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　中禅寺湖畔千手ヶ浜近くの国立公園内にあり、野鳥や鹿などの野生動物
が生息する豊かな自然に囲まれています。これからの季節は木々も紅葉し、
ハイキングや写真撮影を楽しむには最適です。
■宿泊料金　1人1泊1540円（4歳～中学生770円）※㊊㊋定休（㊗の場合は

翌平日）。1部屋1人での利用不可。5連泊まで。
■食事料金　夕食Ⓐ1512円、Ⓑ2700円　朝食810円、昼食324円（おにぎり2

個）
■交　　通　自然保護区域のため一般車両の乗り入れ不可。赤沼車庫駐車

場から千手ヶ浜行き低公害バス利用（約30分）。

■宿泊料金

■食事料金

■交　　通

　1月からのCAMP（右記）に向け
てパーパス経営を学ぶ公開講座
■日時　11/8㊋19時～21時30分
■会場　cafe  conversion
■講師　㈱POPS  田中淳一氏、㈱野

村総合研究所  坂口剛氏
■定員　10人　
■申込締切　11/4㊎

■日時
■会場
■講師

■定員
■申込締切　

　企業課題解決のため事業化を目
指した実践型集中講座
■定　員　企業2社、

クリエイ
ター10人

■参加費　1万円
■日　時　令和5年1/21㊏・22㊐、

2/11㊗・12㊐

　企業課題解決のため事業化を目
指した実践型集中講座
■定　員

■参加費
■日　時　

　市内企業、クリエイタ
ー対象。è詳細と申し込
みは右QRコードへ。

　市内企業、クリエイタ
ー対象。è詳細と申し込
みは右QRコードへ。

奥日光の紅葉を見に来ませんか？

è利用日の3日前までに料金を添えて
　学校施設課へ（電話申込不可）。
　☎922-2643Ü928-1178

è利用日の3日前までに料金を添えて
　学校施設課へ（電話申込不可）。
　☎922-2643Ü928-1178

奥日光自然の家 11/6㊐
まで

産業振興課☎922-3477Ü922-3406ε産業振興課☎922-3477Ü922-3406
SOKA CREATIVE MEETING SOKA CREATIVE CAMP（全4回）

受講生募集

田中淳一氏

青空ストレッチ&ウオーキング体験
　10/13㊍10時～11時。会場はそうか
公園。18歳以上対象。定員35人。èそ
うか公園へ。☎931-9833Ü935-8510

è

普通救命講習Ⅲ

求職支援

　11/5㊏9時～12時。会場は草加消防
署北分署。乳幼児の心肺蘇生法・AED
・異物除去法ほか。市内または八潮市
在住・在勤の中学生以上対象。定員20
人。応募多数の場合は抽選。è10/20
㊍までに草加消防署北分署へ。☎944-
7301Ü944-8188

è

障がい者野外活動
　11/12㊏9時30分～11時30分。会場は
そうか公園。軽スポーツやレクリエー
ションを楽しみながら体を動かします。
小学生以上の知的障がい者とその家族、
支援者対象。定員20人。参加費200円。
è10/6㊍から草加市スポーツ協会へ。
☎928-6361Ü922-1513
è

ストレッチ体操体験会
　11/11㊎・25㊎13時30分～14時30分。
会場は稲荷コミセン。定員各30人。è
10/13㊍から電話で同館へ。☎Ü931-
5333

è

聴覚障がい者教養講座
「お口と歯の健康」

　10/30㊐10時～12時。会場は中央公
民館。講師は歯科医師。聴覚障がい者、
音声または言語機能障がい者やその家
族、聴覚障がい福祉関係者等対象。定
員35人。手話通訳・要約筆記がつきま
す。è10/6㊍から草加市社会福祉協議
会へ。メール（QRコード）も可。☎
932-6770Ü932-6781

è

漸草庵茶会
　11/6㊐①10時～11時30分②11時30
分～13時③13時～14時30分④14時30
分～16時。会場は漸草庵 百代の過客。
台目席（裏千家）・松の間（表千家）
・立礼席（裏千家）の3席。料金2500
円、学生1500円（1申し込み2枚まで）。
è10/6㊍10時から電話で草加市文化会
館へ（10/7㊎10時から窓口も可）。☎
931-9977Ü936-4690

è

εくらし安全課☎941-6111Ü941-6157
■女性キャリアセンター就職支援セミ
ナー「就活の基本」　11/14㊊10時～
12時。会場は勤労福祉会館。女性対象。
定員30人。面接時の企業の視点、マナ
ーほか。参加企業との面談可。託児あ
り。è10/6㊍から電話で同館へ。
■就職氷河期世代活躍支援「正社員就
職セミナー」　11/15㊋「就職のイロ
ハ」、11/21㊊「応募書類の作成」、
11/29㊋「面接対策」。いずれも13時
30分～15時30分。会場は越谷コミュニ
ティセンター。受講証明書発行あり。
35～54歳対象。定員各15人。èキャリ
アバンク㈱へ。☎048-711-
2209。専用フォーム（QR
コード）も可。
■「30代・40代でも大丈夫！正社員に
なろうプロジェクト」合同企業説明会
・面接会　11/17㊍12時～16時。会場

