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わくわくタウン松原

情報コーナー「すとりーと」

☎941-2905

▼クリアファイルで扇子作り 7/4㊊
〜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 6/27㊊13時から電話で
同館へ
▼ピヨピヨ広場 7/12㊋・19㊋10時〜
11時45分 会場はコンフォール松原19
号棟 令和3年4/2以降生まれの乳児と
保護者対象 定員各10組 è 希望日1
週間前の㊋13時から電話で同館へ
▼初めての誕生会 7/20㊌10時〜 会
場はコンフォール松原19号棟 令和3
年7月生まれ対象 定員10人 è 7/1㊎
13時から電話で同館へ
▼おもちゃ病院 7/15㊎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
▼夏休み工作週間 7/25㊊毛糸のラン
プ・うちわ、27㊌牛乳パックで小物入
れ作り、28㊍モビール、29㊎手すきハ
ガキ、8/1㊊革工作 会場はコンフォ
ール松原12号棟または19号棟 詳細は
市HPで確認を 小学生対象 材料費
一部負担あり è 7/12㊋12時30分か
ら電話で同館へ

住吉児童館

☎928-5736

▼ABCであそぼう 6/27㊊15時30分〜
16時30分 3歳〜小学生対象 定員5組
▼ドッジボール大会 6/29㊌16時〜…
小学1・2年生対象・30㊍16時〜…小学
3〜6年生対象 定員各学年20人
▼枝豆収穫体験 7/2㊏10時30分〜、
11時〜 高橋農園集合（稲荷町） 幼
児（保護者同伴）〜高年者対象 定員
各10組 参加費500円 軍手、ビニー
ル袋持参
▼読み聞かせ「バンビ」 7/4㊊11時
〜 乳幼児と保護者対象 定員10組
▼こぶたのしっぽ 7/6㊌11時〜 パ
ネルシアター 乳幼児と保護者対象
定員10組
▼バイオリンコンサート 7/11㊊11時
〜 ピアノと歌 12㊋11時〜 いずれ
も乳幼児と保護者対象 定員各10組
▼親子で水遊び 7/13㊌（雨天中止）
10時45分〜11時30分 2歳以上の幼児
と保護者対象 定員10組
▼おもちゃ病院 7/16㊏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
▼チャンピオンはだれだ「玉入れ」
7/20㊌14時〜…小学2年生対象、14時
30分〜…小学1年生対象、15時〜…小
学3年生〜6年生対象 定員各20人

氷川児童センター

☎928-2341

▼七夕工作くるくる天の川 7/3㊐13
時30分〜15時30分 小学生〜18歳対
象 定員20人
▼おもちゃばこ・ONLINE 7/6〜20
の㊌13時15分〜13時45分 オンライ
ン会議Zoomを使った交流遊び場 1〜
3歳と保護者対象

▼おもちゃ病院 7/7㊍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
▼パパとアスレチック 7/10㊐・24㊐
10時〜12時 1〜3歳と保護者対象
定員各8組
▼ママヨガ 7/12㊋・26㊋ 13時30分
〜14時10分 0〜3歳と保護者対象 定
員各6組
▼パパと水鉄砲で遊ぼう 7/16㊏10時
30分〜11時30分 雨天時は内容変更
3歳以上の未就学児と保護者対象 定
員8組
▼ひ革工房「小物入れ」 7/16㊏13時
30分〜15時30分 小学生〜18歳対象
定員20人
▼認知症キッズサポーター養成講座
7/22㊎・29㊎14時〜15時 講師は地域
包括支援センター職員 「認知症で困
っている人の理解・見守りの姿勢」
小学生対象 定員10人
▼くるくるリサイクル 7/26㊋・27㊌
（雨天中止）10時30分〜11時30分
幼児の洋服リサイクル 乳幼児と保護
者対象

谷塚児童センター

☎925-1856

▼おもちゃ病院 6/23㊍、7/21㊍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」
7/2㊏14時〜 小学生対象 定員4人
▼キラキラ水族館 7/3㊐・10㊐13時
30分〜 小学生対象 定員各5人、8㊎
14時45分〜15時30分 3歳以上の幼児
と保護者対象 定員5組 水のりを着
色して小さな容器でミニ水族館づくり
▼ともだち文庫の「おはなしポケット」
7/11㊊11時〜 読み聞かせ・わらべ
唄 乳幼児と保護者対象 定員15組
▼ママのためのリフレッシュヨガ 7/
16㊏10時15分〜 定員15人

