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氷川児童センター

情報コーナー「すとりーと」

☎928-2341

▼スポーツ測定 9/23㊗13時15分〜、
15時15分〜 反復横跳び・シャトルラ
ンほか 幼児（保護者同伴）〜18歳対象
▼パパと遊ぼう 9/25㊏ 「ドッヂビ
ー」、10/9㊏ 「大縄跳び」 いずれ
も10時30分〜11時30分 雨天時は体
遊び 3歳以上の未就学児と保護者対
象 定員各6組
▼手芸「オホデディオス」 9/26㊐13
時15分〜、15時15分〜 メキシコ伝統
工芸品 幼児（保護者同伴）〜18歳対
象 定員各6人
▼ママヨガ 9/28㊋、10/12㊋13時30
分〜14時10分 0〜3歳児と保護者対象
定員6組
▼パパとアスレチック 10/3㊐・17㊐
10時〜12時 0〜3歳と保護者対象 定
員5組
▼スポーツ＆ダーツカフェ 10/3㊐・
17㊐17時30分〜18時30分 中学・高
校生対象
▼さつまいも掘り 10/4㊊（雨天18㊊
に順延）10時30分〜12時 幼児（保護
者同伴）以上対象 定員20組 参加費
300円
▼おもちゃばこ・ONLINE 10/6〜27
の㊌13時15分〜14時15分 オンライ
ン会議Zoomを使っての交流遊び場 0
〜3歳と保護者対象
▼おもちゃ病院 10/7㊍13時〜14時30
時 おもちゃの無料修理 部品代実費
1人2点まで
▼みなクル工房「ホバークラフト」
10/9㊏13時15分〜、15時15分〜 幼児
（保護者同伴）〜18歳対象 定員各6人
▼ひ革工房「ハロウィンキーホルダ
ー」 10/16㊏13時15分〜、15時15分
〜 幼児（保護者同伴）〜18歳対象
定員各6人

わくわくタウン松原

☎941-2905

▼プラ板 9/27㊊〜10/1㊎（28㊋を除
く）15時〜 会場は中央図書館 小学
生対象 定員各5人 è 9/21㊋10時か
ら電話で同館へ
▼マグネット帽子 10/4㊊〜8㊎（㊋
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
è 9/27㊊13時から電話で同館へ
▼CDホバークラフト作り 10/11㊊〜
15㊎（㊋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 è 10/4㊊13時から電話で同
館へ
▼ピヨピヨ広場 10/12〜26の㊋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 10/15㊎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
▼キラキラ帽子 10/18㊊〜22㊎（㊋

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
è 10/11㊊13時から電話で同館へ
▼ハロウィン工作 10/25㊊〜29㊎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 è 10/18㊊
13時から電話で同館へ
▼初めての誕生会 10/26㊋13時〜
会場はコンフォール松原19号棟 令和
2年10月生まれ対象 定員10人 è 10/
1㊎13時から電話で同館へ

谷塚児童センター

☎925-1856

▼脳トレボードゲーム「ウボンゴ」
10/2㊏14時〜 小学生対象 定員4人
▼ハロウィン制作「スライム時計」
10/8㊎・22㊎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、23㊏・24㊐14時〜 小学生対象
定員各5人
▼ふれあいさつまいも掘り 10/10㊐
（雨天17㊐順延）10時〜10時45分に
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500円
▼ママのためのリフレッシュヨガ
10/16㊏10時15分〜 定員10人
▼将棋教室 10/16〜令和4年3/19の第
3㊏14時30分〜15時30分 全6回 5歳
児〜高年者（幼児は保護者同伴）の初
心者対象 定員9人
▼ともだち文庫の「おはなしポケッ
ト」 10/18㊊11時〜 読み聞かせ・
わらべ唄 乳幼児と保護者対象 定員
10組

5925-0152
定員のあるものは9/21㊋
8時30分から各館へ申し込みを

新田西文化センター

☎942-0778

▼外国籍市民のための日本語教室
10/2〜16の㊏10時〜12時
▼ホッとひと息「子育てサロン」 10/
4㊊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 ハロウィンお
ばけ作り・手遊びほか 定員各回10人
▼おもちゃの病院 10/4㊊10時〜12時
おもちゃの無料修理 部品代実費
1人2点まで
▼中学生のための英語 10/4〜25の㊊
17時〜18時 中学生対象
▼将棋教室 10/17〜令和4年3/20の第
3㊐（12月は12/12）14時〜16時 小学
1〜3年生と保護者対象 定員5組
▼放課後クラブ 10/18㊊16時〜17時
…将棋 10/19㊋16時30分〜17時30分
…スポーツウエルネス吹矢 小学生
（保護者同伴）対象
▼ママと一緒におはなし会 10/25㊊
10時30分〜11時 読み聞かせ・手遊び
ほか 幼児と保護者対象
▼葉物野菜を有機肥料で育てよう
11/6㊏13時30分〜15時30分 成人対象
定員11人 材料費500円

