
介護者のつどい
開催日：
場　所：
参加費：
問合せ：

毎月第 3水曜日　午後 6時半～午後 8時
谷塚町 647-8（旧）かっぱ天国
無料
谷塚・瀬崎地域包括支援センター
048-929-3613

Manacafe
営業日時：

場　所：
ホームページ：

レッスン開講時　水曜日カフェ ( 不定休 )
ケータリング・お弁当承ります。
谷塚町 544 1 階（谷塚駅西口から徒歩 2分）
https://www.mana-cafe.com/

メディカルトピア草加病院
健康情報に触れながら、
ソファでちょっと一息休憩できます。

線路横 4号下
谷塚中学美術部作成壁画前ベンチ

イートインスペース 
＊原則店舗で購入した
　商品を食べる場所です。

ベンチなど

東武ストア ビバホーム

いなげや ミニストップ

キャンデーショップ
営業日：

場　所：
午後1時半～午後6時
谷塚町 825-4

介護をしている方やかつて介護をしていた方が
集い、同じような立場の方の介護体験や悩みを
聞くことができる場です。お仕事帰りにでも参加
可能な時間に開催中です。

ふれあい・いきいきサロン「手話チャットサロン」
開催日：

場　所：
参加費：

第 2・4火曜日　午前 11 時～午後３時
※第５火曜日がある場合は開催
谷塚文化センター
100 円

参加者が得意なものを他の参加者に教えたり、
聞こえない方が中心となり手話での会話を楽し

ふれあい・いきいきサロン
「おしゃべりサロンふささらさいさい」
開催日：
場　所：
参加費：

第 3木曜日　午前 11 時半～午後 2時半
谷塚南町会会館
100 円（飲み物、ケーキ付）

お茶を飲みながらおしゃべり。
ネイルもやっています。囲碁将棋もあります。

ふれあい・いきいきサロン「萩の会」

歌やおしゃべりを楽しむ

開催日：
場　所：
参加費：

毎週月曜日　午後 1時～午後４時
谷塚文化センター
500 円 / 月

ふれあい・いきいきサロン、ジャンプ教室

開催日：
場　所：
参加費：

第 1・3水曜日　午前 11時～午後1時
谷塚南ミニコミュニティーセンター
100 円

ハーモニカ、オカリナの生伴奏つき合唱、脳トレ、
ストレッチやレク体操。
季節の行事（ひなまつり、クリスマス会など）

ふれあい・いきいきサロン「うさぎサロン」
開催日：
場　所：
参加費：

第 1・3木曜日　午前 10時～正午まで
下兎会館
100 円

畳のお部屋で、おしゃべりや歌
軽い脳トレや体操、講話等

通所型サービス B「ホっと！さわやか」
開催日：
場　所：
料　金：
問合せ：

月～木曜日　午前 10時～午後 3時半
谷塚町 671 番地
100 円
090-6524-4432

ボランティアを中心に、気軽に参加できる集い
の場を提供。おしゃべり・カラオケなど

谷塚囲碁同好会
開催日：
時　間：
場　所：
参加費：
問合せ：

毎週水・金・土・日曜日
会場のとれる時間
谷塚文化センター
年額 4,000 円（途中加入は月 400 円）
塩脇　048-942-6253

囲碁同好者の親睦と囲碁の普及啓発を図る。

谷文・将棋同好会
開催日：
時　間：
場　所：
会　費：
問合せ：

毎週木曜日
午後 1時～午後5時
谷塚文化センター
年額 2,000 円（半期ごとに 1,000 円徴収）
小林　090-4825-6895

将棋同好者の親睦と将棋の普及発展を図る。

健康はつらつ教室
開催日：
時　間：
場　所：
参加費：

第 2・4水曜日
午後 1時～午後３時
市民活動センター２階
300 円

体操や歌、健康に関する講話を聞いたり、健康に
関する相談もできます。※飲み物、上靴各自持参

さきがけ男塾（サークル）
開催日：
時　間：
場　所：
参加費：

毎週金曜日
午前 9時半～午前 11 時
谷塚南ミニコミュニティーセンター
500 円 / 月

体操や脳トレ。
誰でも参加可能。男性やご夫婦での参加あり。

谷塚という地名の起こりについてはいくつかの説がありますが、低
湿地の塚に由来する説が通説となっています。
この地域に初めて住んだ人たち
の間ではおそらく「ヤチ」また
は「ヤツ」の処という意味でヤ
チカまたはヤツカ（谷処）と呼
んでいたものと考えられます。
それがいつの頃からか塚が造られ
谷処がヤツ（谷）にある塚とい
うことで谷塚となったものと思
われます。

”夏菊やつかマップ“を手に取っていただき、ありがとうございます。
このマップは、「一人でも、誰でも行ける集いの場所を知りたい」「病
院から地域に戻った時に気軽に行ける場所があったら…」そんな住
民の声をきっかけに、地域住民・介護事業所職員・地域包括支援セ
ンター職員・社会福祉協議会の生活支援コーディネーターが集まり、
話し合いを重ね作成したものです。
ちなみに、谷塚は「夏菊」が有名ということで、マップ名を「夏菊
やつかマップ」と命名しました。このマップが、地域住民同士をつ
なぐ一助となれば幸いです。

