
特集笊 平成22年７月号…… （夏のイベント特集） 

　奥日光自然の家は中禅寺湖畔千手ヶ浜近くにあり、周辺は野鳥や
シカ、サルなど野生動物が生息し、大自然に囲まれています。夏は
避暑地として、また、西ノ湖や戦場ヶ原をめぐるハイキングの拠点
として絶好の場所です。晴れた日の夜には満点の星空が見られま
す。きっと忘れられない夏休みになりますよ。 
■休館日　火曜日定休（祝日の場合は翌日） 
■料金・宿泊　1人1泊1540円（4歳～中学生770円）　朝食735円　
夕食Ａ1470円・Ｂ2625円・Ｃ3150円 
■交通　赤沼車庫駐車場から千手ヶ浜行き低公害バスで約30分（赤
沼車庫までは電車で東武線・ＪＲの日光駅下車、バスで約70分。自
動車で東北自動車道、日光宇都宮道路、いろは坂経由）。 
　なお、自然保護のため赤沼車庫駐車場から先へは車での乗り入れ
はできません。 
E利用日の2か月～4日前に宿泊料を添えて学校施設・給食課へ。 
蕁922・2643

奥日光自然の家（栃木県日光市） 
家族みんなでハイキング 3

　市民活動センター・青少年交流センター・谷塚児童センターが合同で、世代間の交流を深める交流サマーフェスティバルを開催します。 ■日時　8月7日貍午前10時～午後3時 ■会場　市民交流活動センター ■内容　大道芸・スイカ割り・模擬店・マジックショー・獨協大管弦楽団の演奏・手話落語・視覚障がい歩行体験・スポーツ吹矢体験・工作 B市民活動センター蕁920・3580

交流サマーフェスティバル 

世代を超えて楽しもう 4

今
年
の
夏
は 

　
ど
こ
に
行
く
？ 

　夏休み中に親子で参加できるイベント
をまとめました。この特集を使って忘れら
れない夏の思い出をつくりませんか。 
　①～澪の番号は３面の地図中の番号
と対応しています。 

昭和村夏の体
験ツアー

（福島県昭和
村） 大自然の宝庫

で遊ぶ 2

　草加では味わ
うことのできな

い大自然の宝庫
、福島県昭和 

村。森や川など
の自然の中で思

いきり体を動か
して遊びませ 

んか。 

■日程　8月5日
貅・6日貊（1泊

2日）　5日午前
7時市役所 

正面玄関前集合
（市のバスで移

動） 

■宿泊　昭和村
しらかば荘 

■内容　1日目
…自然体験、キ

ャンプ場でのバ
ーベキュー、星

空教室

　　　　2日目
…農産物収穫体

験、からむし織
り体験ほか 

■対象者　市内
在住の小学4～

6年生 

■定員　20人（
応募多数の場合

は抽選） 

■参加費　700
0円（5日の昼食

は持参） 

E7月13日貂（
必着）までに往

復はがきに参加
希望者全員の住

所・

氏名・学年・電
話番号（緊急連

絡先）を記入し
、〒340-8550人

権共

生課へ。はがき
1枚につき2人ま

で。参加決定者
には14日貉以降

に通

知しますので、
26日豺までに同

課に参加費を持
参してください

。 

蕁922・0825

草加市民納涼大花火大会 

5000発の花火が夜空を彩る 　「子どもたちにふるさとを」と「地域文化の振興」をテーマに、

草加市民納涼大花火大会を開催します。5連続スターマインを手始

めに、多彩な花火が打ち上がります。フィナーレは、錦冠（にしき

かむろ）40連発と600発のスターマインで盛大に締めくくります。 

■日時　7月31日貍午後4時30分開場、6時30分開会、7時打ち上げ開

始（雨天時は8月1日豸に順延） 

■会場　そうか公園 ■内容　スターマイン・錦冠などの花火5000発　協賛金で花火にメッセージが添えられます 
　7月29日貅・30日貊は、午後3時から青柳青年会等による各種イベントを、午後6時30分から盆踊り大会を開催します。また、ごみはすべて持ち帰ってください。 

