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2020年7月20日号

情報コーナー「すとりーと」

自由研究相談とビデオライブラリー
夏休み期間中の9時〜16時30分。会
場は歴史民俗資料館。小学生（保護者
同伴）以上対象。ε同館☎922-0402Ü
922-1117

▼スライムで遊ぼう 8/12㊌〜14㊎14
時〜14時30分 幼児（保護者同伴）〜
小学生対象 定員各5人

谷塚児童センター

☎925-1856

草加人のための情報紙

令和3年1月

全戸配布予定（発行部数約125,000部）

「市民便利帳」の広告主を募集
ε広報課☎922-0549Ü 922-3041

ふ ちん し

▼浮沈子作り 8/1㊏11時〜 小学生
対象 定員5人
生涯学習体験講座
▼脳トレボードゲーム「ウボンゴ」で
è開催日の3日前までに生涯学習課へ。 遊ぼう 8/1㊏15時〜、16時〜 小学
生対象 定員各4人
☎922-2819Ü 922-3498
■爽やかに香るソープでプルメリアの ▼親子で作ろう週間 8/2㊐〜8㊏10時
〜12時 風船とペットボトルで空気砲
リース作り 8/
作り 3歳以上の未就学児と保護者対
19㊌10時〜12時。
象 定員各5組
会場は新里文化
▼ともだち文庫の「おはなしポケッ
センター。定員
ト」 8/17㊊11時〜 読み聞かせ・わ
8人。材料費800
らべ唄
乳幼児と保護者対象
円。はさみ、持
ち帰り用袋、あ
わくわくタウン松原 ☎941-2905
ればピンセット持参
■ジェルキャンドルとハーバリウム作 ▼わくわく広場で夏休み 8/3㊊〜17
り 8/24㊊10時〜11時30分。会場は谷 ㊊（4㊋・10㊗を除く）10時〜12時、
塚文化センター。定員20人。材料費 13時〜17時30分 会場はコンフォール
松原19号棟 宿題・遊び・自由 幼児
1400円。はさみ、ピンセット持参
■姿勢美体操 体や健康について学ん （保護者同伴）〜小学生対象
でみませんか？ 8/31〜9/14の㊊10時 ▼手すきはがき作り 8/6㊍・7㊎10時
〜11時30分。全3回。会場は新里文化 〜 会場はコンフォール松原19号棟
センター。定員20人。室内靴、ヨガマ 小学生対象 定員各6人 è7/27㊊13
時から電話で同館へ
ットまたはバスタオル持参
■老い支度「相続・遺言・死後事務・ ▼おもちゃ病院 8/21㊎13時30分〜15
成年後見制度」 9/2㊌・9㊌10時〜12 時 会場は子育て支援センター おも
時。全2回。会場は谷塚文化センター。 ちゃの無料修理 部品代実費 1人2点
まで
定員12人。資料代1000円
■プリザーブドフラワー四季のアレン ▼初めてのお誕生会 8/27㊍10時〜
ジ〜お彼岸の仏花〜 9/8㊋10時〜11 会場はコンフォール松原19号棟 令和
時30分。会場は中央公民館。定員9人。 元年8月生まれ対象 定員12人 è8/3
材料費2500円。はさみ、木工用の接着 ㊊13時から電話で同館へ
剤、新聞紙、持ち帰り用袋持参

広報
「そうか」

市役所の窓口や各種手続きなどの行政情報
を掲載した「市民便利帳」を発行します。作
成は、官民協働事業で行い、市が行政情報を
提供し、㈱サイネックスが広告の募集、冊子
の編集、配布業務を行います。掲載する広告
を募るため、同社が市内の商店や事業所を訪
問します。広告掲載・費用等の詳細は㈱サイ
ネックス（☎0120-410-699Ü0120-991-855

s-saitama@scinex.co.jp）へ。

新田西文化センター
5925-0152

定員のあるものは7/21㊋
8時30分から各館へ申し込みを

柿木公民館

☎931-3117

▼おはなしの時間 7/22㊌10時30分〜
11時 読み聞かせほか 乳幼児と保護
者対象
▼おもちゃの病院 8/10㊗10時〜12時
おもちゃの無料修理 部品代実費
1人2点まで
▼夏の星空観察教室 8/28㊎19時15分
〜21時 小学生（保護者同伴）対象
定員10組 è8/19㊌までに同館へ

