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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

フリーマーケット
日時／6月1㈰ 午前10時～午後3時 会
場／産業文化センター 費用／1区画2，000
円（福祉団体は1，500円） 対象／近辺
在住18歳以上の方 申込方法／4月30日
㈬までに、住所、氏名（ふりがな）、電話
番号と連絡可能な日時、申込区画数を明記
のうえ、〒351―0035 朝霞市朝志ヶ丘1―
2―6―108 なかよしねっとフリマ担当に郵
送またはFAXで（先着28区画で、定員
となり次第キャンセル待ち） その他／
プロの方はご遠慮ください 主催・申・
問／朝霞市地域活動センターぱれっと・
NPO法人なかよしねっとフリマ担当 �・
�474―2821

朝霞混声合唱団
コーラスフェスティバルin和光に参加
日時／4月13日㈰ 午後1時30分～4時
会場／和光市民文化センター その他／
演奏曲目 大中恩（サッちゃんより）、サッ
ちゃん、いぬのおまわりさん、おなかの
へるうた ほか 主催／コーラスフェス

お

ティバルin和光実行委員会 申・問／小
がわ

川 �467―3573

朝霞リトルリーグ
こどもの日を祝う会

日時／5月5日（月・祝） 午前9時～正午
会場／上野荒川運動公園野球場 対象／
年長～小学生 申込方法／電話で その
他／朝霞リトルの野球教室です。バット、
グローブ貸し出し可。お昼の軽食、お土
産用意してます。 主催／朝霞リトルリー

もり せ

グ 申・問／森瀬 �090―8852―4511

エコ絵画作品・いけ花・茶道合同展
日時／4月26日㈯・27日㈰ 午前10時～
午後7時 会場／中央公民館・コミュニ
ティセンター その他／エコ絵画作品、
いけ花の体験、お茶席あります。 主催／

みやうち

静花いけ花サークル 申・問／宮内 �
471―1122

介護者で集まろう！座談会
日時／5月8日㈭ 午前10時～正午 会

場／弁財市民センター 費用／100円
申込方法／電話で（先着20人） その他
／安心で楽しい心に良い介護を話し合い
ます。今回は大学で介護、傾聴を指導研
究する傍ら、自ら15年の介護経験を持つ
横山貴美子先生をお迎えします。 主催
／あさか介護者サロン「ほっとの会」

もり た

申・問／森田 �080―3176―4938

クエンカ兄弟デュオコンサート
日時／4月11日㈮ 午後7時開演 会場／
ゆめぱれす（市民会館） 費用／前売3，500
円 当日4，000円 申込方法／ゆめぱれす、
志木市民会館でチケット取り扱い その
他／世界的なピアノとギターのデュオが
来日し朝霞公演を行います。ひとときの安
らぎを、ご来場お待ちしています。 主

かわ

催／埼玉ギター愛好会イマージュ 問／川
の べ

野辺 �462―0554

もの忘れ改善・音楽と体操による
トレーニング
日時／4月28日㈪ 午後1時～3時 会場
／内間木公民館 費用／1，000円（資料
代） 対象／もの忘れが気になる50歳以
上の市民 その他／もの忘れ改善プログ
ラムによる実習と楽脳体操 ※資料は1
年間使用します。主催／みんなの楽脳

たけうち

申・問／竹内 �090―6012―4141

サァ始めよう
脳の成長・記憶力アップケア

日時／4月18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（資料代） 対象／脳の
健康、体の健康づくりを希望する市民
その他／資料は1年間使用します。 主催

ひら の

／楽脳ロコモ 申・問／平野 �464―
2330

（※）世界文化遺産熊野『紀国風土記』
と「あさか小唄」歴史さんぽ第6回
日時／4月13日㈰ 午前9時30分～午後
4時30分（雨天中止） 集合場所／朝霞
台駅交番前 主催／なかよし楽脳 問／
きし だ

岸田 �463―9196

（※）自治基本条例を学ぶ
～朝霞市も制定に向けて動き出す～
日時／4月26日㈯ 午後2時～4時 会場
／中央公民館・コミュニティセンター
主催／NPO住みたい朝霞まちづくりネッ