　なお、駐車場がないため車での来場はできません。 Bみんなでまちづくり課 蕁922・0151A1584
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特集笆 ……平成22年７月号 （夏のイベント特集） 

松原児童館 
 
 
■交流サマーフェスティバル実行委員
　8月7日貍のフェスティバルを手伝う
委員を募集　小学3年生以上対象　E7
月6日貂～20日貂に同センターへ 
■ゴロゴロ将棋をやってみよう　7月
10日貍午前10時～　5歳～小学生対象 
■ゲーム大会　7月10日貍…マンカラ
　7月17日貍…オセロ　いずれも午後2
時～　小学生対象　参加賞あり 
■カプラで遊ぼ　7月11日豸・8月1日
豸午後2時～　定員10人 
■ともだち文庫～おはなしポケット～
　7月12日豺午前11時30分～　わらべ
唄と読み聞かせ　幼児と保護者対象 
■水遊び　7月15日貅・16貊午前10時
30分～11時30分　プール・シャボン玉
遊びほか　幼児と保護者対象　水着・
バスタオル・着替え持参 

■おもちゃ病院　7月22日貅午後1時30
分～3時　おもちゃの無料修理　部品
代実費　1人2点まで 
■夏休み工作教室　7月23日貊・24日
貍・26日豺…紙トンボ・竹トンボ等　
8月20日貊…消える？貯金箱　8月23日
豺…割りばしの小物入れ　8月28日貍
…軍手で作る鉢植えの花　8月29日豸
…ミサンガを編もう　いずれも午前10
時～　小学生対象　定員各10人 
■おやつ作り　7月23日貊午後1時～3
時　マシュマロを使って　小学生対象
　定員10人　参加費100円 
■自主学習塾　7月29日～8月26日の木
曜日午前10時～正午　宿題や自由研究
をやろう　小学生対象　定員10人 
■科学遊び「うごくスライム」　8月8日
豸午前10時～　小学生対象　定員10人 
■ふれあい工作「コリントゲーム」　
8月22日豸午前10時～正午　小学生と
保護者対象 

新栄児童センター 
 
 
■影絵公演　7月13日貂午前10時30分
～、午後1時30分～　「3匹のヤギのガ
ラガラドン」　幼児～小学生対象 
■おもちゃ病院　7月15日貅午後1時30
分～3時　おもちゃの無料修理　部品
代実費　1人2点まで 
■夏休みマンカラ大会　7月16日貊午
後4時～　小学生対象　勝ち抜き戦 
■おばけ屋敷　7月29日貅午後1時30分
～3時 

■光る泥ダンゴ作り　8月2日豺～5日
貅午前10時～、午後1時～　期間内に2
日間参加できる小学生対象 
■流しソーメン会　8月6日貊午前11時
～　定員50人　お椀・はし持参 
■アニメ映画会　8月24日貂午前10時
30分～、午後1時30分～　幼児～小学
生対象　 
■夏休み工作教室　8月26日貅…ガリ
ガリとんぼ作り　小学1～3年生対象　
8月27日貊…ウグイス笛作り　小学3～
6年生対象　いずれも午前10時～11時
30分 

氷川児童センター 
 
 
■将棋道場　7月7日貉・8月4日貉午後
3時～4時50分　小学生対象 
■スピードスタックス教室　7月9日貊
午後3時～4時50分　小学生以上対象 
■親子で枝豆収穫　7月10日貍（雨天
時は11日豸）　午前10時30分に野口農
園集合　幼児（保護者同伴）～小学生
対象　定員15組　参加費350円　ビニ
ール袋・軍手・長靴持参　長袖着用 
■マンカラ・オセロ教室　7月16日貊
午後3時～4時50分　小学生対象　 
■かわいいお子さんの成長記録　7月
18日豸・8月15日豸午前10時～11時30
分　幼児と保護者対象 
■よさこいをみんなで踊ろう　7月19
日豢午後1時～3時　小学生以上対象　
定員20人 

