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子ども・親子向け

高年者向け

ボッチャを体験してみよう
　2/21㊋13時30分～14時30分。会場は
であいの森。60歳以上対象。定員12人。
è2/6㊊10時から電話でであいの森へ。
☎936-2791Ü936-2792
è

Ü

かけはしサロン
　3/8㊌13時～14時。会場はであいの
森。簡単イス体操をやってみよう。60
歳以上対象。定員20人。è2/13㊊10時
から電話でであいの森へ。☎936-2791
Ü936-2792

è

Ü

中学生ソフトテニス講習会
　3/4㊏9時～。会場はそうか公園。技
術習得、審判規則を学びます。中学1
年生対象。è2/15㊌までに草加市スポ
ーツ協会へ。☎928-6361Ü922-1513

è

Ü

年少児トランポリン体験
　2/28㊋、3/7㊋15時10分～16時。会
場は記念体育館。年少児対象。定員各
30人。è2/7㊋から電話で同館へ。☎
922-1151Ü922-1513

è

Ü

バドミントン初心者講習会
　3/4㊏10時～。会場は市民体育館。
ラケットの持ち方や打ち方の講習。小
学生以上対象。定員40人。è2/7㊋か
ら電話で同館へ。☎Ü936-6239

è

Ü

　2/7㊋・22㊌…タオル体操&簡単ス
トレッチ。2/14㊋・27㊊…折り紙・雑
巾作り。裁縫道具・不用なタオル持参。
各10時～10時30分。会場はであいの森。
60歳以上対象。利用登録者証（無い人
は本人確認書類）持参。εであいの森
☎936-2791Ü936-2792Ü

　2/18㊏・25㊏13時15分～16時。全2
回。会場は高砂コミセン。サポーター
として活動するため学びを深める講座。
認知症サポーター養成講座修了者対象。
定員50人。è2/6㊊～15㊌に長寿支援
課へ。☎922-2862Ü922-3279

è

Ü

認知症サポーター
ステップアップ講座

■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草加市文化会館　2/14㊋13時15分～
14時45分。ε新田東部（包）☎932-6775
Ü932-6779
②旧かっぱ天国　2/15㊌18時30分～20
時。ε草加安行（包）☎921-2121Ü928-
8989
③勤労福祉会館（認知症介護者のつど
い）　2/15㊌13時15分～14時30分。認

■介護者のつどい

①草加市文化会館

Ü

②旧かっぱ天国
Ü

③勤労福祉会館（認知症介護者のつど
い）

地域包括支援センター（包）
介護者のつどい・介護予防教室

音楽の森ミニコンサート

4年ぶりの開催
市民音楽祭

すまいる広場～介護予防～

　2/20㊊10時～12時。会場は保健セン
ター。バランス良く食べるための講話
と調理実習（生鮭のロール白菜）。40
歳以上対象。定員10人。料金500円。
エプロン、三角巾、布巾2枚持参。è
2/6㊊から保健センターへ。ファクス
も可。☎922-0200Ü922-1516

è

Ü

　2/22㊌。会場はシェアアトリエつな
ぐば（八幡町935-4）。10時30分～：
草加ハーモニカウインド（ハーモニ
カ）、15時30分～：Ryotaro（バイオ
リン・キーボード）。ε草加市文化会
館☎931-9325Ü936-4690Ü

外国籍市民のための
入学準備講座

　3/5㊐13時30分～、15時～。会場は
中央公民館。小学校で必要なものの説
明、書類記入の手伝いなどを行います。
小学校の説明会に行った人は資料を持
ってきて下さい。定員各10組。è2/6
㊊からの㊊㊌㊎に国際相談コーナーへ。
☎922-2970Ü927-4955

è

Ü

公立保育園の保育士等
（会計年度任用職員）

　場所は市立保育園。いずれも有休等
あり。短時間保育士（週15時間）を除
き、社会保険等・賞与あり。
＜有資格者対象＞
●フルタイム保育士　㊊～㊎7時～19
時の内7時間45分　月給18万6136～21
万834円
●短時間保育士（週15時間）　㊊～
㊎10時30分～15時30分の内3時間　時
給1209～1405円
●短時間保育士（週30時間）　㊊～
㊎7時～19時または7時20分～18時30
分の内6時間　時給1209～1405円
●時間外保育士　延長保育有の園：㊊
～㊎7時～9時・16時30分～19時、㊏7
時～19時の内6時間　延長保育無の園
：㊊～㊎7時20分～18時30分の内3時
間30分、㊏7時20分～15時30分の内5
時間　時給1209～1405円
●フルタイム看護師・准看護師　㊊～
㊎8時30分～17時　月給18万6136～21
万834円・（准）18万306～20万3520円
●フルタイム栄養士　㊊～㊎8時30分
～17時　月給18万6136～21万834円
●フルタイム調理師　㊊～㊎8時30分
～17時　月給19万7266～21万3802円
＜資格不問＞
●調理支援員　㊊～㊏8時30分～13時
　時給1129～1249円
è会計年度任用職員申込書（保育課等
設置・市HPから入手可）に資格証の
写しを添えて2/28㊋までに保育課へ。
保育士・看護師は3月以降も可。☎922-
1491Ü922-3274

