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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。 
問い合わせ／市政情報課 内線２３４３～４ 
　　０４８－４６３－３０５９（直通） 

行 事 案 内 行 事 案 内 

会 員 募 集 会 員 募 集 

みんな集合！音楽で楽しく１日遊ぼう！

日時／１２月７日� 午後１時～３時
会場／ゆめぱれす 費用／無料 対
象／市民 申込方法／当日直接会場
へ その他／年齢や障害を越えてみ
んなで楽しみます 主催／認定NPO
法人メイあさかセンター 共催／�
東京ミュージックボランティア協会

お いけ

問い合わせ／尾池 �０４８―４６８―６９７２
（午後～夜間）

あそぼう！ハッピーチルドレン
プレーパーク プレ体験

日時／１１月２１日� 午前１０時３０分～
１１時３０分 会場／西朝霞公民館 費
用／無料 対象／未就学児とその保
護者 申込方法／当日直接会場へ
主催／あさかプレーパークの会 共
催／たまひよクラブ 問い合わせ／
な ぐも

南雲 �０４８―４６７―１８６２

城山プレーパーク

日時／１１月２２日�、２３日� 午前１０
時～午後３時 会場／城山公園 費
用／実費負担あり 対象／どなたで
も 申込方法／当日直接会場へ そ
の他／汚れてもよい服装でご参加く
ださい。火おこし体験があるので、
焼きたいものを持ってきてください
主催／あさかプレーパークの会 問

の がみ

い合わせ／野上 �０９０―４４２９―１９１４

クリスマス・ダンスパーティー

日時／１２月１４日� 午後１時～４時
会場／葵電機３階花の木ホール 費
用／１，０００円 対象／どなたでも
申込方法／当日直接会場へ その他
／トライアルあり 主催／M&L

せき ね

問い合わせ／関根 �０９０―２６２０―６６２８

志木聖母教会チャーチコンサート

日時／１２月７日� 午後４時～ 会

場／志木聖母教会 費用／無料 そ
の他／駐車場はありません。 主催

た なか

／志木聖母教会 問い合わせ／田中
�０４２―９２３―２２６５

第１回アンサンブル・キララ演奏会

日時／１１月２３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／
金管楽器による生演奏です 主催／
アンサンブル・キララ 問い合わせ

え び な

／海老名 �０９０―７０１６―６８８１

子どもの心見えてますか？
（絆・学習会）

日時／毎週木曜日 午後７時～９時
会場／中央公民館 費用／無料 対
象／保護者 申込方法／当日直接会
場へ その他／子どもとのコミュニ
ケーションのとり方などを学びます
主催／NPO法人子育て支援親の会・

こ みや

絆 問い合わせ／小宮 �０４８―４７９―
１９０１

朝霞中国語の会（入門）

日時／毎週土曜日 午後１時～３時
３０分 会場／中央公民館 会費／月
３，０００円 対象／どなたでも 問い

おお しま

合わせ／大嶋 �０４８―４６４―８７５１

気功を楽しむ会

日時／毎週第２金曜日 午後３時１５
分～４時１５分 会場／北朝霞公民館
入会金／５００円 会費／月８００円 対

やま だ

象／どなたでも 問い合わせ／山田
�０４８―４７１―３２６７

骨盤矯正エクササイズ
（ビューティー＆スタイル）
①月曜クラス 日時／毎月第１・３
月曜日 A午前１０時～１１時 B午前
１１時１０分～正午 会場／北朝霞公民
館 会費／１回８００円 ②水曜クラ
ス 日時／毎週水曜日 午前１１時１５
分～午後０時５分 会場／内間木公
民館 会費／月３，０００円 その他／
お子さん連れ可 講師を招いて行い

あら い

ます。 問い合わせ／新井（月曜ク
かわ しま

ラス）�０９０―１５５０―１１６１ 川島（水
曜クラス）�０９０―６４８５―５６０８

えんぴつ（文章教室）

日時／毎月第２土曜日 午前１０時～
正午 会場／中央公民館 会費／月
１，０００円（その他、支部年会費３，０００
円） 対象／初心者歓迎 その他／
無料体験レッスンあり 問い合わせ

たか の

／鷹野 �０４８―４７３―７７２５

フラサークルレフア（ハワイアンフラ）

日時／毎月第２・４金曜日 午後５
時～６時３０分 会場／南朝霞公民館
入会金／１，０００円 会費／月２，０００円
対象／初心者（見学可） その他／
基本のステップより 問い合わせ／
もり た

森田 �０９０―１８０３―７９１９

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 会費／３か月で５，０００円 対象
／どなたでも、初心者歓迎 その他
／漢字、かな、実用書道等 問い合

ふじ た

わせ／藤田 �０４８―４６２―１９６８

西朝霞料理クラブ

日時／毎月第２水曜日 午前１０時～
午後１時 会場／西朝霞公民館 会

あさ かわ

費／月１，５００円 問い合わせ／浅川
�０４８―４６１―７０５８

サワーズ（女子ソフトボール）

日時／毎週木曜日 午前９時３０分～
正午 会場／青葉台公園芝生広場
入会金／１，０００円 会費／５００円 対
象／どなたでも その他／オリンピ
ックで盛り上がったソフトボール。
チャレンジしてみませんか？ 問い

は せ が わ

合わせ／長谷川 �０９０―６４８８―６１００

朝霞男の料理教室

日時／毎月第２水曜日 午前９時３０
分～午後２時 会場／中央公民館
会費／月１，５００円（初回は次回分も
含めて納付） 対象／６０歳以上の男

かみ しな

性 問い合わせ／神品 �０４８―４６５―
８２８６

水茎会（書道クラブ）

日時／毎週木曜日 午前１０時～正午
会場／中央公民館 会費／月２，５００
円（本代含む、２か月分前納） 対
象／どなたでも その他／楷書・行
書・草書・隷書・かな・実用書等を

わた なべ

学んでいます 問い合わせ／渡辺
�０４８―４６１―２９１７
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