⑥

2019年6月5日号

情報コーナー「すとりーと」

2-6779
■認知症サポーター養成講座 6/15㊏
7/6㊏9時〜12時。会場は青柳分署。 14時〜15時30分。会場はであいの森。
成人の心肺蘇生法・AED・異物除去法 認知症の理解や認知症の人との接し方。
ほか。市内または八潮市在住・在勤の 認知症に興味・関心のある人対象。定
è
中学生以上対象。定員30人。応募多数 員20人。è6/6㊍から川柳・新田東部
の場合は抽選。è6/28㊎までに青柳分 （包）へ。☎932-70075931-0993
署へ。☎931-39735931-3982
■いきいき体操教室 6/17㊊14時〜15
時30分。会場は新里文化センター。65
市民救命員養成講習会
歳以上対象。定員35人。運動靴持参。
è
6/6㊍から谷塚西部（包）へ。☎929スポーツやレジャー活動での事故に
よる傷病者への救命・救急法の知識と 00145929-5222
技術を学びます。講習修了者にはJAEA ■認知症介護者のつどい 6/19㊌13時
より認定証が発行されます。7/14㊐12 15分〜14時30分。会場は勤労福祉会館。
時30分〜16時30分。会場は記念体育館。 ε新田（包）☎946-05205946-0523
16歳以上対象。定員30人。参加費2000 ■介護者のつどい 6/19㊌18時30分〜
円。動きやすい服装、室内靴、顔写真 20時。会場は旧かっぱ天国（谷塚町
è
647-8）。ε安行（包）☎921-21215 9
（3㎝×3㎝）持参。è6/6㊍から電話
で草加市体育協会へ。☎928-636159 28-8989
■元気吹き矢教室 6/20㊍14時〜15時
22-1513
30分｡会場は花栗会館｡65歳以上対象｡
甲種防火管理再講習会
è
定員30人｡運動靴持参。è6/6㊍から安
収容人員が300人以上の劇場・飲食 行（包）へ。☎921-21215928-8989
店・物品販売店舗等の甲種防火管理者 ■はつらつバルーン体操 6/26㊌13時
講習修了者対象の再講習です。8/22㊍ 30分〜14時30分。ボール等を使用した
13時〜16時05分。会場は草加市文化会 介護予防運動や体操。会場は八幡コミ
è
館。定員100人。受講料6500円。è申
セン。65歳以上対象。定員30人。室内
è
込書（消防局予防課で配布するほか同 靴持参。è6/6㊍から川柳・新田東部
協会HPからも入手可）に顔写真（縦 （包）へ。☎932-70075931-0993
3.0×横2.4㎝）1枚と「郵便振替払込請
いつまでも元気で動きたい人へ
求書兼受領書」を添付し、7/5㊎〜11
高年者ストレッチ体操教室
㊍9時〜16時にファクスで日本防火・
ゆったりとからだを伸ばすストレッ
防災協会へ。ε消防局予防課☎996-06
605997-1300
チを中心にした体操。楽しみながら筋
力アップ。いずれも全10回。65歳以上
草加和太鼓祭り参加団体募集
対象（参加は年度内に1回限り）。動
9/1㊐中央公民館で行われる和太鼓 きやすい服装で。室内靴持参。
団体の交流の場「和太鼓祭り」で日頃 ■新田西文化センター 7/4〜9/19
の練習の成果を披露してみませんか。 （8/15・22を除く）の㊍9時〜11時。
1団体転換込20分以内。市内で活動す 定員30人
る和太鼓団体対象。定員10組程度。 ■川柳文化センター 7/2〜9/10（8/13
è 6/24㊊（必着）までに文化観光課ほ を除く）の㊋13時〜15時。定員40人
かで配布する申込書に記入し同課へ。 è 6/6㊍〜12㊌に保健センターへ。☎
922-02005922-1516
☎922-29685922-3406
普通救命講習会Ⅰ

シルバーカルチャー教室
受講生募集

ふれあいの里講座

①シニア大学まなびあい 7/6・20の
■簡単パン教室 第2㊌9時30分〜12時 ㊏、8/22、9/19、10/17、11/21、12/19
30分。会場は中央公民館。定員5人。 の㊍。いずれも13時30分〜15時。全7
月額850円（材料費別途）。エプロン、 回。新しい時代のはじまりに、健康や
è
終活など生活にプラスになることを仲
布巾等持参。èシルバー人材センター
間と一緒に学びませんか。60歳以上対
へ。☎928-92115928-9209
象。定員15人。
高年者向け
②ふれあいカレッジ〜介護予防と健康
地域包括支援センター（包）
づくり〜 7/6㊏〜12/3㊋の全16回。
介護予防教室・介護者のつどい
7/6・20の㊏13時30分〜15時が健康講
座。7/23・30の㊋10時〜11時30分が口
介護者のつどいは、介護の情報交換
と交流。介護をしている人、していた 腔講座。栄養講座9/19㊍13時30分〜15
時。薬講座11/16㊏13時30分〜15時。
人、する予定の人対象。
■介護者のつどい 6/8㊏14時〜16時。 介護予防運動が8月から月2回の㊋10時
会場は草加キングス・ガーデン。オレ 〜11時30分で10回。60歳以上対象。
定員15人。
ンジカフェと同時開催。参加費100円
è
ε谷塚西部（包）☎929-00145929-5222 è参加は①②のいずれか一方のみ。①
■介護者のつどい 6/11㊋13時15分〜 6/7㊎10時から、②6/10㊊10時から電
14時45分。会場は草加市文化会館。ε 話でふれあいの里へ。☎920-622259
松原・草加東部（包）☎932-6775593 20-6251

