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　市内の公共施設で定期的に
活動している団体の会員募集・
行事案内を掲載しています。

事案内行

員募集会

魔法のこどものやる気を引き出す
しつもん×骨盤体操
日時／11月30日㈮ 午前9時15分～
11時30分 会場／産業文化センター
費用／3，000円 対象／女性（お子さ
ん連れでの参加はできません） 申込
方法／メール（beauty2009＠micaco
-inspiring.com）で ※先着順 主催

さ さ き

／骨盤矯正サークル 申・問／佐々木
�080―2338―0858

朝霞リトル 野球体験＆親子大会
日時／11月25日㈰ 午前10時～午後
1時 会場／上野荒川運動公園野球場
費用／無料 対象／幼稚園児～小学生
の親子 申込方法／当日直接会場へ
その他／プレゼント、昼食を用意して
います。体験や見学も大歓迎です。グ
ローブ、バットはなくても大丈夫です。

おお た

主催／朝霞リトル 申・問／太田（広
報担当） �090―8349―4388

オペラ彩 第29回定期公演オペラ
「マリア・ストゥアルダ」
日時／12月15日㈯・16日㈰ 午後2
時～（午後1時15分開場） 会場／
和光市民文化センター 費用／S席
10，000 円 A 席 8，000 円 B 席
7，000円 C席5，000円 学生特別券
（高校生まで）2，000円 ※全席指
定 申込方法／電話で その他／チケ
ットは和光市民文化センター、イトー
ヨーカドー、チケットぴあでも販売し
ます。学生特別券は和光市民文化セン
ターのみの販売。午後1時40分から
作品解説があります。 主催／特定非
営利活動法人オペラ彩 申・問／（特）

わ だ

オペラ彩事務局 和田 �048―201―
3121

行政書士による家庭の悩み事無料相談会
日時／12月8日㈯ 午後1時30分～4
時 会場／産業文化センター 費用／
無料 対象／どなたでも 申込方法／
電話または当日直接会場へ（予約優
先） その他／離婚、遺言、相続等男
女復数名の行政書士が担当します。
主催／街の法律家行政書士ネットワー

わ だ

ク 申・問 ／和田 �090―5515―

7501

お野菜バンザイ！～ミステリー収穫体験～
日時／12月8日㈯ 午後1時～3時（小
雨決行、雨天時は9日㈰に延期） 集
合場所／JA内間木駐車場 費用／一
家族500円 対象／どなたでも（定員
30人） 申込方法／住所、氏名（小
学生以下のお子さんは年齢も）、電話
番号を記載のうえ、11月30日㈮まで
にFAXで申し込み。 その他／申込
多数の場合は抽せん。落選の方には12
月3日㈪までに連絡します。汚れても
よい服装で。 主催／朝霞さいたまコ

こ でら

ープ友の会 申・問／小寺 �・�
464―8083（電話は午後7時以降）

おたまじゃくし（親子リトミック）
日時／隔週木曜日（月2回） 午前10
時30分～11時45分 会 場／中 央 公
民館・コミュニティセンター 入会金
／800円（保険料） 会費／月1，000
円 対象／歩くことができる未就園児
（25年度募集、即入会可） その他
／先生と一緒に踊ります。クリスマス
会や節分などのイベントもあります。
随時見学受付中（見学料300円、入会

え がわ

後返金） 問／江川 �090―4590―5324

ライムイングリッシュサークル
日時／毎週金曜日 午前10時10分～
11時 会場／産業文化センター 入
会 金／1，000円 会 費／月4，000円

きっ た

対象／どなたでも 問／橘田 �463
―3309

吟月会（詩吟）
日時／毎月第2・4月曜日 午後1時
～3時30分 会場／南朝霞公民館
会費／月2，000円 対象／どなたで
も その他／他教場での稽古もできま

おおしま

す。 問／大嶋 �464―8751

霞カラオケ会
日時／毎月第1～3金曜日 午後7時
～9時 会場／中央公民館・コミュニ
ティセンター 会費／月1，700円

さ とう

対象／成人 問／佐藤 �463―3746

子ども社交ダンス ダンスファクトリー朝霞
日時／毎週木曜日 午後5時～6時30
分 会場／内間木公民館など 会費／
月4，000円 対象／年中～中学生ぐ
らい その他／一緒に楽しくステキに

なか じま

踊りましょう。 問／中島 �481―

6207

スタイル（骨盤体操サークル）
日時／毎週水曜日 午前9時～正午
会場／内間木公民館 費用／月3，000
円 対象／健康を維持したい女性 そ

かた やま

の他／子連れクラスあり 問／片山
�090―6485―5608

たまひよクラブ（幼児サークル）
日時／毎月第1・3金曜日 午前10時
～11時 会場／西朝霞公民館 入会
金／600円 会費／月600円 別途：
夏祭り、クリスマス等に300円程度
対象／平成21年4月～平成23年3月

き ら

生まれのお子さんと親 問／吉良 �
090―2313―9743

イリマ（ハワイアン フラ）
日時／毎週月曜日 午前10時～11時
30分 会場／膝折市民センター 入
会 金／1，000円 会 費／月2，500円
その他／基本のステップから楽器プイ
リーを使って楽しく踊っています。

なかむら

問／中村 �465―6505

Bon Vivant！ベビーマッサージ
日時／午前10時～11時 会場／各市
民センター 費用／1回800円 対象
／2か月～1歳ぐらいまでの赤ちゃん
とママ その他／日時・会場は決まり
しだいホームページでお知らせします。

わた なべ

親子の絆を深めましょう！ 問／渡部
watayuki. happy@gmail. com

http ://www.geocities.jp/bonvivant
_y/index.html ※携帯電話からのメ
ールはドメインの解除をお願いします。

木馬クラブ（親子幼児サークル）
日時／毎週水曜日 午前10時15分～
11時45分 会場／中央公民館・コミ
ュニティセンター 会費／月2，200
円 保険料800円 対象／2歳（平成
25年4月1日現在）～未就園児 その
他／先生の指導による手遊び、工作、
リトミックや運動会、味覚狩り、クリ
スマス会などのイベントもあります。
4月からスタート、1月に体験ありま

あずま

す。 問／東 �090―5569―4215

五葉会（裏千家茶道）
日時／第1～3木曜日 午前9時～午
後4時30分 会場／南朝霞公民館
入会金／1，000円 会費／月4，000円
対象／初心者、中級者 その他／日本
古来の文化を四季折々の道具立て等、
茶道の作法を通じて学んでみませんか。

ひ る ま

問／比留間 �090―5490―2497
申…申し込み 問…問い合わせ 内…内線


