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小紋の会（着付け）

日時／毎週水曜日 午後１時～４時
３０分 会場／北朝霞公民館 入会金
／１，０００円 会費／月３００円（１回
７５０円） 対象／初心者の方、どなた
でも その他／見学可 問い合わせ

おお く ぼ

／大久保 �０４８―４６４―７８３５

ドンマイズ

日時／毎週日曜日 午後１時～３時
会場／上野荒川運動公園野球場等
会費／月２，０００円 対象／６０歳以上
その他／還暦野球を楽しみません

よねくら

か！経験不要 問い合わせ／米倉
�０４８―４７３―９６４９

おたまじゃくし
（親子リトミックサークル）

日時／毎月第２・４木曜日 午前１０
時３０分～１１時４５分 会場／中央公民
館 入会金／６００円 会費／月１，０００
円（見学 ５００円） 対象／走ること
ができる未就園児 その他／先生と
いっしょに踊ります。随時見学可

お がわ

問い合わせ／小川 �０４８―４６９―５６２２

あさか女性コーラス

日時／毎週火曜日 午前１０時～正午
会場／中央公民館 入会金／１，０００
円 会費／月３，０００円 対象／成人
女性ならどなたでも その他／３部

ほし の

合唱を楽しく！ 問い合わせ／星野
�０４８―４６４―６５３６

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／初心者大歓迎。講師が親切

ふ かわ

に指導します 問い合わせ／府川
�０４８―４６３―６０４０

朝霞シャトルフレンド
（バドミントン）

日時／毎週水曜日 午前９時３０分～
正午 会場／総合体育館 会費／月
１，５００円 対象／基礎打ちが出来る
方～上級者までの女性 その他／問
い合わせはできるだけメールで 問

う き

い合わせ／卯木 �０４８―４６４―０１０８
�pichipichi-chigusa@docomo.ne.jp

大正琴 さわやか

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（譜面代２００円） 対象／ど
なたでも その他／５／６・２０�
午後２時３０分～ 見学・無料体験で

ふじおか

きます 問い合わせ／藤岡 �０９０―
５４９６―９５０２

フラワークラブ ポコ
（フラワーアレンジメント）

日時／毎月第２金曜日 午前１０時～
正午 会場／弁財市民センター 入
会金／１，０００円 会費／１回 ２，５００
円 対象／どなたでも その他／体

よしたけ

験レッスンあり 問い合わせ／吉武
�０４８―４７４―３８６３

ダンス 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／初級、中級 その他／丁寧な

わたなべ

指導です 問い合わせ／渡辺 �
０４８―４６３―０７９１

「仲良し６人組、輪になってポーズ！」
よしかわ ともひさ

（左上から）芳川 智久ちゃん（４か月）
もとはし ま こ

本橋 真子ちゃん（４か月）
うちぼり そう た

内堀 颯太ちゃん（４か月）
い とう み い

（右上から）伊藤 美衣ちゃん（４か月）
くりはら きょう か

栗原 杏華ちゃん（４か月）
なが の ゆう か

長野 佑香ちゃん（４か月）

「初節句をお祝いしたよ」

（左から）
たきざわ そ ら

滝沢 颯来ちゃん（１歳１か月）
はあ と

羽音ちゃん（３歳１０か月）

ふ
れ
あ
い
交
差
点

「はい！ポーズ」は６歳未満のお
子さんの写真を掲載しています。
掲載ご希望の方は、市政情報課
にお問い合わせください。
問い合わせ／市政情報課
内線２３４３～４
�０４８‐４６３‐３０５９（直通）
�０４８‐４６７‐０７７０（代表）

°ホホホホホホ～～～ズズズズズズ

はい！
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琉球古武術 体験教室

日時／４月１１日・１８日・２５日� 午
後１時～３時 会場／武道館 費用
／無料 対象／１８歳以上の男女 申
込方法／電話または当日直接会場へ
その他／軽装で来てください 主催
／体育協会琉球古武術部 申し込

すず き

み・問い合わせ／鈴木 �０９０―８６８５
―８７５０

朝霞中央公園フリーマーケット

日時／５月５日（水・祝） 午前１０時
～午後３時 会場／中央公園陸上競
技場前石畳 出店費用／１，５００円
対象／市民および近隣住民 出店申
し込み／電話で その他／出店は家
庭の不用品に限る 主催・申し込み・
問い合わせ／NPO法人フリーマー
ケット推進ネットワーク �０４８―
２６８―８７１１

