
　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 

日本舞踊のおさらい会

日時／４月１３日� 午前１１時３０分～
午後２時３０分 会場／コミュニティ
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

こ だま

主催・問い合わせ／児玉 �０４８―
４６８―９３０１（午前中）

大正琴初心者体験レッスン

日時／４月３日�・１７日� 午後２
時～３時３０分 会場／宮戸市民セン
ター 費用／無料 対象／どなたで
も 申込方法／電話で その他／大
正琴はお貸しします 主催／大正琴
さわやか 申し込み・問い合わせ／
ふじ おか

藤岡 �０９０―５４９６―９５０２

アロマで花粉緩和
～石けん（花粉緩和またはひのき）

とジェル作り～

日時／４月１９日� 午前１０時３０分～
正午 会場／富士見町内会館 費用
／材料費１，５００円 対象／アロマサ
プリに興味のある方 申込方法／４
月１１日�までに電話で 主催／コン
ポーズA 申し込み・問い合わせ／
やま ざき

山� �０４８―４６１―２４５２

コスモス（カラオケ）

日時／毎月第２・４水曜日 午後７
時～８時３０分 会場／栄町市民セン
ター 会費／月２，５００円 問い合わ

おお にし

せ／大西 �０４８―４６４―４７０９

キッズイングリッシュクラブ

日時／毎週火・水曜日 午後２時３０
分～６時１５分 会場／溝沼市民セン
ター（火）、根岸台市民センター（水）
入会金／１，０００円 会費／月４，５００円

対象／幼稚園年少～小学生（各クラ
ス年齢レベル別） その他／見学可

いし かわ

（要予約） 問い合わせ／石川 �
０４８―４７４―９７７４（午後３時以降）

母子分離幼児サークル ぴぴくらぶ

日時／毎週火曜日 午前１０時～正午
会場／北朝霞公民館 入会金／
２，５００円 会費／月３，０００円 対象／
平成１６年４月２日～平成１８年４月１
日生まれ（３歳児） その他／年齢
別クラスに分かれて活動中（２歳児

あか ばね

クラスもあり） 問い合わせ／赤羽
�０４８―４７１―７８５４

花のたより（書道）

日時／毎月第２・４月曜日 午後６
時～８時 会場／南朝霞公民館 会
費／月１，５００円 対象／どなたでも

あん どう

（初心者歓迎） 問い合わせ／安藤
�０９０―８０１８―６２３７

書道同好会（ペン字・毛筆）

日時／毎月第１・３月曜日 午前１０
時～正午または午後１時～３時 会
場／にいざほっとぷらざ 会費／３
か月６，６００円 対象／どなたでも

すず き

問い合わせ／鈴木 �０４８―４７６―２２８４
こぶたのダンス

（季節の行事や音楽体操、リズム遊び
などの親子スキンシップ）

日時／毎月第２・４金曜日 午前１０
時～１１時 会場／南朝霞公民館 費
用／１回３００円 対象／２歳～未就

さ さ き

園児 問い合わせ／佐々木 �０４８―
４６１―６１６３

EDC（英会話）

日時／毎週土曜日 午後１時～２時
３０分 会場／中央公民館 入会金／
１，０００円 会費／月４，０００円 対象／

はら

中級レベルの方 問い合わせ／原
�０９０―８４５４―８６３５

朝霞リトルリーグ（少年硬式野球）

日時／毎週日曜日、祝日、土曜日（月
２回） 午前９時～午後５時 会場
／上野荒川運動公園野球場 入会金
／３，０００円 会費／月４，０００円 対象
／市内在住の小学生 その他／見学、
体験あり。詳細はホームページ
（http : //www０１４．upp.so-net.ne.
jp/asaka-little/）で 問い合わせ／

かね こ

金子 �０４８―４６６―９５２８ nekoka
@ba２．so-net.ne.jp

にこにこリトミック

日時／毎月第１・３水曜日（第５に
変更の場合あり） 午前１１時～正午
会場 ／ 西朝霞公民館 会費 ／ 月
１，０００円 対象／平成１７年４月～平
成１８年３月生まれのお子さんと保護

うち だ

者 問い合わせ／内田 �０４８―４６４―
１２０６

モダンバレエ ミルキーズ

日時／毎週火曜日 午後５時３０分～
８時４５分 会場／東朝霞公民館 会
費／月４，０００円 対象／３～１８歳

ふな こし

問い合わせ／舟越 �０４８―４６１―２７１５

DSメリエスト（社交ダンス）

日時／毎週水曜日 午後７時１５分～
９時 会場／中央公民館 入会金／
１，０００円 会費／月３，０００円 その他

よこ た

／見学可 問い合わせ／横田 �
０９０―９８４５―９８０４

アサカタンゴカミニート
（アルゼンチンタンゴダンス）

日時／毎週木曜日 午前９時～正午
会場／西朝霞公民館 入会金／
２，５００円 会費／月２，５００円 対象／

おお ほり

興味のある方 問い合わせ／大堀
�０８０―５６７３―６６９５

七宝焼 泉の会

日時／毎月第１・３水曜日 午後１
時～４時３０分 会場／西朝霞公民館
入会金／１，５００円 会費／月１，５００円
対象／どなたでも（初心者歓迎）

こ ばやし

問い合わせ／小林 �０４８―４６５―１１６６

あむあむ（編み物の基礎から作品作り）

日時／毎月第２・４金曜日 午前１０
時～正午 会場／中央公民館 入会
金／５００円 会費／月１，０００円（教材
費自己負担） 対象／市民 問い合

うえ はら

わせ／上原 �０４８―４６２―２７１９

朝霞マジックサークル

日時／毎月第１・３土曜日 午後７
時～９時 会場／南朝霞公民館 会
費／月１，５００円 対象／中高年大歓

た なか

迎 問い合わせ／田中 �０４８―４７５―
０５６６
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