■ハンドベル教室　7月23日貊午後3時
～4時50分　小学生対象　 
■氷川流サスケ　7月25日豸午後1時～
3時　小学生以上対象　定員20人　着
替え持参 
■絵本の読み聞かせ　7月28日貉・8月
25日貉午前11時～11時30分　親子で絵
本を楽しむ　乳幼児と保護者対象 
■流しそうめんを食べよう　7月28日
貉午後1時～3時　幼児（保護者同伴）
～小学生対象　定員20人 
■和太鼓体験　7月29日貅午後1時～3
時　夏祭りで演奏する人も募集　小学
生以上対象　定員20人 
■おもちゃ病院　8月5日貅午後1時30
分～3時　おもちゃの無料修理　部品
代実費　1人2点まで 
■わくわく理科実験　8月8日豸午後1
時～3時30分　楽しい実験で夏休みの
宿題を　小学生対象　定員20人 

 
 
 
■確かめよう「ぼくらの水の環境を」
　7月22日貅午後1時～4時　県中川水
循環センター（三郷市）の見学　小学
生対象（3年生以下は保護者同伴）　
定員20人　帽子・名札持参 
■小学生の職場訪問　7月26日豺午前8
時45分～午後4時　市のバスで移動　
警視庁・科学技術館の見学　小学4年
生以上対象　定員25人　参加費350円
　昼食・帽子・名札持参 
■親子工作教室　8月4日貉午後1時30
分～3時　ストローパンフルート作り
　小学生と保護者対象　定員30組　参
加費1セット300円　はさみ・木工用ボ
ンド・カッター・カッターマット持参 
■親子で学ぶエコロジー　小学生対象
（3年生以下は保護者同伴）　 

①エコ・クッキング　8月4日貉午前10
時～午後0時30分　ドライカレー・イ
タリアン卵スープほか　定員20人　三
角きん・エプロン・マスク・タオル持
参　参加費600円　 
②親子環境講座施設見学　8月5日貅午
前8時45分市役所ギャラリー集合　午
後4時解散　市のバスで移動　東京ガ
ス環境エネルギー館（横浜市）　定員
40人　昼食・帽子持参 
■夏休み子ども自然教室　8月11日貉
午前8時30分～午後4時　市のバスで移
動　さいたま水族館・加須未来館　小
学4年生以上対象　定員25人　参加費
230円　昼食・帽子・名札持参 
■元気に育て草加っ子「論語を学ぶ」　
8月19日貅・23日豺・24日貂午前10時
～正午　小学生と保護者対象　定員15
組　講師は前瀬崎小校長の村田悦一さ
ん 

谷塚児童センター 
 
 
■「こぶたのしっぽ」によるパネルシ
アター　7月7日貉…乳幼児と保護者対
象　8月6日貊…小学生対象　いずれも
午前11時～11時30分 
■陶芸教室　7月8日貅午後3時30分～5
時　小学生対象　定員15人　エプロン
持参　汚れても良い服装で 
■児童館をあそぼう　7月10日貍午後2
時～　チーム☆メガネのお兄さん、お
姉さんたちと遊ぼう　小学生対象 
■おもちゃ病院　7月17日貍午後1時30
分～3時　おもちゃの無料修理　部品
代実費　1人2点まで 
■夏休みパン教室　7月21日貉・22日
貅・8月11日貉・12日貅午前10時～午
後1時　小学生対象　定員各日16人　
参加費300円　エプロン・三角きん・
ビニール袋持参 
■夏休みゲーム大会　7月23日貊…マ
ンカラ　7月30日貊・8月20日貊…オセ
ロ　いずれも午前10時30分～　小学生

