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2021年4月20日号

情報コーナー「すとりーと」

休日等上水道工事店

㊐㊗等の漏水・出水不良などの水道トラブル
に対応します。受付時間：9時〜17時

4/25㊐ 東京菅工機材㈱ 住吉1-14-20
☎927-0041
長栄1-779-1-R1 ☎942-1200
29㊗ 萬設備
谷塚文化センター

☎928-6271

▼親子で楽しもう こどもの日 4/28
㊌10時〜10時40分…0〜1歳6か月と保
護者対象、11時〜11時40分…1歳7か
月〜おおむね3歳と保護者対象 鯉の
ぼりのバッグ・兜作りほか 定員各回
5組
▼パントマイムショー 5/23㊐11時〜
12時 4歳以上対象 定員60人 参加
費4歳〜小学生1000円・中学生以上15
00円
▼谷塚元気ひろば 5/24㊊13時〜14時
30分 お話の会 65歳以上対象 定員
24人
▼すくすくクラブ 5/28㊎10時〜10時
40分…0〜1歳6か月と保護者対象、11
時〜11時40分…1歳7か月〜おおむね3
歳と保護者対象 簡単工作・大型絵本
ほか 定員各回10人

川柳文化センター

☎936-4088

▼はつらつ元気体操教室 5/11〜6/22
の㊋13時15分〜14時15分 全7回 ス
トレッチ・筋力トレーニングほか お
おむね65歳以上対象 定員25人
▼おはなしの広場 5/14㊎・28㊎11時
15分〜11時45分 手遊び・紙芝居ほか
乳幼児と保護者対象 定員5組
▼プールのヤゴ救出大作戦 5/15㊏9
時30分〜11時 幼児・小学低学年は保
護者同伴 定員20人
▼おもちゃ病院 5/21㊎10時〜12時
おもちゃの無料修理 部品代実費 1
人2点まで
▼粋生き教室 6月〜令和4年2月（8月
を除く）の月1回10時〜12時 全8回
座学・体操ほか おおむね60歳以上対
象 定員15人 è 4/21㊌から年会費
3500円を持参し同館窓口へ

新里文化センター

☎927-3362

▼すくすく講座「簡単ハンドメイド
ボードゲームを作ろう」 5/7㊎10時
〜10時40分、11時〜11時40分 乳幼
児の保護者対象（子ども同伴可） 定
員各3組 参加費100円（お菓子代）
▼親子でエクササイズ 5/10〜6/14の
㊊10時〜11時 全6回 2歳〜未就園児
と保護者対象 定員10組 参加費200円
▼すくすくクラブ 5/13㊍10時〜10時
40分…0〜1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 簡単工作・読み聞かせほか
定員各回10人
▼うたごえひろば 5/14㊎10時〜12時
定員60人（当日先着順） 参加費100
円（資料代含む）
▼のびのび広場 5/21㊎10時〜11時
季節のイベント・読み聞かせ 乳幼児

と保護者対象
▼押し花絵教室 5/21㊎10時〜12時
花の額アート 成人対象 定員8人
参加費1000円
▼おもちゃの病院 5/28㊎10時〜12時
おもちゃの無料修理 部品代実費
1人2点まで

中央公民館

☎922-5344

▼こころを結ぶ光のひろば 5/11㊋10
時〜12時 視覚障がいについての相談
コーナー・点字体験ほか 定員10人
▼はつらつ元気体操教室 5/13〜6/24
の㊍13時15分〜14時15分 全7回 ス
トレッチ・筋力トレーニングほか 65
歳以上対象 定員30人
▼フラワーアレンジメント体験 5/15
㊏10時〜12時 小・中学生対象 定員
10人 参加費800円
▼利用者懇談会 5/16㊐・17㊊10時〜
事業・利用方法等の説明、意見交換
利用サークル・団体対象
▼ホッとひと息「子育てサロン」 5/
19㊌10時〜10時40分…0〜1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 親子友だち
作り・手遊びほか 定員各回5組
▼チャレンジシニア運営委員会 5/19
㊌10時〜12時 10月からの講座内容の
会議 高年者対象 定員5人
▼にじいろタイム 5/21㊎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人
▼マタニティー「だっこままぎゅっ」
5/21㊎13時30分〜 胎教と友達作り
初妊婦対象 定員10人

5922-3274
定員のあるものは4/22㊍
10時から各館へ申し込みを

新栄児童センター

☎942-9876

▼大切な家族へのプレゼント作り 5/
6㊍・7㊎15時30分〜 小学生対象
▼おもちゃ病院 5/14㊎10時〜12時
おもちゃの無料修理 部品代実費 1
人2点まで

谷塚児童センター

☎925-1856

▼おもちゃ病院 4/22㊍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
▼脳トレボードゲーム「ウボンゴ」
5/1㊏14時〜 小学生対象 定員4人
▼けん玉で遊ぼう 5/5㊗〜29㊏10時
〜16時 5/30㊐のけん玉チャレンジに
向けて技に挑戦 小学生対象
▼母の日制作「ホワイトボード作り」
5/7㊎14時45分〜15時30分 3歳以上

