草加人のための情報紙

情報コーナー「すとりーと」

広報
「そうか」

11/3㊗草加ふささら祭り
よさこい講習・模擬店
〜参加者募集〜

■脳トレそろばん教室 第2・4㊋また
は㊌9時〜11時。定員10人。参加費
1200円。そろばん持参
è
会場はいずれも草加文化会館。èシ
ルバー人材センターへ。☎928-9211
5928-9209

è7/22㊊〜8/5㊊にみんなでまちづく
è
り課で配布する応募用紙（市HPから
も入手可）を同課へ。ε草加ふささら
ボートレース事業の収益金で道路整備
祭り実行委員会（みんなでまちづくり
課内）☎922-07965922-3406
県都市競艇組合は草加市を含む15市
草加よさこい市民講習「踊るん♪隊」 で構成され、収益金は、市内の道路整
■講座日程 9/26㊍、10/10㊍・15㊋ 備に充てられます。競艇開催期間は
・17㊍・23㊌19時〜20時30分、10/29 7/20㊏〜23㊋、8/3㊏〜6㊋、8/21㊌〜
㊋19時15分〜20時30分。全6回。
26㊊、9/21㊏〜24㊋。会場はボートレ
■会場 草加市文化会館（10/29㊋は ース戸田。ε財政課☎922-07615922中央公民館）
1547
■定員 70人
一本棒・バッテン棒体操教室
■参加費 4000円
模擬店（草加松原遊歩道ほか）
8/27〜9/24（10を除く）の㊋10時〜
■出店時間 9時30分〜16時30分
12時。全4回。会場は中央公民館。音
■対象 市内の非営利団体
楽に合わせて楽しく体操しませんか。
■出店料 1万円
定員40人。è スポーツ振興課へ。☎
※備品貸し出しあり（有料）。電源・ 922-28615922-3172
ガス等は各団体で用意。火器を取り扱
節句飾り制作講習会
う場合は必ず消火器も用意。応募多数
の場合は抽選。
子どもたちの健やかな成長を願う
上記イベント運営に協力できるボラ 「つるし雛飾り」、五月人形用「ミニ鎧
ンティアも募集。いずれも詳細は市 兜」を布ちりめんで制作し、歴史民俗
HPで確認を。
資料館で展示します。つるし雛飾り…
10/9㊌・23㊌ ミニ鎧兜…11/6㊌・20
㊌。いずれも13時〜16時。全2回。会
シルバーカルチャー教室
場は歴史民俗資料館。定員各25人。材
料費2000円。はさみ・カッター・布用
■着物リメイク教室 第2・4㊎13時〜
è
15時。定員10人。参加費1200円。着 ボンド・目打ち持参。è8/4㊐までに
電話で同館へ。☎922-04025922-1117
物・羽織、裁縫道具持参

児童館で
夏休み

定員のあるものは7/22㊊10時から
各館へ申し込みを

谷塚児童センター

☎925-1856

●オセロで遊ぼう 8/3㊏14時〜 小学生対象

●ふれあい収穫体験 8/10㊏（小雨決行）10時チャヴ
ィペルト集合 幼児（保護者同伴）〜高年者対象 定
員20組 参加費1組648円 駐車場なし

●ともだち文庫の「おはなしポケット」 8/19㊊11時
〜 読み聞かせとわらべ唄 乳幼児と保護者対象

●パン作り体験 8/20㊋10時谷塚文化センター集合

12時30分解散 小学生対象 定員15人 参加費300
円 エプロン・三角巾・パン持ち帰り用袋持参

新栄児童センター

☎942-9876

●流しそうめん会 7/26㊎12時30分〜（小学生は13
時〜） 幼児（保護者同伴）〜高年者対象 申込制
お椀・箸持参

●ふれあい囲碁・将棋教室 7/27㊏、8/10㊏14時〜
15時 幼児（保護者同伴）〜高年者対象

●オセロ大会 8/1㊍14時〜 小学生対象

●水鉄砲で遊ぼう 8/2㊎（雨天8/6㊋に順延）11時

〜11時45分、14時〜15時 幼児（保護者同伴）〜中
学生対象 水鉄砲・着替え・タオル持参

●ふれあい切り絵教室 8/3㊏10時30分〜12時 はさ

草加レザーフェスタ
8/3㊏・4㊐10時〜17時。会場は谷塚
文化センター。草加の地場産業の一つ
である皮革製品・素材の展示、レザー
クラフト体験など「皮革」の魅力を思
う存分体験できます。ε草加商工会議
所☎928-81115928-8125
市民体育祭 卓球大会
9/8㊐9時〜。会場は市民体育館。男
女別シングルス戦、小学生シングルス
戦。リーグ戦を行い、決勝トーナメン
トに進みます。参加費中学生以上500
è
円。è7/22㊊〜8/9㊎に電話で草加市
体育協会へ。☎928-63615922-1513
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材料費100円。エプロン・三角巾持参。
è 7/22㊊9時から同コミセンへ。☎5
928-2321
生涯学習体験講座
■夏休み小学生親子工作〜おしゃれな
扇子づくり〜 8/20㊋10時〜11時30分。
会場は谷塚文化センター。小学生と保
護者対象。定員10組。材料費800円。
è
平筆・はさみ持参。è8/16㊎までに生
涯学習課へ。☎922-28195922-3498

