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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

フォークダンス初心者講習会
日時／５月１５日～６月１２日（毎週金曜日）
全５回 午後６時３０分～８時４０分 会場
／朝霞第八小学校体育館 費用／１，５００
円（テキスト・CD付き） 対象／成人
男女 その他／上履き、水筒、タオル持

かすみ

参 主催／あさか霞フォークダンス 問
おおいし

／大石 �４７４―２７７１
せい さい かい

第１２回「西彩会」水彩画作品展
日時／５月１９日㈫～２３日㈯ 午前１０時～
午後６時（初日は午後１時～、最終日は
午後５時まで） 会場／にいざほっとぷ
らざ その他／個性的で楽しい作品がい

かわ

っぱいです。 主催／西彩会 問／川
ぐち

口 �４７４―７４５８
がく ゆう

スーパーシニア音楽団「楽悠」♯５定期演奏会
日時／５月２３日㈯ 午後２時～３時４０分
会場／産業文化センター その他／自衛
隊、警視庁、消防庁各音楽隊OBが集
い、黒馬騎兵中隊（スーザー）や威風堂々
など、思い出多い曲を中心に温かみのあ
る演奏をお楽しみください。主催／音楽

まつ だ

団「楽悠」 問／松田 �４６５―５３７１

朝霞中央公園フリーマーケット
日時／５月４日（月・祝） 午前１０時～午
後３時 会場／朝霞中央公園石畳 費用
／１，５００円（出店料） 申込方法／電話で
その他／フリーマーケットに遊びにきま
せんか？出店者も募集中 主催・申・問
／NPO法人フリーマーケット推進ネッ
トワーク �０９０―９３２６―００１６

３B体操健康増進キャンペーン
日時・会場／５月１５日㈮・２２日㈮ 午後
１時３０分～３時 膝折市民センター、１２
日㈫・１９日㈫ 午後１時１５分～２時４５分
南朝霞公民館、１９日㈫・２６日㈫ 午後１
時～２時３０分 根岸台市民センター、１１
日㈪・２５日㈪ 午前１０時～１１時３０分 東
南部町内会館、１９日㈫・２６日㈫ 午前１０
時～１１時３０分 溝沼市民センター 対象
／成人女性 申込方法／電話で その他
／３B体操の用具を使って行う健康体操
です。 主催／（公社）３B体操協会

かしわ

申・問／柏 �０８０―３６６２―５２００

すえ ひろ みん よう かい

朝霞市末広民踊会
日時／毎週金曜日 午後１時～４時 会

場／南朝霞公民館 費用／月５００円 対
象／男女、踊りの好きな方 その他／伝
承民踊を楽しく踊っている会です。

こ みや

問／小宮 �４７２―５６５６

東筆会（書道）
日時／毎週金曜日 午前１０時～正午 会
場／東朝霞公民館 入会金／１，０００円
費用／３か月６，０００円 対象／成人男女
その他／人間再発見！あなたの教養を身

ふじ た

につけませんか。 問／藤田 �４６２―
１９６８

男の料理教室 だいこんの花
日時／毎月第３土曜日 午前１０時～午後
１時 会場／中央公民館・コミュニティ
センター 費用／月１，５００円 対象／男
性 その他／「男、ちゅう房に立つ」食
の自立をしましょう！料理の基本を大切
に楽しく学びましょう。初心者大歓迎

とくなが

問／徳永 �４６６―３８１５

書道クラブ
日時／毎月第２・３・４火曜日または水
曜日 午前１０時～午後０時３０分 会場／
宮戸市民センター 費用／お問い合わせ
ください。 その他／年齢に関係なく、
毛筆、硬筆を楽しく学んでいます。無料

た べ

体験歓迎 問／田部 �４７２―３８４３

親子で楽しむ３B体操
日時／月３回木曜日 ①午前１０時１５分～
１１時１５分、②午前１１時２０分～午後０時２０
分 会場／栄町市民センター 入会金／
１，０００円 費用／月１，５００円 対象／①２
～３歳、②ねんね期の赤ちゃんとそのマ
マ その他／親子でリフレッシュできる