草加人のための情報紙

5/2㊐
3㊗
4㊗
5㊗

正木設備㈱

栄町3-9-30

㈱井戸梅

住吉2-4-3

㈲石田水道
三栄工業

吉町1-5-12
苗塚町55-4

の幼児と保護者対象 定員5組、8㊏14
時〜 小学生対象 定員5人
▼ママのためのリフレッシュヨガ 5/
15㊏10時15分〜 定員10人
▼ともだち文庫の「おはなしポケッ
ト」 5/17㊊11時〜 読み聞かせ・わ
らべ唄 乳幼児と保護者対象

広報
「そうか」

☎931-3933
☎922-2736
☎922-3413
☎925-7384

▼初めてのお誕生会 5/25㊋13時〜
会場はコンフォール松原19号棟 令和
2年5月生まれ対象 定員10人 è 5/7
㊎13時から電話で同館へ

住吉児童館

☎928-5736

▼ABCで遊ぼう 4/26㊊15時30分〜
16時30分 3歳（保護者同伴）〜小学
氷川児童センター ☎928-2341
生対象 定員10組
▼館庭で迷路作り 4/29㊗13時15分〜 ▼足型アートでこいのぼり 5/5㊗11
14時15分、15時15分〜16時15分 小 時〜15時
学生〜18歳対象
▼大好きな人へプレゼント 5/6㊍・7
▼子ども歳時記 5/1㊏〜5㊗13時15分 ㊎16時〜 ありがとうのカード作り
〜14時15分、15時15分〜16時45分
小学生対象 定員各10人
アルミ板にタガネで模様をつけたもの ▼こぶたのしっぽ 5/12㊌11時〜 パ
で鯉のぼり作り 幼児（保護者同伴） ネルシアター 乳幼児と保護者対象
定員10組
〜18歳対象
▼おもちゃ病院 5/6㊍13時〜14時30 ▼ふれあいグラウンド・ゴルフ 5/15
時 おもちゃの無料修理 部品代実費 ㊏10時30分〜（雨天中止） 小学生〜
1人2点まで
高年者対象 定員20人
▼みなクル工房「母の日ポップアップ ▼おもちゃ病院 5/15㊏13時30分〜15
カード」 5/8㊏13時15分〜14時15分、 時 おもちゃの無料修理 部品代実費
15時15分〜16時15分 幼児（保護者
1人2点まで
同伴）〜18歳対象 定員各6人
▼スプリング親子コンサート 5/19㊌
▼ママヨガ 5/11㊋13時30分〜14時10 11時〜 出演はぽこあぽこ 乳幼児と
分 0〜3歳児と保護者対象 定員6組
保護者対象 定員10組
▼おもちゃばこ・ONLINE 5/12〜26
の㊌13時15分〜14時15分 オンライ
☎946-3000 5944-3800
ン会議システムZoomを使っての交流
遊びの場 0〜3歳と保護者対象
子ども読書の日4/23㊎、こどもの読
▼ひ革工房 5/15㊏13時15分〜14時15 書週間4/23㊎〜5/12㊌ 「いっしょに
分、15時15分〜16時15分 レザーツ よもう、いっぱいよもう」
リー作り 幼児（保護者同伴）〜18歳 ■お楽しみ袋（図書3冊を1セット）の
対象 定員各6人
貸し出し ①0〜2歳、②3〜5歳、③小
▼栽培クラブ 5/16㊐14時〜 旬な野 学1・2年生、④小学3・4年生、⑤小学
菜の植え付け 幼児（保護者同伴）〜 5・6年生の5グループ 定数各グルー
18歳対象
プ10袋 4/23㊎よりなくなり次第終了
▼ダーツカフェ 5/16㊐17時〜18時
■大人映画会 5/9㊐14時〜15時40分
中学生〜18歳対象 定員6人
「最高の人生のつくり方」 成人対
è4/21㊌9時から同館2
象 定員20人 è
わくわくタウン松原 ☎941-2905
階事務室で整理券配布 12時から電話
▼リリアンストラップ 5/10㊊〜21㊎ でも可
（㊋を除く）15時〜 会場はコンフォ ■家庭向け読み聞かせ講習
ール松原19号棟 小学生対象 定員各 会「絵本で子育て」 5/14
è5/6㊍13時から電話で同館へ
8人 è
㊎10時30分〜11時30分 0
▼ピヨピヨ広場 5/18㊋・25㊋10時〜、 〜1歳児と保護者対象 定員8組 è
è4/
11時〜 会場はコンフォール松原19号 21㊌9時から電話で同館へ。同館HP
棟 令和2年4/2以降に生まれた乳児と （QRコード）でも可
保護者対象 定員各回8組 è 参加希 ■おはなし会 5/15㊏11時30分〜12時
望日の1週間前の㊋13時から電話で同
幼児（保護者同伴）〜小学生対象
館へ
定員5組（当日先着順）
▼おもちゃ病院 5/21㊎13時30分〜15 ■絵本の読み聞かせと紙芝居 ㊌15時
時 会場は子育て支援センター おも 30分〜15時50分（3歳以下対象）、㊎
ちゃの無料修理 部品代実費 1人2点 11時〜11時20分（幼児以上対象）、㊏
まで
㊐14時30分〜14時50分（幼児以上対
▼ビーズキーホルダー 5/24㊊〜28㊎ 象） 定員各5組（当日先着順）
（25㊋を除く）15時〜 会場はコンフ ■地域開放型図書室
ォール松原19号棟 小学生対象 定員
㊐10時〜16時、
西町・川柳
各5人 材料費50円 è 5/17㊊13時か
（年末年始・蔵書点検日を除く）
・高砂小
ら電話で同館へ

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。

