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盆栽クラブ

日時／毎月第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 そ
の他／見学自由。ぜひお越しください

ひ ぐち

問い合わせ／樋口 �０４８―４７２―１３８６

絵画教室パル

日時／毎月第１・３金曜日 午前１０
時～正午 会場／南朝霞公民館 会
費／月３，０００円 対象／油彩、水彩、
デッサン等絵画に興味のある方。初

まつもと

心者歓迎 問い合わせ／松本 �０４８
―４７１―７６８５

男の料理クラブ�
日時／毎月第２土曜日（８月は除く）
午前１０時～午後１時 会場／西朝霞
公民館 会費／月１，５００円 対象／
料理が好きな男性 その他／初歩的
なことから調理します。先生は管理

えんどう

栄養士 問い合わせ／遠藤 �０９０―
９１５１―８１６９

藤の会（着付けサークル）

日時／毎月２回 水曜日または土曜
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／初めての方、歓迎 問い

こんどう

合わせ／近藤 �０４８―４６５―３９５２、０９０
―１１０３―０４７１

ゆうぼくかい

游墨会（書道）
日時／毎月第２金曜日 午前１０時～

正午 会場／中央公民館 入会金／
２，０００円 会費／月１，０００円 対象／
成人 その他／漢字、かなを基本か
ら学び、個性豊かな作品に仕上げ、
みんなで楽しんでいます。 問い合

の なか

わせ／野中 �０４８―４６８―７７５３

シード EC〔イングリッシュクラブ〕
（英語・英会話）

日時／月４回水曜日 午前９時４５分
～１１時５０分 会場／中央公民館 会
費／月５，０００円（教材費として年１，０００
円） 対象／英検３級レベル その
他／文法・会話の練習中心の授業。
火曜クラス（英検４級レベル）もあ
り。見学・体験大歓迎 問い合わせ

すず き

／鈴木 �０９０―６４８３―７０３４

キッズイングリッシュクラブ

日時／�毎週火曜日 午後２時３０分
～４時３０分 �毎週火曜日 午後５
時～７時 �毎週水曜日 午後２時
３０分～６時１０分 年齢レベル別に各
４０分 会場／�宮戸市民センター
�溝沼市民センター �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６年生 その他／有資格外国人

いしかわ

講師 問い合わせ／石川 �０４８―４７４
なかばやし

―９７７４ 中林 �０９０―７８０１―７０５６

あさか健康吹矢友の会

日時／月２回月曜日 午後１時３０分
～３時３０分 会場／東朝霞公民館
入 会 金／５００円 会 費／月１，０００円

（２回分） 対象／どなたでも 問い
かたくら

合わせ／片倉 �０４８―４７１―８５８６
ス カ ル アンド ボ ー ム ズ

SKULL ＆ BONES
（ヒップホップダンス）

日時／毎月第２・４木曜日 午後５
時～６時３０分 会場／膝折市民セン
ター 会費／月１，０００円 対象／小
学生 その他／いっしょに楽しくダ

し みず

ンスしませんか 問い合わせ／清水
�０４８―４６５―５６１０・０９０―２３２６―０３０７

ウイングダンスクラブ

日時／月４回土曜日 午前９時３０分
～１１時３０分 会場／中央公民館 入
会金／１，０００円 会費／月２，５００円
対象／初・中級者 その他／プロの
講師が指導してくれます 問い合わ

もとむら

せ／元村 �０４８―４６３―０５０７

社交ダンス愛好会

日時／毎週土曜日 午後１時～４時
会場／中央公民館 入会金／１，０００
円 会費／月３，０００円 対象／初心
者～中級者 その他／プロの指導者
が基礎から丁寧に指導します 問い

おおいし

合わせ／大石 �０４８―４７４―２７７１

声友会（カラオケサークル）

日時／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
対象／どなたでも その他／カセッ

あ べ

トテープ持参 問い合わせ／阿部
�０４８―４６５―５３４３

「いつでも どこでも
３人いっしょの仲良し兄妹」

よ かた ここ な

（左から）四潟 心絆ちゃん（４歳４か月）
しゅうせい

秋晴ちゃん（５歳３か月）
みな と

南都ちゃん（２歳８か月）

「めざせ 日本一！」
おかやま すず か

岡山 鈴華ちゃん（３歳）

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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公開ハイキング（中央沿線）

日時／４月１１日� 午前７時～午後
６時予定 集合・解散場所／朝霞台
駅南口りそな銀行前 定員／３０人
（先着順） 費用／約３，０００円（保険
料込み） 対象／１８歳～６０歳 申込
方法／３月３１日までに電話、ファッ
クスまたはホームページ（新座山の
会で検索）で申し込み その他／小
雨決行 主催／新座山の会 申し込

すぎ え

み・問い合わせ／杉江 �・�０４８―
４６８―９０４０

在日米軍基地内
「就職・進学セミナー」

日時／３月１３日� 午後２時～４時
会場／産業文化センター 費用／５００
円（資料代） 対象／基地内の就職・
進学に興味のある方、海外で働くま
たは留学をあきらめた方。 申込方
法／当日直接会場へ 主催／日米親

