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行政書士無料相談会
日時／１２月５日� 午後１時～４時
会場／産業文化センター 費用／無料
対象／会社設立、許認可、遺言、相続、
内容証明等でお悩みの方 申込方法／

まつ お

当日直接会場へ 問い合わせ／松尾
�０４８―４５０―１３９０

みんな集合！音楽で楽しく１日遊ぼう！
日時／１２月１２日� 午後１時～４時
会場／ゆめぱれす 費用／無料 対象
／どなたでも 申込方法／電話、メー
ルまたは当日直接会場へ その他／車
いすでお越しの方で駐車場が必要な方
は連絡 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 申し込み・問

お いけ

い合わせ／尾池 �０４８―４６８―６９７２
�mayasaka@mayasaka.net

藤の会（着付けサークル）
日時／毎月２回水または土曜日 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 問い合わせ

こん どう

／近藤 �０４８―４６５―３９５２

ピカソキッズ（子ども造形絵画教室）
日時／毎週金曜日 午後３時３０分～８
時 会場／中央公民館 入会金／５００
円 会費／幼児・小学生 月５，０００円・
中学生 月６，０００円（別途、材料費５００
円） 対象／幼児（４歳以上）、小・中
学生 その他／見学・体験可 問い合

わた なべ

わせ／渡部 �０４８―４６３―１６６９

ボイスグループ（英会話）
日時／毎週水曜日 午後１時～３時

会場／北朝霞公民館 会費／月３，５００
円～４，０００円 対象／初心者、経験の
ない人、男性、年配の方大歓迎 その
他／先生がオーストラリア出身、日本
での講師経験１０年以上 問い合わせ／
いま い

今井 �０４８―４７４―４５４７

ダンスサークル パル
日時／毎週金曜日 午前９時３０分～１１
時３０分 会場／内間木公民館 入会金
／２，０００円 会費／月２，０００円 対象／

わた なべ

初級および中級 問い合わせ／渡辺
�０４８―４６３―０７９１

きんたいかい

衿帯会（着付け）
日時／毎週土曜日 午後１時～４時３０
分 会場／南朝霞公民館 入会金／
１，０００円 会費／月３００円（別途、けい
こ１回につき７５０円） 対象／初心者の
方、年齢問わず その他／１人できれ
いに着られるようになります 問い合

は ぶ

わせ／埴生 �０４８―４６３―８４１５

ウイラニ（フラダンス）
日時／月３回金曜日 午前１０時１５分～
１１時３０分 会場／仲町市民センター
入会金／３，０００円 会費／月４，０００円
対象／４０歳代くらいまでの女性 その
他／初めての方、お子さん連れ可 問

み たに

い合わせ／三谷 �０９０―９３７９―２１１０

認定NPO法人メイあさかセンター・
国際協力と高齢者福祉

日時／年間随時 会場／中央公民館ほ
か 年会費／法人５，０００円 団体３，０００
円 一般３，０００円 学生１，０００円 対象
／小学生以上どなたでも その他／マ
レーシアと児童・生徒の絵画交流あり

お いけ

問い合わせ／尾池 �０４８―４６８―６９７２

北朝霞カラオケ愛好会
日時／毎週土曜日・毎月第１・３・５
水曜日 �午後１時～４時３０分 �午
後６時～９時３０分 会場／北朝霞公民
館 入会金／３，０００円 対象／年齢６０
歳代 その他／歌で楽しんで、交流を

はな だ

深めませんか 問い合わせ／花田 �
０９０―２６３２―７６９３

フラダイエット＆ヨガ
日時／月３回木曜日 午前１０時～午後
０時１５分 会場／宮戸市民センター

会費／月５，５００円 対象／どなたでも
その他／先生が丁寧に指導します。（体

えん どう

験、１回１，０００円） 問い合わせ／遠藤
てら さき

�０９０―４４４６―９９１３ 寺崎 �０９０―７７１５―
０５８１

気功楽しむ会
日時／毎月第２金曜日 午後３時１５分
～４時３０分 会場／北朝霞公民館 入
会金／５００円 会費／月５００円（４か月
前納） 対象／どなたでも 問い合わ

くり はら

せ／栗原 �０４８―４６５―０４５８
ジョイフル イングリッシュ

Joyful English
日時／毎週火曜日 午前１１時４０分～午
後０時４０分 会場／北朝霞公民館 会
費／月３，５００円 対象／初中級～中級
その他／イギリス人の先生と楽しく学

た なか

びましょう 問い合わせ／田中 �
さわ むら

０４８―４６８―９５７２ 澤村 �０４８―４６６―８０２４

パドル体操
日時／毎月第２・４土曜日 午前９時
３０分～１１時 会場／北朝霞公民館 入
会金／１，０００円 会費／月１，０００円 問

うえ の

い合わせ／上野 �０４８―４７１―２８４８
か ふうかい

霞諷会（観世流謡曲サークル）
日時／毎月第２・４日曜日 午前１０時
～正午 会場／西朝霞公民館 会費／
月２，０００円 対象／どなたでも その
他／親切に先生が指導します 問い合

ふ かわ

わせ／府川 �０４８―４６３―６０４０

だいこんの会
（男性の料理教室）

日時／毎月第１・３金曜日 午前１０時
～午後２時 会場／はあとぴあ（総合
福祉センター） 入会金／２，０００円
会費／月１，０００円 対象／男性 問い

まつ もと

合わせ／松本 �０４８―４６４―９８０３

たまひよサークル
（親子サークル）

日時／毎月第１・３金曜日 午前１０時
～１１時３０分 会場／西朝霞公民館 入
会金／５００円 会費／月３００円 対象／
未就園児～平成２１年４月１日生まれ
その他／元幼稚園教諭による指導。平
成２２年２月５日�見学体験あり、当日

こ だいら

直接会場へ 問い合わせ／小平 �
０４８―４６６―７８２３

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）
�０４８‐４６７‐０７７０（代表）

ふ
れ
あ
い
交
差
点

21 広報あさか ２００９．１１．１５


