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ブリランテ・デ・ラ・ギターラ
創立２５周年記念コンサート

日時／平成２１年１月１８日� 午後１
時３０分～３時３０分 会場／産業文化
センター 費用／無料 対象／どな
たでも 申込方法／当日直接会場へ
その他／今日までの私たちが明日か
らのあなたに贈るプロローグと題し、
クラシックギターの音色を心をこめ
てお届けします 主催／ブリランテ
・デ・ラ・ギターラ 後援／朝霞市

さ さ き

教育委員会 問い合わせ／佐々木
�０４８―４８２―１５２６

杉の子会（カラオケ）

日時／毎月第１・２・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／２，０００円
会費／月３，５００円 対象／歌を習い
たい方 その他／先生がご指導して
くれます。見学もどうぞ 問い合わ

ちか まつ

せ／近松 �０４８―４６４―４６０１

親子リトミックサークル連絡会

１～２歳児対象サークル 日時／①
スキップ・ベビー 毎週月曜日 午
前１１時１０分～１１時４０分 ②ポコ・ア
・ポコ・ベビー 毎週火曜日 午前
９時３０分～１０時 ③ド・レ・ミ・ベ
ビー 毎週水曜日 午前９時４５分～
１０時１５分 ④リズムベビー 毎週金
曜日 午前１１時１０分～１１時４０分 ２
歳～未就園児対象サークル 日時／
⑤スキップ・キッズ 毎週月曜日
午前１０時～１１時 ⑥ポコ・ア・ポコ
毎週火曜日 午前１０時１０分～１１時１０
分 ⑦ド・レ・ミ 毎週水曜日 午
前１０時３０分～１１時３０分 ⑧親子リズ
ム 毎週金曜日 午前１０時～１１時
会場／②④⑥⑧溝沼市民センター
①⑤新座市西堀・新堀コミュニティ

センター ③⑦新座市市民会館 会
費／①⑤年１，０００円・月７００円位 ②
③④年・月会費各１，５００円 ⑥⑦⑧
年１，５００円・月２，０００円 問い合わせ

きん ばら

／①⑤金原 �０９０―８７２４―８８６２ ②
やなぎさわ

④⑥⑧柳沢 �０４８―４７４―８４８４ ③⑦
いちかわ

市川 �０４８―４８１―９２９５ 親子リトミッ
なかむら

クサークル連絡会 中村 �０９０―８４８７
―２０２８

ソルフェージュサークル

日時／毎週金曜日 ①午後３時１０分
～４時 ②午後４時～５時 会場／
溝沼市民センター 入会金／１，５００
円 対象／①３～４才児 ②４～５
才児 その他／音符や音楽用語を読
む、書く、歌う活動です。 問い合

なか むら

わせ／中村 �０９０―８４８７―２０２８

華道クラブ古流

日時／毎月第２・４金曜日 午前１０
時～１１時３０分 会場／中央公民館
会費／月３，０００円（２回分のお花代
含む） 対象／どなたでも その他
／和気あいあいと生けています 問

すず き

い合わせ／鈴木 �０４８―４６３―２５７４

ひよこクラブ（幼児サークル）

日時／毎週火曜日 午前１０時３０分～
正午 会場／中央公民館 会費／月
１，５００円（別途、材料費４、１０月に
７００円） 対象／平成１８年４月２日
生まれ～未就園児 その他／２人の
やさしい先生と季節を取り入れた遊
びを親子で楽しんでいます 問い合

いい づか

わせ／飯塚 �０４８―４５０―１３１５

ぴぴくらぶ
（母子分離幼児サークル）

日時／毎週火曜日 午前１０時～正午
会場／北朝霞公民館・朝志ヶ丘市民
センター 入会金／２，５００円 会費
／月３，０００円 対象／３才児 その
他／工作、楽器、運動遊びなどお友
達といっしょに楽しく活動していま
す。４月から入会のお友達を募集し

は せ がわ

ます。 問い合わせ／長谷川 �０４８
―４７０―５７１５（午後７時～９時）

藤の会（着付けサークル）

日時／毎月２回水曜日または月２回
土曜日 午後１時３０分～３時３０分

会場／栄町市民センター 会費／月
３，０００円 対象／どなたでも 初心
者歓迎 その他／見学可 問い合わ

こん どう

せ／近藤 �０４８―４６５―３９５２

ままごとキッチン

日時／不定期 午前９時～正午 会
場／北朝霞公民館 費用／材料費と
参加費８００円 対象／どなたでも
その他／１２月にクリスマスメニュー

まえ だ

をやります。 問い合わせ／前田
�０９０―７２４８―６４６８

シュガー・ケイン（英会話）

日時／毎週日曜日 午後６時～７時
３０分 会場／中央公民館 入会金／
１，０００円 会費／月４，０００円 対象／
初級・中級の方 その他／ネイティ
ブの先生から文法の基礎を重点とし
ながら英会話を学んでいます 問い

もと はし

合わせ／本橋 �０４８―４６６―６６６７

シルバーらくらくヨーガ

日時／毎月第２・４木曜日 午後１
時３０分～３時 会場／朝志ヶ丘市民
センター 会費／月１５００円 対象／
６０歳代より その他／元気な長寿の
ために毎日の生活に生かすヨーガで
す。初心者、経験者共大歓迎 問い

さ さ き

合わせ／佐々木 �０４８―４７４―５６６５

親子あそびぐりとぐら

日時／①毎週水曜日 午前１０時３０分
～１１時５０分 ②毎月第１・２・３水
曜日 午前９時３０分～１０時２０分 会
場／溝沼市民センター 入会金／３００
円 会費／①月３，０００円 ②月２，０００
円 対象／①平成１８年４月２日から
平成１９年４月１日生まれの親子 ②
平成１９年４月２日～平成２０年４月１
日生まれの親子 その他／親子で楽
しく遊びましょう、新年度会員募集

まつしま

問い合わせ／松島 �０９０―５８０８―７８２８
（午後６時以降）

おわびと訂正
広報あさか１２月１日号２８ページ

に掲載しました会員募集の中の団
体名に誤りがありました。おわび
して訂正します。
（正）表千家茶道クラブ
（誤）裏千家茶道クラブ

広報あさか ２００８．１２．１５19


