情報コーナー「すとりーと」

広報
「そうか」

⑤

再発見

飲食業は︑まちの活気のバロメー

こんにちは、市長の浅井です⑨

草加の魅力

新型コロナウイルス感染症によ

ターの一つだと思っております︒

▼歌声喫茶銀河 七夕の集い 7/3㊐
13時30分〜 ピアノ・三味線等に合わ
せて歌いましょう 抽選会あり 成人
対象 定員60人 参加費500円 è 6/
22㊌8時30分から同館へ
▼よもう会朗読寄席 7/4㊊13時30分
〜 「ともだち」「双子の星」ほか
成人対象、定員100人（当日先着順）
室内靴持参

り︑この２年間で旅行業や飲食業

☎928-6271

草加市には古くからある料理店

谷塚文化センター

等が大きな打撃を受けました︒中

7/18㊗15時〜17時は電気設備点検の
ため休館します。
▼はじめての茶道講座（裏千家） 7/
9㊏13時〜15時 初心者対象 定員4人
参加費1500円
▼すくすくクラブ 7/14㊍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 簡単工作等 定員各10人
▼のびのび広場 7/15㊎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
▼うたごえひろば 7/15㊎10時〜12時
定員40人（当日先着順） 参加費100
円
▼おもちゃの病院 7/22㊎10時〜12時
おもちゃの修理 部品代実費 1人2
点まで

もあり︑リノベーションにより始

☎927-3362

でも飲食業の皆さまには︑国や県

新里文化センター

められた新たなカフェなども次々

に誕生しています︒最近では︑草

「Easy to Love」「Fly Me to the Moon」
ほか 定員200人 è 6/21㊋から同館
窓口にて整理券を配布
▼にじいろタイム 7/15㊎11時〜12時
わらべ唄・読み聞かせほか 0歳〜
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」
7/15㊎13時30分〜 胎教、仲間づく
り 初妊婦対象 定員10人
▼ホッとひと息「子育てサロン」 7/
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 読み聞か
せ・簡単工作ほか 定員各回5組

から感染拡大防止を目的とした︑

休業や時短営業等︑様々な要請が

加はラーメン激戦区とも言われて

草加市でビジネス等、何かを始めたいと考えている人に向け開催するま
ちの学校。今回は、西国分寺で地域に開かれたカフェ「クルミドコーヒ
ー」や、多世代型シェアハウスを展開する影山知明氏による、地域に根付
く魅力的な事業の生み出し方についての講演会です。「欲しい暮らしを自
分でつくりたい人」の参加をお待ちしています。
■日時 7/20㊌19時〜 ■定員 80人
■会場 草加宿 今様本陣（神明1-6-18）
è 7/13㊌までに申込フォーム（QRコード）で。
電話・ファクスも可。

寄せられました︒ご協力いただい

植物が育つようにまちで育む 地域の経済循環と共創する生態系
ε産業振興課☎922-0839Ü922-3406

いるそうです︒実際に色々なお店

まちの学校
「ゆっくり、いそげ」

た多くの事業者の皆さまに改めて

▼七夕ジャズコンサート 7/3㊐14時
開演 出演は MNF Jazz Orchestra

に足を運んでみると︑味もさるこ

☎922-5344

感謝申し上げます︒皆さまのご協

中央公民館

とながら様々な工夫が凝らされて

▼ママといっしょにおはなし会 6/27
㊊10時30分〜11時 読み聞かせと紙芝
居ほか
▼外国籍市民のための日本語教室 7/
2〜16の㊏10時〜12時
▼ホットひと息「子育てサロン」 7/
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 七夕工作・
大型絵本ほか 定員各回12人
▼おもちゃ病院 7/4㊊10時〜12時
おもちゃの無料修理 部品代は実費
1人2点まで
▼元教員が教える中学生のための英語
7/4・11・25の㊊16時〜17時…中学1・2
年生対象、17時〜18時…中学3年生対象
▼放課後クラブ 7/7㊍17時〜18時…
卓球、19㊋16時30分〜17時30分…ス
ポーツウエルネス吹矢 小学生対象
（保護者同伴）

力もあり︑現時点におきましては︑

☎942-0778

おり︑元気を分けてもらえます︒

新田西文化センター

新型コロナウイルスの感染者数も

▼日本語教室 7/1〜29の㊎10時〜12
時 外国籍市民対象
▼女声合唱団コンサート 7/3㊐14時
〜15時30分 出演はヴェラドンナ・リ
リー女声合唱団 「糸」「時代」ほか
定員40人
▼おはなしの広場 7/8㊎・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 7/15㊎10時〜12時
おもちゃの無料修理 部品代実費 1
人2点まで

