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わくわくタウン松原

情報コーナー「すとりーと」

☎941-2905

▼わくわくパーティー 8/29㊋14時〜
15時 会場はコンフォール松原12号棟
ホットドックを作って食べながら夏
の思い出を話そう 小学生対象 定員
15人 参加費50円
▼みんなで遊ぼう 8/30㊌14時〜 会
場は中央図書館 ゲーム大会 小学生
対象
▼キャンディレイを作ろう 9/4㊊〜
15㊎ ㊋を除く15時〜 ㊊・㊎は中央
図書館 ㊌・㊍はコンフォール松原19
号棟 小学生対象 定員各5人 参加
費50円
▼読み聞かせ「たんぽぽ」 9/7〜21
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
▼おもちゃ病院 9/15㊎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
▼初めてのお誕生会 9/26㊋11時〜
会場はコンフォール松原19号棟 平成
申 9/1
28年9月生まれ対象 定員8人 □
㊎10時から電話で同館へ

新栄児童センター

☎942-9876

▼板落とし大会 8/22㊋14時〜 小学
生対象
▼水鉄砲で遊ぼう 8/25㊎14時〜15時
幼児（保護者同伴）〜中学生対象
水鉄砲・着替え持参
▼ふれあい囲碁・将棋教室 8/26㊏、
9/9㊏14時〜15時 幼児（保護者同
伴）〜高年者対象
▼アイスを作ろう 8/29㊋14時〜15時
幼児（保護者同伴）〜高年者対象
紙パックの牛乳（200ml）・スプーン
・容器持参
▼幼児のひろばⅡ期参加者説明会
9/1㊎10時30分〜 初参加対象 12月
までに2歳以上になる親子対象
▼オセロ大会 9/7㊍16時〜 小学生
対象
▼敬老の日プレゼント作り 9/14㊍・
15㊎15時〜 メガネケース 小学生対
象

☎946-3000 5944-3800

■木曜シアター 8/24㊍14時〜15時30
分 にっぽん百名山⒀「越後駒ヶ岳、
平ヶ岳、苗場山」 成人対象 定員90
人（当日先着順）
■小学生のための読み聞かせ 8/27㊐
13時30分〜14時
■こども映画館 8/27㊐14時〜15時15
分 「シンデレラ」 幼児（保護者同
伴）〜小学生対象 定員80人（当日先
着順）
■ビデオ上映会 9/10㊐14時〜15時40
分 「ダージリン急行」 成人対象
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）

■サービスコーナー（8/21〜9/20）

新田西文化センター

草加人のための情報紙 広報
「そうか」

☎942-0778

▼SKT24地域はつらつ元気体操教室
9/20〜11/15（10/18を除く）の㊌13時
15分〜14時45分 全8回 おおむね65
歳以上対象 定員30人 室内履き持参
▼わくわく伝承あそび教室 9/24㊐、
10/29㊐、11/19㊐、12/3㊐10時〜11時
30分 わらべ歌・百人一首ほか 小・
中学生対象 定員30人
▼谷塚元気ひろば 9/25㊊13時〜15時
市危機管理課職員によるハザードマ
ップ活用法、茶話会 60歳以上対象
定員30人 参加費200円 ハザードマ
ップ持参

▼ホッとひと息「子育てサロン」
9/4㊊10時〜12時 手遊び・リズム体
操ほか 乳幼児と保護者対象
▼おもちゃの病院 9/4㊊10時〜12時
おもちゃの無料修理 部品代実費
1人2点まで
▼放課後クラブ 9/7㊍17時〜18時…
卓球・9/11㊊16時〜17時…将棋・9/19
㊋17時〜18時…スポーツ吹矢・9/21㊍
16時20分〜16時50時…HIPHOP・9/4
㊊・25㊊16時〜17時…楽しく英語 小
学生（英語は小学4〜6年生）対象 保
護者同伴
▼ミニうた声広場 9/10㊐13時〜14時
30分 演奏はハーモニードレミ 定員
60人
▼SKT24地域はつらつ元気体操教室
9/15〜11/17（10/6、11/3を除く）の
㊎9時30分〜11時 全8回 65歳以上対
象 定員20人（応募多数の場合は抽
申 8/31㊍までに
選） 室内履き持参 □
同館へ
▼はじめてのパン作り教室 9/19㊋
テーブルパンほか、10/3㊋ メロンパ
ン いずれも9時〜12時 全2回 成人
対象 定員12人 材料費1000円 エプ
ロン・三角巾・布巾2枚・台布巾1枚・
持ち帰り用袋・45ℓのごみ袋持参
▼国際料理教室（タイ料理） 9/22㊎
10時〜13時 グリーンカレー・トムジ
ュートタオフー（鶏肉と豆腐のコンソ
メスープ） 成人対象 定員16人 参
加費600円 エプロン・布巾2枚持参

