
特集❶……平成23年7月号 （夏のイベント特集）

　自然の中で遊ぶ機会が少なく
なった草加でも、よく探してみ

れば

生き物はたくさんいます。草加
の自然を知り、魚などの水生生

物と

ふれあってみませんか。

■日時　7月23日㈯午前9時～1
1時

■会場　柿木公民館
■内容　市内の田んぼや水路に

すむ生き物の話、田んぼにすむ
生き

物や放流した魚などの捕獲

■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・田んぼに入るための汚れ
て

もよい靴（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

□申7月11日㈪から柿木公民館へ。
☎931・3117

生きものふれあいフェスタ
生き物にふれ自然を学ぼう 1

今年の夏は
何をしようかな！

　夏休みに家族で楽しめるイベントを中
心にまとめました。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。
　①～㉘の番号は3面の地図上の番号と対
応しています（市外を除く）。

※このページは広報紙から抜いてから読んでください。

　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
や小田代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
れた日の夜には満天の星空が

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（祝日の場
合は翌日）

■料金　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

沼車庫までは日光駅からバス
で約70分）　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

□申利用日の2か月～4日前に宿泊
料を添えて学校施設・給食課

へ。

☎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

　草加では味わうことのできない大自然の宝庫、奥会津昭和村。森や川などの自然の中で思い切り体を動かして遊びませんか。■日程　8月4日㈭・5日㈮（1泊2日）　4日午前7時市役所玄関前集合（市のバスで移動）
■宿泊　村民宅（4～5人1組）
■内容　1日目…ロープを使った木登り体験（ツリーイング）、キャンプ場での夕食交流会、星空教室　2日目…農産物の収穫体験、からむし織り体験ほか
■対象　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　7000円（4日の昼食は持参）□申7月13日㈬までに往復はがきに申し込み者全員の住所・氏名・学年・電話番号を記入し、〒340-8550人権共生課へ。はがき1枚につき2人まで。結果は14日㈭以降に通知します。25日㈪までに同課に参加費を持参してください。☎922・0825

昭和村夏の体験ツアー （福島県昭和村）

大自然の中で遊ぶ 2

交流サマーフェスティバル
　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6日㈯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・マジックショー・ス
イカ割り・獨協大管弦楽団の演奏・人
形劇・スポーツ吹き矢・ブルーベリー
摘み・工作・模擬店・子どもの店ほか
　運営スタッフ希望者は谷塚児童セン
ターへ。☎925・1856
問市民活動センター☎920・3580

世代間の交流で楽しもう 4

夏のイベント特集夏のイベント特集



■親子クッキング「こよみっ子」　7月16日
㈯午後1時30分～　シソジュース作り　小
学生以上の親子対象　定員10組　材料
費1組500円　2㍑の空きペットボトル・エプ
ロン・布巾・三角巾持参
■親子でブルーベリー狩り　7月27日㈬
午前9時15分市役所集合　小学生と保
護者対象　定員20組　参加費1人500円
　帽子・雨具・飲み物・タオル持参
■親子工作教室　8月3日㈬午後1時30
分～　切って・貼って・絵を作ろう　小
学生と保護者対象　定員30組　材料費
1組400円　はさみ・のり・消しゴム持参

■親子でエコロジー　小学生対象（小学
3年生以下は保護者同伴）　①エコクッ
キング　8月3日㈬午前10時～午後0時30
分　石焼き風ビビンバ・韓国風スープ・ゆ
ず茶寒天　定員20人　材料費500円　
エプロン・三角巾・マスク・タオル持参　②
ガスの科学館見学　8月4日㈭午前8時45
分市役所集合　午後5時解散　ガスの
科学館がすてなーに（江東区）の見学　
定員40人　帽子・飲み物・タオル・昼食持
参
■確かめよう「ぼくらの水の環境」　8月
11日㈭午後1時公民館集合　県中川水
環境センター（三郷市）を見学　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

