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2022年4月5日号

情報コーナー「すとりーと」

〜17時 月給18万2320〜20万7654円
⑦フルタイム調理師 ㊊〜㊎8時30分
〜17時 月給19万4086〜21万622円
＜資格不問＞
⑧調理支援員 ㊊〜㊏8時30分〜13時
時給1103〜1230円
①③は週1回早番・遅番、月1回㊏あ
り。いずれも場所は市立保育園。有給
休暇等あり。②を除き、社会保険等・
賞与あり。
è
è保育課等で配布する申込書（市HPか
ら入手可）に資格証の写しを添えて保
Ü 922-3274
☎
育課へ。☎922-1491

シルバーカルチャー教室
■英会話初級1 4/22、5/6・13の㊎13
時〜14時30分。全3回。会場は勤労青
少年ホーム。定員10人。費用2000円
■初めてのABC金曜コース 4/22、5/
6・13の㊎15時〜16時30分。全3回。
会場は勤労青少年ホーム。定員10人。
費用2000円
è 4/6㊌からシルバー人材センターへ。
☎928-9211Ü 928-9209
歴史民俗資料館

■蓄音機コンサート「流行歌特集」
4/10㊐10時30分〜。昭和時代初期に製
作されたフロア型機械式蓄音機で、懐
勤務は㊊〜㊎8時30分〜17時15分。 かしのSPレコードを鑑賞します。
場所は環境業務センター。粗大ごみの ■れきみん講座「関東の板碑−金泥板
収集運搬業務ほか。普通自動車第一種 碑を中心として−」 4/10㊐14時〜16
運転免許（AT車限定は不可）以上所 時。県内ではあまり確認されていない
持者対象。募集は若干名。月給17万95 金泥板碑の特徴などを紹介します。定
64円（地域手当含）。期末手当、通勤 員30人。草加史談会との共催。
手当、社会保険等あり。面接は4/20㊌。 è 講座のみ4/6㊌から電話で歴史民俗
è 4/18㊊（必着）まで 資料館へ。☎922-0402Ü 922-1117
採用は5/1付。è
に指定申込書（市HP、廃棄物資源課
ボートレース事業の
で入手可）と運転免許証の写しを同課
収益金で道路整備
へ。☎931-3972Ü 931-9993
埼玉県都市ボートレース企業団は草
加市を含む15市で構成されており、ボ
ートレース事業の収益金は、市内の道
路整備に充てられています。なお、ボ
本土復帰50年
ートレースの開催期間は4/13㊌〜18㊊、
平和パネル展「沖縄戦」
23㊏〜27㊌、5/3㊗〜8㊐、17㊋〜22㊐、
4/6㊌〜5/9㊊。会場は中央図書館。 26㊍〜30㊊、6/2㊍〜6㊊、9㊍〜13㊊、
太平洋戦争末期、鉄の暴風と形容され 16㊍〜21㊋、25㊏〜29㊌。会場はボ
る沖縄戦では、県民の4人に1人が亡く ートレース戸田。ε財政課☎922-0761
なりました。その貴重な写真・体験談 Ü 922-1547
などを展示し、平和の大切さ、命の尊
普通救命講習Ⅲ
さを次世代に伝えます。折り鶴オブジ
ェ「平和への羽ばたき」、DVD・書籍
5/7㊏9時〜12時。会場は草加消防署
等の平和関連資料も同時展示します。 青柳分署。乳幼児の心肺蘇生法・AED
平和ネットワーク草加との共催。ε人 ・異物除去法ほか。市内または八潮市
権共生課☎922-0825Ü 927-4955
在住・在勤の中学生以上対象。定員12
人。応募多数の場合は抽選。è 4/20㊌
和舟の乗船体験
までに草加消防署青柳分署へ。☎9314/8㊎9時30分〜11時30分（荒天時中 3973Ü 931-3982
止）。30分ごとに出航する全5便。会
一本棒・バッテン棒体操
場はまつばら綾瀬川公園第2ラグーン。
リーダー養成講座
川面から綾瀬川沿いに咲き誇る桜を一
望できる貴重な機会です。定員各便10
5/10〜6/28の㊋10時〜12時。全8回。
ε
人（当日先着順）。 文化観光課☎ 会場は原町コミセン。新聞紙を利用し
922-2403Ü 922-3406
たいつでもどこでもできるオリジナル
体操の指導方法を学びます。講師は健
和舟乗船＆草加松原散策
康運動指導士の田邉雅子氏。定員40人。
草加まち歩きツアー
èスポーツ振興課へ。☎922-2861Ü 92
è
5/8㊐8時45分獨協大学前〈草加松原〉 2-3172
駅東口集合、13時解散。春の陽気に誘
甲種防火管理者資格
われて散策しませんか。定員30人（1
取得講習会
è
班10人）。参加費1500円。è4/20㊌ま
収容人員が30人以上の店舗等と、収
でに代表者の住所・電話番号、参加者
全員の氏名（ふりがな）・年齢を草加 容人員が50人以上の共同住宅や工場等
市観光協会事務局（文化観光課内）へ。 では、この資格取得者を置くことが消
メール（QRコード）も可。申込多数 防法で定められています。6/9㊍・10
の場合は1組（4人まで）単位で抽選。 ㊎9時20分〜16時50分。会場は草加市
結果は4/25㊊以降に通知します。☎92 文化会館。全2回。定員70人。受講料
8000円。è 4/6㊌〜13㊌に日本防火・
2-2403Ü 922-3406
清掃作業員
（会計年度任用職員）