草加人のための情報紙

であいの森講座
①let's!!リズム体操 7/9・23、8/6・
20、9/3・17の㊋13時〜14時30分。全
6回。定員30人。室内靴持参
②であいの森かけはしサロン 7/10㊌
13時〜15時。講話・体操・茶話会など
を隔月開催。7月はオカリナ演奏会。
定員20人。
③折り紙を楽しもう 7/24㊌10時〜12
時。定員20人。材料費100円。のり・
はさみ、定規持参。
è
いずれも60歳以上対象。è①は6/7
㊎10時から、②③は6/11㊋10時から電
話でであいの森へ。☎936-27915 93
6-2792
後期高齢者対象 歯科健診
昭和18年4/2〜同19年4/1生まれで、
後期高齢者医療被保険者証を持つ人を
対象とした健康長寿歯科健康診査を行
います。希望者は、後期高齢者医療広
域連合から6月下旬に届く案内を確認
し、7/1㊊〜令和2年1/31㊎に受診して
ください。ε県後期高齢者医療広域連
合給付課☎048-833-3130
子ども・親子向け
子ども会体験会「子ども
フェスティバルIN草加」
様々な体験活動を通じて、コミュニ
ケーション能力や考える力を育む子ど
も会の体験会を開催します。企画は子
ども会出身の中高生。6/16㊐第1部10
時〜11時30分、第2部12時30分〜14時。
会場は勤労青少年ホーム。小学生と保
護者対象。兄弟姉妹の参加可。保護者
は同時開催の説明会に出席してくださ
い。定員各40人。参加費200円（子ど
è
ものみ）。è6/6㊍から希望の部、住
所、児童と保護者の氏名、小学校名・
学年、性別、電話番号を勤労青少年ホ
ームへ。メール（QRコード）も可。
ε草加市子ども会育成者連絡協議会事
務局（子ども育成課内）☎928-64215
928-9632
泳ぎ込み＆ターン教室
7/23㊋〜25㊍17時〜18時。全3回。
会場は市民温水プール。小学生対象。
è 6/15㊏
定員30人。参加費1500円。è
（必着）までに草加市体育協会ホーム
ページまたははがきに教室名・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同
協会へ。はがきの場合は別途手数料
300円。応募多数の場合は抽選。☎92
8-63615922-1513

児童クラブ臨時職員
勤務は7月からの㊊〜㊏のうち5日間
9時30分〜18時（時差勤務あり）。時
給960円（保育士資格者1060円）。場

広報
「そうか」

所は放課後児童クラブ。小学生の生活
è
の支援。賞与・有給休暇等あり。è6/
14㊎までに履歴書（保育士は資格証の
写しも）を〒340-8550子ども育成課へ
（持参も可）。☎922-14485922-3274
保育園の臨時職員・夏期アルバイト
いずれも65歳未満の人対象。有給休
暇・被服貸与あり（夏期アルバイトを
除く）。①〜④は要資格。場所は公立
保育園。
●日中の仕事 ①保育士・②看護師・
③栄養士 ㊊〜㊎8時30分〜17時（シ
フトにより㊏勤務あり）。時給1060円
（准看護師960円）。通勤手当上限1万
2000円。賞与あり。社会保険等加入
④短時間保育士 ㊊〜㊎10時30分〜
15時30分のうち3.5時間。時給1060円。
通勤手当上限1万2000円。 ⑤調理補
助 ㊊〜㊏8時30分〜13時。時給1220
円。通勤手当上限8000円。社会保険等
加入
●朝夕の仕事 ⑥時間外保育従事者※
（ ）内は延長保育実施園勤務の場合
㊊〜㊎7時20分（7時）〜8時50分（9
時）及び16時30分〜18時30分（19
時）、㊏7時20分〜8時50分及び12時
〜19時（7時〜19時のうち6時間）。時
給1320円、有資格者1420円。通勤手
当上限8000円（有資格者1万2000円）。
●保育士夏期アルバイト 7/1㊊〜
8/30㊎の㊊〜㊎8時30分〜17時。時給
960円（有資格者1060円）。高校生以
下不可。勤務日・時間は応相談。
è履歴書・資格証の写しを保育課へ持
è
参。勤務地等を考慮し採用者にのみ担
当から連絡します。☎922-149159223274
臨時職員（廃棄物資源課）
勤務は7月から㊊〜㊎8時30分〜17時。
場所は環境業務センター。粗大ごみの
収集業務ほか。健康良好な62歳以下対
象。募集は1人。時給955円。面接は
è
6/20㊍に実施。è6/14㊎（必着）まで
に履歴書を〒340-8550職員課へ。☎92
2-09835922-3098

松伏町

■ エローラのゴーシュ Vol.16渡
部宏 チェロ･リサイタル 7/7㊐14時
開演 会場は田園ホール・エローラ
料金大人3000円、高校生以下2000円
（未就学児の入場不可） ε同ホール
☎992-1001
八潮市

■やしお枝豆大感謝祭 6/16㊐15時〜
19時 会場はフレスポ八潮 εやしお
枝豆まつり実行委員会☎996-1926
越谷市

■七夕フェスタオープニングイベント
6/29㊏10時30分〜13時30分 会場は
北越谷駅西口さくら広場・ほっと越谷
εほっと越谷☎970-7411

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。