対象　定員24人　参加賞あり 
■プールあそび　7月24日貍・31日
貍・8月7日貍午前10時30分～11時10分
　幼児用プールで遊びます　2歳以上
の幼児対象（保護者同伴） 
■デイキャンプ　7月28日貉…飯ごう
炊さん・うどん作りほか　8月5日貅…
スイーツ作り　いずれも午前10時～午
後1時　小学生対象　定員各20人　参
加費200円　エプロン・三角きん持参 
■作ってあそぼう　8月3日貂…竹トン
ボ　8月10日貂…シャボン玉　8月24日
貂…水鉄砲　いずれも午前10時30分～
11時30分　小学生対象　 
■夏まつり実行委員会　8月11日貉・
21日貍・24日貂　8月28日貍に開催す
る夏まつりを企画　小学生～高校生対
象　E7月20日貂～31日貍に同館へ 
■夏休みアニメ映画会　8月19日貅午
前10時30分～　幼児～小学生対象 
■さよなら夏休みカレーパーティー　
8月31日貂午前10時～午後1時　小学生
対象　定員30人　参加費200円　エプ
ロン・三角きん持参 

住吉児童館 
 
 
■読み聞かせ「たんぽぽ｣　7月8日
貅・15日貅午前11時～11時30分　手遊
び･絵本の読み聞かせ　乳幼児と保護
者対象 
■おもちゃ病院　7月16日貊午後1時30
分～3時　おもちゃの無料修理　部品
代実費　1人2点まで 
■フラダンス　7月22日貅午後1時30分
～　鑑賞と体験　小学生以上対象 
■夏まつり実行委員募集　募集期間7
月22日貅～29日貅　8月28日貍の夏ま

つりの準備・当日の手伝い　7月30日
貊午後3時30分～の実行委員会に参加
できる小学4年生～高校生対象 
■紙飛行機飛ばし大会　7月27日貂午
後3時～4時　距離を競う　小学生対象 
■がらくたランド　7月29日貅午前10
時～　身近にあるものを使ってエコ工
作を楽しもう　幼児は保護者同伴 
■折り紙教室　8月3日貂午前10時～　
幼児は保護者同伴 
■科学あそび　8月24日貂午前10時～
　小学生対象 
■児童館夏まつり　8月28日貍午後1時
～4時　ゲーム・模擬店を楽しもう 

蕁928・5736
住吉児童館 

蕁942・9876
新栄児童センター 

蕁941・2905
松原児童館 

蕁928・2341
氷川児童センター 

 
 
 
■人形劇　7月24日貍午前11時～正
午、午後1時30分～2時30分　「ばけく
らべ」ほか　定員各回100人　要整理
券　E7月7日貉から2階児童室で配布 
■夏のおはなし会　7月25日豸午前11

時～11時30分　「ワイリーと毛むくじ
ゃら男」ほか　4歳以上対象　 
■図書館体験隊　8月6日貊・13日貊・
20日貊午前9時～正午　小学3～6年生
対象　定員各日12人　いつも使ってい
る図書館の仕事を体験してみよう　
E7月18日豸から2階児童室へ（電話で
の申し込み不可） 

中央図書館 
蕁946946・30003000

火曜日休館 

蕁946・3000

中 央 公 民 館  
蕁922・5344

蕁925・1856
谷塚児童センター 5
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特集笳 平成22年７月号…… （夏のイベント特集） 

谷塚文化センター 
 
 
■夜の昆虫観察教室　7月15日貅午後7
時～9時（雨天中止）　小学生以上
（保護者同伴）　飼育ケース持参　市
内の観察場所に直接集合 
■昆虫教室「スズムシの飼育と観察」
　7月20日貂午後2時～3時　飼育ケー
ス持参 
■昆虫教室「カイコ飼育と天然シルク
作り」　7月21日貉午後1時30分～3時
　小学生対象 
■自然観察教室　7月22日貅・24日
貍・26日豺午後1時30分～3時30分（24
日は移動教室（日高市）で午前8時15
分～午後4時）　小学3～6年生対象　
定員10人　帽子等持参 
■夏休みパンづくり教室　7月27日貂
午前10時～正午　小学生対象　定員14
人　参加費200円　エプロン・三角き
ん持参 
■夏休み自然工作教室　7月28日貉午
前10時～正午　木の葉を使って小物を
作ろう　小学生対象　定員12人　材料
費100円 
■立体昆虫標本づくり　8月24日貂午
前10時～正午　小学生と保護者対象　
定員5組　標本にしたい昆虫持参 
■夏休み移動科学館　8月25日貉午前8
時～午後4時　市のバスで移動　つく
ば宇宙センターの見学を予定　小学3
年生以上対象　定員10人　昼食・帽子
持参 

