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ようこそ！あさかの生涯学習へ

　／市政情報課　
☎463－3059　　467－0770（代表）FAX

問

市民
伝言板
市民
伝言板

　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

3Bエクササイズ体験会
日時／11月19日㈫・26日㈫ 午後1時～
2時30分 会場／根岸台市民センター
対象／成人女性 申込方法／電話で
その他／体幹を鍛え、身体の筋肉低下を
防ぎましょう。 主催／3Bエクササイ

かなざわ

ズ 申・問／金澤 �080―5007―5204

ミュージカル「はだかの王様」
日時／12月22日㈰ 午後4時～6時15分
会場／ゆめぱれす（朝霞市民会館） 費
用／大人：S席5，000円、A席3，000円
子ども（3歳～小学6年生）：S席3，000円、
A席2，000円 申込方法／劇団四季予約
センター（�0120―489―444、午前10時
～午後6時）へ電話で 後援／朝霞市・
朝霞市教育委員会 主催・問／劇団四季
�0120―660―442（日曜日、祝日を除く）

ミステリー収穫体験
～市内の畑で何がとれるカナ？！～
日時／12月8日㈰ 午前10時30分～午
後0時30分 集合場所／内間木経済配送

センター駐車場 費用／1家族500円
申込方法／①住所②氏名③年齢④電話
番号を明記のうえ、11月30日㈯までに
FAXで その他／定員50人。申込多数
の場合は抽選。落選の方には、12月2
日㈪までに連絡します。主催／朝霞コープ

こ でら

友の会 申・問／小寺 �・�464―8083
（電話は午後7時以降）

行政書士による家庭の悩み事相談会
日時／11月23日（土・祝） 午後1時30分
～4時 会場／産業文化センター 申込
方法／電話で その他／離婚・遺言・相
続等男女複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

わ だ

ワーク 申・問／和田 �090―5515―
7501

士業による遺言相続無料相談会
日時／11月24日㈰ 午後1時20分～4時
20分 会場／仲町市民センター 対象／
朝霞市内の方で、相続でもめたくない
と思っている方 申込方法／電話、フェ
イスブックまたは当日直接会場で そ
の他／11月17日㈰に「遺言相談セミナー」
（仲町市民センター）および「朝霞異
業種交流会」（産業文化センター）も開
催します。 主催／士業による遺言相

ふじ た

続無料相談会 申・問／藤田 �469―
5968

フラワーアレンジメント体験
（X'masリース）
日時／①12月5日㈭ 午後2時～4時
②12月7日㈯ 午前10時～正午 会場／
①中央公民館・コミュニティーセンター

②北朝霞公民館 費用／3，500円 対
象／中学生以上 申込方法／電話で（①
は12月3日㈫ま で、② は12月5日㈭ま
で） その他／X'masリースをみんなで
楽しく作りませんか。 主催／フラワー

こばやし

バスケット 申・問 ／小林 �464―
5569

人生を豊かにする唱歌・童謡・
和歌を唄う集い
日時／12月1日㈰ 午前10時～正午
会場／中央公民館・コミュニティセン
ター 費用／1，000円（歌集代含む）
主催／アールビエーピ48合唱団 問／
たかはし

髙橋 �464―0605

家事家計講習会
みつめ直そう我が家のくらし
日時／11月21日㈭ 午前10時～正午
会場／志木いろは遊学館 費用／300
円 申込方法／電話で その他／託児
あり（1歳以上）。11月28日㈭に家計簿
をつける会をします。 主催／東京第
一友の会富士見方面新座志木最寄 申・

せんみょう

問／泉名 �475―2026

（※）親子体操無料体験会
日時／11月8日㈮・15日㈮ 午後3時15
分～4時15分 会場／膝折市民センター

いし い

主催／3B体操 問／石井 �090―7928
―9740

（※）詳細は市ホームページ（http : //
www. city. asaka. lg. jp / soshiki / 5 /
dengonban-gyoji.html）をご覧ください。
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わんぱくキッズランド
「レッツ！クッキング」

みんなで楽しくクッキングしませんか！
日時／１２月１４日㈯ 午前１０時～午後１時
対象／小学生 定員／２４人
費用／５００円（材料費・保険料）
講師／クッキングママの皆さん（北朝霞公民館サークル）
内容／ギョウザの皮で作るラザニア、ポトフ、カッテージ
チーズの簡単ティラミス
持ち物／エプロン・三角巾・手拭きタオル・上履き
申込方法／１２月２日㈪午後１時まで電話または北朝霞公民
館窓口で受け付けます。