草加人のための情報紙

広報
「そうか」

▼チャレンジ！シニア講座 10/21〜
令和4年3/17の第3㊍（1月は1/27）10
▼陶芸教室 10/8㊎・29㊎10時〜12時 時〜12時 全6回 悪質商法対策・渋
全2回 小鉢制作（2個） 成人未経 沢栄一の歴史ほか 60歳以上対象 定
験者対象 定員8人 参加費1000円
員20人
▼すくすくクラブ 10/14㊍10時〜10 ▼時代の変化に伴う親子のあり方
時40分…0歳〜1歳6か月と保護者対象、 11/7㊐10時〜12時 小学生と保護者ま
11時〜11時40分…1歳7か月〜3歳と保 たは保護者のみ対象 定員15組
護者対象 簡単工作・読み聞かせほか
谷塚文化センター ☎928-6271
定員各回10人
▼おもちゃの病院 10/29㊎10時〜12 ▼親子で楽しもう！ハロウィン 10/
時 おもちゃの無料修理 部品代実費 15㊎10時〜10時40分、11時〜11時40
1人2点まで
分 親子遊び・簡単工作ほか 1〜3歳
と保護者対象 定員各7組 参加費子
☎931-3117
柿木公民館
ども1人200円
▼おはなしの時間 9/22㊌10時30分〜 ▼すくすくクラブ 10/22㊎10時〜10
11時 読み聞かせほか 乳幼児と保護 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
者対象
▼元気ルームMINI 10/7㊍10時〜12 護者対象 大型絵本ほか 定員各回7
時 ホール開放 乳幼児と保護者対象 組
▼おもちゃの病院 10/11㊊10時〜12 ▼朗読塾こだま公演 10/25㊊13時30
時 おもちゃの無料修理 部品代実費 分開演 「紙吹雪」ほか 成人対象 定
1人2点まで
員100人（当日先着順） 室内靴持参
▼魚のさばき方・飾り切り教室 10/ ▼子どもと話ができる親になろう〜思
23㊏9時30分〜13時 成人対象 定員 春期だって怖くない〜
8人 参加費700円
11/2㊋10時〜12時 小学
▼さつまいも掘り体験 10/24㊐9時30 生の子を持つ保護者対象
分〜11時30分 小学生以下と保護者対 定員20人 è 生涯学習サイト「まいぷ
象 定員15組 参加費1組300円
れ」（QRコード）からも可
▼笑って元気に！健康落語 10/26㊋
14時〜15時 成人対象 定員25人
☎946-3000 5944-3800
▼人権講座 11/5㊎13時30分〜15時30
分 成人対象 定員30人
■おはなし会 9/25㊏11時30分〜12時
▼県民の日 柿木なんでも知って見隊
「こぶじいさま」ほか 幼児（保護
11/14㊐9時20分〜16時30分 市のバ 者同伴）〜小学生対象 定員5組（当
スで鉄道博物館（さいたま市） 小学 日先着順）
生対象 定員20人 参加費900円
■工作会「つなわたりごま」 10/9㊏
13時30分〜13時55分、14時05分〜14
川柳文化センター ☎936-4088
時30分 幼児（保護者同伴）〜小学生
▼ロビー スペースワンダーによる天 対象 定員各5組 è 9/22㊌9時から同
体写真展 9/23㊗〜10/5㊋
館4階児童室で整理券配布
▼おはなしの広場 10/8㊎・22㊎10時 ■木曜シアター 10/14㊍14時〜15時
30分〜11時15分 手遊び・紙芝居ほか 30分 「新・京都百景 秋冬編」 成
乳幼児と保護者対象 定員5組
人対象 定員20人 è 9/22㊌13時から
▼おもちゃ病院 10/15㊎10時〜12時 電話で同館へ
おもちゃの無料修理 部品代実費
■小学生のための読み聞かせ 10/17
1人2点まで
㊐11時〜11時20分 小学生対象 定員
5組（当日先着順）
☎922-5344
中央公民館
■市民ボランティア向け読
▼こころを結ぶ光のひろば 10/5㊋10 み聞かせ講習会 10/30㊏
時〜12時 点字体験ほか 定員10人
14時〜16時 読み聞かせの
▼SKT高年者健康リズム体操 10/12 基本・選書方法ほか 講師は三芳町立
〜令和4年3/8の第2㊋10時〜12時 全6 図書館館長の代田知子氏 市内で読み
回 60歳以上対象 定員30人（4〜9月 聞かせボランティアをしている人対象
の受講者を除く）
定員15人 è 9/24㊎9時から同館HP
▼にじいろタイム 10/15㊎11時〜12 （QRコード）で。13時から電話も可
時 わらべ唄・読み聞かせほか 未就 ■絵本の読み聞かせと紙芝居 ㊌15時
園児と保護者対象 定員10人
30分〜15時50分（0〜3歳と保護者対
▼マタニティー「だっこままぎゅっ」 象）、㊎11時〜11時20分（幼児（保護者
10/15㊎13時30分〜 胎教と友達作 同伴）〜小学生対象）、㊏㊐14時30分
り 初妊婦対象 定員10人
〜14時50分（幼児（保護者同伴）〜小
▼ホッとひと息「子育てサロン」 10/ 学生対象） 定員各5組（当日先着順）
20㊌10時〜10時40分…0歳〜1歳6か月 ■地域開放型図書室
と保護者対象、11時〜11時40分…1歳
西町・川柳 ㊐10時〜16時
7か月〜3歳対象と保護者対象 親子友
・高砂小 （年末年始・蔵書点検日を除く）
達作り・手遊びほか 定員各回5組

新里文化センター

☎927-3362

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。