草加市つどいの広場「きらりん」

生後 2か月から３歳まで子どもをもつ保護者が子どもをつれて
気軽にいつでも遊びに行けて、集える場を提供していきます。
子育てスタッフも常駐し、育児相談もできます。

開　館：

場　所：
費　用：

問合せ：

月～土曜日 ( 祝日、特別休館日を除く )
午前10 時～午後 4時
谷塚1-7-4
月会費 1,200 円（子ども 2人目以降は 600 円）
1日会費 300 円（子ども 2人目以降は 200 円）
マタニティ会費 200 円
NPO法人さくらんぼ
048-923-1313（HP あります）　

なかよし広場（やつか保育園）

保育園児との交流をとおした遊びの場、友達づくりの場
として地域の子どもたちに保育園を開放しています。

開催日：

実施時間：

場　所：

利用方法：
問合せ：

保育園により開催日が異なりますので草加市のHP内
「なかよし広場年間計画表」をご確認ください。
原則 午前 10 時～午前 11 時まで
※変更の可能性がありますので、
保育園へお問い合わせください。
やつか保育園 
※園舎の耐震工事に伴い、仮設園舎へ
移転する期間あり。
事前に保育園へ申し込みが必要です。
やつか保育園　048-925-5974

谷塚児童センター

乳幼児から小学生の遊び場・多世代交流の場

開　館：

場　所：
問合せ：

午前 10時～午後 6時（水曜日と年末年始を除く）
※水曜日がこどもの日の場合は開館
谷塚児童センター（谷塚町 752 2階）
谷塚児童センター　048-925-1856

外ベンチ、入り口ベンチ
どなたでもご利用ください。

鳳永病院

谷塚小学校「たんぽぽ」（放課後子ども教室）

室内でオセロや折り紙、カプラなど。校庭ではボール遊びや縄跳び、
バドミントン等で遊びます。宿題もできます。

開催日：
活動場所：
対象者：
費　用：

月曜日の放課後  ※開催しない日もあり
谷塚仲町 440（谷塚小学校内）
利用登録をした谷塚小学校区の全小学生対象
無料（保険料がかかる可能性あり）

氷川小学校「ゆうゆう」（放課後子ども教室）

室内でオセロや折り紙、カプラなど。校庭ではボール遊びや縄跳び、
バドミントン等で遊びます。宿題もできます。

開催日：
活動場所：
対象者：
費　用：

水曜日、金曜日の放課後  ※開催しない日もあり
氷川町 448（氷川小学校内）
利用登録をした氷川小学校区の全小学生対象
無料（保険料がかかる可能性あり）

青少年交流センター

12 歳（中学生）から 22歳までの青少年のための居場所です。
体育館、会議室、談話スペースを無料で自由に使えます。（音楽室は予約制）
※利用には登録が必要です。詳しくは問合せ先まで。

開　館：

場　所：
問合せ：

午前 9時～午後 9時半（第3水曜日と年末年始を除く）
※中学生の利用は午後７時まで
青少年交流センター（谷塚町 752 3階）
青少年交流センター　048-920-3581

楽室は

始を除く）

すくすくクラブ

乳幼児と保護者を対象に、リズム体操や簡単な工作を実施

開催日：
場　所：
問合せ：

毎月第 4火曜日　午前 10時～正午 
谷塚文化センター
谷塚文化センター　048-928-6271

「なんだか毎日楽しいお店」をコン
セプトに、料理・パン教室をメイン
として、カフェ営業やワークショッ
プ、イベント開催、レンタルスペー
スなどをしております。

まちの駄菓子屋さん。地域の子どもたちが駄菓子
を求めて通い、自然と地域の皆さんの集いの場に
なっています。

まんまルーム にじいろひよこ
開催日：
定　員：
料　金：
ブログ：

不定期開催・出張依頼随時受付
1組～ 10 組（内容により異なる）
500 円～（イベント内容により異なる）
https://ameblo.jp/musicsun25/
お申込み・受付は２４時間受付中

みんなが笑顔になれる場所。
親子ふれあいマッサージ、手形アー
ト、ふれあい遊び、ランチ会、
各種コラボあり　

1889（明治22）年4月1日、上谷塚、中谷塚、下谷塚、瀬崎、新里
、柳島、東遊馬、市右衛門新田、彦右衛門新田の9村が合併し谷塚
村が誕生。大村であった谷塚の地名をとって谷塚村としたもので
す。1940（昭和15）年11月23日に町制を施行し、谷塚町となり、
1955（昭和30年）1月1日に草加町と合併しました。

毎日（平日不定休）

んでいます。親睦行事もあり。

問合せ：  浅野　080-2255-8437

問合せ：
　　　　服部　080-6652-7017

みんなの保健室 ひだまり

「ワンコインお茶のみサロン谷塚（南）」


