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小学1〜4年生対象。定員100人（抽
申 9/20
選）。保険料100円。昼食持参。□
9/25㊊9時〜12時。会場は八潮自動 ㊌（必着）までに、往復はがきに氏名
車教習所。自動車学校教習技能員が指 （ふりがな）・学年・保護者氏名（ふり
導。65歳以上の普通免許以上取得者対 がな）・郵便番号・住所・電話番号・
象。定員30人。草加駅、獨協大学前 メールアドレス・当日の交通手段を記
〈草加松原〉駅から送迎あり。運転免 入し、〒330-0074さいたま市浦和区北
許証と眼鏡等条件の人は眼鏡等を持参。 浦和5-6-5浦和合同庁舎別館内ボーイス
内
申 草加警察署交通課へ。☎943-0110○
カウト埼玉県連盟子どもゆめ基金助成
□
411
活動草加会場係へ。1枚に兄弟姉妹の
併記可。☎048-822-24635048-822-2155
シルバー・ドライバー・ドッグ

であいの森講座

■スローストレッチで筋力アップ
10/6㊎・19㊍、11/2㊍・30㊍、12/7㊍
・21㊍の10時〜11時30分。全6回。定
員30人。上履き持参
■絵手紙教室 10/4・18、11/1・15・
29の㊌10時〜12時。全5回。定員20人。
材料費400円。描きたい物持参。
申 スロース
いずれも60歳以上対象。□
トレッチは9/6㊌、絵手紙は9/8㊎の10
時から電話でであいの森へ。☎936-27
915936-2792
子ども・親子向け

草加スポーツフェスティバル2017
小学生マラソンリレー参加者募集

10/9㊗12時30分綾瀬川左岸広場集合
（雨天中止）。内容は下表のとおり。定
申 9/6㊌から申込用紙
員は60チーム。□
に必要事項を記入し、記念体育館へ。
ファクスも可。☎928-63615922-1513
部門

距離×人数

1・2年生女子
1・2年生男子
3・4年生女子

5・6年生女子
5・6年生男子

ボーイスカウトと遊ぼう
アドベンチャーワールド参加者募集

10/15㊐9時30分〜15時（雨天時10/22
㊐に順延）。会場は綾瀬川左岸広場。

村洋子さん。定員80人。保育（定員20
人）、手話通訳あり（いずれも要予
申 10/6㊎までに子ども教育連携
約）。□
推進室へ。こくちーず（QRコード）
からも可。☎922-34945928-1178
草加ジュニア新体操競技大会
出場者募集

11/18㊏・19㊐10時〜17時。会場は
記念体育館。幼児〜高校生の個人・団
体（5人以上）対象。参加費1人400
申 9/19㊋までに申し込み用紙に記
円。□
入し、草加市体育協会へ。☎928-6361
5922-1513

ふれあいの里臨時休館

9/29㊎・30㊏は、電気設備点検・館
内消毒のため臨時休館します。 ふれ
あいの里☎920-62225920-6251
温水プール臨時休館

3・4年生男子

土曜体験教室
『昔の道具を使ってみよう』

9/16㊏10時〜12時。千歯こきなど農
具を使った脱穀の体験や、昔の遊びを
行います。会場は歴史民俗資料館。小
申 9/6
学生と保護者対象。定員15人。□
㊌から電話で同館へ。☎5922-0402

500m×4人

草加人のための情報紙 広報
「そうか」

600m×4人

子育て講演会
「幼児期の子育て
〜乳幼児の声の聴き方・
ノンバーバルコミュニケーション〜」

10/22㊐10時〜11時45分。会場は中
央公民館。子どもの成長に合わせた関
わり方についての講演や参加者同士の
グループトーク。0〜5歳の子どもの保
護者またはこれから親になる人対象。
講師は埼玉大学教育学部名誉教授の志

10/10㊋〜29㊐。東埼玉資源環境組
合の設備点検に伴う熱源蒸気の供給停
止のため臨時休館します。 温水プー
ル☎936-68245935-8981
勤労福祉会館 一時貸出停止

勤労福祉会館は改修工事のため、ホ
ールは10/27㊎〜11/17㊎、第1・3・4
会議室は11/6㊊〜17㊎に貸し出しを停
止します。なお、ホールの貸出停止期
間中は第1駐車場の一部が利用できな
くなります。 くらし安全課☎941-61
115941-6157

童福祉事業の経験者対象。募集は1人。
日額1万1700円（交通費込み）。面接
申 9/22㊎（必着）
は9月下旬に実施。□
までに履歴書と資格証の写しを職員課
へ。☎922-0983
非常勤嘱託員募集（土木作業員）

勤務は11月から。勤務時間は㊊〜㊎
の8時30分〜17時。場所は維持補修課。
運転業務、道・水路のパトロール、補
修作業ほか。60歳以下で普通自動車運
転免許証（AT車限定は不可）以上所
持者対象。募集は1人。日額7700円
（交通費込み）。面接は9/22㊎に実施。
申 9/20㊌（必着）までに履歴書と免許
□
証の写しを職員課へ。☎922-0983
非常勤嘱託員募集
（国民健康保険窓口担当）

