⑥

情報コーナー「すとりーと」

2017年7月20日号

児童館 で
夏休み

草加人のための情報紙 広報
「そうか」

●わくわく理科実験「鏡で遊ぼう」 7/29㊏13時30

●ふれあい切り絵教室 8/7㊊10時30分〜12時 幼児

人

●ミサンガを作ろう 8/9㊌14時〜16時 小学生〜中

分〜15時 年長児（保護者同伴）以上対象 定員15
●おもちゃ病院 8/3㊍13時〜15時 おもちゃの無
料修理 部品代実費 1人2点まで

●ウォーター・アドベンチャー 8/7㊊13時30分〜、

定員のあるものは7/21㊎
10時から各館へ申し込みを

14時30分〜 水鉄砲でアドベンチャーゲーム 幼児
（保護者同伴）以上対象

わくわくタウン松原 ☎941-2905

●みなクル工房 8/10㊍13時〜16時 スライム 幼
児（保護者同伴）以上対象

●わくわく広場 7/24〜8/28の㊊・㊎（8/11㊗・14

●お化け屋敷 8/19㊏13時30分〜16時30分 幼児

会場は中央図書館 幼児（保護者同伴）〜小学生対

●ワークわくランチ 8/20㊐10時〜13時 パスタ・

㊊〜18㊎を除く）10時〜12時、13時30分〜17時30分
わくわくリビング

象

7/25〜8/24の㊋・㊌・㊍

（8/1㊋・15㊋・16㊌を除く）10時〜17時30分 会場
はコンフォール松原12号棟 宿題・遊び・おしゃべり
・まったり 幼児（保護者同伴）〜高年者対象 昼食

（保護者同伴）以上

フルーツゼリー作り 小学生以上対象 定員12人

●野外クッキング 8/27㊐11時〜13時 流しそうめ

ん 幼児・小学生と家族対象 定員10家族 参加費
1人250円

持参可

●なかまほいく 9/4㊊〜11/20㊊（㊗を除く）10

〜 会場はコンフォール松原12号棟 小学生対象 定

ママだけの時間を楽しみましょう 6か月〜3歳未満

●夏休みの工作「手すきハガキ」 7/25㊋〜27㊍10時

時15分〜12時15分 全10回 親子・子ども同士・

員各日6人

の乳幼児と保護者対象 定員12組 参加費1500円

●読み聞かせ「たんぽぽ」 8/3〜24の㊍（17を除

く）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

●おもちゃ病院 8/18㊎13時30分〜15時 おもちゃ

の無料修理 会場は子育て支援センター 部品代実費
1人2点まで

（保険代・教材費込み）

新栄児童センター

●ふれあい囲碁・将棋教室 7/22㊏14時〜15時 幼
児（保護者同伴）〜高年者対象

●水鉄砲で遊ぼう 7/26㊌14時〜15時 幼児（保護

●わくわくタウン夏まつり 8/19㊏11時30分〜15時

者同伴）〜中学生対象 水

店・工作ほか 幼児（保護者同伴）〜高年者対象

●流しそうめん会 7/28㊎

ォール松原19号棟 平成28年8月生まれ対象 定員8人

同伴）〜高年者対象 申し

30分 会場はコンフォール松原12号棟 ゲーム・模擬
●初めてのお誕生日会 8/29㊋11時〜 会場はコンフ
申 8/1㊋10時から電話で同館へ
□

氷川児童センター

☎928-2341

ンカラ大会 8/17㊍ いず

時〜12時 幼児と保護者対象 水遊び用パンツ持参

れも14時〜 小学生対象

▼ロビー 書道展…8/16㊌〜28㊊
▼おもちゃ病院 8/18㊎10時〜12時
おもちゃの無料修理 部品代実費 1
人2点まで

新里文化センター

☎927-3362

▼おもちゃの病院 8/25㊎10時〜12時
おもちゃの無料修理 部品代実費
1人2点まで
▼すくすく絵本サロン 9/1㊎10時〜
11時30分 乳幼児と保護者対象 定員
15組
▼英語でアクティビティ講座 9/8・
22、10/6・20、11/10・24の㊎10時30
分〜11時30分 全6回 外国人講師に

