
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。

西町・川柳
・高砂小 

■地域開放型図書室
㊐10時～16時
（年末年始・蔵書点検日を除く）

5☎946-3000 5944-3800
■おはなし会　3/26㊏11時30分～12時
　「世界でいちばんきれいな声」「い
どにおちたぞうさん」ほか　4歳～小
学生対象（幼児は保護者同伴）　定員
5組　（当日先着順）
■木曜シアター　4/14㊍14時～15時15
分　「グリーン・アース」　成人対象
　定員30人　è3/21㊗13時から電話で
同館へ
■工作会「ペーパーヨーヨー」　4/16㊏
13時30分～13時55分、14時5分～14時
30分　幼児（保護者同伴）～小学生対
象　定員各5組　è3/21㊗9
時から同館HP（QRコード）
で（13時から電話でも可）
■絵本の読み聞かせと紙芝居　㊌15時
30分～16時（乳幼児と保護者対象）、
㊎11時～11時30分（乳幼児（保護者同
伴）～小学生対象）、㊏㊐14時30分～
15時（幼児（保護者同伴）～小学生対
象）、4/17㊐11時～11時30分（小学
生対象）　定員各6組（当日先着順）

▼ロビー展　3/25㊎～4/6㊌　ぬくと
ぼこによる川柳（せんりゅう）作品展
▼おはなしの広場　4/8㊎・22㊎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
▼おもちゃ病院　4/15㊎10時～12時　
おもちゃの無料修理　部品代実費　1
人2点まで
▼利用者懇談会　4/25㊊10時～11時　
令和4年度事業予定の意見交換ほか　
利用団体及び個人対象

▼伝統文化茶道講座　4/9～令和5年3/
11の第2㊏（10月・令和5年1月を除
く）10時～12時…表千家・13時～15
時…裏千家　初心者対象　定員各10人
　参加費1回1500円
▼すくすくクラブ　4/14㊍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　簡単工作・読み聞かせほか
　定員各回10人
▼のびのび広場　4/15㊎10時～11時　
季節のイベント・読み聞かせほか　乳
幼児と保護者対象

▼おもちゃの病院　4/22㊎10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼火曜のディナークッキング　4/26～
令和5年3/28の第4㊋（8月・令和5年1
月を除く）14時～16時　全10回　季節
の料理・和洋中裏技　成人対象　定員
12人　月額700円　作った料理（2人
分）は持ち帰りです

▼元気ルームMINI　4/7㊍10時～12時
　ホール開放　乳幼児と保護者対象
▼おもちゃの病院　4/11㊊10時～12時
　おもちゃの無料修理　部品代実費　
1人2点まで
▼親子で元気ルーム　4/14～令和5年
3/9の第2㊍（8月を除く）10時～11時
30分　全11回　開校式・季節のおもち
ゃ作りほか　乳幼児と保護者対象　定
員15組
▼高年者学級「しもつま」　5/17～令
和5年3/14の第3㊋（4月・8月を除く、
3月は第2㊋）10時～11時30分　全10
回　仲間作り・心身の健康維持を目指
す（軽体操・調理実習ほか）　おおむ
ね65歳以上対象　定員18人　è3/22㊋
8時30分から窓口優先

仲間作り・心身の健康維持を目指
す（ ・調理実習

■草加FCシャープ（サッカー）　㊍
・㊎19時～　西町小で　体験大歓迎待
っています　中学生対象　入会金5000
円　月額3000円　ε加藤☎090-1429-
5336
■草加太極挙同好会　㊎10時～12時　
中央公民館で　ゆったりとした動きと
深い呼吸で体調管理と老化防止　経験
不問　入会金2000円　月額3500円　ε
阿部☎999-5726
■草加ハーモニカ同好会　第1～3㊊9
時～13時　であいの森で　入会金500
円　月額500円　ε中村☎070-8487-41
22
■白ゆり会（着付け）　㊌㊏10時30分
～12時　谷塚文化センターで　家で眠
っている着物を使ってマンツーマンで
楽しく行います　月額3000円　ε長谷
川☎090-3475-8567
■高砂レクリエーションダンスクラブ
　㊎11時～13時　中央公民館で　心も
体もリフレッシュできる楽しいダンス
で健康になりましょう　年会費1000円
　月額1000円　ε小林☎925-2361

柿木公民館 ☎931-3117

新里文化センター ☎927-3362

川柳文化センター ☎936-4088

4/4からの㊊㊍
10時30分～11時
0～2歳児

4/19からの㊋ 
10時～11時45分

令和3年4/2以降生まれ
定員10組

è希望日1週間前の
㊋13時から電話で同館へ

わくわくタウン松原
（会場：コンフォール
松原19号棟）
☎941-2905
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施設
ピヨピヨ広場 よちよちクラブ《歩行可能な子ども対象》 幼児のひろば