谷塚西公民館 
 
 
■「夏休み子どもクラブ」　①～⑩は
1人1講座のみ申し込み可　窓口は午前
8時30分から、電話は午前9時30分から
受け付け 
①子どもクッキング　7月23日貊午前
10時～午後1時…ミートローフ・オレ
ンジゼリー　7月30日貊午前10時～正
午…おもてなし料理　8月7日貍午前10
時～午後1時…キャラクター弁当　小
学生対象（7月30日は小学4～6年生限
定）　定員各12人　材料費400円（7月
23日は300円）　エプロン・ふきん・
三角きん持参 
②ANA整備場と羽田空港デッキ見学 
7月28日貉午前9時30分～午後4時　市
のバスで移動　7月27日貂午後3時～3
時30分の事前研修に参加できる小学
5・6年生対象　定員16人　参加費250
円　昼食持参 
③エコ工芸教室　7月31日貍午前10時
～正午　空きびんを紙粘土とビーズで
飾るペン立て作り　小学1～3年生対象
　定員12人　参加費300円 
④茶道教室　8月2日豺午後1時30分～3
時30分　小学生対象　定員12人　参加
費300円　白い靴下持参 

⑤卓球教室　8月4日貉～6日貊午前10
時～正午　全3回　小学4～6年生対象
　定員12人　上履き・あればラケット
持参 
⑥小学生のためのお話し会　8月7日貍
午後3時～4時30分　読み聞かせ・簡単
工作ほか　幼児は保護者同伴 
⑦環境学習教室　8月9日豺～11日貉午
前9時30分～11時30分（10日貂は午前8
時30分～午後4時30分）　毛長川と高
麗川（日高市）の水質調査・高麗川で
の川遊びほか　市のバスで移動　小学
5～6年生対象　定員20人　参加費100
円　昼食持参 
⑧北本自然観察公園観察会　8月19日
貅午前9時～午後3時30分　市のバスで
移動　8月18日貉午前10時～10時30分
の事前研修に参加できる小学5・6年生
対象　定員16人　昼食持参 
⑨絵手紙教室　8月20日貊午前10時～
正午　小学生対象　定員20人　絵の具
か色鉛筆・はがき持参 
⑩工作教室　8月24日貂午後1時30分～
3時　ビーズストラップ　小学1～3年
生対象　定員15人　参加費400円 
■夏休み子ども卓球クラブ　7月27日
貂、8月4日～25日の水曜日午後3時～4
時30分　小・中学生対象　上履き・あ
ればラケット持参 

川柳文化センター 
 
 
■子どもお菓子づくり教室　7月26日
豺午前9時30分～11時30分、午後1時30
分～3時30分　生キャラメル・フルー
ツポンチヨーグルト添え　小学生対象
　定員各20人　材料費500円　エプロ
ン・三角きん・容器・保冷剤持参 
■子ども鉄道教室　7月29日貅・8月5
日貅・12日貅午前10時～正午　小学3
～6年生対象　定員10人 
■子ども茶道教室　8月3日貂午前10時

～正午　小学生対象　定員15人　参加
費300円　白の靴下持参 
■英語で遊ぼう　8月4日貉午前10時～
11時30分　英語の歌やゲーム　小学1
～3年生対象　定員10人 
■子ども料理教室　8月6日貊午前9時
30分～正午　ハンバーガー・フライド
ポテトほか　小学生対象　定員16人　
材料費500円　エプロン・ふきん・三
角きん持参 
■星空教室　8月19日貅午後6時30分～
8時30分　星座を観察　小学生以上対
象（小学生は保護者同伴）　定員60人 