谷塚文化センター

☎928-6271

▼すくすくクラブ 7/28㊋10時〜10時
40分…0歳〜1歳6か月と保護者対象、
11時〜11時40分…1歳7か月〜3歳と保
護者対象 定員各回10人（事前予約）
氷川児童センター ☎928-2341
▼夏休み子ども平和映画会「対馬丸」
▼ウォーター・アドベンチャー 7/23 −さようなら沖縄− 8/4㊋14時〜
5922-3274
㊗・24㊗（雨天中止）13時30分〜、 小学3年生〜中学生対象 定員30人
16時〜 水鉄砲で的あてゲーム 幼児 ▼マジック教室 8/11㊋10時〜12時
定員のあるものは7/21㊋
（保護者同伴）
以上対象 定員各回5人 小学生対象 定員10人 はさみ・のり
10時から各館へ申し込みを
▼手芸 7/26㊐13時30分〜14時30分、 持参
新栄児童センター ☎942-9876
16時〜17時 オリジナルマスク作り
▼夏の星空観察会 8/29㊏18時30分〜
20時30分 小学生（保護者同伴）対象
▼理科教室 7/30㊍14時〜17時 ミニ 小学生以上対象 定員各回4人
▼木工房 8/1㊏13時30分〜14時30分、
定員15組
顕微鏡作り 小学生対象 定員40人
16時〜17時
小学生以上対象
定員各
9/
▼高年者学級コスモス受講者募集
▼ふれあい切り絵教室 8/1㊏10時30
16㊌〜令和3年3/17㊌10時〜12時 全7
分〜12時 はさみが使える幼児（保護 回4人
▼造形ワークショップ「からくり百面 回 講義・課外活動ほか 65歳以上対
者同伴）〜高年者対象 定員10人
相」 8/2㊐13時30分〜14時30分、16 象 定員36人 è7/31㊎（消印有効）
▼竹とんぼ作り 8/18㊋14時30分〜
時〜17時 仕掛けおもちゃ作り 幼児 までに往復はがき（往信面…住所・氏
小学生対象
（保護者同伴）以上対象 定員各回4人 名・生年月日・電話番号、返信面…住
☎928-5736
住吉児童館
▼みなクル工房「スライム」 8/4㊋ 所・氏名）に記入し、〒340-0025谷塚
▼おもちゃ病院 7/27㊊10時〜11時30 ・5㊌13時30分〜14時30分、16時〜17 仲町440同センターへ 結果は8月中に
分、8/5㊌13時30分〜15時 おもちゃ 時 幼児（保護者同伴）以上対象 定 通知予定
の無料修理 部品代実費 1人2点まで 員各回4人
川柳文化センター ☎936-4088
▼手形・足形のうちわを作ろう 7/29 ▼おもちゃ病院 8/6㊍13時30分〜15
㊌・30㊍10時30分〜 幼児（保護者同 時 おもちゃの無料修理 部品代実費 ▼ロビー展 8/5㊌〜17㊊ 書道サー
1人2点まで
クル朱葉会による作品展
伴）対象 定員各5人
▼生け花にチャレンジ 8/3㊊14時〜 ▼折り紙工房 8/8㊏〜17㊊10時〜11 ▼おもちゃ病院 8/21㊎10時〜12時
15時 年長児（保護者同伴）〜小学生 時30分、13時〜15時、15時30分〜17 おもちゃの無料修理 部品代実費 1
対象 定員9人 参加費700円 持ち帰 時30分 各自が作った折り紙を貼り合 人2点まで
わせ玄関を飾る作品作り 幼児（保護 ▼夏の星空観察教室 8/28㊎19時15分
り用袋持参
〜21時 会場は柿木公民館 小学生
▼くるくる貯金箱作り 8/6㊍15時〜、 者同伴）以上対象
16時〜 小学1〜3年生対象 定員各9 ▼ダーツカフェ 8/16㊐17時30分〜18 （保護者同伴）対象 定員10組 è8/
時 中学生〜18歳対象 定員6人
19㊌までに同館へ
人 はさみ・サインペン持参

☎942-0778

▼おもちゃの病院 8/3㊊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/
3㊊10時〜10時40分…0歳〜1歳6か月
と保護者対象、11時〜11時40分…1歳
7か月〜3歳と保護者対象 手遊び・新
聞びりびり遊びほか 定員各回10人
▼放課後クラブ 8/6㊍17時〜18時…
卓球 8/17㊊16時〜17時…将棋 8/3
㊊・24㊊16時〜17時…楽しく英語 小
学生（英語は4〜6年生）対象 保護者
同伴
▼中学生のための基礎英語 8/3㊊・
24㊊17時〜18時 全2回 中学生対象
定員10人
▼百人一首体験教室 8/22㊏10時〜11
時30分 小学生対象 定員20人

中央公民館

☎922-5344

▼こころを結ぶ光のひろば 8/4㊋10
時〜12時 視覚障がいについての相談
コーナーほか 定員10人
▼パーカッションコンサート 8/7㊎
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
定員100人（当日先着順）
▼にじいろタイム 8/21㊎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10組
▼マタニティー「だっこままぎゅっ」
8/21㊎13時30分〜 胎教と友達作り
初妊婦対象 定員10人

新里文化センター

☎927-3362

▼おもちゃの病院 8/28㊎10時〜12時
おもちゃの無料修理 部品代実費
1人2点まで
☎946-3000

5944-3800

図書館からのお知らせ
7/27㊊〜8/4㊋休館します。

・
■地域開放型図書室
■地域開放型図書室）
西町・川柳
・高砂小

㊐10時〜16時、
7/25㊏13時〜17時30分
（年末年始・蔵書点検日を除く）

※8月から日曜日のみ開催。閲覧席は
8/9㊐より利用可（利用制限あり）。

ミニ情報、みんなの健康、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。