北朝霞
公民館

生活教養講座「三国志の世界～赤壁の戦いの真実～」
三国志の中で最も有名な赤壁の戦いの小説に見える虚構と史実の違いに迫ります。
日時／１２月７日㈯・１４日㈯ 午前１０時～正午（２回連続講座）
対象／どなたでも 定員／３０人 費用／無料

たかはし やすひろ

講師／大東文化大学文学部中国学科特任講師 髙橋 康浩さん
申込方法／１２月６日㈮午後５時まで電話または南朝霞公民館窓口で受け付けます。

南朝霞公民館

快適せいかつ講座「デンマークのクリス
マス～お話と妖精ニッセ作り～」

デンマークのクリスマスのお話を聞きに来ませんか？森
の木を使ってクリスマスの妖精ニッセ作りもします。
日時／１２月１３日㈮ 午前１０時～正午
対象／どなたでも 定員／２０人
費用／１５０円（材料費）
講師／デンマーク大使館

イェンス・イェンセンさん
保育／１歳以上の未就学児（定員５人）
申込方法／１２月４日㈬午後３時まで電話または内間木公民
館窓口で受け付けます。

内間木
公民館

申…申し込み 問…問い合わせ

公民館のひろば

記載のないものは、費用／無料 対象／ど
なたでも 申込方法／当日直接会場へ
※市外局番のない電話番号等の市外局番
は（048）です。
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事案内行
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員募集会

（※）親子でゆったりとしたひとときを
～ベビーマッサージ教室～
日時／①11月12日㈫ ②11月28日㈭ い
ずれも午前10時～11時 会場／①栄町
市民センター ②膝折市民センター

わたなべ

主催／Bon Vivant！ 問／渡部
watayuki.happy@gmail.com

（※）朝霞リトル OB親子大会
日時／11月24日㈰ 午前10時～午後3時
30分 会場／上野荒川運動公園野球場

おお た

主催／朝霞リトル 問／太田 �469―
8112

（※）みんなであそぼう
日時／11月18日㈪ 午前10時～11時
45分 会場／東朝霞公民館 主催／ひ

おおたき

まわりの会 問／大滝 �461―9944

（※）なごみ農園有機野菜「畑のバーベキュー」
日時／11月23日（土・祝） 午前11時～
午後3時 会場／なごみ農園 主催／
NPO法人食品リサイクル農園あさか

の ぐち

問／野口 �090―2906―9790
（※）詳細は市ホームページ（http : //
www. city. asaka. lg. jp / soshiki / 5 /
dengonban-gyoji.html）をご覧ください。

コーラスグループ“ゆりかご”
日時／月2回水曜日 午後7時～8時30
分 会場／中央公民館・コミュニティ
センター 会費／月3，000円 対象／
歌が好きな方、初心者の方 その他／
ベルカントの美しい発声で日本の童謡・
唱歌を歌いませんか？初回無料体験あ

さ さ き

り 問／佐々木 �080―4421―6448

音声訳 あい
日時／毎月第1月曜日 午後1時30分～
3時30分 会場／朝霞市立図書館（本
館） 会費／年1，000円 その他／「図

こんどう

書館だより」の作成 問／近藤 �080
―1377―6554

朝霞岳欽会（詩吟）
日時／毎週木曜日 午後1時～3時 会
場／東朝霞公民館 入会金／1，000円

かな もり

会費／月2，000円 問／金森 �090―
9834―5931

パッチワーク
日時／毎月第2・4火曜日 午前10時～
正午 会場／宮戸市民センター 会費
／1回1，500円 その他／ポーチ、バッ

グ、小物、タペストリーなどを作りま
た なか

す。初心者歓迎 問／田中 �456―2650

朝霞パインズ（バスケットボール）
日時／毎週火曜日 午後2時40分～5時、
毎週土曜日 午前9時30分～正午 会
場／総合体育館 会費／月1，500円
対象／既婚女性（経験者希望） その
他／子連れでも練習に参加できます。
見学・体験随時受け付けています。