おお の

ト 問／大野 �090―5209―9467

（※）にこにこリトミック体験会
日時／4月16日㈬・30日㈬ 午前10時～
11時20分 会場／西朝霞公民館 主催／

うち

リトルベア、にこにこリトミック 問／内
だ

田 �464―1206

（※）イロイロな花が咲いたよ！
（アートセラピー）
日時／4月19日㈯ 午前10時～午後0時
30分 会場／城山公園 主催／アートの

し みず

かがやき まんぷくSUN 問／清水 �
090―5437―5305

（※）朝霞市民の皆さんと一緒にローソクに
とも

火を灯そう 朝霞ロータリークラブ創立50
周年東日本大震災復興キャンドルナイト
日時／4月12日㈯ 午後5時30分～8時
会場／市役所池の周辺 主催・問／朝霞
ロータリークラブ事務局 �466―3770
（月・火・水・金曜日 午前11時～午後4時）

（※）初心者ピアノ講習体験会
日時／5月14日㈬・28日㈬ 午前10時30
分～11時30分 会場／溝沼市民センター

た なか

主催／朝霞初心者ピアノの会 問／田中
�090―4092―3779

（※）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。

フレンドリー（英会話）
日時／毎週火曜日 午前9時～10時 会
場／北朝霞公民館 会費／月3，500円（人
数による） 対象／初級程度、自己紹介で
きる程度 その他／ネイティブの先生で

た なか

す。 問／田中 �468―9572

イングリッシュプラザ
日時／毎週火曜日 午後1時15分～2時15
分 会場／北朝霞公民館 会費／月3，500
～4，000円 その他／いつでも見学自由で

さいとう

す。 問／斉藤 �090―8018―1457
あ む

モダンバレエAM
日時／毎週木曜日 午後5時～6時 会場
／栄町市民センター 会費／月4，000円
対象／3歳～小学生 その他／型にはま
らないバレエで集中力、協調性を養いま

おおしま

す。無料体験あり 問／大島 �090―3593
―6722

グリーンクラブ 第一クラス（英会話）
日時／毎週木曜日 午前9時20分～10時
40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
3，500円 対象／英語の好きな方ならど
なたでも その他／ネイティブの先生と
楽しく活動しています。随時募集 問／
たかはし

高橋 �465―7326

申…申し込み 問…問い合わせ

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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仲町ボイスサークル
日時／月2回金曜日 午前10時30分～正
午 会場／仲町市民センター 会費／1回
1，000円 対象／65歳以上 その他／
話すことから歌うこと、健康のためにボ
イストレーニングを始めましょう。 問／
せ と

瀬戸 �090―5818―8876

Kids English
日時／①毎週火曜日 ②毎週水曜日 午
後2時40分～6時10分（各クラス年齢レ
ベル別） 会場／①宮戸市民センター
②根岸台市民センター 入会金／1，000
円 会費／月4，500円（月4回の場合）
対象／幼稚園年少～小学6年生 その他
／有資格英国人講師が楽しくレッスンし

いしかわ

ます。見学・体験要予約 問／石川 �
474―9774

ナヴァ会（裸婦デッサン・クロッキーの会）
日時／毎週木曜日 午後6時～9時 会場
／中央公民館・コミュニティセンター 入
会金／3，000円 会費／月2，500円（そ
の他、おためし体験1，000円） 対象／

か しま

絵の好きな方 問／加島 �049―296―
5142

清蘭会（書道）
日時／毎月第1・3土曜日 午前10時～11
時30分 会場／北朝霞公民館 入会金／
500円 会費／月2，000円（その他、維持
費500円） その他／漢字、かな、実用書
と幅広く勉強しています。無料体験あり

し みず

問／清水 �080―6815―4147

マーメイド（社交ダンス）
日時／毎週水曜日 午後1時45分～3時15
分 会場／溝沼市民センター 入会金／
1，000円 会費／月4，000円 その他／男
女プロ講師でのわかりやすい基本からの

たかさき

レッスンです。 問／髙﨑 �467―8633

ハグヨガ＆子連れヨガのaromamma
日時／毎月1回金曜日 午前9時～午後0
時30分 会場／溝沼市民センター 参加
費／1回1，000円 対象／赤ちゃん連れ
のママ その他／ホームページ（http : //
aromammayoga.web.fc2．com/） 問／
い せ

伊勢 �203―3977

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／かわいいポーチ、バッ
グ、タペストリーなど一緒に楽しく作りま

