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2021年11月20日号

柿木公民館

情報コーナー「すとりーと」

川柳文化センター

〜18歳対象 定員各回6人対象

☎931-3117

▼おはなしの時間 11/24㊌、12/15㊌
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
▼元気ルームMINI 12/2㊍10時〜12
時 ホール開放 乳幼児と保護者対象
▼柿木将棋サロン 12/3〜24の㊎14時
〜16時 成人対象 定員10人
▼SKT高年者元気ルーム 12/7〜21、
令和4年1/11の㊋10時〜11時（21のみ
11時30分まで） 高年者対象 定員20
人
▼おもちゃの病院 12/13㊊10時〜12
時 おもちゃの無料修理 部品代実費
1人2点まで
▼クリスマスデコレーションケーキ
（21cm）作り 12/25㊏10時〜13時
成人対象 定員8人 材料費2300円
☎936-4088

▼ロビー 木版画年賀状展 12/1㊌〜
13㊊
▼おはなしの広場 12/10㊎・24㊎10
時30分〜11時15分 手遊び・紙芝居ほ
か 乳幼児と保護者対象 定員5組
▼おもちゃ病院 12/17㊎10時〜12時
おもちゃの無料修理 部品代実費
1人2点まで
▼草加アラ神マジッククラブによるク
リスマスマジックショー 12/19㊐10
時〜11時30分 定員50人
▼親子で楽しむクリスマス会 12/20
㊊11時〜11時45分 手遊び・リズム体
操ほか 1〜3歳の乳幼児と保護者対象
定員5組

草加人のための情報紙

☎946-3000

5944-3800

■工作会「くるくるクリスマスツリ
ー」 12/4㊏13時30分〜13時55分、
14時5分〜14時30分 幼児（保護同
伴）〜小学生対象 定員各
5組 è 11/21㊐9時から同
館HP（QRコード）で。13
時から電話も可
■木曜シアター 12/9㊍14時〜15時40
分 「北斎ミステリー」 成人対象
定員30人 è11/21㊐13時から電話で
同館へ
■小学生のための読み聞かせ 12/19
㊐11時〜11時20分 小学生対象 定員
6組（当日先着順）
■絵本の読み聞かせと紙芝居 ㊌15時
30分〜15時50分（0〜3歳と保護者対
象）、㊎11時〜11時20分（幼児（保護者
同伴）〜小学生対象）、㊏㊐14時30分
〜14時50分（幼児（保護者同伴）〜小
学生対象） 定員各6組（当日先着順）

■地域開放型図書室

西町・川柳 ㊐10時〜16時
・高砂小 （年末年始・蔵書点検日を除く）

谷塚児童センター

▼おもちゃ病院 11/25㊍13時30分〜
15時 おもちゃの無料修理 部品代実
費 1人2点まで
▼ほっこりリトミック「雪あそび」
12/3㊎10時〜、11時〜 乳幼児と保護
者対象 定員各10組
▼脳トレボードゲーム「ウボンゴ」 12/
4㊏14時〜 小学生対象 定員4人
▼ふれあい収穫体験「大根掘り」 12/
5㊐（雨天12㊐順延）10時〜10時45分
細井農園集合 乳幼児（保護者同伴）
〜高年者対象 定員30組 参加費収穫
本数分（1本100円）
▼さつま芋のつるでリース作り 12/5
㊐・12㊐14時〜…小学生対象 定員各
5人、10㊎・17㊎14時45分〜15時30分
…3歳以上の幼児と保護者対象 定員
各5組
▼ママのためのリフレッシュヨガ
12/18㊏10時15分〜 定員10人
▼ともだち文庫の「おはなしポケッ
ト」 12/20㊊11時〜 読み聞かせ・
わらべ唄 乳幼児と保護者対象 定員
10組

わくわくタウン松原
5922-3274
定員のあるものは11/22㊊
10時から各館へ申し込みを

氷川児童センター

☎928-2341

▼ビブリオウィーク 11/30㊋まで
文字・言葉遊び、しおり作りほか 幼
児（保護者同伴）〜18歳対象
谷塚文化センター ☎928-6271
▼七輪タイム 11/21㊐15時15分〜
▼人権講座「ヤングケアラーの現状や 幼児（保護者同伴）〜18歳対象
支援の必要性を考える」 11/28㊐14 ▼手芸「ブックカバー」 11/28㊐13
時〜15時10分 講師は県地
時15分〜、15時15分〜 幼児（保護者
域包括ケア課 定員30人
同伴）〜18歳対象 定員各6人
è まいぷれ（QRコード）
▼ママヨガ 11/30㊋、12/14㊋13時30
からも可
分〜14時10分 0〜3歳と保護者対象
▼歌声喫茶銀河〜クリスマスの集い〜 定員各6組
12/5㊐13時30分〜 ピアノ・ハーモ ▼おもちゃばこ・ONLINE 12/1〜15
ニカ・三味線などによる「聖夜」ほか の㊌13時15分〜13時45分 オンライ
抽選会あり 定員50人 参加費500 ン会議Zoomを使っての交流遊び場 0
円 è 11/29㊊8時30分から同館へ
〜3歳と保護者対象
▼おとなの体験講座「LINEでグルー ▼おもちゃ病院 12/2㊍13時〜14時30
プトーク教室」 12/19㊐10時〜12時 時 おもちゃの無料修理 部品代実費
講師は獨協大学和田智教授と和田ゼ
1人2点まで
ミ学生 スマートフォンにLINEアプリ ▼パパとアスレチック 12/5㊐・19㊐
を登録している人対象 定員30人
10時〜12時 0〜3歳と保護者対象 定
▼谷塚元気ひろば「クリスマス会」
員各5組
12/20㊊13時〜14時30分 マジックシ ▼パパとボールシュート 12/11㊏10
ョーほか 65歳以上対象 定員20人
時30分〜11時30分 3歳以上の未就学
参加費200円
児と保護者対象 定員6組
▼すくすくクラブ 12/24㊎10時〜10 ▼ひ革工房「クリスマスリース」
時40分…0歳〜1歳6か月と保護者対象、 12/18㊏13時15分〜、15時15分〜 幼
11時〜11時40分…1歳7か月〜3歳と保 児（保護者同伴）〜18歳対象 定員各
護者対象 簡単工作・大型絵本ほか
6人
定員各回7組
▼子ども歳時記「紙皿でクリスマスツ
▼草加南高校文化部発表会 12/26㊐ リー作り」 12/24㊎、「開運だるま
13時30分〜15時30分 吹奏楽・軽音 作り」 12/26㊐ いずれも13時15分
楽・演劇 定員50人
〜、15時15分〜 幼児（保護者同伴）

