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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

せい さい かい

第11回「西彩会」水彩画作品展
日時／5月27日㈫～31日㈯ 午前10時～
午後6時（27日は午後1時～、31日は午後
5時まで） 会場／にいざほっとぷらざ
その他／西朝霞公民館のサークル会員に
よる個性的で楽しい作品がいっぱいです。

かわぐち

主催／水彩画の会「西彩会」 問／川口
�474―7458

怪獣、怪物ガォー‼（アートセラピー）
日時／5月17日㈯ 午前10時～午後0時
30分 会場／城山公園 対象／小学1～6
年生 申込方法／電話で その他／アート
を通じて心と体を思いっきり表現し、子
どもたちの自立と成長を支援するクラス
です。毎月第3土曜日午前に開催 主催
／アートのかがやきまんぷくSUN 申・

し みず

問／清水 �090―5437―5305

歴史さんぽ第7回出雲大社御遷宮と「あさか小唄」
日時／5月11日㈰ 午前9時30分～午後4
時30分（雨天中止） 集合場所／朝霞駅
南口 費用／100円（歴史資料） 持ち
物／昼食、飲み物、おさい銭 対象／8㎞
1人で歩ける方 申込方法／電話または当
日直接会場へ その他／ガイドは「あさか
小唄」作詞の松山泰夫さん 主催／歴史

いのうえ

さんぽ 申・問／井上 �463―6390

山野草展示会
日時／5月10日㈯～11日㈰ 午前9時30
分～午後4時30分 会場／図書館（本館） そ
の他／毎月第1日曜日に中央公民館で活動
して13年、里山の草花を育てています。

ます だ

主催／あさか山野草同好会 問／増田
�461―4072

もの忘れ3千人のための予防講座
日時／5月19日㈪ 午後2時～4時20分
会場／西朝霞公民館 費用／1，000円（資
料代） 対象／50歳以上の市民 その他
／脳と体の健康づくりを望む方 主催／

よもぎ た

ひざおり楽脳 問／蓬田 �461―9682

動物愛護をテーマにした映画上映のつどい
日時／5月25日㈰ 映画上映 午後2時～
2時50分、トークショー 午後3時～4時
会場／図書館（本館） その他／上映「ちい

さな命のゆくえ」～名もなき犬・猫たちの
こと～ 主催／彩の国動物愛護推進員朝

ふじ た

霞地区「TEAM A7」 問／藤田 �070
―5580―4929

朝霞中央公園フリーマーケット
日時／5月5日（月・祝） 午前10時～午後
3時 会場／中央公園石畳 費用／1，500
円 申込方法／電話で その他／フリーマ
ーケットに参加しませんか？ 主催／リサ
イクルマン 申・問／リサイクルマン
�090―9326―0016

「もの忘れ」改善体操講座
日時／5月17日㈯ 午前10時～正午 会
場／東朝霞公民館 費用／1，000円（資料
代） 対象／50歳以上 主催／ねぎし楽

まつがい

脳 問／松谷 �466―6627
がく ゆう

（※）スーパーシニア音楽団「楽悠」＃4 定期演奏会
日時／5月17日㈯ 午後2時～3時30分
会場／産業文化センター 主催／音楽団

まつ だ

「楽悠」 問／松田 �465―5371

（※）第8回朗読ライブ
日時／5月11日㈰ 午後1時～4時30分
会場／仲町市民センター 主催／朗読サ

ひ る ま

ークル ポラーノの広場 問／比留間
464―6884

（※）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。

ピクシー新体操クラブ
日時／①毎月第1・3月曜日 ②毎月第2・
4月曜日 午後4時30分～6時 会場／①
西朝霞公民館 ②南朝霞公民館 会費／
月2，000円 対象／小学生の女子 その
他／楽しい先生や仲間たちと一緒に体操
を始めてみませんか？1回無料体験あり

こ でら

問／小寺 megu7kai@ezweb.ne.jp

女性剣道稽古会
日時／毎週水曜日 午前10時～11時30分
会場／武道館 会費／月1，000円（その
他スポーツ保険） 対象／経験者（ブラン

にしむら

クあり大歓迎） 問／西村 �462―9078

タイ式ヨガ アルン
日時／月2回土・日曜日 午後1時30分～
3時 会場／仲町市民センター 費用／1
回700円 その他／初心者の方、普段体

の むら

を動かさない方歓迎 問／野村

MCクレヨン体操（ストレッチ＆ソフトエアロビクス）
日時／毎週木曜日 午前10時～11時30分

会場／南朝霞公民館 入会金／500円
会費／月1，000円 対象／成人女性 そ
の他／インストラクターによる丁寧な指導
で、心も体もリフレッシュしませんか？見
学・体験（無料）随時受け付けています。
問／かねこ mc-crayon@outlook.com

山遊会（里山からアルプスまで）
日時／毎月第3火曜日 午後6時～8時30
分 会場／中央公民館・コミュニティセン
ター 保険料／各自負担年間2，500円程度
その他／毎月第4土曜日に山行、その他月
1～2回臨時山行あり。体のレベルに合わ
せ健康志向で月例山行を楽しみませんか。

かわ べ

60歳以上歓迎 問／川部 �462―1570

3B親子体操
日時／毎週木曜日（月4回） 午前10時30
分～11時30分 会場／栄町市民センター
入会金／1，000円 会費／月1，500円

かしわ

対象／2歳前後の幼児 問／柏 �080―
3662―5200

ダンスサークル銀の靴
日時／毎週日曜日 午後5時～8時 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2，500円
対象／初心者～中級くらい その他／男
女のプロ講師による丁寧なレッスンです。

やすおか

問／安岡 �461―2548

朗読サークル ポラーノの広場
日時／毎月第1・3水曜日 午後1時～3
時30分 会場／東朝霞公民館 会費／月
2，000円 その他／男性歓迎します。

ひ る ま

問／比留間 �464―6884

フラワーバスケット（フラワーアレンジ）
日時／①毎月第1木曜日 午後2時～4時
②毎月第1土曜日 午前10時～正午 会
場／①中央公民館・コミュニティセンタ
ー ②東朝霞公民館 会費／1回1，000
円（その他、材料費2，500円程度） 対
象／女性 その他／1日無料体験あり（材

こ ばやし

料費は実費） 問／小林 �464―5569

フラ・オハナ（フラダンス）
日時／毎週水曜日 午後1時30分～3時、午
後3時～4時30分 会場／東朝霞公民館
会費／3回3，000円 対象／女性 その他

たきざわ

／1日体験あり（無料） 問／滝沢 �
090―2314―4450
か ふう かい

霞諷会（観世流謡曲）
日時／毎月第2・4木曜日 午前10時～正
午 会場／西朝霞公民館 会費／月2，000
円 対象／謡曲に興味のある方。初心者歓
迎 その他／竹内好夫さんの親切な指導
が受けられます。会員の稽古教室はいつも

とみなが

開放しています。 問／冨永 �465―3433

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。


