
　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） 
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行 事 案 内 行 事 案 内 

会 員 募 集 会 員 募 集 

第９回ふれあいコンサート
日時／４月４日� 午後２時３０分～４
時３０分 会場／志木ふれあいプラザ
費用／２，５００円 対象／どなたでも
申込方法／電話で その他／日本フィ
ルハーモニー交響楽団メンバーの弦楽
四重奏 主催／スプリングコンサート
実行委員会 申し込み・問い合わせ／
ひ ぐち

樋口 �０４８―４７６―４１２５

３Bのびのび体操体験会
日時／３月２７日�・４月３日� 午後
１時～２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
その他／ストレッチや簡単な体操を音
楽に合わせ行います 主催／３B体操

かなざわ

申し込み・問い合わせ／金澤 �０４８―
４７４―４７７７

春休み�子ども料理教室
日時／３月３０日� 午前１０時３０分～正
午 会場／北朝霞公民館 費用／８００
円 対象／年少～小学生 申込方法／
電話で その他／パンやデザートをみ
んなで楽しく作りましょう� 主催／
ままごと・キッチン 申し込み・問い

まえ だ

合わせ／前田 �０９０―７２４８―６４６８

リトミック体験会
日時／４月１日� 午前１０時～１１時３０
分 会場／西朝霞公民館 費用／１００
円 対象／１０か月（立てること）～２
歳半までの幼児と保護者 申込方法／
当日直接会場へ その他／専門講師に
よるリトミック 主催／リトルベア・

うち

にこにこリトミック 問い合わせ／内
だ

田 �０４８―４６４―１２０６

第４５回ガレージセール inあさか
日時／５月１０日� 午前１０時～午後３
時 ※雨天時は５月１７日�に順延 会
場／中央公園陸上競技場前石畳 費用
／１ブース２，５００円 申込方法／４月

２５日�までに、はがきに住所、氏名（ふ
りがな）、電話番号、申込ブース数（１
ブース２m×２m）を明記のうえ、〒
３５１―８７９９ 朝霞郵便局私書箱２３号
NPO法人コーヒータイムあてに郵送
後援／朝霞市・朝霞市社会福祉協議会
主催・問い合わせ／NPO法人障害者
も地域で共に・コーヒータイム事務局
�０４８―４６７―７７４９

家庭教育学級
～お金の上手な使い方～

日時／３月３０日� 午後２時～３時３０
分 会場／北朝霞公民館 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／保育あり 主催／
家庭倫理の会朝霞支部 問い合わせ／
ひ る ま

比留間 �０４８―４６１―５７５７

ウクレレ体験教室
日時／３月１７日	、２４日	、３１日	
午後１時～２時３０分 会場／中央公民
館 教材費／１，０００円 対象／どなた
でも 申込方法／電話で その他／３
月１８日� 根岸台市民センターで１日
体験あり 主催／朝霞ウクレレサーク

こ ばやし

ル 申し込み・問い合わせ／小林 �
０９０―６３０３―４３２１

フレグラントオリーブ
（フラワーアレンジメント）

日時／毎週木曜日 ①午後３時～４時
３０分 ②午後７時～８時３０分 会場／
仲町市民センター 会費／１回３，４００
円（花材費２，９００円、維持費５００円）・
月３回で９，３００円 対象／どなたでも

もとやま

問い合わせ／本山 �０３―３５３８―２５１９

囲碁彩霞
日時／毎週水・金曜日 午後１時～４
時３０分 会場／南朝霞公民館 入会金
／１，０００円 会費／年１，０００円 対象／
囲碁愛好者（特に女性・初心者歓迎）

い とう

問い合わせ／伊藤 �０４８―４６１―７５１６

あさかしパソコンサークル ひだまり
日時／月２回 火・水・金曜日 午後
１時３０分～４時３０分 会場／南・内間
木・中央公民館 入会金／５００円 会
費／月２，５００円 対象／初心者から
その他／日常生活でパソコンを楽しみ

ご とう

ましょう。 問い合わせ／後藤 �０４８
―４７３―１９５５

声友会（カラオケサークル）
日時／毎月第１・３・４金曜日 午後
１時～４時３０分 会場／西朝霞公民館
入会金／１，０００円 会費／月５００円 対

あ べ

象／どなたでも 問い合わせ／阿部
�０４８―４６５―５３４３

コスモス（カラオケ教室）
日時／毎月第１・３火曜日 午後７時
～８時４５分 会場／栄町市民センター
会費／月２，５００円 対象／男女中年集
まれ� その他／見学に来てください。

おおにし

問い合わせ／大西 �０４８―４６４―４７０９

エアロビクスサークル ミルキークラブ
日時／毎月第２・４・５金曜日 午前
１０時～１１時 会場／西朝霞公民館 会
費／１回 ３００円 対象／どなたでも
その他／子ども連れOK！未経験者・

い とう

初心者大歓迎！ 問い合わせ／伊東
�０９０―２６７７―４９４４

気功を楽しむ会
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
分前納） 対象／どなたでも その他
／太極気功１８式を練功しています。

くりはら

問い合わせ／栗原 �０４８―４６５―０４５８

唐衣の会（着付け）
日時／毎週火曜日 午後１時～４時３０
分 会場／中央公民館 入会金／１，０００
円 会費／月３００円、１回７５０円 対象
／どなたでも その他／お手持ちの着
物でおけいこしませんか。 問い合わ

しろ た

せ／代田 �０４８―４６３―９１５０

ブリランテ・デ・ラ・ギターラ
（クラシックギター）

日時／毎週火曜日 午前９時３０分～正
午 会場／中央公民館 入会金／５００
円 会費／月２，０００円 対象／どなた
でも その他／クラシックギターアン
サンブルを楽しんでいます。初心者で
も大丈夫。先生の丁寧な指導が受けら

ながしま

れます。 問い合わせ／長島 �０４８―
４６４―９００５

フラサークルレフア（ハワイフラダンス）
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 その他／随時見学可 問

もり た

い合わせ／森田 �０４８―４６３―１０３８（昼
間 �０９０―１８０３―７９１９）
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