草加人のための情報紙

防災協会HPで。ファクス（Ü 03-62746977）も可。ε草加八潮消防局予防課
☎996-0660Ü 997-1300
事業者対象
消費税インボイス制度説明会

広報
「そうか」

にこにこサロン楽楽
4/15㊎13時30分〜14時30分。会場は
ふれあいの里。簡単なゲーム・ぬりえ
・おりがみなど。60歳以上対象。εふ
れあいの里☎920-6222Ü 920-6251

5/10㊋・18㊌、6/2㊍・15㊌10時30
フラダンス教室
分〜11時30分。会場は川口税務署別館。
定員各30人。公共交通機関での来場に
5/9・23、6/13・27、7/11・25の㊊
è 希望日の㊏㊐を除く2日前 10時〜11時。全6回。会場はであいの
協力を。è
までに川口税務署法人課税第一部門へ。 森。60歳以上対象。定員10人。室内靴
内 313）
○
☎048-252-5141（○
持参。è 4/6㊌10時から電話でであい
の森へ。☎936-2791Ü 936-2792
市民体育祭
かけはしサロン
■トランポリン大会 5/15㊐9時30分
〜、13時〜。会場は記念体育館。参加
5/11㊌13時〜14時。会場はであいの
費個人2000円、シンクロ1組2000円
森。講話「草加市について知ろう」、
■スポーツウエルネス吹矢大会 5/21 体操ほか。60歳以上対象。è 4/6㊌10
㊏10時〜。会場は市民体育館。個人戦 時から電話でであいの森へ。☎936-27
男女混合6・8・10mの部。定員150人。 91Ü 936-2792
参加費500円
絵手紙教室
èトランポリンは4/25㊊までに電話で
è
草加市スポーツ協会へ。吹矢は4/6㊌
5/18、6/1・15・29、7/6・20の㊌10
〜20㊌に市民体育館で申込用紙に記入。 時〜11時30分。全6回。会場はであい
ε同協会☎928-6361Ü 922-1513
の森。60歳以上対象。定員12人。材料
費400円。描きたいもの（野菜・果物
地元弁護士による
など）、ティッシュ持参。è 4/7㊍10
無料法律相談会
時から電話でであいの森へ。☎936-27
5/10㊋13時30分〜16時（1人30分以 91Ü 936-2792
内）。会場は中央公民館。5/3憲法記
スローストレッチで筋力アップ
念日の行事として埼玉弁護士会越谷支
5/19、6/2・16・30、7/7・21の㊍10
部の弁護士が、あらゆる法律問題に応
えます。è 4/20㊌から埼玉県弁護士会 時〜11時。全6回。会場はであいの森。
越谷支部へ（平日10時〜16時30分）。 60歳以上対象。定員20人。室内靴、ヨ
ガマットまたはバスタオル持参。è 4/
☎962-1188Ü 962-1422
8㊎10時から電話でであいの森へ。☎
地域包括支援センター（包）
936-2791Ü 936-2792
介護者のつどい・介護予防教室
ドレミ♪でスッキリ教室
介護者のつどいは介護の情報交換と
交流。介護をしている人、していた人、 音楽や軽運動を取り入れた、認知症
する予定の人対象。
予防教室。
■介護者のつどい 4/15㊎13時30分〜 ■草加市文化会館 5/9〜8/8（7/4・
15時。会場はケアステーションかしの 18を除く）の㊊9時15分〜10時30分。
木。ε草加西部（包）☎946-7030Ü 942- 定員20人
7582
■瀬崎コミセン 5/10〜7/26の㊋9時
■認知症介護者のつどい 4/20㊌13時 15分〜10時30分 定員20人
15分〜14時30分。会場は勤労福祉会館。 いずれも全12回。65歳以上で物忘れ
ε新田西部（包）☎946-0520Ü 946-0523 等認知症が心配な人対象。運動しやす
■介護者のつどい 4/20㊌18時30分〜 い服装で。室内靴持参。è 4/6㊌〜15
20時。会場は旧かっぱ天国。ε草加安 ㊎に電話で長寿支援課へ（定員に達し
行（包）☎921-2121Ü 928-8989
次第受付終了）。☎922-2862Ü 922-32
■はつらつバルーン体操 4/27㊌13時 79
30分〜14時30分。会場は川柳文化セン
子ども・親子向け
ター。65歳以上対象。定員30人。室内
Mission BINGOに
è
（包）へ。
靴持参。è4/6㊌から草加川柳
参加して子ども会を
☎932-7007Ü 931-0993
体験してみよう
高年者向け
5/15㊐10時〜12時、13時30分〜15
のんびりヨガ（春コース）
時30分。会場は中央公民館。小学生と
4/25〜5/30の㊊13時30分〜14時30分。 保護者対象。定員各50組。参加費200
全6回。会場はふれあいの里。ストレ 円。25種類の遊びからビンゴを目指し
ッチを中心にしたヨガ。60歳以上で軽 ミッションに挑戦。保護者は別室での
運動ができる人対象。定員18人。ヨガ 説明会参加。è 4/16㊏9時から申込フ
マットまたはバスタオル持参。 è 4/7 ォーム（QRコード）へ。 ε 草加市子
㊍10時から電話でふれあいの里へ。☎ ども会育成者連絡協議会（子ども育成
920-6222 Ü 920-6251
課内）☎928-6421Ü928-9632

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。

