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行政書士による無料よろず相談会
日時／３月２８日� 午後１時～４時
会場／志木ふれあいプラザ 申込方法
／当日直接会場へ その他／相続や金
銭トラブル、家族問題でお困りの方や、
事業や会社の起業・経営、許可／認可、
残留資格などでお困りの方 主催／埼
玉県行政書士会朝霞支部 問い合わせ

わたなべ

／渡辺 �０４８―４７１―２００４

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―６３０１―４３２１

朝霞市音楽協会
スプリングコンサート２００９

日時／３月２０日� 午後２時～４時３０
分 会場／産業文化センター 費用／
大人２，０００円 高校生以下１，０００円 対
象／どなたでも 申込方法／電話で
主催／朝霞市音楽協会 申し込み・問

たかふじ

い合わせ／高藤 �０４８―４６４―２７００

春季 朝霞市美術協会展
日時／３月１６日�～２２日� 午前１０時
～午後６時 （１６日�は午後１時～、
２２日�は午後５時まで） 会場／にい
ざほっとぷらざ 費用／無料 対象／
どなたでも 申込方法／当日直接会場
へ 主催／朝霞市美術協会 問い合わ

こ やま

せ／小山 �０４８―４６６―０１９５

城山公園プレーパーク
日時／３月２０日�・２１日� 午前１０時
～午後３時 会場／城山公園 費用／
実費負担あり 対象／どなたでも 申
込方法／当日直接会場へ その他／汚
れてもよい服装で。火があるので、焼
きたいものを持ってきてください。小
雨決行。 主催／あさかプレーパーク

の がみ

の会 問い合わせ／野上 �０９０―４４２９
―１９１４

英語リトミック（幼児サークル）
日時／①毎週火曜日 ②水・金曜日
午前１０時２０分～正午 会場／①根岸台
市民センター ②宮戸市民センター
（振替可） 会費／月３，５００円（４回
分） 対象／１～４歳未就園児と親（各
年齢別） その他／有資格外国人講師
が指導。ハロウィン、クリスマスパー

なかばやし

ティーあり 問い合わせ／中林 �０９０
―７８０１―７０５６

さわやか（大正琴）
日時／毎月第１・３木曜日 午後１時
３０分～３時 会場／宮戸市民センター
入会金／２，０００円 会費／月２，５００円
対象／どなたでも その他／無料体験
レッスンあり（２か月） 問い合わせ

ふじおか

／藤岡 �０９０―５４９６―９５０２

泉会アンサンブル、さくら（大正琴）
日時／毎月第２・４水曜日 午後１時
～３時 会場／中央公民館 会費／月
４，０００円 対象／３年以上の経験のあ
る方 その他／映画音楽、タンゴ、ラ
テンなどを中心に練習 問い合わせ／
わたなべ

渡邊 �０４８―４６１―２９１７

書道クラブ
日時／毎月第２・３・４火曜日または
水曜日 午前１０時～午後０時３０分 会
場／宮戸市民センター 費用／お問い
合わせください。 対象／どなたでも
その他／年齢に関係なく、毛筆、硬筆
を楽しく学んでいます。無料体験歓迎。

た べ

問い合わせ／田部 �０４８―４７２―３８４３

キッズイングリッシュクラブ
日時／①毎週火曜日 ②毎週水曜日
午後２時３０分～６時５５分 会場／①溝
沼市民センター ②根岸台市民センタ
ー 入会金／１，０００円 会費／月４，５００
円 対象／幼稚園年少～小学生高学年
（各クラス年齢レベル別） その他／
米国人講師が指導（見学可、要予約）

いしかわ

問い合わせ／石川 �０４８―４７４―９７７４

イリマ（ハワイアンフラ）
日時／毎月第１・３火曜日 午前１０時
～１１時３０分 会場／ゆめぱれす 入会
金／１，０００円 会費／月２，５００円 対象
／初心者 その他／基本のステップを

地元の講師が丁寧にご指導くださいま
よし はら

す。 問い合わせ／吉原 �０４８―４６１―
３２６２

日本棋院朝霞支部
朝霞市囲碁こども教室

日時／毎週土曜日（第１土曜日を除く）
午前９時３０分～１１時３０分 会場／中央
公民館 費用／無料 対象／小、中学
生 その他／囲碁は物事に対する集中
力、判断力を養う優れたゲームです。

なが お

問い合わせ／長尾 �０９０―２７３３―４５３２

グリーンクラブ 第１クラス（英会話）
日時／毎週木曜日 午前９時２０分～１０
時３５分 会場／中央公民館 入会金／
１，０００円 会費／月３，０００円 対象／英
会話に興味のある方なら誰でも その
他／ベビーシッターあります 問い合

こんどう

わせ／近藤 �０４８―４６１―０５７０

西彩会（水彩画）
日時／毎月第１・２・３木曜日 午前
１０時～午後４時（この間自由） 会場
／西朝霞公民館 会費／月１，０００円
対象／とにかく絵を描きたい人、どな
たでも その他／各人自由に描いて楽
しんでいます。時々屋外スケッチ。展

かわぐち

覧会を年２回。 問い合わせ／川口
�０４８―４７４―７４５８

リトルベア（親子サークル）
日時／毎月第１，３水曜日 午前１０時～
１１時 会場／西朝霞公民館 会費／月
１，０００円 対象／平成１９年４月～平成
２０年３月生まれのお子さんと父母 そ
の他／講師の先生と楽しくリトミック

うち だ

をしましょう。 問い合わせ／内田
�０４８―４６４―１２０６

ぴぴくらぶ（母子分離サークル）
日時／毎週火曜日 午前１０時～正午
会場／北朝霞公民館または朝志ヶ丘自
治会館 入会金／２，５００円 会費／月
３，０００円 対 象／平 成１７年４月２日～
平成１８年４月１日生まれのお子さん
その他／同年齢のお友達といっしょに
集団遊びをしてみませんか？４月から
のお友達を募集します。 問い合わせ

ふじさわ

／藤沢 �０４８―４８３―１５７２

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／
４，０００円 対象／３歳～１８歳 問い合

の むら

わせ／野村 �０４８―４６３―８０９１（午後６
時以降）
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