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。

■草踊会（盆踊りほか） 第2・4㊌11
時〜13時 高砂コミセンで 草加の踊
り4曲と全国の盆踊りを楽しく踊る
踊ることにより脳の活性化を促します
月2回1000円 ε小野☎928-5151
■松原将棋クラブ ㊐13時〜17時 ハ
ーモネスタワー松原2階集会室で 約
30人在籍 女性・子ども歓迎 入会金
500円 月額300円 女性・高校生以下
150円 ε加藤☎941-9007
■西町バドミントン ㊍19時〜21時
西町小で 練習・親睦 一緒に楽しみ
ませんか 月額1000円 ε張替☎9417141
■ゆたかペン 第1・3㊊10時〜12時
稲荷コミセンで 手先の器用さは脳の活
性化を促します きれいな字は人生を
豊かにします 初心者歓迎 入会金10
00円 月額2000円 ε高橋☎935-4188
■旭会（卓球） ㊋9時〜11時 勤労福

広報
「そうか」

夏休み

子ども向けイベン
ト
中央公民館

☎922-5344

è 6/21㊋8時30分から同館へ

▼クラシックバレエ体験 7/25㊊14時〜16時 幼児（保護者同伴）〜小学3
年生対象 定員20人
▼バレエで免疫力を上げよう 7/26㊋10時〜11時45分 小学1〜4年生対象
定員50人
▼茶道教室 7/27㊌、8/3㊌10時〜12時 全2回 小・中学生対象 定員10
人 600円 白い靴下・雑巾持参
▼点字体験教室 7/29㊎10時〜12時 点字の読み・書き 小学4〜6年生対象
定員20人
▼フォークダンス体験 8/2㊋13時30分〜15時 小学生対象 定員30人 室
内靴持参
▼親子工作教室「卵のカラでモザイクアート」 8/3㊌13時30分〜15時30分
小学生と保護者対象 定員15組 1セット300円
▼スポーツウエルネス吹矢体験 8/3㊌・10㊌14時〜16時 小・中学生対象
定員各20人 室内靴持参
▼子どもハーモニカ体験教室 8/5㊎10時〜12時 演奏の初歩 小学生対象
定員15人 あればハーモニカ持参
▼合気道体験 8/7㊐9時30分〜11時 小・中学生対象 定員20人

谷塚文化センター

☎928-6271

è 往復はがきの往信面に住所、氏名、学年、電話番
号を、返信面の宛先に住所、氏名を記入し、6/27
㊊（消印有効）までに、〒340-0025谷塚仲町440
谷塚文化センターへ 結果は7月初旬に通知予定

▼夏休み子どもパン教室 7/27㊌10時〜12時 小学生対象 定員10人 参加
費300円 持ち帰り用の袋持参

柿木公民館

☎931-3117

è 6/21㊋8時30分から同館へ

▼親子カヌー体験 7/23㊏（雨天24㊐順延）9時30分〜12時 小学生と保護
者対象 定員10組
▼樹脂粘土で作るひまわりスタンド 7/26㊋10時〜12時 小学生対象 定員
8人 参加費400円 持ち帰り用袋持参
▼押し花作り教室 7/28㊍10時〜12時 小学生対象 定員10人 参加費300
円 持ち帰り用袋持参
▼パン作り教室 8/1㊊10時〜13時 小学生対象 定員16人 参加費500円
エプロン・三角巾・布巾・室内靴・持ち帰り用袋持参
▼栗原直子先生と一緒に昔ばなしを読んでみよう 8/2㊋11時〜12時 小学1
〜3年生対象 定員15人
▼ハンディ扇風機作り 8/3㊌10時〜12時 小学生対象 定員10人 参加費
700円 持ち帰り用袋持参
▼初めての子ども卓球教室 8/4㊍〜6㊏14時〜15時30分 全3回 小学3〜6
年生対象 定員12人 ラケット・室内靴持参
▼星空観察会 8/19㊎18時30分〜20時30分 小学生（保護者同伴）対象
定員20人

川柳文化センター

è 6/21㊋8時30分から同館へ

☎936-4088

▼茶道体験 7/26㊋10時〜12時、13時〜15時 小学生対象 定員各5人 参
加費300円 白い靴下持参
祉会館で 楽しく卓球をやりましょう
月額1000円 ε髙橋☎944-2111
■谷塚オレンジボール（卓球） ㊏9時
30分〜12時30分 谷塚文化センターで
高年者のサークルです 少しでも経
験のある人対象 1回200円 ε斉藤☎

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。

920-5570
■陶芸クラブねんど ㊌17時〜21時
中央公民館で 素焼・本焼を公民館の
電気窯を使用して㊏㊐に行います 入
会金2000円 月額1000円 ε 冨澤☎
942-5584