かしわ

体操教室です。 問／柏 �０８０―３６６２―
５２００

らく がき

絵手紙クラブ「楽描」
日時／毎月第３水曜日 午前１０時～正午
会場／西朝霞公民館 費用／月１，０００円
その他／ヘタがいい、ヘタでいいの先生
の言葉に勇気をもらって頑張っています。

た なか

問／田中 �４６７―３１２４

骨盤体操サークル「スタイル」
日時／毎週水曜日 午前１１時～１１時５０分
会場／内間木公民館 費用／月３，０００円
対象／女性 その他／お子さん連れ可、

かわかみ

体験無料 問／川上 �０８０―３４０１―０７３０

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 費用／月１，５００円
対象／女性 その他／市内在住、経験者

あ べ

（中級～）希望、体験可 問／阿部
seiko_ayasumi_１２１１＠ezweb.ne.jp

少年野球 朝霞田島イーグルス
日時／毎週土・日曜日、祝日 午前８時
～午後５時 会場／朝霞第三小学校 費
用／月２，５００円（そのほかスポーツ保険
８００円） 対象／小学１～６年生の男女

その他／主に三小、九小の子が活動して
さる た

います。 問／猿田 �０９０―１７３６―８８５２

デッサン二流会
日時／毎月第１・３土曜日 午後１時～
４時３０分 会場／西朝霞公民館 入会金
／１，０００円 費用／月２，０００円 対象／成
人 その他／あなたの夢や想いを水彩、
油彩、アクリル等で描いてみませんか。

く ぼ

問／久保 �４６１―３６７７

朝霞岳欽会 詩吟
日時／毎週の曜日、時間は相談に応じま
す 会場／南朝霞公民館 費用／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間形成、修養に

はしもと

最高です。 問／橋本 �０９０―２４５４―９６９１

歌にあわせて歌謡舞踊（新舞踊）
日時／①毎週木曜日 午後１時～４時、
午後７時～９時 ②毎週金曜日 午後１
時～４時 会場／①朝志ヶ丘市民センタ
ー ②栄町市民センター 費用／月
４，０００円 その他／体験入会歓迎

まつ ど

問／松戸 �０７０―６６４３―４０４８

タイ式ヨガ・アルン
日時／月２回土曜日 午後１時３０分～２
時４５分 会場／仲町市民センター 費用
／１回１，０００円（お茶付き） 対象／普
段体を動かさない方、何か運動したい方

みず の

問／水野
arunyoga６１６＠gmail.com

親子リトミックサークル ハローフレンズ
日時／毎月第１・３・５月曜日 午前１０
時～１１時 会場／東朝霞公民館 費用／
１回５００円 対象／１歳～未就園児とそ
の保護者 その他／音楽遊びを中心に造
形・運動遊び等親子で楽しみます。

とみおか

問／冨岡 �０８０―１１８３―１６３４

キューティーズ（ミニテニス）
日時／毎週水曜日、毎月第１月曜日 午
後６時３０分～９時 会場／朝霞第一中学
校体育館、総合体育館 費用／月５００円
対象／１６歳以上の方 その他／屋内にて
少しの練習でシニアの方まで楽しめるス

つじ

ポーツです。 問／辻 �０９０―７４２４―８２４０

ヨーガの会
日時／毎週木曜日 午前１０時～１１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 費用／月３，０００円

まつもと

対象／成人女性 問／松本 �０９０―２１０３
―９２１３

游墨会（書道）
日時／毎月第２金曜日 午前９時４５分～
１１時４５分 会場／中央公民館・コミュニ
ティセンター 入会金／２，０００円 費用

の なか

／月１，０００円 対象／成人 問／野中
�４６８―７７５３

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。