■子どもお菓子づくり教室　7月25日㈪
午前9時30分～11時30分、午後1時30分
～3時30分　フロランタン（アーモンドの焼
き菓子）・ジュース　小学4～6年生対象　
定員各20人　材料費500円　エプロン・
三角巾・容器持参
■子ども料理教室　7月28日㈭・29㈮午
前9時30分～午後0時30分　エビピラフ・
スープ・サラダ・デザート　小学生対象　定
員各16人　材料費500円　エプロン・布
巾・三角巾持参
■タオルで作るうさぎさん　8月1日㈪午前

10時～正午　うさぎのぬいぐるみ作り　縫
い針を使える小学生以上対象（大人の参
加も可）　定員20人　フェイスタオル・木綿
糸・ぬい針・指抜き・リボン・ボタン持参
■子ども茶道教室　8月3日㈬・10日㈬午
前10時～正午　全2回　基本作法を学
ぶ　小学生対象　定員20人　参加費
600円　白い靴下持参
■英語を話そう　8月6日㈯午前10時～11
時30分　ゲームをとおして英語で話して
みよう　小学1～4年生対象　定員10人
■星空教室　8月18日㈭午後6時30分～
8時30分　天体望遠鏡で観察してみよう
　小学生以上対象（小学生は保護者同
伴）　定員60人

■スズムシの鳴き声を楽しもう　7月16日
㈯午前9時30分～11時　スズムシの飼育
方法の説明と幼虫の配布　
■パンづくり教室　7月21日㈭午前10時
～午後0時30分　小学生対象　定員15
人  材料費200円　エプロン・三角巾持参
■押し花づくり体験会　7月24日㈰午前9
時30分～正午　小学生対象　定員15人
■料理教室　7月26日㈫午前10時～午
後0時30分　小学生対象　定員15人　

材料費250円　エプロン・三角巾持参
■工作教室　7月27日㈬午前10時～正
午　木の実や葉などで作品作り　小学生
対象　定員15人　材料費100円
■自然観察教室　7月28日㈭～30日㈯午
前9時30分～11時30分（29日は移動教
室）　草加と清流高麗川（日高市）でいき
もの調べを行い、自然環境について学ぶ
　小学3～6年生対象　定員15人　帽子
・タオル・飲み物持参
■押し花絵はがきをつくろう　8月5日㈮午
前9時30分～正午　8月17日㈬～30日㈫
に作品展開催　小学生対象　定員15人

■子どものびのび教室　①茶道　7月
26日㈫午前10時～正午　小学生対象　
定員16人　参加費300円　白い靴下持
参　②ネオステンドアート　7月27日㈬午
後2時～4時　壁掛け作り　小学生対象
　定員20人　材料費300円　③料理　
7月28日㈭午前10時～午後1時　豚肉と
レタスのドレッシングあえほか　小学3～6
年生対象　定員16人　材料費300円　
エプロン・布巾・三角巾持参　④スポ
ーツ吹き矢　8月1日㈪午後3時～4時30

分　小学3～6年生対象　定員12人　
⑤フラワーアレンジメント　8月9日㈫午前
10時～正午　小学3～6年生対象　定員
12人　材料費500円　新聞紙3枚・はさ
み・角型2㍑の空きペットボトル持参　⑥
卓球　8月24日㈬午前9時30分～11時30
分　小学生対象　定員18人　ラケット
・上履き持参　⑦クラフト　8月25日㈭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
■自然観察会　8月3日㈬午後2時～4時
　太陽の黒点を観測しよう　小学生対象
　定員20人

■人形劇　7月23日㈯午前11時～正午、
午後1時30分～2時30分　「ふしぎなおう
ち」ほか　定員各回100人　要整理券
□申7月7日㈭から児童室で配布
■夏のおはなし会　7月24日㈰午前11時

