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NiHao 子供の中国語教室
日時／月 3～4回土曜日 午前 9時～午後
0時 30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／中国語に興味のある大人の

りゅう

方も大歓迎です。 問／劉 �090―6489
―8720

おたまじゃくし（リトミック親子サークル）
日時／月 2回木曜日 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 入会金／800円（保険料） 会費
／月 1，000円 対象／1歳半くらいから
未就園児までの歩けるお子さん その他／
リトミックの先生とママも子も体を動かし
ながら遊びます。シーズンごとのイベント

て しろ ぎ

も行っています。 問／手代木 �090―
7416―2931

手編み仲間
日時／毎月第 2・4金曜日 午前 9時～正
午 会場／北朝霞公民館 会費／月 1，700
円 その他／楽しく編めてお友達もできま

ふじもり

す。 問／藤森 �471―8485
じ きょうじゅつ

自彊術体操
日時／毎週木曜日 午前 10時～正午 会
場／南朝霞公民館 会費／年 3，000円、
月 2，000円 対象／健康な生活を送りた
い方 その他／関節・筋肉すべてを動かし、
血流を良くし、自律神経を整え免疫力を高
めます。誰にでもできる日本最古の健康体

い とう

操です。 問／伊藤 �461―7516

リズムクラブ（親子リトミック）
日時／毎週木曜日 午前 10時～11時 会
場／溝沼市民センター 入会金／1，000円
（そのほか 1回 500円） 対象／就園前
の親子 その他／ピアノの即興演奏に合わ
せて親子で体を動かしましょう。無料体験
会あり（2月 19日㈭・26日㈭午前 11時

まえ だ

15 分～正午（要予約）） 問／前田 �090
―9146―7701

PHG英会話
日時／毎週火曜日 午後 6時 45分～7時
45分（初級クラス）、午後 7時 45分～8
時 45分（中級クラス） 会場／北朝霞公
民館 会費／月 4，000円程度 対象／英
会話初級・中級程度の方 その他／募集人

ふじ い

数 2～3人 問／藤井 �474―5244

親子リズム（親子リトミックサークル）
日時／毎週金曜日 ①午前 10時～11時
②午前 11時 10分～11時 40分 会場／
溝沼市民センター 入会金／1，500円 会
費／① 月 2，000円、② 月 1，500円 対
象／① 2～3歳児と保護者、② 1～2歳児
と保護者 その他／クリスマスコンサート

やなぎさわ

や誕生会等もあります。 問／柳 澤 �
474―8484

ポコ・ア・ポコ（親子リトミックサークル）
日時／毎週火曜日 ①午前 9時 30分～10
時 ②午前 10時 10分～11時 10分 会
場／溝沼市民センター 入会金／1，500円
会費／①月 1，500円、②月 2，000円

対象／① 1～2歳児と保護者、② 2～3歳
児と保護者 その他／講師の指導で楽しみ

やなぎさわ

ながらステップアップします。 問／柳 澤
�474―8484

ドリーム（親子リトミックサークル）
日時／毎週木曜日 ①午前 9時 45分～10
時 15分 ②午前 10時 30分～11時 30
分 会場／膝折市民センター 入会金／
1，500円 会 費／① 月 1，500円、② 月
2，000円 対象／① 1～2歳児と保護者、
② 2～3歳児と保護者 その他／新年度の

なかむら

新会員募集中です。 問／中村 �090―
8487―2028

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／図書館（本館） 会費／
年 1，000円 その他／視覚障害者用に本
等を録音し届ける活動をしています。

こんどう

問／近藤 �463―1335

こども英会話サークル
日時／①月 3回水曜日 午前 11時 15分
～正午 ②月 3回木曜日 午後 3時～4時
③月 3回木曜日 午後 4時～5時 会場／
溝沼市民センター 入会金／1，000円 会
費／月 3，000円 対象／① 1歳 10か月
～3歳の未就園児と保護者 ②幼稚園児
③新小学 1・2年生 その他／無料体験会
あり（要メール、電話予約） ① 3月 4日㈬
午前 10時 30分～11時 ②③の日程はお

き た

問い合わせください。 問／喜多 �070―
5599―2237 nshoda@mail.goo.ne.jp

昨年１１月から１２月にかけて、朝霞市と町内会との合同防災訓練が朝霞第六小学校と三原公園で行わ
れました。各会場では、仮説トイレなどの資機材の取り扱いや、朝霞市消防団の協力による初期消火
などを行いました。また、朝霞第六小学校では、体育館を避難所と想定し、間仕切りを実際に組み立
てる訓練を、住民と市職員が声を掛け合いながら協力して行っていました。

地域の絆と「共助」の心を育む ～合同防災訓練～

避難所間仕切りの組み立て訓練（朝霞第六小学校）三角巾を使った応急救護訓練（三原公園）
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平成２６年１１月３０日㈰、中央公民館・コミュニティセンター
で朝霞市農業祭が行われ、約６千人の方が来場されました。
生産者の皆さんが丹精込めて育てた新鮮な野菜や豚汁、打

ちたてのそば、つきたてのお餅、焼きイモなど、おいしいも
のが一杯で会場はおいしいものを食べている方の笑顔であふ
れていました。
また、丹精込めて育てた３０品目３６０点のすばらしい農産物

は、農産物品評会で展示されていました。

認定・埼玉県指定特定非営利活動法人メイあさか
センターと楽脳体操チームが「あしたのまち・くら
しづくり活動賞」の埼玉県の表彰を受賞しました。
この賞は、地域が直面する課題を自らの手で解決

して、住み良い地域社会の創造をめざし、全国各地
で活動に取り組んでいる団体等に贈られる賞です。
また、認定・埼玉県指定特定非営利活動法人メイ

あさかセンターは、高齢者の認知症予防や、マレー
シアの子どもたちと絵を通じた交流を進める等、高齢者の健康や子どもの国際交流の活動が評価され、
全国の団体を対象とした中央表彰において「振興奨励賞」を受賞しました。

１１月２１日㈮、朝霞の森でプレーパークが行われました。こ
の日のプレーパークは「冒険遊び場全国一斉開催キャンペー
ン（１１月１５日㈯～２３日㈰）」としても開催されており、会場で
は、たき火を囲んでみんなで豚汁とご飯を作っていました。
豚汁を３杯食べた子どももいるなど、たくさん遊んだあとの
ご飯は格別だったようです。
プレーパークには、敷き物を広げてくつろぐ親子や、スコ

ップを使って流しそうめん台を作る子どもたちなど、５０組を
超す方々が小春日和の一日を楽しんでいました。

平成２６年１１月２４日（月・祝）、朝霞駅南口駅前広場で、
第２３回ふれあいまつり～ジャズ＆イルミネーション～
が開催され、朝霞高校ジャズバンド部やプロミュージ
シャンの方々による演奏が披露されました。
寒空の下でしたが、クリスマスソングをはじめとし

たいろんなジャズの音色を楽しみながら、暖かい豚汁
を食べてココロもカラダも温まるロマンチックなひと
ときとなりました。

朝霞の野菜はおいしいよ！～朝霞市農業祭～

朝霞産野菜の販売

暖かな日差しに誘われて―プレーパーク開催―

泥んこになって遊ぶ子どもたち

申…申し込み 問…問い合わせ

受賞おめでとうございます

冬はジャズでムーディな夜を

うえ だ お いけ

上田県知事（写真右）から表彰を受けるメイあさかセンター代表尾池さん

朝霞高校ジャズバンド部の演奏