川柳文化センター

柿木公民館

日程

9時30分〜11時30分

14時〜16時

8/30㊌、
9/13㊌

長栄・草加小

瀬崎・青柳小
（瀬崎小8/30休み）

8/31㊍、
9/14㊍

花栗南・八幡小

新栄小
（8/31休み）

9/1㊎・
15㊎

栄・川柳小

新里・高砂小

9/6㊌・
20㊌

清門・松原小

稲荷・八幡北小

9/7㊍

谷塚小

両新田小

9/8㊎

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
（年末年始・蔵書点検日を除く）
高砂小

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

谷塚文化センター

☎928-6271

☎936-4088

▼おはなしの広場 9/8㊎・22㊎11時
15分〜45分 手遊び・紙芝居ほか 乳
幼児と保護者対象
▼ロビー ネオステンドアート展
9/14㊍〜19㊋
▼おもちゃ病院 9/15㊎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

▼すこやかクラブ芸能発表会 9/2㊏
10時〜 地域すこやかクラブによる唄
・踊り及び利用団体による発表
▼ビューティアップ教室 9/5㊋11時
30分〜13時30分 毎日出来る頭と顔の
エクササイズ 女性対象 定員12人
卓上ミラー・カメラ（携帯電話でも
可）持参
▼うたごえひろば 9/14㊍10時〜12時
参加費200円（飲み物代含む）
▼すくすくクラブ 9/14㊍10時〜11時
30分 手遊び・子育て相談ほか 乳幼
児と保護者対象
▼のびのび広場 9/15㊎10時〜11時
季節の工作・読み聞かせほか 乳幼児
と保護者対象
▼おもちゃの病院 9/22㊎10時〜12時
おもちゃの無料修理 部品代実費 1
人2点まで

☎931-3117

▼おはなしの時間 8/23㊌10時30分〜
11時 読み聞かせ・手遊びほか 乳幼
児と保護者対象
▼おもちゃの病院 9/11㊊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 9/14㊍10時〜11
時30分 ミニ運動会 乳幼児と保護者
対象

中央公民館

☎922-5344

▼こころを結ぶ光のひろば 9/5㊋10
時〜12時 視覚障がいに関する相談コ
ーナーほか
▼青少年コンサート 9/10㊐14時〜
出演は草加ジュニアオーケストラ・草
加児童合唱団 「勇気100％」「ロン
グロングアゴー」ほか 定員400人
（当日先着順）
▼にじいろタイム 9/15㊎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｣
9/15㊎13時30分〜 胎教と友だちづく
り 初妊婦対象
▼ホッとひと息「子育てサロン」
9/20㊌10時〜 親子友だち作り・簡単
工作ほか 乳幼児と保護者対象
▼チャレンジ！シニア講座 10/19〜

平成30年3/15の月1回㊍10時〜12時
全6回 健康について・社会科見学・調
理実習ほか 60歳以上対象 定員35人

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。

■幸龍会（書道） 第1・3㊎12時〜13
時20分 市民活動センターで 1回900
円（月額支払は1500円）
木村☎08
0-1330-5591
■キッズスマイル新里 ㊊9時50分〜
10時50分 新里文化センターで リズ
ム体操・手遊び・季節イベントほか
無料体験可 未就園児と保護者対象
月額1200円
平良☎080-1914-3673
■草加シルバーダンスクラブ（社交ダ
ンス） ㊍13時〜15時…初級、15時〜
17時…中級 中央公民館で 入会金
1000円 月額1000円
鈴木☎090-87
24-8271
■アモーレ（社交ダンス） ㊋11時〜
13時 勤労青少年ホームで あこがれ
のスローフォックストロットを楽しく
踊りましょう 入会金1000円 1回100
0円
鈴木☎090-4378-2323
■草加ハーモニカソサエティー ㊌19
時〜21時 中央公民館で クロマチッ
クハーモニカを吹いて楽しみましょう
初心者歓迎 入会金1000円 月額
2500円
播磨☎090-4817-0748
■チーム・ロヂャー（硬式テニス）
㊌または㊍13時〜17時 吉町テニスコ
ートで 楽しく体を動かして 入会金
1000円 月額1500円
三橋☎941-66
18
■バレエ赤いくつ ㊌17時〜19時 中
央公民館で クラシックバレエを踊り
ましょう 4歳〜小学生対象 入会金
3000円 月額3000円
金丸☎0806890-9377
■紫苑水墨会 第2㊏13時〜16時 勤
労福祉会館で 墨と顔彩を使用して美
しい絵の練習をしています 入会金10
00円 月額2500円
小林☎090-84869139
■ひまわり（健康体操） ㊋9時30分
〜11時 新里文化センターで 健康寿
命を伸ばす優しい体操 見学・体験可
入会金1500円 月額2000円
武笠
☎922-4841
■ありんこクラブ（トランポリン・体
操） 月4回㊊または㊋15時20分〜16
時50分 市民体育館ほかで 3歳〜年
長児対象 体験300円 入会金500円
月額1500円
江川☎090-5558-9735
■サンライズダンスサークル（社交ダ
ンス） ㊋19時30分〜21時 谷塚文化
センターで 現役プロ教師が直接組ん
で指導します 見学可 月額4500円
松田☎924-8500
■新和会（健康体操） ㊏13時30分〜
15時 松原ミニコミセンで 明日に繋
がるさび止め体操 見学・体験可 入
会金1000円 月額2500円
小川☎9
42-1476

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。