30分～正午　「しおちゃんとこしょうちゃん」ほ
か　4歳以上対象
■図書館体験隊　8月7日㈰・14日㈰・21日㈰
午前9時～正午　本の貸し出しや整理、ブッ
クカバー掛けなど図書館の仕事を体験して
みませんか　小学3～6年生対象　定員各
日12人　□申7月10日㈰から児童室へ（電話申
し込み不可）

■子どもクッキング　小学生対象（②は
小学4～6年生対象）　定員各12人　
①7月22日㈮午前10時～午後1時　アス
パラガスの肉巻き・クールボンボン　材料
費300円　②7月29日㈮午前10時～午
後1時　もてなし料理　材料費400円　
③8月6日㈯午前10時～午後1時　キャ
ラクター弁当・おむすび　材料費400円
■エコ工芸教室　7月23日㈯午前10時
～正午　貝殻で海のリース作り　小学
生対象　定員12人　材料費300円
■エコ科学教室　7月23日㈯午後1時
30分～3時30分　エコなラジオ作り　小
学5・6年生対象　定員12人　材料費
500円
■環境学習教室　7月25日㈪～27日㈬
午前9時30分～11時30分（26日㈫は午
前8時30分～午後4時30分）　毛長川と
高麗川（日高市）の水質環境調査・高
麗川での川遊びほか　小学4～6年生
対象　定員20人　参加費100円
■JAL機体整備工場と羽田空港展望
デッキ見学　7月28日㈭午前9時～午後
4時　7月27日㈬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
■茶道教室　8月1日㈪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
■卓球教室　8月3日㈬・4日㈭午前10時～
正午　小学4～6年生対象　定員12人　
■子ども卓球クラブ　8月3日～24日の水
曜日午後3時～4時30分　全4回　小・中
学生対象　上履き・あればラケット持参
■牛久自然観察の森観察教室　8月5日
㈮午前9時～午後3時30分　8月4日㈭午
後3時～3時45分の事前研修に参加できる
小学4～6年生対象　定員16人　参加費
250円　昼食持参
■小学生のためのお話し会　8月6日㈯午
後3時～4時30分　読み聞かせ・簡単工作
　幼児は保護者同伴で可
■書道教室　8月8日㈪午前10時～正午
　小学3～6年生対象　定員16人　参加
費100円　書道具持参
■絵手紙教室　8月19日㈮午前10時～正
午　小学生対象　定員20人　絵の具
（色鉛筆も可）持参
■折り紙教室　8月23日㈫午前10時～正
午　折り紙パンダの色紙張り　小学1～3
年生対象　定員15人　材料費100円

■一輪車教室　7月6日㈬午後3時30分
～　一輪車に乗れない小学生以上対象
■読み聞かせ「たんぽぽ」　7月7日㈭･
14日㈭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15日㈮・8月19日㈮
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
■草加音頭　7月19日㈫午後4時～　乳
幼児（保護者同伴）以上対象　
■飛行機飛ばし大会　7月22日㈮午前
10時30分～11時30分　飛行機を作って
飛ばそう　小学生以上対象　

■がらくたランド　7月27日㈬・28日㈭
午前10時～午後5時（受け付けは午後
4時まで）　身近なものでおもちゃを作ろ
う　小学生以上対象
■夏まつり実行委員会　7月29日㈮午
後3時～　夏まつりの話し合い、準備ほ
か　小学3年生以上対象
■オセロ・マンカラ大会　8月1日㈪･22
日㈪午後2時30分～　トーナメント戦
■読み聞かせを楽しもう　8月3日㈬午
前10時30分～　「たんぽぽ」さんと一緒
に読み聞かせをやってみよう　小学生
以上対象
■みんなで楽しむ大道芸　8月3日㈬午
後2時30分～　MONTAさんの大道芸
■夏まつり　8月27日㈯午後1時～4時
　ゲーム・工作・模擬店ほか