谷塚西公民館 
蕁927・3362

柿 木 公 民 館  
蕁931・3117

川柳文化センター 
 
 
■「子どものびのび教室」　①～⑦は
1人2教室まで申し込み可　窓口優先 
①茶道　7月27日貂午前9時30分～11時
30分　小学生対象　定員16人　参加費
300円　白い靴下持参 
②ステンドアート　7月28日貉午後2時
～4時　ホルダー作り　小学生対象　
定員20人　材料費200円 
③料理　7月29日貅午前10時～午後1時
　カラフルご飯ほか　小学3～6年生対
象　定員16人　材料費300円　エプロ

ン・ふきん・三角きん持参 
④スポーツ吹き矢　8月2日豺午後3時
～4時30分　小学3～6年生対象　定員
20人 
⑤英語　8月20日貊午前10時～11時30
分　小学1～3年生対象　定員16人 
⑥卓球　8月25日貉午前9時30分～11時
30分　小学生対象　定員18人　上履
き・あればラケット持参 
⑦クラフト　8月26日貅午前9時30分～
11時30分　小物入れ作り　小学3～6年
生対象　定員12人　材料費200円 
■星空観察会　8月5日貅午後6時30分
～8時30分　小学生対象　定員20人 

谷塚文化センター 
蕁928・6271

川柳文化センター 
蕁936・4088
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※このページは広報紙から抜いて反対の面から読んでください。 

　古典芸能の落語に親しんでもらお
うと、小学生と保護者を対象とした
体験イベントを開催します。落語鑑
賞のほか、落語のしぐさや小噺を教
えてもらうコーナーや、草加市演奏
家協会の皆さんによるミニコンサー
ト（7日のみ）もあります。なお、
来場者にはもれなく、草加せんべい

をプレゼントします。 
■日時　8月6日貊・7日貍午後1時30
分～2時30分（7日は3時まで） 
■会場　中央図書館 
■内容　6日…親子で笑える怪談話
「皿屋敷」、7日…親子で楽しめる
初心者向け名作落語「桃太郎」・落
語と音楽のコラボレーションで贈る
草加の民話 
■出演　三遊亭春馬　草加市演奏家
協会 
■対象　小学生と保護者 
■定員　各日100人（要整理券。う
ち各日35組分は小学生1人と保護者1
人のペア限定） 
E7月7日貉から中央図書館2階事務
室で整理券を配布。蕁946・3000

　「日本語がうまくなりたい・漢字を覚えたい・自分のわかる言葉で勉強

を教えてほしい」という人を待っています。他の学校の人とも友だちにな

れますよ。 

■日時　7月29日、8月5日・12日・19日・26日の木曜日午後1時～4時 

■会場　中央図書館 

■申し込み　月・水・金曜日に国際相談コーナーへ。蕁922・2970

夏休みまだまだあるよ！夏休みまだまだあるよ！

　親子で一緒に栄養いっぱいのランチ
をつくりませんか。 
■日時　8月22日豸午前10時～午後1時 
■会場　草加市文化会館 
■講師　料理愛好家の小林三四子さん
■対象　小学生と保護者（父親大歓
迎） 
■定員　15組 
■材料費　1人300円 
■持ち物　エプロン・三角きん・ふき
ん・はし 
　8月20日貊以降にキャンセルする場
合は材料費が負担となります。 
E 7月6日貂から草加市文化会館 男女
共同参画さわやかサロン（図書資料室
内）へ。蕁931・9325A50

室　内　編 屋　外　編

　はかりを手作りしていろんな物の重
さを量ってみよう。 
■日時　8月20日貊午後1時～4時 
■会場　勤労福祉会館 
■対象　小学生と保護者 
■定員　10組 
■持ち物　500㍉リットルの空きペッ
トボトル2本持参 
E 7月6日貂から消費労政課へ。蕁
941・6111

　草加の地場産業であるせんべいの手
焼き体験教室を開催します。直径20㌢
の大きなせんべいに絵や文字を描いて
手焼きします。 
■日時　8月1日豸～3日貂正午～午後4
時（1人20分程度） 
■会場　伝統産業展示室 
■対象　小学生以
上 
■定員　各日20人 
■参加費　500円
E7月6日貂から伝
統産業展示室へ。
蕁931・1970