た なか

す。初心者歓迎 問／田中 �456―2650

リトルベア＆にこにこリトミック
日時／毎月第1・3水曜日 午前10時～正

午 会場／西朝霞公民館 会費／月1，000
円 対象／10か月～3歳 その他／資格を
持った先生の指導のもと楽しくリズム遊

うち だ

び、体操をします。体験歓迎 問／内田
�464―1206

朝霞中国語の会（入門・初級）
日時／毎週土曜日 午後1時～5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／中国語を

おおしま

学び中国を理解したい人 問／大嶋 �
464―8751

よつば会（着物着付教室）
日時／毎月第1~3火曜日（うち2回出席）
午前10時～正午 会場／南朝霞公民館
入会金／100円 会費／月2，000円 対
象／女性 その他／自分で着られるよう
になって着物をおしゃれに取り入れたい、
たんすの肥やしを生かしたい方。初心者

こ みね

歓迎 問／小峰 �472―0976

ASAKAキッズダンス
日時／毎週土曜日 ①午後5時～6時 ②
午後7時30分～8時40分 会場／膝折市
民センター 会費／クラスによって違うた
めお問い合わせください。 対象／①HipHop
4歳～ ②Jazzダンス中級 その他／無
料体験受付中！気になったらお電話くだ
さい。経験者待ってます。メディアで活躍

たにうち

しているメンバーもいます。 問／谷内
�090―2492―3967

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／新曲の歌唱指導の後は自由にカ
ラオケを楽しんでいます。初心者歓迎

め ぐろ

問／目黒 �080―6665―7979
ジェイ

かんふる一 J（キッズお花の会）
日時／毎月第2土曜日 午後1時30分～4
時 会場／東朝霞公民館 費用／１回2，000
円（材料費込み） 対象／小学生以上 そ
の他／月1回、季節のお花を楽しみましょ

お がわ

う。 問／小川 �090―6016―1746

朝霞岳欽会（詩吟）
日時／相談に応じます 会場／南朝霞公
民館 会費／高校生以上月2，500円 小・
中学生月1，000円 対象／小学生以上
その他／詩を吟ずることで人格を養い人

はしもと

間形成修養に最高です。 問／橋本 �
090―2454―9691
ようほう

燁峰書道会
日時／月3回水曜日 午後1時30分～3時
30分 会場／仲町市民センター 会費／
月3，000円 対象／大人 その他／楽し

みながら基礎を学び展覧会にも出品しま
こ じま

しょう。 問／小島 �080―2035―7059

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 その他（保険
料800円） 対象／2歳（平成26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、リトミックなど。
運動会、味覚狩り、クリスマス会などの
イベント。4月23日㈬に体験あり 問／
き うち

木内 �090―5513―3940 kiuchi
116＠gmail.com
ス カ ル アンド ボ ー ン ズ

SKULL＆ BONES（ヒップホップダンス）
日時／毎週木曜日 ①午後6時15分～7
時 ②午後7時15分～8時 会場／膝折
市民センター 会費／月4，000円（その
他、場所代） 対象／①小学生 ②中学
生以上 その他／随時会員募集中。楽し

しも の

いダンスをしましょう。 問／下野 �
466―9285

根岸台エアロサークル
日時／毎週水曜日 午前9時45分～11時
会場／根岸台市民センター 費用／1回
500円 その他／音楽にのって楽しく動
きながら、しなやかで丈夫な体づくり

あが り

を！ 問／上利 �465―0530

童謡を歌う会 かなりや
日時／毎月第2・4土曜日 午後1時45分
～2時45分 会場／南朝霞公民館 会費／

は せ がわ

月2，000円 問／長谷川 �461―4522

杉の子会（歌謡教室）
日時／毎月第1～3木曜日 午後1時30分
～3時30分 会場／弁財市民センター
入会金／1，000円 会費／月3，500円
その他／プロの先生が指導します。 問

とみ た

／冨田 �465―3593

内間木パソコンクラブ
日時／毎月第1・3火曜日 午後1時～4時
会場／内間木公民館 会費／月2，500円
その他／初歩より関田先生の指導で文書、
写真、画像等楽しく学んでいます。年賀
状など今から準備をすると良いと思いま
す。見学自由。入会お待ちしています。

かわ の べ

問／川野辺 �462―0554

朝霞シャトルフレンド
（バドミントン）
日時／毎週水曜日 午前9時30分～正午
会場／総合体育館 会費／月1，500円
対象／女性 その他／経験者希望。メー

あ べ

ルで連絡。体験可 問／阿部 seiko_
ayasumi_1211＠ezweb.ne.jp