■火打ち石で火起こし体験　7月23日㈯
午前10時～正午　原始時代の方法での
火起こしと、その火でせんべい焼き体験　
小学生と保護者対象　定員5組(10人)　
参加費1組200円　軍手持参　
■遊び道具制作体験　8月6日㈯午前10
時～正午　①竹とんぼ②竹馬③竹水鉄
砲　小学生（3年生以下は保護者同伴）

対象 定員各5人　参加費各100円
■万華鏡作り体験　8月27日㈯午前10
時～正午  小学生と保護者対象　定員
10組　参加費1組1000円　はさみ持参

■将棋教室　7月・8月の第2･4木曜日午
後4時～5時　指導と対局　幼児～高年
者対象　初心者も楽しめます
■オセロ大会　7月7日㈭・8月4日㈭午後
3時30分～　トーナメント戦　小学生対象
■絵本の読み聞かせ　7月8日㈮午後4時
～4時30分　小学生対象
■チャリティー工作　7月9日㈯午前10時
～11時30分　やじろベえトンボ作り　幼児
～高年者対象　定員12人　参加費100
円　参加費は東日本大震災義援金として
寄付
■影絵　7月12日㈫午前10時30分～、午
後4時～　「ぐるんぱのようちえん」　幼児
（保護者同伴）～小学生対象

■作ってあそぼ　7月13日㈬…吹き矢、
27日㈬…ペットボトルのビーズ　いずれも
午後3時30分～4時30分　小学生対象
■おもちゃ病院　7月21日㈭・8月18日
㈭午後1時30分～3時　おもちゃの無料
修理　部品代は実費　幼児～高年者
対象　1人2点まで
■マンカラ大会 7月21日㈭・8月18日㈭
午後2時～  トーナメント戦　小学生対象
■光る泥だんご作り　7月22日㈮～29日
㈮（24日㈰を除く）午前10時～正午、午
後1時～3時　幼児～小学生対象　□申7
月20日㈬までに同センターへ
■センターまつり　8月27日㈯午前10時
～午後2時　模擬店・ゲームコーナー・ビ
ンゴ大会ほか　幼児～高年者対象
■水鉄砲で遊ぼう　8月30日㈫午後2時
～3時　小学生対象

■紙ヒコーキ大会　7月8日㈮午後4時
30分～　小学生対象
■おもちゃ病院　7月16日㈯・8月20日
㈯午後1時30分～3時　部品代実費
　1人2点まで
■夏休み映画会　7月27日㈬…｢トイス
トーリー」、7月28日㈭…｢名探偵コナン」
　いずれも午後3時30分～5時　小学
生対象
■オセロ大会　7月29日㈮午後4時30
分～　トーナメント戦　小学生対象　
参加賞あり
■こぶたのしっぽ　8月3日㈬午前11時～

11時30分 パネルシアター 小学生対象
■夏まつり実行委員会　8月4日㈭午後
3時30分～5時　夏まつりの話し合い・
準備　小学生対象
■マンカラ大会　8月5日㈮午後4時30
分～　トーナメント戦　小学生対象　参
加賞あり
■作ってあそぼう　8月17日㈬午前10時
30分～正午　割りばし鉄砲作り・的当て
　小学生対象　定員15人
■夏休み工作　8月18日㈭午前10時30
分～正午　牛乳パックのねじり箱　小
学生対象　定員15人　1㍑の空き牛乳
パック持参
■児童館夏まつり　8月27日㈯午前11
時～午後3時　模擬店・ゲーム・くじほか