■女性キャリアセンター就職支援セミ
ナー「就活の基本」

è

■就職氷河期世代活躍支援「正社員就
職セミナー」

è

■「30代・40代でも大丈夫！正社員に
なろうプロジェクト」合同企業説明会
・面接会

■介護者のつどい　情報交換と交流。
会場は以下の通り。介護中、経験者、
する予定の人対象。
①新里文化センター　10/8㊏13時15分
～14時45分。ε谷塚西部（包）☎929-00
14Ü929-5222
②勤労福祉会館（認知症介護者のつど
い）　10/19㊌13時15分～14時30分。
認知症当事者の人も参加可。ε新田西
部（包）☎946-0520Ü946-0523
③旧かっぱ天国　10/19㊌18時30分～
20時。ε草加安行（包）☎921-2121Ü92
8-8989
④ケアステーションかしの木　10/21
㊎13時30分～15時。ε草加西部（包）☎
946-7030Ü942-7582
■コツコツ貯筋体操　10/19㊌14時～
15時30分。会場は花栗会館。65歳以上
対象。定員15人。室内靴持参。è10/6

■介護者のつどい

①新里文化センター

②勤労福祉会館（認知症介護者のつど
い）

③旧かっぱ天国

④ケアステーションかしの木

■コツコツ貯筋体操

è

地域包括支援センター（包）
介護者のつどい・介護予防教室

　11/3㊗10時～12時。会場は中央図書
館。太平洋戦争間近の時代の荒波に飲
み込まれていく一組の夫婦を描いた作
品を通して、戦争の悲惨さと平和の大
切さを考えましょう。定員50人。è10/
17㊊（必着）までに、はがきに住所・
氏名・電話番号を記入し〒340-8550人
権共生課「平和DVD上映会」係へ。1
通2人まで（氏名明記）。メール（QR
コード）でも可。☎922-0825Ü927-49
55

è

平和DVD上映会
劇場版「スパイの妻」

れきみん講座
「後藤明生と草加松原団地」

　10/21㊎14時～16時。会場は歴史民
俗資料館。団地小説の先駆者、後藤明
生とその作品について学びます。講師
は文芸評論家の染谷洌氏。定員30人。
è10/6㊍から電話で同館へ。☎922-04
02Ü922-1117
è

Ü

　10/22㊏10時～16時。成年後見制度
について知りたい人、利用を検討中の
人の疑問に、弁護士、司法書士、社会
福祉士が電話で答えます。☎048-845-
3185（当日のみ有効）。ε県地域包括
ケア課☎048-830-3251Ü048-830-4781

成年後見なんでも電話相談

①ダンスフェスティバル　10/30㊐12
時～16時15分。会場は市民体育館。交
流や模範演技。小学生以上対象。定員
300人。参加費1000円。室内靴持参
②空手道大会　11/3㊗9時～。会場は
記念体育館。形・組手（年齢区分あ
り）。幼児以上対象。参加費3000円
③ボウリング大会　11/3㊗14時～。会
場はSAP草加ボウル。部門別（大人・
子ども）3ゲームハンディキャップ戦。
4歳以上対象。定員各30人。参加費大
人1800円、中学生以下1600円
④バウンドテニス大会　11/6㊐9時～。
会場は市民体育館。団体・男女別リー
グ戦。小学生5年生以上対象。参加費
一般1500円、高校生以下500円
⑤アスレチック競技大会　11/13㊐9時
30分～16時。会場は市民体育館。カロ
ーリング、室内グラウンド・ゴルフ。

①ダンスフェスティバル

②空手道大会

③ボウリング大会

④バウンドテニス大会

⑤アスレチック競技大会

市民体育祭

は大宮ソニックシティ。県内企業50社
が出展予定。個別就職相談あり。30～
40代対象。è同プロジェク
ト事務局へ。☎0120-555-8
43。専用フォーム（QRコ
ード）も可。
■シニアのための合同企業面接会　
11/17㊍12時30分～16時。会場は勤労
福祉会館。地元企業による会社概要や
仕事内容の説明後、複数企業と面接可。
相談ブースあり。利用証明書発行あり。
60歳以上対象。定員34人。è県セカン
ドキャリアセンターへ。☎049-265-58
44
■若者就労支援セミナー「働けなかっ
た私たちの本音」　11/17㊍14時～15
時45分。会場は勤労福祉会館。15～49
歳とその家族対象。地域若者サポート
ステーションOBによる就労までの体
験講話。定員20人。è10/20㊍から電
話で若者自立支援センター埼玉へ。☎
048-255-8680

è

■シニアのための合同企業面接会

è

■若者就労支援セミナー「働けなかっ
た私たちの本音」

è

㊍9時から草加安行（包）へ。☎921-21
21Ü928-8989
■栄養講座と体操～えだまめ～　10/
19㊌14時～15時30分。会場ふれあい
の里。65歳以上対象。定員20人。è
10/6㊍9時から電話で谷塚西部（包）へ。
☎929-0014Ü929-5222
■認知サポーター養成講座　10/22㊏
10時～11時30分。会場は苗塚会館。定
員20人。è10/6㊍9時から電話で草加
安行（包）へ。☎921-2121Ü928-8989
■はつらつバルーン体操　10/26㊌13
時30分～14時30分。会場は川柳文化セ
ンター。65歳以上対象。定員30人。室
内靴持参。è10/6㊍9時から電話で草
加川柳（包）へ。☎932-7007Ü931-0993

■栄養講座と体操～えだまめ～

è

■認知サポーター養成講座

è

■はつらつバルーン体操

è

小学生以上対象。定員80人。参加費60
0円
⑥市長・議長杯バレーボール大会　
11/20㊐9時～。会場は記念体育館。一
般男子・女子、高校生、中学生、小学
生の部。参加費1チーム5000円（小学
生～高校生1000円）
è①は10/18㊋まで、⑤は10/31㊊まで
に草加市スポーツ協会へ。☎928-6361
Ü922-1513、②は10/15㊏まで、③は
10/28㊎まで、④は10/21㊎まで、⑥は
11/11㊎までに市民体育館へ。☎Ü93
6-6239

⑥市長・議長杯バレーボール大会

è