央公民館 小学生〜高年者対象 定員20人 参加費
300円

●オセロ大会 8/7㊊ マンカラ大会 8/8㊋ いずれ
も13時30分〜 小学生対象 参加賞・優秀賞品あり

●おもちゃ病院 8/19㊏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

●作って遊ぼう！すみよしランド 8/26㊏10時〜12時
ゲーム・工作コーナー・パネルシアターほか 各ブ

ース50円以下 幼児（保護者同伴）〜高年者対象

谷塚児童センター

☎925-1856

●ふれあい収穫体験 夏野菜 8/5㊏10時30分チャヴｨ
ペルト集合（氷川町2138-3） 幼児（保護者同伴）〜
高年者対象 定員20組 参加費1家族600円

●マンカラ大会 8/7㊊14時〜 小学生対象 定員10
人

●ともだち文庫の「おはなしポケット」 8/21㊊11時
〜 読み聞かせほか 乳幼児と保護者対象

●スライム時計を作ろう 8/21㊊14時〜 小学生対象
定員10人

ぼう 8/1㊋10時30分〜12

●パチャパチャ水遊び 7/25㊋・31㊊（雨天中止）11

☎936-4088

●ふれあいパンづくり 8/1㊋10時〜12時 会場は中

●グラウンド・ゴルフで遊

●オセロ大会 8/3㊍ マ

川柳文化センター

☎928-5736

込み制 お椀・箸持参

リー 幼児（保護者同伴）以上対象

▼おはなしの時間 7/26㊌10時30分〜
11時 読みきかせ・手遊びほか 乳幼
児と保護者対象
▼おもちゃの病院 8/14㊊10時〜12時
おもちゃの無料修理 部品代実費
1人2点まで

住吉児童館

12時〜13時 幼児（保護者

時 小学生〜高年者対象

☎931-3117

学生対象

鉄砲・着替え持参

●手芸 7/23㊐13時30分〜16時 ビーズ・アクセサ

柿木公民館

☎942-9876

（保護者同伴）〜高年者対象

よる英語講座 2歳〜未就園児と保護
者対象 定員18組 参加費1000円
▼夕ごはんクラブ 9/11㊊15時〜17時
今日の晩ご飯作り（2人分） 成人対
象 定員12人 参加費600円

定員90人（当日先着順）
■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）
■地域開放型図書室

☎946-3000 5944-3800

■小学生のための読み聞かせ 7/23㊐
13時30分〜14時
■木曜シアター 7/27㊍14時〜15時30
分 にっぽん百名山⑿「八幡平、飯豊
山、吾妻山」 成人対象 定員90人
（当日先着順）
■図書館体験隊 8/3㊍・10㊍・25㊎9
時〜12時 カウンター業務・書架の整
理整頓、ブックカバー掛け 小学3〜6
年生対象 定員各日12人
■ママ向け夏休みのお片づけ講座〜本
に学ぶ子どもがいても片づく部屋〜
8/6㊐10時〜11時30分 学期末に持ち
帰る学用品・プリント・作品の整理ほ
申 8/5㊏までに同館へ
か 定員45人 □
■ビデオ上映会 8/13㊐14時〜15時55
分 「紙屋悦子の青春」 成人対象

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。

■合気研究所（合気道） ㊏15時〜16
時…小学生 月額3000円、16時〜17時
30分…中学生以上 月額4000円 草加
中で いずれも入会金3000円
小形
☎090-2200-1140
■どんぐり音楽隊 月4回（内1回㊐）
9時〜13時 中央公民館ほかで ブラ
ンクあり＆子連れの人も大歓迎 月額
1000円
本郷☎090-2722-9010
■陶芸サークル土の会 ㊍10時〜17時
新田西文化センターで 女性対象
入会金2000円 月額1000円（別途材料
費あり）
軍地☎942-7285

■LIVELY（9人制バレーボール） ㊌
19時〜21時 両新田中で 女性対象
月額1500円
クラチ☎090-2488-4324
■白ゆり会（着付け） 月3回㊍10時
30分〜12時 谷塚文化センターで 初
心者大歓迎 親切丁寧にお教えします
月額3000円 長谷川☎090-3475-8567
■小山スポーツクラブ ㊎17時〜18時
…1〜3年生、18時〜19時…4〜6年生
小山小で 体力作り（跳び箱・鉄棒・
マットほか） 体験可 月額2600円
伊藤☎090-2248-0688
■草加南空手道教室 ㊐9時〜11時・
㊋17時〜19時 氷川小ほかで 基礎体
力作り健全な青少年の育成 入会金
3000円 月額2000円
栁田☎0805419-2027
■朋友会（中国語） ㊐10時〜12時
中央公民館で 初・中・上・高級・研
究の5クラス 老師は全員高学歴中国
人女性 3か月（12回）9000円
薄
井☎928-1287
■体が硬い人のためのヨガ ㊋20時〜
21時15分 高砂コミセンで 1回100円
アサミ☎090-6307-8179

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。