■ふれあい七夕会　7月7日㈭午後3時～
　幼児～高年者対象　定員15人
■おひさま「パパもいっしょのティータイ
ム」　7月9日㈯午前10時30分～　交流と
情報交換　3か月～1歳の乳幼児と保護
者対象　定員15人　参加費100円
■オセロ大会　7月9日㈯・8月7日㈰午後
2時～　頭を鍛えよう　幼児～小学生対
象　参加賞・賞品あり
■マンカラ大会　7月17日㈰・8月20日㈯
午後2時～　トーナメント戦　幼児・小学生
対象　参加賞・賞品あり
■ビニールプールで水遊び　7月21日㈭・
22日㈮午前10時30分～　幼児と保護者
対象　着替え・タオル持参
■ふれあいブルーベリー摘み　7月23日㈯
午前10時～　地元農園で収穫体験　幼
児～高年者対象　定員20人　参加費
500円
■水鉄砲を作って遊ぼう　7月24日㈰午
前10時～　幼児以上対象　定員20人　
着替え・タオル持参
■科学を遊ぼう　7月25日㈪午後3時～
　ペットボトルの空気鉄砲を作る　幼児以
上対象　定員20人
■おもちゃ病院　7月28日㈭・8月25日㈭

午後1時30分～　おもちゃの無料修理
　部品代実費　1人2点まで
■ミサンガを編もう　7月31日㈰午前10
時～　色々な編み方に挑戦しよう　小
学生対象　定員10人
■ふれあいおやつ会　7月31日㈰午後1
時～　白玉団子入りあんみつ作り　幼
児～高年者対象　定員15人　材料費
100円　エプロン・タオル持参
■ともだち文庫の「おはなしポケット」　
8月1日㈪午前11時30分～　わらべ歌・
読み聞かせ　幼児と保護者対象
■児童劇「ねこはしる」　8月9日㈫午前
10時30分～　会場は谷塚文化センター
　小学生以上対象　劇終了後にワーク
ショップあり　7月7日㈭から谷塚児童セン
ターで整理券を配布
■工作教室　8月25日㈭…お話ボックス、
8月26日㈮…万華鏡　いずれも午前10
時～正午　小学生対象　定員各15人
■スライムで遊ぼう　8月26日㈮午後2
時～　色を付けて遊んでみよう　小学
生対象　定員15人
■ふれあい工作　8月27日㈯午前10時
～正午　知恵の輪作り　小学生～高
年者対象　定員15人
■科学を遊ぼう　8月28日㈰午前10時
～正午　浮かんで進むCDスライダー　
小学生対象　定員15人

■ボールプールで遊ぼう　土・日曜日午前
10時～午後5時　乳幼児と保護者対象
■将棋道場　7月6日㈬・8月3日㈬午後3
時～4時55分　指導と対局　小学生以
上対象
■おもちゃ病院　7月7日㈭・8月4日㈭午
後1時～3時　おもちゃの無料修理　幼児
～高年者対象　1人2点まで　部品代実
費
■スピードスタックス教室　7月8日㈮・8
月12日㈮午後3時～4時55分　指導と対
戦　小学生以上対象
■中学・高校生卓球教室　7月9日㈯・8
月13日㈯午後1時30分～3時30分　指導
と対戦　中学・高校生対象　上履き持参
■親子で収穫体験　7月10日㈰（雨天時
は17日㈰に順延）午前10時30分～　枝豆
の収穫　幼児以上と保護者対象　定員
30組　参加費1組350円（10本）
■マンカラ・オセロ教室　7月15日㈮・8月
19日㈮午後3時～4時55分　指導と対戦

　小学生以上対象
■可愛いお子さんの成長記録　7月17
日㈰・8月21日㈰午前10時～11時30分
　身長・体重測定　幼児と保護者対象
■流しソーメン体験　7月21日㈭午前10
時30分～正午　3歳（保護者同伴）～小
学生対象　定員幼児と保護者10組と小
学生20人　はし・椀持参
■ハンドベル教室　7月22日㈮、8月19日
㈮・26日㈮午後3時～4時55分　小学
生以上対象　
■絵本の読み聞かせ　7月27日㈬・8月
24日㈬午前11時～11時30分　乳幼児と
保護者対象
■水遊び　7月31日㈰午後1時～3時　
シャボン玉・ボディペインティングほか　小
学生以上対象　定員20人　着替え・タ
オル持参
■和太鼓体験教室　8月5日㈮・12日㈮
午後1時～3時　小学生以上対象　定
員20人
■わくわく理科実験　8月7日㈰午後1時
～3時　水の実験　小学生以上対象　
定員20人
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●定員のあるものは7月6日
　㈬から受け付け。
●児童館・児童センターは、
　午前10時（谷塚は7月7日
　㈭午前9時）から受け付け。

