草加人のための情報紙

広報
「そうか」

⑤
こんにちは、市長の浅井です⑥

大切な友達と過ごす時間も少なく

子どもたちが安心して
成長できる教育環境に

草加市では︑全国に先駆けて

Ｔ環境を活用した学習が始まり︑

▼外国籍市民のための日本語教室 4/
2〜16の㊏10時〜12時
▼おもちゃ病院 4/4㊊10時〜12時
おもちゃの無料修理 部品代実費 1
人2点まで
▼元中学校教員が教える中学生のため
の英語 4/4〜25の㊊16時〜18時（4/
25は17時〜） 中学生対象
▼放課後クラブ 4/7㊍17時〜18時…
卓球 4/18㊊16時〜17時…将棋 4/19
㊋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
▼ホッとひと息「子育てサロン」 4/
11㊊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 手遊び・春
の簡単工作ほか 定員各回12人
▼伝統文化茶道講座（裏千家） 4/16〜
令和5年3/18の第3㊏10時〜12時 定員
5人 参加費1回1500円（茶菓子代含む）
▼親子将棋教室 4/17〜令和5年3/19
の第3㊐（6月は12日・12月は11日）
14時〜16時 全12回 小学1〜3年生
と保護者対象 定員5組
▼ママと一緒におはなし会 4/25㊊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
▼子どもの新体操リボンの体験会 5/

なっているのが現状です︒

中学校を卒業するまでの子ど

たとえコロナ禍であっても︑１人

☎942-0778

幼保小中を一貫した教育に取り

も像として﹁自ら学び︑心豊か

１台のタブレット端末を使って︑

定員のあるものは3/22㊋
8時30分から各館へ申し込みを

令和３年度から教育現場でＩＣ

に︑たくましく生きる草加っ子

自宅から先生や友達と顔を見合わ

5925-0152

組んでいま す ︒

歳の姿︶﹂を掲げ︑
﹁自ら学

▼おもちゃ病院 3/24㊍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」
4/2㊏14時〜 小学生対象 定員4人
▼昔遊び週間「びゅんびゅんごま」
4/3㊐〜12㊋10時〜16時 3歳以上の幼
児（保護者同伴）〜小学生対象
▼親子で作ろう「こいのぼり」 4/15
㊎・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
▼ママのためのリフレッシュヨガ 4/

︵

☎925-1856

せながら参加できる授業が進めら

谷塚児童センター

ぶ 力 ﹂﹁ 豊 か な 心 ﹂﹁ た く ま し く

▼1日わくわく広場 3/28㊊〜4/7㊍
（4/5㊋を除く）10時〜12時、13時〜
17時30分 会場はコンフォール松原19
号棟 幼児（保護者同伴）〜小学生対
象
▼ペーパークラフトで新しい児童館を
作ってみよう 3/28㊊〜4/7㊍（4/5㊋
を除く）10時〜12時、13時〜17時30
分 会場はコンフォール松原19号棟
小学生対象 定員各5人（当日先着順）
4/15㊎13時30分〜
▼おもちゃ病院
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
▼お花のカード 4/18㊊〜28㊍（㊋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 4/14㊍13時から電話で同館へ
▼初めてのお誕生会 4/26㊋13時〜
会場はコンフォール松原19号棟 令和
3年4月生まれ対象 定員10人 è 4/1
㊎13時から電話で同館へ

れています︒

☎941-2905

15

16㊏10時15分〜 定員15人
▼将棋教室 4/16〜9/17（8月を除
く）の第3㊏14時30分〜15時30分 全
5回 年長児〜高年者の初心者対象
定員9人
▼ともだち文庫の「おはなしポケッ
ト」 4/18㊊11時〜 読み聞かせ・わ
らべ唄 乳幼児と保護者対象 定員15
組

新田西文化センター

2022年3月20日号

生きる力﹂を軸に︑子どもの育

わくわくタウン松原

これからも︑教育委員会と連携

▼生け花にチャレンジ 3/28㊊13時30
分〜14時30分 年長児〜小学生（幼児
は保護者同伴） 定員18人
▼こぶたのしっぽ 4/13㊌11時〜 パ
ネルシアター 乳幼児と保護者対象
定員10組
▼おもちゃ病院 4/16㊏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