小・中学校で働く
特別支援教育支援員
勤務は㊊〜㊎8時30分〜17時。時給
は955円。通勤手当（片道2km以上）。有
給休暇・社会保険・労災保険制度あり。
è教育支援室へ。☎
è
933-75915 933-7
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è
ください。è㊊・㊌・㊎に国際相談コ
ーナーへ。☎922-2970
小学生のためのパン作り教室
8/6㊋10時〜13時。会場は柳島コミ
セン。小学4〜6年生対象。定員10人。

みが使える幼児（保護者同伴）〜高年者対象 定員
20人

氷川児童センター

☎928-2341

●バチャバチャ水遊び 7/23㊋（雨天中止）11時〜
12時 幼児と保護者対象 水遊び用パンツ持参

●わくわく理科実験「光で遊ぼう」 7/27㊏13時30

5925-0152
定員のあるものは7/22㊊
8時30分から各館へ申し込みを

川柳文化センター

☎936-4088

▼ロビー 書道展 7/31㊌〜8/12㊡
サークル朱葉会による作品展
▼おもちゃ病院 8/16㊎10時〜12時
おもちゃの無料修理 部品代実費 1
人2点まで

30分 会場は中央図書館 幼児（保護者同伴）〜小・
中学生対象 わくわくリビング 7/23〜8/27の㊋・

㊌・㊍（8/6㊋・13㊋〜15㊍を除く）と8/16㊎・23
㊎10時〜17時30分（8/23は13時まで） 会場はコン

フォール松原12号棟 幼児（保護者同伴）〜高年者対
象 昼食持参可

いずれも宿題・遊び・おしゃべり・まったり自由

分〜15時 年長児（保護者同伴）以上対象 定員15人

●読み聞かせ「たんぽぽ」 8/1・8・29の㊍11時〜

〜、14時30分〜 幼児（保護者同伴）以上対象

者対象

●水鉄砲でアドベンチャーゲーム 8/6㊋13時30分
●みなクル工房 8/7㊌13時30分〜15時30分 ス
ライム 幼児（保護者同伴）以上対象

●お化け屋敷 8/17㊏13時30分〜16時30分 幼児
（保護者同伴）以上対象

●ワークわくランチ 8/18㊐10時30分〜13時 夏
野菜カレー作り 小学生以上対象 定員10人

●なんでもフードラボ 8/20㊋14時〜15時30分

オリジナルゼリー作り 小学生以上対象 定員10人

11時30分 会場は子育て支援センター 乳幼児と保護

●わくわくタウン夏祭り 8/24㊏11時30分〜15時30

分 コンフォール松原12号棟 ゲーム・模擬店・工作
・ビンゴほか 幼児（保護者同伴）〜高年者対象

●初めてのお誕生会 8/29㊍10時〜 会場はコンフォ

ール松原19号棟 平成30年8月生まれ対象 定員12人

è 8/1㊍13時から電話で同館へ

住吉児童館

☎928-5736

●FMひかわ 8/22㊍・23㊎13時30分〜15時30分

●夏休み工作「貯金箱」 7/25㊍15時〜16時 小学1

●野外クッキング 8/25㊐11時〜13時 流しそう

㊎11時〜12時、15時〜16時 小学4〜6年生対象 定

テーマ「夏休み」 小学生以上対象

めん 幼児〜小学生と保護者対象 定員10組 参加
費1人250円 お椀・箸・おかず持参

●なかまほいく 9/5〜11/7の㊍10時15分〜12時

15分 全10回 親子・子ども同士・自分だけの時間
を楽しみます 6か月〜2歳児と保護者対象 定員12
組 参加費1700円（保険代・材料費込み）

〜3年生対象 定員10人 「くるくるアニメ」 7/26
員各5人 カラーペン・はさみ・のり持参

●オセロ大会 8/2㊎ マンカラ大会 8/9㊎ いずれ
も16時〜 小学生対象 参加賞・優勝賞品あり

●収穫体験 夏野菜を採ろう 8/3㊏（小雨決行）10

時30分チャヴィペルト集合 幼児〜小学生と保護者対
象 定員20組 参加費1組648円 駐車場なし

わくわくタウン松原 ☎941-2905

●バルーンスライムを作ろう 8/10㊏13時集合 3歳

●特別わくわく広場 7/22〜8/26の㊊・㊎（8/16

●夏休み映画 8/15㊍13時〜15時 小学生対象 定

㊎・23㊎を除く）10時〜12時、13時30分〜17時

（保護者同伴）〜小学生対象 定員10人
員30人