３B親子体操

日時／４月６・１３・２０・２７日� 午
前１１時１５分～午後０時１５分 会場／
宮戸市民センター 費用／無料 対
象／２歳～３歳くらい 申込方法／

み

電話で 申し込み・問い合わせ／三
すみ

角 �０４８―４７６―１９０６

３Bのびのび体操 無料講習会

日時／４月１６・２３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／電話で その他／バスタ
オル、上履きを持参 主催／３Bの

びのび体操サークル 申し込み・問
むなかた

い合わせ／宗像 �０４８―４７４―８０４８

クリスタルハーツコンサート

日時／５月８日� 午後２時開演
会場／サンアゼリア（和光市民文化
センター） 入場料／９００円 その他
／指揮：脇田美保子 伴奏：小笠原

し みず

貞宗 問い合わせ／清水 �・�０４８
―４３２―９０４０

金曜会（ペン習字）

日時／毎月第２・４金曜日 午後１
時～４時３０分 会場／弁財市民セン
ター 入会金／１，０００円 会費／月
３，０００円 対象／どなたでも その

みやざわ

他／見学自由 問い合わせ／宮澤
�０４８―４６１―１０９９

うるせいやつら（創作劇団）

日時／毎月第１・３日曜日 午後１
時～４時３０分 会場／仲町市民セン
ターほか 会費／月１，０００円 対象
／１８歳以上の男女。演劇未経験者可
その他／劇に興味のある方ならどな
たでも大歓迎。秋に創作劇公演あり

たん の

問い合わせ／丹野 �０８０―６５７１―０８５２

エトワールダンスサークル
（社交ダンス）

日時／毎週土曜日 午後６時３０分～
９時３０分 会場／内間木公民館 入
会金／１，０００円 会費／月２，５００円
対象／どなたでも その他／基本か
ら学べます。随時募集中。 問い合

さいとう

わせ／斉藤 �０４８―４５６―２４３０

PHG英会話

日時／毎週火曜日 午後６時４５分～
８時４５分 会場／北朝霞公民館 会
費／月３，５００円 対象／初級；午後
６時４５分～７時４５分 中級；午後７
時４５分～８時４５分 その他／イギリ

ス人女性講師の指導により、楽しく
英会話を学んでいます。連絡のうえ

しょう じ

見学可 問い合わせ／庄司 �０４８
―４７２―５９３４

朝霞市体育協会柔道部

日時／�毎週月・金曜日 午後６時
３０分～８時３０分 	毎週火・木曜日
午後６時～９時 会場／�朝霞第三
中学校蜂武館 	武道館 入会金／
１，０００円 会費／小学生；月２，０００円
中学生以上；月５００円 対象／未就
学児～どなたでも その他／柔道を
通じて健全な精神礼法を修養します

はしもと

問い合わせ／橋本 �０４８―４６１―０３３４
がっきんかい

朝霞岳欽会（詩吟）

日時／毎週金曜日 午後４時～６時
会場／中央公民館または南朝霞公民
館 入会金／１，０００円 会費／月２，５００
円 対象／小学生以上～どなたでも
その他／詩吟は健康、ストレス解消

はしもと

に最高です 問い合わせ／橋本 �
０４８―４６１―０３３４

わか ば かい

若葉会（華道日本古流）

日時／毎月第２・４月曜日 午前１０
時～正午 会場／南朝霞公民館 会
費／月３，０００円 対象／どなたでも

はら

問い合わせ／原 �０４８―４６１―５４２８

ネロリのおうち（アロマクラフト）

日時／毎月第２月・水曜日 午前１０
時～正午 会場／弁財・根岸台市民
センター 会費／１講座 ３，０００円
対象／どなたでも その他／精油を
使い、せっけんやクリームを手作り

た

するサークルです 問い合わせ／田
なか

中 �０８０―６５９７―２５０４

ヨーガの会

日時／毎週木曜日 午前１０時～正午
会場／中央公民館 入会金／１，０００
円 会費／月３，０００円 対象／どな

まつもと

たでも 問い合わせ／松本 �０４８―
４６７―２８４４

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
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