これからも積極的に市内を歩き︑

☎936-4088

減少傾向にあります︒それに伴い︑

■工作会「七夕飾り」 7/2㊏13時30
分〜13時55分、14時05分〜14時30分
幼児（保護者同伴）〜小学生対象
定員各5組 è 6/22㊌9時か
ら同館HP（QRコード）で
13時からは電話でも可
■大人映画会 7/10㊐14時〜15時30分
「思い出を売る男」 成人対象 定
員30人 è 6/22㊌13時から電話で（1
回3人まで）
■夏の図書館寄席 8/6㊏落語「子ほ
め」、読み聞かせ「かさじぞう」、草加
民話「うなぎ塚」、7㊐落語「まんじゅう
こわい」、読み聞かせ「たからさがし」、
草加民話「狐の嫁入り」。出演は三遊
亭圓雀。いずれ
も14時〜16時。
小学生（保護者
同伴）以上対象。
定員30人。è 6/
29㊌13時から電
話で（1家族4人
まで）
■絵本の読み聞かせと紙芝居 ㊌15時
30分〜16時（0〜3歳と保護者対象）、
㊎11時〜11時30分（乳幼児と保護者対
象）、㊏㊐14時30分〜15時（幼児（保
護者同伴）〜小学生対象）、7/17㊐11

川柳文化センター

飲食店をはじめとした︑まちの魅

5944-3800

定員のあるものは6/21㊋
8時30分から各館へ申し込みを

経済活動が再始動し︑少しずつで

☎946-3000

5925-0152

力︑資源の再発見を楽しみの一つ

であいの森では、様々な介護予防プ
ログラムを開催しています。タオル体
操と簡単ストレッチ 7/4㊊・22㊎
タオル持参 なぞなぞクイズを解いて
みよう 7/12㊋・27㊌ いずれも10時
〜10時30分。60歳以上対象。εであい
の森☎936-2791 Ü 936-2792

西町・川柳 ㊐10時〜16時
・高砂小 （年末年始・蔵書点検日を除く）

はありますが︑まちが活気づいて

であいの森のすまいる広場
〜介護予防〜

■地域開放型図書室

にしていきたいと思います︒

7/27㊌〜29㊎9時30分〜10時30分。
会場は記念体育館。年中・年長対象。
定員各20人。参加費500円。è 6/21㊋
から電話で草加市スポーツ協会へ。☎
928-6361 Ü 922-1513
高年者向け

時〜11時30分（小学生対象） 定員各
6組（当日先着順）

きていることを肌で感じています︒

夏休み
トランポリン体験

2022年6月20日号

▼浴衣着付け教室 7/12㊋・19㊋10時
〜12時 全2回 成人対象 定員10人
浴衣・ひも3本・肌じゅばん・伊達
締め・裾よけ・帯板・半幅帯持参
▼高年者のひろば 7/12㊋13時30分〜
15時 いきいきと過ごすための食生活
を学ぶ 60歳以上対象 定員25人
▼高年者学級コスモス受講者募集 7/
20〜令和5年3/15の第3㊌10時〜12時
全9回 講義ほか 65歳以上対象 定
員40人 è6/27㊊（消印有効）までに往
復はがき（往信面…住所・氏名・生年
月日・電話番号、返信面…住所・氏名）
に記入し、〒340-0025谷塚仲町440同
センターへ 結果通知は7月初旬予定
▼すくすくクラブ 7/22㊎10時〜10時
40分、11時〜11時40分 大型絵本・
手遊びほか 0歳〜おおむね3歳と保護
者対象 定員各回7組

柿木公民館

☎931-3117

▼おはなしの時間 6/22㊌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
▼元気ルームMINI 7/7㊍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 7/11㊊10時〜12時
おもちゃの無料修理 部品代実費
1人2点まで

5922-3274
定員のあるものは6/21㊋
10時から各館へ申し込みを

新栄児童センター

☎942-9876

▼作って飾ろう七夕飾り 7/1㊎〜7㊍
10時〜17時
▼ママのためのリラクシングヨガ 7/
2㊏10時30分〜11時15分 定員6人
è 6/21㊋10時〜25㊏に同館へ（応募多
数の場合は抽選）
▼おもちゃ病院 7/8㊎10時〜12時
おもちゃの無料修理 部品代実費 1
人2点まで

