
　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 

リトルベア体験会
（親子リトミック）

日時／４月１６日�・３０日� 午前１０
時～１０時３０分 会場／西朝霞公民館
費用／１回３００円 対象／H１８．４～H
１９．３生まれの子どもと保護者 申込
方法／電話または当日直接会場へ

なが い

申し込み・問い合わせ／永井 �
０４８―４６８―７４０３

３B体操体験会

日時／４月１８日� 午前１０時～１１時
３０分 会場／根岸台市民センター
費用／無料 対象／成人女性 申込
方法／電話または当日直接会場へ

かな ざわ

申し込み・問い合わせ／金澤 �
０４８―４７４―４７７７

ウクレレ体験講座

日時／４月２３日� 午後１時～４時
会場／中央公民館 費用／無料 対
象／どなたでも 申込方法／電話で
その他／貸しウクレレあり 主催／
朝霞ウクレレサークル 申し込み・

こ ばやし

問い合わせ／小林 �０９０―８１７１―０８７９

金曜会（ペン習字）

日時／毎月第２・４金曜日 午後１
時３０分～４時３０分 会場／弁財市民
センター 入会金／１，０００円 会費
／月３，０００円（教本代込み） 対象
／どなたでも（ペン字に興味のある

うら かわ

方歓迎） 問い合わせ／浦川 �０４８
―４５６―０８７６

グリーンクラブ（英会話）

日時／毎週木曜日 午前１０時４５分～

正午 会場／中央公民館 入会金／
１，０００円 会費／月３，０００円 対象／
英会話に興味がある方 その他／ベ
ビーシッター制度あり 問い合わせ

ふるごおり

／古郡 �０４８―４６６―６１６１

Let’s English

日時／毎月第２・４土曜日 午前９
時３０分～１１時３０分 会場／南朝霞公
民館 会費／月３，０００円 対象／中

まつ

学英語程度の成人 問い合わせ／松
ざき

崎 �０４８―４６８―９１１０

小鳩会（踊り）

日時／毎月第１・２・３土曜日 午
後１時３０分～３時 会場／北朝霞公
民館 会費／月２，０００円（その他、

こ だま

雑費１，０００円） 問い合わせ／児玉
�０４８―４６８―９３０１

杉の子会（カラオケ）

日時／毎月第１・２・３木曜日（月
３回）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／
どなたでも（見学自由） 問い合わ

ちか まつ

せ／近松 �０４８―４６４―４６０１

風来坊（よさこい鳴子踊り）

日時／毎週水・日曜日 午後７時～
９時 会場／朝霞第八小学校、朝霞
第四中学校 会費／大人…年１０，０００
円、小人…年５，０００円 対象／小学

もと やま

生～大人 問い合わせ／本山 �０９０
―３１０５―８６７８

楽陶会（陶芸サークル）

日時／毎月第２・４水曜日 午後１
時～４時 会場／東朝霞公民館 入
会金／３，０００円 会費／月１，０００円

しら

対象／どなたでも 問い合わせ／白
いし

石 �０４８―４７６―６６６１
ゆうぼく

游墨会（書道）

日時／毎月第２金曜日 午前９時３０
分～正午 会場／中央公民館 入会
金／２，０００円 会費／月１，０００円 対
象／漢字、仮名と書を楽しみたい方
その他／ハンカチ等に文字を書くこ

の なか

ともあり 問い合わせ／野中 �
０４８―４６８―７７５３

フラワーサークル

日時／毎月第２または第３火曜日

（月１回）午前１０時～正午 会場／
仲町市民センター 会費／月４，０００
円 対象／どなたでも 問い合わせ

お ざわ

／小澤 �０９０―６０２６―２３２２

花アート

日時／毎月第２・４水曜日 午後１
時～３時３０分 会場／中央公民館
入会金／１，０００円 会費／月１，５００円
※材料費は実費 対象／どなたでも

こ ばやし

問い合わせ／小林 �０４８―４６６―７０６７

ダンスパル（社交ダンス）

日時／毎週金曜日 午前９時３０分～
正午 会場／内間木公民館 入会金
／２，０００円 会費／月２，０００円 対象
／初心者（高齢者可）および中級の

わた なべ

方 問い合わせ／渡邉 �０４８―４６３―
０７９１

朝霞料理クラブ

日時／毎月第１・２金曜日 午前１０
時～正午 会場／中央公民館 会費
／月１，３００円 対象／どなたでも

にし ざわ

問い合わせ／西沢 �０４８―４６３―７６９８

グリーン・クラブⅢ（英会話）

日時／毎週木曜日 午後１時～２時
３０分 会場／中央公民館 入会金／
１，０００円 会費／月３，０００円 対象／
どなたでも（中高年歓迎） 問い合

さ とう

わせ／佐藤 �０４８―４７４―２２７１

エアロビクスサークルJUNE

日時／毎週水曜日 午前１０時～１１時
３０分 会場／中央・東朝霞・南朝霞
公民館、栄町市民センター 会費／
月１，０００円 対象／成人女性 問い

たか はた

合わせ／高畑 �０４８―４６４―４８５８

ジャック英語くらぶ（子ども英会話）

日時／①毎週火曜日 午後１時４０分
～２時２０分 ②毎週水曜日 午後２
時２５分～６時５分 会場／①溝沼市
民センター ②弁財市民センター
入会金／１，０００円 会費／月４，０００円
対象／①２歳～未就園児の親子

②幼稚園年少～小学校高学年（各ク
ラス年齢レベル別） その他／有資
格外国人講師指導 問い合わせ／①
いし かわ おお の

石川 �０４８―４７４―９７７４ ②大野 �
０４８―４６９―７４７６（午後８時以降）
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