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

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。

あお ぞら いち

を身近に感じながら楽しんでいます。各

ば

青空市場

自持ち寄った物を教材として手入れを行
た なか

日時／１１月１日㈰ 午前１０時〜午後２時
３０分 会場／産業文化センター前の道路
（雨天の場合は産業文化センター） そ

音声訳あい

０００円
の他／フリマブース出店は１口１，

日時／毎月第１月曜日 午後１時３０分〜

（電話申込） 主催／福祉ネットなかま

３時３０分 会場／図書館本館 会費／年

（共催）
朝霞おやこ劇場、
なかよしねっと

１，
０００円 その他／視覚障がい者用に本

い が ら し

!０９０―１５３３―５５４４

申・問 ／五十嵐

黒目川ハロウィンウォーキング

行 事案内

っています。 問 ／田中 !４６６―３１３４

日時／１０月１２日（月・祝） 午前１０時〜正午

等を録音し届ける活動をしています。ご
利用になりたい方もご連絡ください。
こんどう

問 ／近藤
ご

!０８０―１３７７―６５５４

よう かい

五葉会（裏千家茶道）

朝霞混声合唱団 第１３回定期演奏会

集合時間・場所／午前９時３０分 産業文
化センター前 会場／黒目川沿い 費用

日時／毎月第１・２・３木曜日 午前１０

日時／１０月１１日㈰ 午後２時〜４時 会

０００円、未就学児は無料（ハロウィ
／１，

時〜午後４時 会場／南朝霞公民館 入

場／サンアゼリア（和光市民文化センタ

ンプチお土産付き） 申込方法／電話で

０００円 会費／月３回４，
０００円、
会金／１，

ー） 費用／９００円 その他／演奏曲目：

その他／定員３０人。荒天中止、小雨決行。

０００円 対象／初 心 者〜中 級 者
月２回３，

出発の歌、宮崎アニメ音楽集、シューベ

ウォーキング終了後、プチパーティーあ

その他／体に良いお茶始めませんか？正

ルトミサ曲、うたよ等 主催／朝霞混声

り 主催／黒目川ウォーキング実行委員

座が心配の方も大丈夫です。

合唱団 問 ／星野 !４６４―６５３６

会 問 ／熊谷 !０８０―６０６５―８１９８

問 ／落合

ボランティアバザー

新聞紙でブローチ作り

料理教室

日時／１０月１８日㈰ 午後０時３０分〜３時

日時／１０月２９日㈭ 午前１０時〜正午

日時／毎月第３土曜日 午前９時３０分〜

会場／志木聖母教会 その他／宗教には

会場／はあとぴあ（総合福祉センター）

午後１時 会場／中央公民館・コミュニ

関係ありません。 主催・問 ／志木聖母

費用／１００円 その他／指先を使って脳

５００円 対象
ティセンター 会費／月１，

教会 !４７１―３７８５

を活性化！ブローチが作れるようになっ

／成人 その他／初心者歓迎。ベテラン

たら介護施設等へボランティアに出かけ

講師（女性）と旬の料理を楽しみましょ

ましょう。 主催／プチボランティアの

う!! 問 ／徳永 !４６６―３８１５

ほし の

朝霞中央公園フリーマーケット

くまがい

い とう

日時／１１月１４日㈯ 午前１０時〜午後３時

会 問 ／伊藤 !４７６―５９３６

問 ／NPO 法人フリーマーケット推進ネ

ットワーク !０９０―９３２６―００１６

!４６７―８９２０

だいこんの花

とくなが

か

ふう かい

霞諷会（観世流謡曲）

５００円（出
会場／朝霞中央公園 費用／１，
店料） 申込方法／電話で 主催・申・

おちあい

日時／毎月第２・４木曜日 午前１０時〜

会 員募集

正 午 会 場／西 朝 霞 公 民 館 会 費／月
３，
０００円 対象／古典芸能である謡曲に

か け る っ こ

翔っ子ダンスクラブ

興味のある方ならどなたでも その他／

司法書士無料法律相談

日時／①毎週水曜日 午後６時〜７時３０

初心者歓迎。竹内好夫先生の親切な指導

日時／１０月８日㈭ 午後１時３０分〜３時

分、毎週土曜日 午後１時〜２時：小学

３０分 会場／産業文化センター その他

生以上クラス ②毎週土曜日 午後３時

が受けられます。会員の稽古教室はいつ
とみなが
も開放しています。 問 ／冨永 !４６５―

／司法書士の業務に関する相談（登記手

２０分〜４時２０分：幼児クラス 会場／弁

３４３３

続き、供託手続き、訴訟手続き、簡裁訴

財市民センター 会費／１回につき中学

訟代理等関係業務、成年後見業務、その

２００円、小 学 生８００円、幼 児５００
生以 上１，

マイ体操（ストレッチ・トリムなど）

他司法書士業務全般）を、埼玉司法書士

円（そのほか場所代月５００円） 対象／

日時／毎週木曜日 午前１０時３０分〜正午

会志木支部の司法書士がお受けします。

３歳〜大人 その他／みんなで和気あい

会 場／弁 財 市 民 セ ン タ ー 入 会 金／

主催・問 ／埼玉司法書士会 !０４８―８６３―

あいと踊っていて、楽しいレッスンです。

３，
０００円 会費／月３，
０００円 その他／自

７８６１

体験もできるので、初めての方も安心

分の体力に合わせて、先生の動きを見な

（ジャンル、クラス等はお問い合わせく

がら体を動かしてみませんか。中高年の

３B 体操体験会
日時／１０月１３日㈫・２０日㈫ 午後１時〜
２時３０分 会場／根岸台市民センター

き

ださい）

だ

問 ／木田

!０８０―５０６５―８００２

や はぎ

方大歓迎 問 ／矢作 !０８０―３７２２―９０５４
ス タ イ ル

こども囲碁教室（日本棋院朝霞支部）

ブ

ー

Style Boo（Hip Hop ダンス）

対象／成人女性 申込方法／電話で そ

日時／毎週土曜日 午前９時３０分〜１１時

日時／毎週火曜日 午前１０時３０分〜正午

の他／音楽に合わせて楽しく、体を動か

３０分 会場／中央公民館・コミュニティ

０００円 対
会場／各 公 民 館 会 費／月３，

しましょう！ ※会員募集中。

センター 対象／小・中学生 その他／

３B 親子体操 毎週金曜日 午前１１時２０

入門〜上級者。親子参加可 問 ／下平

象／女性 その他／子連れ OK♪大人の
めぐろ
ためのヒップホップです。 問 ／目黒

分〜午後０時２０分、同会場で活動 入会

!０８０―３４８９―９５３８

!０９０―２３１１―５４８０

１〜３歳までのお子さんとそのママ そ

中央盆栽クラブ

コーラス・さくら

の他：音楽に合わせて手遊びや身体を動

日時／毎月第２日曜日 午前９時３０分〜

日時／毎月第２・４水曜日 午後１時３０

かすことで、親子のスキンシップと仲間

正午 会場／中央公民館・コミュニティ

分〜３時３０分 会場／東朝霞公民館 会

作りをします。 主催／
（公社）
３B 体操

センター 会費／月７００円 その他／山

０００円 対象／女性で歌を歌う
費／月１，

協会 申・問 ／金澤 !０８０―５００７―５２０４

野草や小盆栽などを通じて、自然の季節

のが好きな方 問 ／久保田 !４６５―５９５７

０００円、会費：月２，
０００円 対象：
金：１，

かなざわ

しもひら

く

ぼ

た
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