クラス・対象 日時・定員 説明会日時または申込方法 クラス・対象 日時・定員 説明会日時または申込方法日時・対象・定員・申込方法

第2・4㊌
（4月は20・27開催）
10時30分～12時
0～2歳児

1部…令和2年10/1～
同3年4/1生まれ

4/21からの第1・3㊍
10時30分～11時
定員15組

説明会：4/21㊍
10時30分から同館で

「みつばち組」
平成30年4/2～
令和2年4/1生まれ

4/19からの㊋
10時30分～11時30分

定員10組

è4/19㊋
10時30分から同館で

è4/22㊎
10時30分から同館で

è3/25㊎までに
市HPからまたは
同センター窓口へ

説明会：4/12㊋
10時30分から
同センターで

è参加日1週間前から
同センターへ

4/22からの㊎
10時30分～11時30分

定員10組
4/19からの㊋

①10時5分～10時50分
②11時～11時45分　　

定員各30組

4/12からの㊋㊎
10時30分～11時15分

4/12からの㊋（雨天中止）
①10時15分～10時45分
②11時～11時30分　　
（②は9月から3歳児対象）

4/15からの㊎
10時30分～11時30分

定員20組
4/20からの㊌

①10時～10時45分
②11時～11時45分
定員各20組
4/15からの㊎

①10時～10時45分
②11時～11時45分
定員各20組

「ちょうちょ組」
平成30年4/2～
令和2年4/1生まれ

「リス組」
平成30年4/2～
令和2年4/1生まれ

2～3歳児

「からだで遊ぼう」
屋外活動
2歳児

「つくって遊ぼう」
2歳児

「チャイルド」
【㊌コース】
平成30年4/2～
令和2年4/1生まれ
「チャイルド」
【㊎コース】
平成30年4/2～
令和2年4/1生まれ

説明会：4/21㊍
11時30分から同館で

è3/25㊎までに
市HPまたは

同センター窓口へ

è4/1㊎
10時から同センターへ

è対象年齢になり次第
同センターへ

4/21からの第1・3㊍
11時30分～12時
定員15組

4/28からの第2・4㊍
①10時5分～10時45分
②11時～11時40分
定員各25組

4/27からの第4㊌
①10時10分～10時50分
②11時10分～11時50分 

定員各5組

4/13からの㊌
10時30分～11時

4/18からの㊊
①10時～10時35分
②11時～11時35分
定員各20組
4/21からの㊍

①10時～10時35分
②11時～11時35分
 定員各15組

令和2年4/2～
同3年4/1生まれ

1～2歳児

「よちよち探検」
歩行可能な
1～3歳児

「にじ」
令和2年4/2～
10/31生まれ

「そら」
令和2年11/1～
同3年4/1生まれ

2部…令和2年4/2～
9/30生まれ

4/21からの第1・3㊍
10時～12時30分
0～1歳児

4/13からの第2㊌ 
 ①10時10分～10時50分
②11時10分～11時50分

0～2歳児

住吉児童館
☎928-5736

谷塚児童センター
☎925-1856

新栄児童センター
☎942-9876

氷川児童センター
☎928-2341

è3/28㊊までに市HPから「よ
ちよちクラブ申込書」を印刷・
記入し、往復はがきの往信面
に貼り、返信面に住所・保護者
と子どもの氏名を記入し同館
へ。
※印刷ができない場合は必要
事項を手書きしてください。

è3/28㊊までに市HPから
「チャイルド申込書」を印刷・
記入し、往復はがきの往信面
に貼り、返信面に住所・保護
者と子どもの氏名を記入し
同館へ。
※印刷ができない場合は、必
要事項を手書きしてください。

　「0・1・2歳クラブ」「つどいの広場」「ピヨピヨ広場」は、気軽にいつでも遊びに
いけるスペースです。開催当日直接会場へ。「よちよちクラブ」「幼児のひろば」は、
説明会への参加や定員制のものがあるので、下表で申込方法等を確認してください。
　スタッフが自由遊びや年齢に応じたプログラムなどを提供します。子どもの集団生活
の第一歩・親同士の交流・子育ての相談の場として利用してみてはいかがですか。
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つどいの広場
おひさま

つどいの広場
きらりん ㊊～㊏10時～16時

㊋～㊐10時～16時
（㊊10時30分～13時はよちよち歩きまで）

㊋～㊐10時～16時
（㊌10時30分～13時はよちよち歩きまで）

㊋～㊏10時～16時
（第2～4㊊13時30分～16時は
はじめてのママと10か月までの乳児対象）

親子のひろば
のび～すく旭町

親子のひろば
のび～すく青柳

つどいの広場
ばぶハウス

谷塚児童センター
☎925-1856 ㊊㊋㊎㊏10時～15時 谷塚1-7-4

☎923-1313
旭町4-8-11
☎942-7141

青柳5-22-28
（青柳シティプラザB館）
☎931-0118

弁天6-5-16
☎932-7334

㊊～㊐10時～16時30分
㊏㊐は施設開放
㊊～㊎①10時～12時30分
　　　②13時～15時30分
4/21からの㊊㊌㊍10時～13時
除外日（高砂小授業・休校等）
4/4からの㊊㊌㊍(第2・4㊌を除く)　　
①10時～10時50分②11時10分～12時

氷川児童センター
☎928-2341
子育て支援センター
☎941-6791
高砂小（高砂児童クラブ内）
☎922-0674
新栄児童センター
☎942-9876

乳幼児サロン
おもちゃばこ

1日利用300円
1か月利用1200円
※兄弟割引あり

つどいの広場
ろけっと
子育て広場トットちゃん
（未就学児対象）

ママサロンもくば

会場・ε 会場・ε開催日時・定員 開催日時 利用料金名称 名称

子育て中の親と子どもの交流・遊びの場令和4年度　
乳幼児対象

瀬崎コミセン

柳島コミセン

原町コミセン

稲荷コミセン

第２・３㊋

第１・３㊎

第１・２㊌

第２・４㊎

時間

10時～12時

10時～10時50分「ねんねとハイハイ組」
11時～11時50分「あんよ組」

会場 開催日

定員各26組

ε子ども育成課
　☎928-6421Ü928-9632

⑥ 2022年3月20日号 草加人のための情報紙　広報「そうか」情報コーナー「すとりーと」

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。


