
　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 

市民活動支援講座
健康は毎日の食事から！～「食事バ
ランスガイド」をご存知ですか？～

日時／３月６日� 午前１０時３０分～
午後０時３０分 会場／中央公民館
内容／調理実習 費用／無料 対象
／どなたでも 定員／２０人（申込多
数の場合は抽せん） 申込方法／住
所、氏名、電話番号、参加人数を記

しょ う じ

入のうえ、２月２９日�までに東海林
あてにファックス 持ち物／エプロ
ン、筆記用具 主催／朝霞さいたま
コープ友の会 申し込み・問い合わ

しょ う じ

せ／東海林 �・�０４８―４６３―３３３８

３B体操体験会

日時／３月７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
持ち物／上履き、バスタオル 主催
／３Bのびのび体操 申し込み・問

かな ざわ

い合わせ／金澤 �０４８―４７４―４７７７

のびのび体操体験講習会

日時／３月５日� 午前１０時～１１時
３０分 会場／北朝霞公民館 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 持ち物
／上履き、バスタオル 主催／のび
のび体操 申し込み・問い合わせ／
むな かた

宗像 �０４８―４７４―８０４８

在日米軍基地内
「就職・進学セミナー」

日時／３月８日� 午後２時～３時
４５分 会場／産業文化センター 費
用／資料代５００円 対象／高校・大
学卒業の方 申込方法／当日直接会
場へ 主催／日米親善友好協会 問

かま た

い合わせ／鎌田 �０４８―４７６―１１００（火
・土・日を除く午後１時～６時）

みんなでマジックショーを
みましょう

日時／３月１１日� 午前１０時３０分～
１１時３０分 会場／東朝霞公民館 費
用／無料 対象／就学前のお子さん
と保護者ほか、どなたでも 申込方
法／当日直接会場へ 出演／東洋大
学マジシャンズソサエティー 主催
／親子レクリエーションサークルハ

な

ッピーチルドレン 問い合わせ／南
ぐも

雲 �０４８―４６７―１８６２

メリーポピンズ
（リトミックピアノ）

日時／月３～４回木曜日 午後３時
１０分～４時 会場／朝志ヶ丘市民セ
ンター 会費／年１，０００円・月３，８００
円 対象／幼稚園年中・年長 定員
／８人 その他／リトミックを取り
入れて１人１台のキーボードで練習

く ぼ やま

問い合わせ／久保山 �０４８―４７２―７６３９
（午後４時～８時）

ミッキークラブ（親子リトミック）

日時／月４回火曜日 午前１１時～１１
時５０分 会場／弁財市民センター
会費／月３，０００円 対象／２歳半程度
～幼稚園入園前の親子 その他／有
資格者２人による指導 問い合わせ

お の

／小野 �０９０―８５１９―３７０４

ファンタジーアート
（パーチメントクラフト）

日時／毎月第１・３土曜日 午後２
時３０分～４時３０分 会場／東朝霞公
民館 入会金／２，０００円 会費／月
４，０００円（材料費込み）

こばやし

問い合わせ／小林 �０４８―４６７―３４４１

親子あそびぐりとぐらBABY
（幼児サークル）

日時／月３回水曜日 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／月２，０００
円 対象／平成１８年４月２日～平成
１９年４月１日生まれ 問い合わせ／
まつ しま

松島 �０９０―５８０８―７８２８

モダンバレエ フラミンゴ

日時／毎週木曜日 （幼児）午後３
時３０分～４時３０分 （児童）午後４
時３０分～５時３０分 会場／中央公民
館 入会金／１，０００円 会費／月
３，０００円 対象／４歳～小学生 その
他／見学希望者は直接会場へ 問い
合わせ／あつみ �０４２―５３１―３２４０

リズム＆ストレッチ

日時／毎週木曜日（第１を除く）
午後１時～２時 会場／西朝霞公民
館 入会金／１，０００円 会費／月
２，０００円 対象／健康保持のため体
操したい女性 その他／音楽を聴き
ながらのリラックス運動・ストレッ

かつ また

チ 問い合わせ／勝亦 �０４９―２５２―
６１６５

ままごとキッチン

日時／お問い合わせください 午前
１０時～正午 会場／北朝霞公民館
費用／１回８００円 対象／どなたで
も その他／パン、ご飯、簡単なメ
イン料理、デザートを紹介 問い合

まえ だ

わせ／前田 �０４８―４７３―３６２６

盆栽クラブ

日時／第２・４土曜日 午後１時～
４時 会場／北朝霞公民館 会費／
月１，５００円 対象／どなたでも（初

ひ ぐち

心者歓迎） 問い合わせ／樋口 �
０４８―４７２―１３８６

おたまじゃくし（親子リトミック）

日時／毎月第２・４木曜日 午前１０
時３０分～１１時３０分 ※変更の可能性
あり 会場／中央公民館 会費／月１，０００
円 見学１回５００円 対象／未就園
児 その他／先生といっしょに踊り

すず き

ます 問い合わせ／鈴木 �０４８―４６
８―５７１７

モーニング体操
火曜クラス水曜クラス

日時／毎週火・水曜日 午前１０時～
１１時３０分 会場／内間木公民館 会
費／月３，０００円 対象／小さなお子
様のいる方から中高年の方まで そ
の他／体験レッスン無料 問い合わ

あき た

せ／秋田 �０４８―４７１―５０９０

ふ
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