＜有資格者対象＞
●フルタイム保育士

●短時間保育士（週15時間）

●短時間保育士（週30時間）

●時間外保育士

●フルタイム看護師・准看護師

●フルタイム栄養士

●フルタイム調理師

＜資格不問＞
●調理支援員

è

Ü

松原団地記念公園
にぎわい「マルシェ」

　3/18㊏（荒天時3/25㊏に順延）。会
場は松原団地記念公園。獨協大学前
〈草加松原〉駅西側エリア周辺のまち
びらきがここから始まります。雑貨・
食品販売等あり。ε都市計画課☎922-
1896Ü922-3145Ü

れきみん体験教室
「おひな様を作ろう」

　2/18㊏10時～12時。会場は歴史民俗
資料館。紙コップや千代紙などを使っ
て小さなおひな様を制作します。小学
生対象（保護者同伴）。定員8人。è
2/7㊋から電話で同館へ。☎922-0402
Ü922-1117

è

Ü

消費生活相談員
（会計年度任用職員）

　4/1採用。勤務は㊊～㊎の週4日9時
30分～16時30分。場所は消費生活セン
ター（勤労福祉会館内）。販売や契約
等に関する相談、アドバイス他。消費
生活相談員資格試験に合格、またその
みなし合格者対象。募集は1人。時給
1968円。期末手当、通勤手当、社会保
険等あり。面接日は別途連絡。è2/15
㊌（必着）までに申込書（市HPから
入手可）と資格証または合格通知書の
写しをくらし安全課へ。☎941-6111Ü
941-6157

è

Ü

草加市スポーツ協会
（会計年度任用職員）

　4/1採用。場所は草加市スポーツ協
会が管理するスポーツ施設。18歳（高
校生不可）～69歳対象。時給1020円～。
詳細は募集要項で確認を。è2/14㊋ま
でに記念体育館、市民体育館、そうか
公園で配布する申込書（同協会HPか
らも入手可）を同協会へ持参。☎928-
6361Ü922-1513

è

Ü

れきみん講座
「草加市の古墳について」

　2/24㊎14時～16時。会場は歴史民俗
資料館。古代の草加市域について、近
年の発掘調査の成果を交えて紹介しま
す。定員30人。è2/7㊋から電話で同
館へ。☎922-0402Ü922-1117

è

Ü

40歳以上の人の
ヘルシー料理教室

　3/4㊏13時～18時。会場は草加消防
署青柳分署。心肺蘇生法・AEDの使用
法・異物除去法他。市内または八潮市
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。è2/16㊍
までに草加消防署青柳分署へ。☎931-
3973Ü931-3982

è

Ü

上級救命講習

　3/5㊐9時～15時。会場は総合運動場。
「経験者コース」「初級者コース」に
分かれて野球の審判知識・技術を学ぶ。
18歳以上対象。定員50人。è2/6㊊か
らそうか公園へ。☎931-9833Ü935-
8510

è

Ü

　3/5㊐9時30分～12時30分。会場は市
民体育館。ラケットを使い鈴の入った
卓球ボールを転がしてラリーします。
小学生以上対象。定員8チーム（48
人）。è2/15㊌までに氏名・生年月日
・電話番号・車いすの有無をファクス
で同館へ。窓口でも可。☎Ü936-6239

è

Ü

野球審判技術講習会

みんななかま
卓球バレー大会

　2/16㊍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
・折り紙他。60歳以上対象。εふれあ
いの里☎920-6222Ü920-6251Ü

にこにこサロン楽楽

　2/19㊐11時～、3/4㊏・5㊐13時～。
会場は草加市文化会館。市内で活動す
る様々なジャンルの音楽団体が日頃の
活動成果を披露します。è2/6㊊10時
から同館HP（QRコード）または当日
会場へ。☎931-9325Ü936-4690

è

Ü

知症当事者も参加可。ε新田西部（包）
☎946-0520Ü946-0523
④ケアステーションかしの木　2/17㊎
13時30分～15時。ε草加西部（包）☎
946-7030Ü942-7582
■介護予防教室えだまめ　2/15㊌14時
～15時。会場ふれあいの里。脳トレ体
操「ピカッとブレイン」。65歳以上対象。
定員20人。è2/6㊊9時から電話で谷塚
西部（包）へ。☎929-0014Ü929-5222
■はつらつバルーン体操　2/22㊌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。è2/
6㊊9時から電話で草加川柳（包）へ。☎
932-7007Ü931-0993

Ü

④ケアステーションかしの木

Ü

■介護予防教室えだまめ

è

Ü

■はつらつバルーン体操　

è

Ü

　3/9㊍・11㊏。いずれも10時～12時。
会場は草加市文化会館。簡単な手話と
聴覚障がい者とのコミュニケーション
方法を学びます。中学生以上対象。定
員各15人。è草加市社会福祉協議会へ。
同協議会HP（QRコード）からも可。
☎932-6770Ü932-6781

è

Ü

手話体験講座

　2/19㊐9時30分～12時40分。会場は
ふれあいの里。テーマは「ときめき　
つながりあい」。ステージ発表：ふれ
あいの里登録サークル等、特別出演草
加太鼓クラブ（12時10分～12時40分）。
体験コーナー：陶芸（参加費500円）
・ヨガ・体操・将棋。作品展示は2/21
㊋まで行います。各フロア入場制限あ
り。è陶芸体験のみ2/6㊊10時から電
話で同館へ。☎920-6222Ü920-6251

ふれあいの里文化祭

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。


