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情報コーナー「すとりーと」

草加人のための情報紙

広報
「そうか」

わくわくサマー

▼小学生の職場訪問 8/27㊋9時〜17時 市のバス

▼今日から君もバルーンパフォーマー 8/13㊋10時〜

公民館・図書館へレッツゴー

トリー 小学4〜6年生対象 定員25人

費200円（親子の場合300円） 定員20人

定員のあるものは7/22㊊8時30分から
各館へ申し込みを

中央公民館

☎922-5344

▼ひまわりの形のパン作り 8/3㊏10時〜13時 小学
3〜6年生対象 定員20人 参加費500円

▼点字体験 8/9㊎10時〜12時 名刺作成 小学生対
象 定員12人

▼自然科学教室「磁石のふしぎ」 8/20㊋10時〜12
時 小学生対象 定員15人 参加費300円

▼科学絵本で万華鏡作り 8/21㊌14時〜16時 小学
生対象 定員20人 参加費200円

柿木公民館

☎931-3117

▼おはなしの時間 7/24㊌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
▼SKT24スポーツ健康講座「スポー
ツウェルネス吹矢」 8/1〜令和2年
3/5の第1㊍（1月を除く）15時〜17時
成人対象 定員各日20人 室内靴持
参（当日先着順）
▼おもちゃの病院 8/12㊡10時〜12時
おもちゃの無料修理 部品代実費
1人2点まで

谷塚文化センター

☎928-6271

▼すくすくクラブ 7/23㊋10時〜12時
手形スタンプ・パネルシアターほか
乳幼児と保護者対象
▼朗読公演「止まったままの時間」
8/6㊋13時30分開演 「ぼく生きたか
った」広島編 「この子を残して」長
崎編 定員280人（当日先着順）
▼谷塚元気ひろば 8/26㊊10時〜13時
パンづくり 65歳以上対象 定員30
人 参加費500円 エプロン・三角巾
・布巾持参
▼文学講座「平家物語の名場面を読
む」 9/10〜24の㊋13時30分〜15時
30分 全3回 成人対象 定員30人
▼囲碁講座 9/11・25、10/2・23・
30、11/6・13、12/4・11の㊌9時30分
〜11時30分 全9回 初心者・初級者
の成人対象 定員20人

新里文化センター

☎927-3362

▼ハワイアンフェスタ 8/18㊐10時〜
15時 会場は中央公民館 市内で活動
中のフラダンス団体の発表 ゲストは
国内大会で優勝した草加高生の赤羽愛
梨さん
▼おもちゃの病院 8/23㊎10時〜12時
おもちゃの無料修理 部品代実費
1人2点まで
▼英語でアクティビティ講座 9/6・
20、10/4・25、11/8・22の㊎10時30
分〜11時30分 全6回 外国人講師に
よる幼児英語講座 2歳〜未就園児と
保護者対象 定員20組 参加費1000円

で移動 造幣局さいたま支局・明治なるほどファク

谷塚文化センター

▼料理教室 8/19㊊・22㊍10時〜13時 小学生対
象 定員各12人 参加費600円 エプロン・三角巾

▼百人一首体験教室 8/24㊏10時〜11時30分 小学
生対象 定員20人

中央図書館

☎946-3000

・布巾持参 è 7/29㊊（消印有効）までに往復はが

▼工作会 8/10㊏13時30分〜14時30分 イルカのシ

を記入し同センターへ

（当日先着順）

きに希望日・氏名・住所・電話番号・年齢・学校名
▼マジック教室 8/20㊋10時〜12時 小学生対象
定員20人 はさみ持参

新田西文化センター

☎942-0778

▼星空観察教室 8/6㊋（雨天決行）18時30分〜20
時30分 小学生と保護者対象 定員30組

▼すこやかクラブ谷塚西部地区芸能発
表会 9/7㊏10時〜15時 カラオケ・
踊りほか

新田西文化センター

☎942-0778

▼ママといっしょにおはなし会 7/22
㊊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
▼放課後クラブ 8/1㊍17時〜18時…
卓球 8/19㊊16時〜17時…将棋 8/20
㊋17時〜18時…スポーツウェルネス吹
矢 8/5㊊・26㊊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
▼おもちゃの病院 8/5㊊10時〜12時
おもちゃの無料修理 部品代実費
1人2点まで
▼ホッとひと息「子育てサロン」
8/5㊊10時〜12時 手遊び・簡単工作
ほか 乳幼児と保護者対象
▼紙芝居劇場 8/19㊊10時30分〜11時
15分「よいしょよいしょ」ほか、13時
〜13時45分「かりゆしのうみ」ほか
3歳〜小学1・2年生と保護者対象