なかむら

問／中村 �090―1610―5432

西朝霞料理クラブ
日時／毎月第2水曜日 午前10時～午
後2時 会場／西朝霞公民館 会費／月

あさ かわ

1，500円 対象／女性 問／浅川 �
461―7058
ちく ほう

竹峰会（観世流謡曲と仕舞の会）
日時／毎月第1・3金曜日 午前9時～
午後1時 会場／中央公民館・コミュニ
ティセンター 会費／月4，000円 そ
の他／朝霞にクラブ開設30年余り。見

にし

学をお待ちしています。 問／西 �
463―4794

イリマ（ハワイアンフラ）
日時／毎月第1・2・3月曜日（日曜日
に変更する場合あり） 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／ハワイアンフラは、ハワイの
健康法です。はじめての方大歓迎。無

なかむら

料体験あり 問／中村 �465―6505

朗読あさか塾
日時／月2回金曜日 午前10時～正午
会場／中央公民館・コミュニティセン
ターほか 会費／月3，000円 対象／
語感をブラッシュアップしたい方、人
前で話すことに興味がある方 その他

さ とう てる お

／俳優佐藤光生氏から、童謡、古典、
随筆などをテキストに美しい「日本語」
を味わい、日本の文化を学びます。

わたなべ

問／渡邉 �080―3607―3196
ymkwatawata@gmail.com

よちよちパソコンサークル
日時／毎週土・日曜日 午前9時～正午
会場／中央公民館・コミュニティセン
タ ー 入 会 金／1，000円 会 費／月
1，500円 その他／ボランティアの有

なか さと

志の方によるサークル 問／中里 �
080―5523―4539

朝志ヶ丘シニアパソコンサークル
日時／毎週月曜日 午後2時～4時 会
場／朝志ヶ丘市民センター 会費／月
1，500円 その他／ボランティアの有

た なか

志の方によるサークル 問／田中 �
090―1708―7210

ボイスグループ（英会話）
日時／毎週水曜日 午後1時～3時 会

場／北朝霞公民館 会費／月4，000円
（テキスト代込み） 対象／初心者、

いま い

シニア歓迎 問／今井 �474―4547

中央歌謡クラブ
日時／月3回水曜日 午後1時～4時30
分 会場／中央公民館・コミュニティ
センター 入会金／1，000円 会費／
月3，000円 その他／最新歌謡曲の歌
唱指導を行っています。初心者歓迎

め ぐろ

問／目黒 �080―6665―7979

藤の会（着物の着付け）
日時／月2回土曜日 午後1時30分～3
時30分 会場／中央公民館・コミュニテ
ィセンター 会費／月3，000円 その他

こんどう

／初心者歓迎。見学可 問／近藤 �465
―3952

やさしいヨガ
日時／毎週水曜日 午前10時～11時
会場／膝折市民センター 費用／1回
700円、チケット（6回分）4，000円
その他／無料体験あり。ヨガインスト
ラクター有資格者が指導。初心者向け
のリラックスヨガですので、運動は苦
手、体が硬いという方も大丈夫
問／あおや �090―8103―5769
yasasiiyoga@gmail.com

あさか健康吹矢友の会
日時／毎月第1・3月曜日 午後1時～4
時 会場／東朝霞公民館 入会金／500
円 会費／月1，000円 対象／50歳代
以上の方 その他／未経験者歓迎。吹矢
は腹式呼吸を活用した競技で、気軽に
楽しめます。まずは見学にお越しくだ

かたくら

さい。 問／片倉 �471―8586

ひよこクラブ（幼児サークル）
日時／毎週火曜日 午前10時30分～正
午 会場／中央公民館・コミュニティ
センター 会費／月1，500円（別途材
料費700円（4・10月）） 対象／平成23
年4月2日生まれ～未就園児 その他／
新年度会員募集！2人の先生が指導しま

の だ

す。無料体験あり 問／野田 �090―
2231―0566

朝霞ミニテニスクラブ
日時／毎週月曜日 午後6時30分～9時
会場／朝霞第四中学校 入会金／500
円 会費／月500円 対象／成人男女

み い だ

問／三井田 �090―8315―7985

朝霞台Ni Hao子供の中国語教室
日時／毎週土曜日 午前10時～11時
45分 会場／朝志ヶ丘市民センター
会費／月3，000円 対象／年少～小学6
年生 その他／大人の方で興味のある

りゅう

方はご相談ください。 問／劉 �090
―6489―8720

記載のないものは、費用／無料 対象／ど
なたでも 申込方法／当日直接会場へ
※市外局番のない電話番号等の市外局番
は（048）です。