ちを支える た め ︑ 市 内 の 幼 稚 園 ︑

☎928-5736

して︑子どもを取り巻く環境の変

住吉児童館

保育園︑認定こども園︑学校︑

定員のあるものは3/22㊋
10時から各館へ申し込みを

化に対応し︑草加の子どもたちが︑

5922-3274

▼手作り雑巾 3/27㊐13時30分〜15時
30分 小学生〜18歳対象 定員20人
▼紙飛行機大作戦 4/1㊎13時30分〜
15時30分 幼児（保護者同伴）〜18歳
対象
▼パパとアスレチック 4/3㊐・17㊐
10時〜12時 1〜3歳と保護者対象 定
員各8組
▼ペンダントヘッド作り 4/3㊐13時
30分〜15時30分 幼児（保護者同伴）
〜18歳対象
▼スポーツ＆ダーツカフェ 4/3㊐・
17㊐17時30分〜18時30分 中学生以
上対象
▼おもちゃ病院 4/7㊍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
▼パパと遊ぼう 4/9㊏10時30分〜11
時30分 鉄棒 3歳以上の未就学児と
保護者対象 定員8組
▼のぼってペーパー作り 4/9㊏13時
30分〜15時30分 紙の摩擦で動くおも
ちゃ作り 小学生〜18歳対象 定員20
人
▼スポーツ＆レク「大縄跳び」 4/10
㊐13時30分〜、15時30分〜 小学生
〜18歳対象
▼ママヨガ 4/12㊋13時30分〜14時10
分 0〜2歳と保護者対象 定員6組
▼くるくるリサイクル 4/22㊎・23㊏
10時30分〜11時30分（雨天中止）
着なくなった洋服の交換会 乳幼児と
保護者対象

家庭︑地域 が 連 携 し て い ま す ︒

タオル体操&簡単ストレッチ！ 4/
13㊌・22㊎ 創作漢字を考えてみよう
4/18㊊・27㊌ いずれも10時〜10時
30分。会場はであいの森。60歳以上対
象。定員20人。ε同館☎936-2791Ü 93
6-2792

☎928-2341

草加っ子として安心して成長でき

すまいる広場〜介護予防〜

氷川児童センター

しかし︑長引く新型コロナウ

▼ふれあいグラウンド・ゴルフ 3/26
㊏14時〜15時 小学生〜高年者対象
▼ママのためのリラクシングヨガ 4/
2㊏10時30分〜11時15分 è 3/22㊋〜
25㊎10時から同館へ（応募多数の場合
は抽選） 定員6人
地元弁護士による無料法律相談会
▼遊ぼうデー「カードゲーム・モルッ
4/15㊎13時30分〜16時。会場は越谷 ク」 4/5㊋・20㊌15時30分〜 小学
市中央市民会館。4/15の遺言の日にち 生対象
なみ、埼玉弁護士会越谷支部の弁護士 ▼はじめての卓球 4/12㊋・15㊎15時
が、離婚・相続・借金・交通事故の問 30分〜 ラケットの使い方・ルール、
題などあらゆる法律問題に応えます。 ラリー 小学3〜6年生対象
1人30分以内。è 4/1㊎からの平日10時 ▼ピヨピヨ広場 4/13㊌10時10分〜、
〜16時30分に埼玉弁護士会越谷支部へ。 11時10分〜 親子遊び・育児相談 0
〜2歳と保護者対象 定員各5組
☎962-1188Ü 962-1422
高年者向け

る教育環境を充実させてまいりま

4/24㊐9時〜17時。会場は記念体育
館。審査基準と指導法を学びます。少
林寺拳法有段者対象。定員30人。è 4/
5㊋までに電話で草加市スポーツ協会
へ。☎928-6361Ü 922-1513

イルス感染症の影響で︑子ども

☎942-9876

す︒

新栄児童センター

たちは不安 や ス ト レ ス を 感 じ ︑

少林寺拳法連盟指導者講習会

情報コーナー「すとりーと」

6㊎16時〜16時50分…年少児〜未就学
児、17時〜18時…小学生 いずれも保
護者同伴 定員各10人

谷塚文化センター

☎928-6271

▼すくすくクラブ 4/22㊎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 こいのぼり作り・大型絵本
ほか 定員各回7組
▼伝統文化茶道講座 4/23〜令和5年
3/25の（1/28を除く）第4㊏10時〜12
時…表千家・13時〜15時…裏千家 全
11回 成人対象 定員各5人 参加費1
回1500円

中央公民館

☎922-5344

4/11㊊8時30分〜13時 電気工事の
ため休館します
▼こころを結ぶ光のひろば 4/5㊋10
時〜12時 点字体験ほか 定員10人
▼スプリングコンサート 4/10㊐14時
開演 出演は草加フィルハーモニー管
弦楽団ベートーベン「交響曲第2番」、
歌劇「セビリアの理髪師」序曲ほか
定員200人 è 3/22㊋から整理券配布
▼SKT高年者健康リズム体操 4/12〜
9/13の第2㊋（7月は5日）10時〜12時
7月は5日
全6回 軽体操 60歳以上対象 定
員30人
▼にじいろタイム 4/15㊎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」
4/15㊎13時30分〜 胎教と友達作り
初妊婦対象 定員10人
▼子ども料理教室〜お菓子作り〜 4/
16㊏10時〜12時 チョコクッキー・ス
ティックパイほか 小・中学生対象
定員12人
▼ホッとひと息「子育てサロン」 4/
20㊌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 こいのぼり
遊び・読み聞かせほか 定員各回5組