　夏休みの思い出づくりに、友だちを
誘って、ごみ処理施設や消防署を見学
してみよう。消防車と記念撮影もでき
ます。 
■日時　7月23日貊市役所正面玄関前
午前8時45分集合、午後3時解散（雨天
中止）　市のバスで移動 
■ルート　ごみ処理施設・リサイクル
センター・消防署　 
■対象　小学生（保護者1人の同伴可） 
■定員　30人 
■持ち物　昼
食・飲み物・
あればカメラ 
E7月6日貂か
らいきいき市
民相談担当
へ。 
蕁922・0566

　懐中電灯を片手に、夜の林でセミの
羽化を観察しよう。 
■日時　7月17日貍午後7時～8時（雨
天中止） 
■会場　そうか公園 
■対象　市内の小学生（保護者同伴） 
■定員　15組 
■持ち物　懐中電灯・あれば虫かご 
E 7月6日貂からそうか公園へ。蕁
931・9833

　川や池が少なくなり、自然とふれ
あう機会が少なくなった草加でも、
よく探してみると、フナ、モツゴ、
ドジョウ、タニシ、オタマジャクシ
など、生きものは力強く、たくさん
すんでいます。田んぼや水路にすむ
生きものとふれあってみませんか。 
■日時　7月24日貍午前9時
～11時（大雨中止） 
■会場　柿木公民館 
■内容　市内の田んぼや水
路にすむ生きものの話、田
んぼに放流された魚などの
捕獲ほか 
■対象　小学生以下　3年生
以下は保護者同伴（保護者1
人で子ども2人まで）　 

■定員　100人 
■持ち物　柄の短い魚とり網・バケ
ツ等・田んぼに入るための靴（ビー
チサンダル等の脱げやすい履き物は
不可）・飲み物・タオル・着替え 
E 7月6日貂から柿木公民館へ。蕁
931・3117

　大自然を誇る栃木県大田原市で記
憶に残る夏の思い出をつくろう。
「ポッポ農園」でスイカやトウモロ
コシ、ジャガイモ等の収穫やアユの
つかみ取りを体験し、収穫した野菜
でカレーライスを作ります。夜はキ
ャンプファイヤー等を行い、旧黒羽
町立須賀川小学校に宿泊します。 
■日程　8月7日貍・8日豸（1泊2日） 
■対象者　市内在住の小学3～6年生 
■定員　30人（応募多数の場合は抽
選。抽選結果は全員に通知） 
■参加費　3000円（保険料込み） 
E7月16日貊までに、往復はがきに
住所・参加児童名・年齢・学校名・

学年・電話番号(緊急連絡先)・保護
者名・返信はがきの宛名欄に返信先
を記入し、〒340-0014住吉2-2-8子ど
も政策課（勤労青少年ホーム内）
へ。蕁928・5550

草加の自然が学べる 

生きものふれあいフェスタ 16

せんべいの手焼きに挑戦 

らくがきジャンボせんべい 19
体験ツアー参加者募集 

 

夏休みわくわく学習 22

親子でランチをつくろう 

夏休み親子料理教室 20

～はかりをつくろう～ 

親子計量教室 21
そうか公園自然観察会 

セミの羽化を観察しよう 24

水とのふれあい広場 

遊びにおいで 23
古典芸能の落語に親しもう 

親子体験寄席 2010・夏 17

記憶に残る夏の思い出をつくりませんか 

子ども自然ふれあい教室 18

外国籍児童・生徒のためのサマースクール 25
がい こく せき じ どう　　せいと 
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　魔法の蛇口、草加井水で作ったかき
氷、地震体験ほか、
子供から大人まで楽
しめるイベントがい
っぱい。 
■日時　8月7日貍午
前10時30分～午後3
時（雨天中止） 
■会場　新栄配水場
（新栄町801-1） 
B水道部経営管理課蕁925・3131
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