アンニョンハセヨ（韓国語） ㊋18
時50分〜19時50分 谷塚文化センター
で ゼロからはじめるハングル 月額
4000円
李☎090-8612-5956

草加人のための情報紙 広報
「そうか」

中央公民館 ☎922-5344
申 6/21㊌8時30分から同館へ。
□

▼パーカッション（打楽器）講座「めざせスーパーキッズ」 7/26㊌・28㊎・31
㊊、8/2㊌・4㊎10時30分〜12時 全5回 小学3〜6年生対象 定員16人 講座
OBのアシスタントも募集 講師はパーカッショ二スト竹花真弓さん・赤羽一則さん
▼楽しい盆踊り 7/27㊍11時〜12時 未就園児（保護者同伴）〜小学生対象 定
員30人

谷塚文化センター

☎928-6271

申 6/21㊌8時30分から同センター（窓口優先）へ。
□

パン教室・料理教室は6/28㊌（消印）までに往復はがきに住所・氏名・電話番
号・年齢を記入し同センターへ。

▼伝承遊び教室「読書感想文講座」 7/23㊐10時〜11時30分、「五色百人一首ほ
か」 13時〜14時30分 小学生対象 定員30人
▼星空教室 7/30㊐18時30分〜20時30分 小学生と保護者対象 定員20人
▼相撲教室 7/31㊊・8/1㊋14時〜 全2回 小・中学生対象 定員100人
▼サイエンス教室「偏光板で遊ぼう」 8/2㊌ 小学生対象 定員40人 参加費
400円 「貝は記憶できるのか？」 8/2㊌ 高校生対象 定員20人 参加費500
円・「ミニ熱気球を飛ばそう」 8/4㊎ 小学5・6年生対象 定員30人 「磁石で
遊ぼう」 8/4㊎ 中学生対象 定員20人 参加費200円 いずれも10時〜12時
▼茶道教室 8/7㊊・8㊋10時〜12時 全2回 小学生対象 定員10人 参加費
600円
▼パン教室 7/25㊋10時〜13時 小学生対象 定員16人 参加費300円
▼料理教室（キッズハンバーガーほか） 7/26㊌10時〜13時 小学生対象 定員
12人 参加費600円

新里文化センター ☎927-3362

申 6/21㊌8時30分から同センター（窓口優先）へ。
□

▼工作教室「楽しいおもちゃ作り」 7/27㊍10時〜12時 小学1〜3年生対象 定
員12人 参加費200円・「ポケットティッシュ入れ」8/3㊍9時〜12時 小学3〜6
年生対象 定員10人 参加費300円・「ICでメロディを鳴らそう」 8/10㊍13時
30分〜15時30分 小学4〜6年生対象 定員12人 参加費400円・「エコ貯金箱」
8/18㊎10時〜12時 小学生対象 定員12人 参加費100円
▼クッキング教室（お弁当作り） 7/28㊎10時〜13時 小学4〜6年生対象 定員
12人 参加費500円
▼茶道教室 7/31㊊、8/7㊊13時〜15時 全2回 小・中学生対象 定員20人 参
加費600円
▼卓球教室 8/1㊋〜3㊍10時〜12時 全3回 小学4〜6年生対象 定員12人
▼音楽教室 8/7㊊10時〜12時 小学3〜6年生対象 定員10人
▼環境学習教室（市のバスで桶川市綾瀬川へ） 8/8㊋8時30分同センター集合17
時解散 小学4〜6年生対象 定員25人
▼バレエ教室 8/9㊌10時〜12時 小学1〜4年生対象 定員20人
▼「働く車」大集合＆子育てイベント 8/10㊍10時〜12時（10時〜10時30分
乳幼児（保護者同伴）対象） 駐車場に警察車両・消防車両・清掃車両等が集合
見る・乗る・体験出来る!! ホールでは乳幼児読み聞かせ・肌チェック・ミニ縁日
あり 期間中の駐車場利用不可

柿木公民館
☎931-3117

申 生涯学習情報サイト「マイステージ」（QRコード）へ。
□

▼料理教室 7/27㊍10時〜13時 小学4〜6年生対象 定員16人 参加費500円
▼お菓子作り教室 7/28㊎9時30分〜12時、13時〜15時30分 小・中学生対象
定員各20人 参加費500円
▼料理教室（ワンプレートランチ） 8/2㊌10時〜13時 小学1〜3年生対象 定員
20人 参加費500円
▼星空観察教室 8/4㊎18時30分〜20時30分 小・中学生と保護者対象 定員20
人
▼茶道教室 8/8㊋・9㊌10時〜12時（小学生）、13時〜15時（中学生） 全2回
小・中学生対象 定員各30人 参加費600円

ミニ情報、保健センター、となりまちは5日号、相談案内、公民館、図書館、児童館情報は20日号に掲載します。