申し込み方法申し込み方法申し込み方法
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　　　楽しい夏休み！
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特集❹平成23年7月号……（夏のイベント特集）

　栃木県大田原市の「ポッポ農園」で、
トウモロコシ・ジャガイモ・カボチャ
等の収穫やアユのつかみ取りを体験し
ます。また、夜には収穫した野菜でカ
レーライスを作ったり、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6日㈯・7日㈰（1泊2日）
■対象　小学3～6年生
■定員　30人（応募多数の場合は抽
選）
■参加費　3000円（保険料込み）
■事前説明会　7月30日㈯午後1時30分
～　中央公民館で（参加者は要出席）
□申7月15日㈮（消印有効）までに、往
復はがきに住所・氏名・年齢・学校
名・学年・電話番号・保護者名・返信
先を記入し、〒340-0014住吉2-2-8勤労
青少年ホーム内子ども政策課へ。☎
928・5550

子ども自然ふれあい教室
記憶に残る夏の思い出づくり 20

　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27日㈯午前10時～午後1時
■会場　草加市文化会館
■対象　小学生と保護者の親子
■定員　30人（応募多数の場合は抽選。
結果は7月28日㈭以降に通知）
■材料費　1人300円　8月25日㈭以降
にキャンセルする場合は材料費負担
■持ち物　エプロン・布巾・三角巾・
はし
□申7月25日㈪（消印有効）までに、往
復はがきに住所・氏名と保護者名・年
齢・電話番号・返信先を記入し、〒
340-0013松江1-1-5草加市文化会館内男
女共同参画さわやかサロンへ。☎
931・9325○内 50

夏休み親子料理教室
親子でランチをつくろう 22

　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24日㈬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　同じ形の500㍉リットルの
空きペットボトル2本
□申 7月6日㈬から消費労政課へ。☎
941・6111

親子計量教室
はかりを作ろう 24

　環境問題の講話とごみ処理工場を見
学します。
■日時　7月27日㈬午前9時30分～11時
30分
■会場　東埼玉資源環境組合第一工場
（越谷市）
■対象　小学生と保護者
■定員　120人
　越谷レイクタウン駅北口からの送迎
バスあり（要予約　定員55人）。2歳
以上の未就学児の保育あり（要予約）。
□申7月20日㈬から東埼玉資源環境組合
へ。☎966・0121

夏休み親子スクール
環境問題を考えよう 18

　ぬいぐるみ人形劇「ブレーメンのお
んがくたい」を上演します。
■日時　8月25日㈭午前11時～、午後2
時～
■会場　草加市文化会館
■料金　前売り300円（2歳以上・当日
200円増し）
□申7月11日㈪から草加市文化会館また
は（福）草加市社会福祉協議会へ。☎932
・6770

夏休み親子のつどい
ぬいぐるみ人形劇 25

そうか公園自然観察会
セミの羽化を観察しよう 17

親子下水道教室
下水道を知ろう

　水質実験や下水道施設の見学など下
水道の仕組みが学べます。

■日時　8月1日㈪・2日㈫の午後1時30
分～4時30分
■会場　県中川水循環センター（三郷
市）
■対象　小学4～6年生の親子
■定員　各日40人
□申７月22日㈮までに（財）県下水道公社へ。
☎048・952・3351