中央公民館

☎928-6271

12時 小学1・2年（保護者同伴）〜6年生対象 材料

☎922-5344

7月22㊊・23㊋は施設点検のため休
館します
▼パーカッションコンサート 8/2㊎
12時〜12時50分 出演はパーカッショ
ン講座受講生、マリンバ・アンサンブ
ルʼ99、竹花真弓とマリンバヴァーツ
▼こころを結ぶ光のひろば 8/6㊋10
時〜12時 点字体験ほか
▼にじいろタイム 8/16㊎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」
8/16㊎13時30分〜 胎教と友だちづ
くり 初妊婦対象
▼ブラジルサンバダンス講習会 8/
17、9/21・28、10/19、11/16の㊏10時〜
12時 全5回 4歳以上対象 定員30人
▼子どものおみせやさん会議 8/17・
31、9/7・28の㊏10時〜12時 全4回
10/6㊐開催中央公民館祭りの子どもの
おみせやさんの準備 小学生対象 定
員15チーム（1チーム2〜10人）

ーソー作り 幼児〜小学生と保護者対象 定員50人
▼夏の図書館寄席と読み聞かせ 8/17㊏落語「さよな

ら動物園」（桂三枝作）読み聞かせ「11ぴきのねこ」
ほか・18㊐落語「転失気」読み聞かせ「せんたくかあ

ちゃん」ほか。出演は落語家三遊亭圓雀。いずれも14

時〜16時。小学生と保護者対象。定員各日100人。

è 7/21㊐9時から2階事務室で整理券配布

▼国際交流講座 8/24㊏11時30分〜15
時 料理をしながら交流 成人対象
定員20人 参加費300円
▼楽しい親子コンサート 8/25㊐14時
開演 出演は市民吹奏楽団 「パプリ
カ」ほか 定員400人（当日先着順）
▼お昼のコンサート 8/26㊊12時〜12
時50分 出演は草加ハーモニカソサエ
ティー 「東京ブギウギ」ほか
☎946-3000

5944-3800

■木曜シアター 7/25㊍14時〜15時30
分 プラネットアース2-2 第3集砂漠
・不毛の大地、第4集草原・緑の揺りかご
成人対象 定員90人（当日先着順）
■おはなし会 7/27㊏11時30分〜12時
「七羽のからす」「いぬとにわと
り」ほか 4歳（保護者同伴）〜小学
生対象
■小学生のための読み聞かせ 7/28㊐
13時30分〜14時
■ビデオ上映会 8/11㊗14時〜15時40
分 「さよなら、アルマ −赤紙をも
らった犬−」 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）
■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

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。

■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 プロが親切に指導します
皆で楽しく 初心者大歓迎 月額
4000円 ε松田☎924-8500
■草加太極拳同好会 ㊎10時〜12時30
分 中央公民館で ゆったりした動き
と深い呼吸で体調管理と老化防止・経
験不問 入会金2000円 月額3000円
ε阿部☎999-5726

■男性料理 第2㊋9時30分〜12時30
分 草加市文化会館で 料理ほかバス
で工場見学 親睦会あり 入会金1000
円 月額1000円 ε岡田☎936-4189
■草萌秋桜句会 第4㊋13時〜17時
谷塚文化センターで 俳句を始めると
新しい風景が見えてきます また仲間
も増えます 一緒に始めませんか 月
額1000円 ε堀江☎931-4801
■アモーレ（社交ダンス） ㊋11時〜13
時 勤労青少年ホームで 基本を重視
して楽しく仲間作りをしましょう プ
ロ講師による指導です 入会金1000円
1回1000円 ε鈴木☎090-4378-2323
■家庭婦人バレーボール草加クラブ
㊋13時〜15時、㊎9時〜11時 市民体
育館で 初心者大歓迎 女性対象 6
か月5000円 ε太田☎080-5417-0556
■草加若葉会（ソフトテニス） ㊐8
時〜12時 そうか公園ほかで 40年以
上楽しくプレーしています 高校生以
上対象 月額2000円 ε秋本☎080-10
39-2166
■メープル英会話 ㊎10時30分〜12時
であいの森で カナダ人女性講師を
交えて楽しく練習 60歳以上対象 入
会金1000円 月額1000円 ε村上☎
090- 4651-9490
■ふれあい書道サークル ㊊9時〜11
時 シルバー人材センターほかで 和
やかな雰囲気の下自由に書道の勉強を
しています 月額500円 ε相澤☎9226241
■草加健康体操の会高砂教室 第1・2
・4㊌9時30分〜11時 高砂コミセンで
体力作りをし仲間と共に体操しませ
んか 見学・体験可 入会金1000円
月額1500円 ε吉澤☎090-7906-5195
■リトミックサークルPoco ㊌10時
〜10時45分 新里文化センターで お
すわりができる子から未就園児と保護
者対象 体験2回まで無料 月額1500
円 ε佐藤☎090-2033-4671
■木版画サークル朴の木 第2・4㊋13
時30分〜15時30分 川柳文化センター
で 日本の文化の素晴らしさを体験し
てみませんか 入会金1000円 月額
1000円 ε後藤☎942-1740

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。