みず の

善友好協会 問い合わせ／水野 �
０４８―４７６―１１００（火・土・日曜日を除
く午後１時～６時）

Returns．
クエンカ兄弟デュオコンサート

日時／４月２日� 午後７時～８時
３０分（開場午後６時１５分） 会場／
ゆめぱれす 費用／前売り３，５００円
当日４，０００円 対象／どなたでも
申込方法／電話またはセブンイレブ
ン〔朝霞駅前店〕、当日直接会場へ
その他／スペインの演奏家、クエン
カ兄弟によるギターとピアノをお楽
しみください 主催／埼玉ギター愛
好会イマージュ 申し込み・問い合

かわ の べ

わせ／川野辺 �０４８―４６２―０５５４

英語とリトミック（幼児サークル）

日時／�毎週火曜日 �毎週水曜日

午前１０時２０分～正午 会場／�根岸
台市民センター �宮戸市民センタ
ー（振替可） 会費／月３，５００円（４
回分） 対象／１歳～４歳の未就園
児と親 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

なかばやし

ーティあり 問い合わせ／中林 �
０９０―７８０１―７０５６

ピグレット（リトミックピアノ）

日時／毎週月曜日 午後３時～３時
５０分 会場／弁財市民センター 会
費／年１，０００円・月３，８００円 対象／
幼稚園年中、年長 その他／１人１
台のキーボードでリトミックを取り
入れて練習します。 問い合わせ／
い みな

伊皆 �０４８―４７３―３５５４

わくわくクラブ（母子分離サークル）

日時／毎週月曜日 午前９時３０分～
１１時 会場／膝折市民センター 入
会金／５００円 会費／月３，０００円 対
象／平成１８年４月２日～平成１９年４
月１日生まれ その他／お母さんと
離れて先生やお友だちと歌ったり、
踊ったり、作ったりします。 問い

まつざわ

合わせ／松澤 �０９０―１７０６―９９８３
からぎぬ

唐衣の会（着付け）
日時／毎週火曜日 午後１時～４時
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
ちの着物で稽古しませんか、見学自

しろ た

由 問い合わせ／代田 �０４８―４６３―
９１５０

リズム＆ストレッチ

日時／毎月第２・３・４木曜日 �
午後１時～２時 �午後２時１５分～
４時 会場／西朝霞公民館 入会金
／１，０００円 会費／月２，５００円 対象
／�運動不足でストレッチをしたい
方 �健康に楽しくジャズダンス

みやわき

問い合わせ／宮脇 �０４８―４６５―７１８３

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

こ だいら

指導 問い合わせ／小 平 �０４８―
４６６―７８２３

３B健康体操

日時／�毎週火曜日 午前９時３０分
～１１時 �毎週火曜日 午後１時１５
分～２時４５分 	毎週木曜日 午後
７時３０分～９時 会場／�宮戸市民
センター �南朝霞公民館 	西朝
霞公民館 入会金／１，０００円 会費
／月２，０００円 対象／成人女性 そ
の他／誰にでもできる楽しい体操で
す。無料体験大歓迎 問い合わせ／

しろ た ほん だ

�代田 �０４８―４７２―９０６８ �本多
たいら

�０４８―４６３―４０６７ 	平 �０４８―４６１
―６１５８

JUNE（エアロビサークル）

日時／毎週水曜日 午前１０時～１１時
３０分 会場／中央・東朝霞・南朝霞公
民館 会費／月１，０００円 対象／成
人女性 その他／エアロビクス＆ス

いしざか

トレッチ 問い合わせ／石坂 �０４８
と さか

―４６１―６３７７ 登坂 �０４８―４６７―８２６２

えんぴつ（文章教室）

日時／毎月第２土曜日 午前１０時～
正午 会場／中央公民館 入会金／
３，０００円 会費／月１，０００円 対象／
どなたでも その他／初心者大歓迎

たか の

問い合わせ／鷹野 �０４８―４７３―７７２５

東筆会（書道）

日時／毎週金曜日 午前１０時～正午
会場／東朝霞公民館 入会金／１，０００
円 会費／５，０００円（３か月分） 対
象／どなたでも その他／古典から
現代書まで、書を学びながら楽しく
活動しています。初心者大歓迎 問

ふじ た

い合わせ／藤田 �０４８―４６２―１９６８

中央カラオケ

日時／月３回 水・金曜日 午後１
時～４時３０分 会場／中央公民館
入会金／１，０００円 会費／月３，０００円
対象／どなたでも その他／最新歌
謡曲の指導サークルです 問い合わ

さ とう

せ／佐藤 �０４８―４６７―１７４０

北朝霞パソコンクラブ金曜会

日時／毎月第２・４金曜日 午後１
時～４時３０分 会場／北朝霞公民館
会費／月２，０００円 対象／入力ので
きる方 その他／４月からの入会。

なが の

見学可 問い合わせ／長野 �０８０―
５６８３―５７６３

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）
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