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。

問／市政情報課
☎463−3059 FAX 467−0770（代表）

日時／1月11日㈯

午前9時30分〜午後

4時 会場／産業文化センター その他／

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。

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

無料建築相談、粗品進呈、東洋大学・日

ィセンター 会費／月2，
200円
（別途、保

本大学学生展示併設 主催・問 ／
（社）
埼

険料800円） 対象／2歳（平成26年4月

おお はし

玉建築士会県南支部 大橋 !470―6722
（※）
第11回ハワイアン＆ウクレレコンサート

1日現在）
〜未就園児 その他／先生の指
導による手遊び、工作、リトミックなど。
運動会、味覚狩り、クリスマス会などの

午後0時30分〜3時

イベントも。4月からスタート。1月に体

会場／中央公民館・コミュニティセン

験あり 問 ／木内 !090―5513―3940

日時／1月11日㈯

行 事案内

き うち

大規模修繕工事の失敗に学ぶ
日時／1月24日㈮・31日㈮
9時

（社）埼玉建築士会県南支部「第11回建築展」

ター

主催／朝霞ウクレレサーク ル
こ ばやし

問 ／小 林

!090―6303―4321

こぶたのダンス（親子サークル）

午後7時〜

会場／仲町市民センター

費用／

kiuchi116＠gmail.com

（※）
市民シンポジューム「緑地としての都

日時／毎月第2・4金曜日

①午前10時

居住者 申込方法／住所、氏名、マンシ

市農地を考える〜市民がつくる体験農園ガ
ーデンシティーあさかを目指して〜」

ョン名、電話番号、参加予定人数を明記

日 時／2月1日㈯

午 前10時〜午 後5時

途、スポーツ保険料加入費800円） 対

し、はがきまたはメ ー ル で

会場／エコネットあさか（リサイクルプ

象／1歳半〜未就園児 その他／2月14日

1，
000円（2回分）

対象／マンション

主 催・申

／NPO法人匠リニューアル技術支援協

ラ ザ）

会

農園あさか

主 催／（特 非）
食品リサイクル
の ぐち

〒179―0074

4―1―18
な

東京都練馬区春日町

!476―4695

問 ／野口

info@npo-takumi.or.jp

ら

問 ／奈良

!090―6790―1518

働くものの何でも相談会

〜10時45分

②午前11時〜11時45分

会場／南朝霞公民館 会費／月500円
（別

㈮午前10時〜来年度の無料体験あり
（申込
こ やま

!080―6801―8262

不要） 問 ／小山

（※）詳細は市ホームページ（http : //

お花畑（母子分離サークル）

www. city. asaka. lg. jp / soshiki / 5 /

日時／毎週月曜日 午前10時〜正午 会

dengonban-gyoji.html）
をご覧ください。

場／東朝霞公民館

会費／月600円（保

日時／1月28日㈫ 午後6時10分〜8時

育1回500円）

30分 会場／にいざほっとぷらざ 対象

（保育は満1歳以上）

／朝霞市、和光市、志木市、新座市の地
域で働く労働者と市民 その他／解雇・

会 員募集

対象／子育て中のママ
その他／保育士

に子どもを預け、ママたちだけで楽し
みながらリフレッシュするサークルで

パワハラ・教育・生活・法律問題などの

たまひよクラブ（幼児サークル）

何でも相談です 主催／北足立南部地区

日時／毎月第1・3金曜日 午前10時〜11

労働組合協議会 問 ／北足立南部地区労

時

会場／西朝霞公民館

事務所 横山 !473―4440
（水・木曜日

円

会費／月600円（イベントによって

のみ）

別途会費あり） 対象／H23年4月〜H24

場／南 朝 霞 公 民 館 入 会 金／1，
000円

年3月生まれのお子さんと親 その他／さ

会費／月3，
000円 対象／幼児〜小学生

つまいもほり、クリスマス会等季節に合

その他／年1回の発表会があり、ダンス

入会金／600

おお つか

す。

問 ／大塚

!080―1134―4050

オレンジペコ（子供のJazz Dance）

よこ やま

!!!!!!!!!!!!!!
「はい！ポーズ」は６歳未
満のお子さんの写真を掲載
しています。掲載ご希望の
方は、市政情報課にお問い
合わせください。
問／市政情報課
!４６３―３０５９
"４６７―０７７０
（代表）

わせてのイベントを行っています。
き

ら

問 ／吉良

午後5時〜6時 会

イベントやお祭りにも参加します。親
うえ

!090―2313―9743

!080―4461―7230

午後1時〜3時30分

会場／中央公民館・コミュニティセン

若葉会（生け花）
日時／毎月第2・4月曜日 午前10時〜正

ター 入会金／1，
000円 会費／月3，
000

午 会場／南朝霞公民館 会費／月1，
000

円

円（別途、花代

対 象／初 心 者〜中 級 く ら い

その

他／プロ講師による丁寧なレッスンで
おお いし

す。

問 ／大石

!474―2771

2，
000円） その他／

初心者歓迎。年齢問わず楽しいサークル
はら

です。

問 ／原

!461―5428

中高年いきいき会（ポレポレ）

ぴっぴサークル（幼児サークル）

日時／毎月第1日曜日

日時／毎週木曜日 午前10時〜正午
（春・

午後1時〜3時

会場／北朝霞公民館ほか

会費／月200

夏・冬休みを除く） 会場／内間木公民

対象／40歳以上の単身者 その他／

館 会費／月300円 対象／1歳半〜4歳

食事会、旅行、ハイキング、ウォーキン

（未就園児）
と親 その他／親子で工作・

グ、
観劇等、
月に一度元気でいきいき親睦

運動・手遊び・季節の行事などを楽しむ

を深めながら楽しんでいます。 問 ／

サークルです。 問／佐々 !090―4668

円

さ

じーじと一緒。
おか

ゆう た

岡 勇太ちゃん（２歳１０か月）
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１

の

子でレッスンもできます。 問 ／上野

社交ダンス愛好会
日時／毎週土曜日

日時／毎週木曜日

さ

やま がみ

NPO法人ポレポレ 山上 !487―8734

―9481

申…申し込み

問…問い合わせ