23
　夏休みの思い出づくりに、友だちを
誘って、工場や消防署を見学し消火訓
練等を体験しませんか。夏休みの課題
研究にも参考になりますよ。
■日時　8月19日㈮午後1時30分市役所
玄関集合、午後5時5分解散　市のバス
で移動
■見学先　地球儀工場・消防署
■対象　市内在住の小学生（保護者1
名同伴可、1・2年生は必ず同伴）
■定員　30人（応募者多数の場合は抽
選、結果は7月末までに通知）
■持ち物　飲み物・あればカメラ等

　なお、参加者は後日感想文を提出し
てください。
□申7月19日㈫（必着）までに往復はが
きに参加者全員の住所・氏名・学年・
電話番号を記入し、〒340-8550「いき
いき市民相談担当わくわく」係へ。Ｅ
メールでも可。siminsodanka@city.
soka.saitama.jpへ（1通につき3人ま
で）。☎ 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16日㈯午後7時～8時（雨
天中止）
■会場　そうか公園
■対象　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
□申 7月6日㈬からそうか公園へ。☎
931・9833

夏休みわくわく学習
工場や消防署を見学 21

　地場産業であるせんべいの手焼きと
皮革の製作を体験しませんか。直径20
㌢のジャンボせんべいも焼けます。
■日時　7月30日㈯・31日㈰午前10時
～午後5時
■会場　伝統産業展示室
■内容・参加費　らくがきジャンボせ
んべい手焼き体験（1人約20分・要予
約・500円）、動物型の小物のレザー
クラフト体験（300円～）

■対象　小学生以上
□申7月6日㈬から伝統産業展示室パリッ
セへ。☎931・1970

地場産業まるごと体験
せんべい手焼きとレザークラフト 19

　　　　にほん　ご　　　　　　　　　　　　　　　　かんじ　   おぼ　　　　　　　  じぶん　　　　　　     ことば　　  べんきょう　

　　おし　　　　　　　　　　　　　　　　  ひと　 　ま　　　　　　　　　　　 ほか　　  がっこう　  　ひと　　　   とも

　　  にちじ　　　                がつ　  にち　　　がつよっか　　　    にち　　　  にち　　　  にち　　     　  もくよう び　   ご　ご　  じ　　　   じ

　　かいじょう　   ちゅうおうとしょかん

　　もう　　こ　　 　　げつ　　すい　   きんようび  　　こくさいそうだん　　　　　　　　

　「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28日、8月4日・11日・18日・25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。☎922・2970

外国籍児童・生徒のためのサマースクール 26
がい こく せき じ どう　　せいと

　古典芸能に親しんでもらおうと、
小学生と保護者を対象に寄席体験イ
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
らえるコーナー、ミニコンサート
（18日のみ）も楽しめます。参加者
には、そうか革職人会提供の革小物
をプレゼントします。
■日時　7月17日㈰・18日㈷午後2時
～
■会場　中央図書館
■内容　17日…「まんじゅうこわ
い」・「狸札（たぬさつ）」、18日
…「転失気（てんしき）」・草加の
民話・演奏家協会によるミニコンサ

ート
■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）
□申 7月6日㈬から中央図書館2階事務
室で整理券を配布。☎946・3000

夏の親子体験寄席
初めてでも楽しい落語 27

　学校の授業とは違った実験をとお
して、科学の楽しさを知ろう。日本
大学の教授等が実験の指導をしま
す。
■内容　①電池のいらないラジオを
作ろう　②液体窒素で低温世界を楽
しもう　③ぺットボトルロケットを
飛ばそう
■日時　8月1日㈪…①・②　8月2日
㈫…③　いずれも午前9時30分～午
後0時30分
■会場　中央公民館
■対象　①小学5年生～高校生　②
小学4年生～高校生　③小学4年生～
中学生

■定員　各60人（①のみ25人）
■参加費　①700円　②300円　③
500円
■持ち物　③は炭酸飲料の1.5㍑の
空きペットボトル2本
□申 7月14日㈭までに中央公民館へ。
☎922・5344

こども科学教室
科学を実験で学ぼう 28

こばなし

まだまだ楽しいイベントがいっぱい
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