☎925-1856

☎941-2905

▼クリスマスカード作り 11/29㊊〜
12/10㊎15時〜 会場はコンフォール
松原19号棟 小学生対象 定員各5人
è11/22㊊13時から電話で同館へ
▼フェルトで作るクリスマスリース
12/13㊊〜20㊊（㊋を除く）15時〜
会場はコンフォール松原19号棟 小学
生対象 定員各5人 è12/6㊊13時か
ら電話で同館へ
▼ピヨピヨ広場 12/14㊋・21㊋10時
〜、11時〜 会場はコンフォール松原
19号棟 令和2年4/2以降に生まれた乳
児と保護者対象 定員各8組 è希望
日1週間前の㊋13時から電話で同館へ
▼おもちゃ病院 12/17㊎13時30分〜
15時 会場は子育て支援センター お
もちゃの無料修理 部品代実費 1人2
点まで
▼初めての誕生会 12/20㊊10時〜
会場はコンフォール松原19号棟 令和
2年12月生まれ対象 定員10人 è12/
1㊌13時から電話で同館へ
▼クリスマス生け花体験 12/21㊋14
（
同伴）〜小
時30分〜…年長児（保護者同伴）〜小
学生
学生対象、15時30分〜…小学生対象
会場はコンフォール松原19号棟 定員
各5人 花代700円 è12/7㊋10時から
電話で同館へ
▼わくわく写真館2021 12/22㊌10
時〜12時…乳幼児と保護者対象 おひ
るねアート・バルーンアーチ、14時〜
16時…幼児（保護者同伴）〜小学生対
象 バルーンアーチ 会場はコンフォ
ール松原 19号棟 定員各20組 è12/
8㊌13時から電話で同館へ
▼ビーズで作るクリスマスリース
12/23㊍14時〜 小学生対象 定員5人

ミニ情報、みんなの健康は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。

広報
「そうか」

材料費60円 è12/13㊊13時から電
話で同館へ

新栄児童センター

☎942-9876

▼よちよちクラブ 11/24㊌10時30分
〜、11時30分〜 親子遊び 歩行が可
能な1歳と保護者対象
▼ピヨピヨ広場 12/8㊌10時30分〜、
11時30分〜 親子遊び・育児相談 0
〜2歳と保護者対象
▼おもちゃ病院 12/10㊎10時〜12時
おもちゃの無料修理 部品代実費
1人2点まで
▼クリスマス工作 12/13㊊・16㊍15
時30分〜 クリスマスカラーのモール
でミニチュアリース作り 小学生対象

住吉児童館

☎928-5736

▼こぶたのしっぽ 12/1㊌11時〜 パ
ネルシアター 乳幼児と保護者対象
定員10組
▼読み聞かせ「バンビ」 12/6㊊11時
〜 乳幼児と保護者対象 定員10組
▼クリスマスコンサート 12/13㊊
バイオリン、15㊌ ピアノとリズム遊
び いずれも11時〜 乳幼児と保護者
対象 定員各10組
▼ABCで遊ぼう 12/13㊊15時30分〜
16時30分 3歳〜小学生（幼児は保護
者同伴）対象 定員10組
▼チャンピオンは誰だ「絵合わせ」
12/14㊋15時〜…小学1年生対象、15㊌
15時〜…小学2年生、16時〜…小学3〜
6年生対象 定員各20人
▼おもちゃ病院 12/18㊏13時30分〜
15時 おもちゃの無料修理 部品代実
費 1人2点まで

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。

■SRB（アンサンブル） ㊋13時〜17
時 新里文化センターで アンサンブ
ルしませんか どんな楽器でも可 見
学お待ちしています 月額1000円 ε
浅井☎090-4010-6863
■ジャーマン・アイリスの会 週1回9
時〜11時定例の草取り 花壇（一部）
利用者募集（利用方法・日時自由） 瀬
崎7丁目毛長川遊歩道沿いで 入会金
・会費なし ε 間篠☎090-4395-8053
■れんげ書芸クラブ（書道・ペン字・
写経） 第2・4㊍11時〜12時30分
中央公民館で 筆先に魂をこめて書く
ひと時は座禅と同じです 月額2500円
ε 篠根☎931-8490
■ダーウィン（柔道） ㊏17時〜 草
加中で 投げない柔道教室 初心者大
歓迎 一度やってみませんか 年長児
〜中学生対象 月額2000円 ε 田畑☎
090-2911-1545
■ふれあい書道サークル ㊊9時〜11
時 シルバー人材センター及び中央公
民館で 優しい講師の下和やかに練習
しています 気軽に声をかけてくださ
い 月額500円 ε 前田☎924-3569