勤務は11月から。勤務時間は㊊〜㊎
の指定する週2日の8時30分〜17時。場
所は保険年金課。国民健康保険に関す
る申請受付ほか。60歳以下で社会保険
労務士の有資格者またはそれに準ずる
専門知識を有する人対象。募集は1人。
日額7700〜9500円（交通費込み）。面
申 9/20㊌（必着）
接は9/22㊎に実施。□
までに履歴書と資格証の写しを職員課
へ。☎922-0983

吉川市

■インターナショナル・フレンドシッ
プパーティー 9/24㊐11時〜14時 会
場はおあしす 民族の踊り、多国籍な
屋台
市民参加推進課☎982-9685
越谷市

スポーツ
教室参加者
募集
事業名（コース名）
器械体操
教室

幼児
小学生

初心者バウンド
テニス教室
親子トランポリン
体操教室

申 9/20㊌までに往復はがきに教室名・住所・氏名（ふ
□
りがな）・生年月日・電話番号を記入し、〒340-0022
瀬崎6-31-1草加市体育協会へ。同協会のホームページで
も応募できます。応募多数の場合は抽選。☎928-63615
922-1513
実施日

曜日

㊊

10/6〜10/27

㊎

13時〜15時

㊌

11時15分
〜12時15分

11/1〜11/22

10/20〜12/15
幼児体操
（11/3・17、
跳び箱教室
Bコース
12/8を除く）

中級硬式テニス教室
月曜コースB
初級硬式テニス教室
水曜コースA
中級硬式テニス教室
水曜コースB

回数

16時〜17時

10/16〜11/27
（11/6を除く）

㊎

対象
年中・年長

6
17時〜18時

Aコース

初級硬式テニス教室
月曜コースA

時間

15時〜16時

小学生
4
4

6

18歳以上

年中・年長

16時〜17時

8

㊊

月額

会場

各
記念
30人 3000円 体育館

15人 1000円

H25.4.2〜
H27.4.1生まれ 30組 2000円
市民
の幼児と親
体育館

9時〜11時
10/16〜12/4

定員

18歳以上

各
3000円
30人

各
6000円
24人

11時〜13時
9時〜11時
10/11〜11/29

㊌

8

18歳以上

11時〜13時

そうか
公園
各
6000円
24人

勤務は㊏、㊗を含む週5日で8時30分
〜17時、7時〜15時30分。時給980円。
賞与、社会保険あり。募集は若干名。
申 9/15㊎までに履歴書を持参し市立病
□
内 3004
院経営管理課へ。☎946-2200○
臨時職員募集（自動車運転手）

勤務は10月から。勤務時間は㊊〜㊎
の8時30分〜17時（変則あり）。場所
は庶務課車両係。公共施設間の書類等
運搬業務ほか。60歳以下で普通自動車
運転免許証（AT車限定も可）以上所
持者対象。募集は1人。時給955円。面
申 9/15㊎（必着）
接は9/20㊌に実施。□
までに履歴書と免許証の写しを職員課
へ。☎922-0983
非常勤嘱託員募集（家庭児童相談員）

ソフトテニス教室

10/7〜11/25

㊏

14時〜16時

8

18歳以上

25人 2000円

スポーツ吹矢教室

10/7〜10/28

㊏

15時〜17時

4

18歳以上

20人 1000円 草加中

10/14〜10/28

㊏

9時〜11時

3

幼児以上

20人 1500円

空手道教室

草加市立病院の看護補助者
臨時職員募集

中央
公民館

勤務は11月から。勤務時間は㊊〜㊎
の指定する週4日の8時30分〜17時。場
所は子育て支援センター。家庭児童に
関する相談、調査、指導ほか。63歳以
下で社会福祉主事の有資格者または児

■こしがや薪能 9/10㊐16時50分〜20
時25分（荒天中止） 会場はこしがや
能楽堂 料金大人3500円、学生1000円
（全席自由） 生涯学習課☎963-9307
三郷市

■三郷ハワイアンフェス 9/23㊗10時
〜17時〈雨天中止〉 会場はにおどり
公園
三郷ハワイアンフェス運営委
員会☎090-7832-7538
八潮市

■リサイクルフェア 10/1㊐ 9時30
分〜13時（小雨決行） 会場はリサイ
クルプラザ リサイクル品販売など
リサイクルプラザ☎997-6696
松伏町

■まつぶし町民まつり2017 10/15㊐
10時〜15時30分 会場は松伏記念公園
ほか
同まつり実行委員会事務局☎
991-1854

市民の自主的な非営利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。掲載依頼は発
行日の1か月前までに指定の用紙で
（掲載条件あり）

■悠々会絵画展 9/8㊎〜13㊌10時〜
17時（8㊎は13時から、13㊌は15時ま
で） アコスギャラリーで 油絵・水
彩約40点 会員11人の珠玉の逸品
河津☎943-4208

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。

