
■朗読ういろう会第19回発表会
同会主催。文芸作品・民話・

詩などの朗読。10月24日惜、
午後１時30分～３時30分。中
央図書館。先着100人。無料。
当日直接会場。連絡先…荻野慶
子・℡244－6451
■秋の園芸と おしば展
新宿園芸同好会・おしばクラ

ブ共催。10月21日析、午前
10時～午後４時$22日隻、午
前９時～午後３時。南公民館。
入場無料。当日直接会場。連絡
先…有山丈夫・℡242－6812
■合気道演武大会
蹟合気会川越支部主催。10

月22日隻、午後１時～３時。
城南中学校格技棟。無料。当日
直接会場。連絡先…島田五郎・
℡242－5569

■第４回土洋会油絵展
同会主催。10月18日戚～

23日席、午前10時～午後４時
（18日は正午から、23日は午
後２時まで）。メルト。無料。
当日直接会場。連絡先…小野村
総一・℡232－7388
■「法の日」三会合同無料相談会
税理士会・司法書士会・弁護

士会各川越支部主催。10月７日
析、午後１時30分～４時。川越
福祉センター。先着50人。当日
直接会場。連絡先…弁護士会川
越支部事務局・℡225－4279
■木彫（仏像）展
霞ケ関木彫クラブ主催。10月

27日昔～29日隻、午前10時～
午後５時（27日は午後１時から）。
メルト。無料。当日直接会場。連
絡先…三杉義貴・℡231－6704
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■無料調停相談
川越調停協会主催。民事（交

通事故・土地建物・金銭な
ど）・家事（夫婦・親子関係・
相続など）の相談。10月12日
斥、午前10時40分～午後３時
30分。アトレ６階コミュニテ
ィルームＡ。当日直接会場。連
絡先…さいたま地方裁判所川越
支部庶務課・℡225－3500
■霞ケ関フォトクラブ展「流れ」
同クラブ主催。10月11日戚

～16日席＝メルト$17日惜～
11月５日隻＝AINAギャラリー
（霞ケ関南病院内）、午前９時～
午後５時（11日は正午から、
16日・11月５日は午後４時ま
で）。無料。当日直接会場。連
絡先…船生利雄・℡233－
2601

■アースデイ・イン・川越2006
同実行委員会主催。リサイク

ルバザー、環境・国際交流に関
する展示など。10月１日隻、午
前10時～午後３時。鏡山酒造跡
地。無料。当日直接会場。連絡
先…蹟埼玉YMCA川越センタ
ー・℡226－2491
■水墨画甲風会習作展
同会主催。10月27日昔～29

日隻、午前10時～午後４時。南
公民館。無料。当日直接会場。連
絡先…辻谷清子・℡223－0606
■行政書士無料相談会
埼玉県行政書士会川越支部主

催。許可・認可手続き、相続・
遺言などの相談。10月９日積、
午前10時～午後４時。クラッ
セ川越。当日直接会場。連絡先
…同支部事務局・℡235－0743

■天体観望会「月」
日時…10月28日析、午後６時～　対象…小学生以上

（小中学生は保護者同伴） 定員…先着20人　申し込み

…当日午後５時～５時30分に電話・ファクスで同セン

ター

＊ファクスの場合は代表者氏名・参加人数・ファクス番

号を明記してください。

＊上履きを持参、雨天・曇天の場合は中止です。

■プラネタリウム
秋の星座紹介番組「甦

よみがえ

る惑星」。

定員…先着98人　経費…100円　投影時間…約40分

投影開始時間…火～金曜日＝午後４時～$土曜日・祝

日＝午後３時～$日曜日＝午前11時～・午後３時～　申

し込み…当日直接同センター

■親子スタジオ「ミニ運動会」
日時…10月５日斥、午前10時45分～　対象…２歳以上

の幼児と保護者　定員…先着35組　申し込み…10月１

日隻、午前10時から電話・ファクスで同センター

■かんたん美術 ！　「色画用紙のピザ屋さん」
日時…10月19日斥、午後３時30分～　対象…小学生

定員…先着16人　申し込み…当日直接同センター

■映画会「ぎろろんやまと10ぴきのかえる」
日時…10月21日析、午後２時～　対象…幼児以上　定

員…先着70人　申し込み…当日直接同センター

■とびだせ　あそび　「工作教室」
日時…10月29日隻、午後２時～　対象…小学生　定員

…先着20人　申し込み…当日直接同センター

川越駅東口児童館
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ちょう

23－10（クラッセ川越４階） ℡・FAX228－7719
10月の休館日＝３日惜・10日惜・17日惜・24日惜・31日惜

■「パネルキッズ」メンバー募集
パネルシアターの製作と発表。

日時…主に土・日曜日、午後１時30分～４時（月３回程

度） 対象…小学４～６年生　定員…先着７人　申し込

み…10月１日隻、午前10時から電話・ファクスで同館

■おもちゃの病院
おもちゃの修理。先着20個程度。

日時…10月１日隻、午前10時～午後２時　対象…幼児

～17歳（幼児は保護者同伴） 経費…無料（場合によ

り実費） 申し込み…当日直接同館

■みんなであそぼう１・２・３
日時…10月２日～30日（９日積を除く）、月・木曜日、

午前10時30分～11時30分　対象…２歳～３歳児と保

護者 申し込み…当日直接同館

■つくってあそんで
身近な材料を使った簡単な工作。

日時…10月７日析、午後２時～　対象…小学生　定員

…５人（抽せん） 申し込み…当日直接同館

■親子ふれあい体操１・２・３
青山こどもの城指導員による運動遊び。

日時…10月27日昔、午前10時30分～正午　対象…２

歳～３歳児と保護者　定員…30組（抽せん） 申し込

み…当日、午前10時15分までに直接同館

児童センター こどもの城
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１丁目41－２　℡・FAX225－7289
10月の休館日＝２日席・10日惜・16日席・23日席・30日席・31日惜

■０歳１歳親子教室「あかちゃん広場」
講師…医師・高

たか

野
の

陽
あきら

さん 日時…10月21日析、午前10

時～11時30分　対象…２歳未満の乳幼児と保護者（父

親の参加歓迎） 定員…先着23組 申し込み…10月７

日析、午前10時から電話・ファクスで同センター

じどうかん・いんふぉめーしょんじどうかん・いんふぉめーしょん



仲間になりませんか
■スイートポテトベイビーズ
育児サークル。１歳６か月～

４歳児と保護者。月曜日、午前
10時30分～正午。中央公民
館ほか。月400円。連絡先…
松本加奈・℡225－0307
■蘭友会
親子で書道（小学校低学年以

下は硬筆）。４歳～小学生と親。
月２回土曜日、午前10時～正
午。霞ケ関北小学校図工室。入
会金1,000円（子は500円）、月
2,000円（子は1,000円）。連絡
先…筒場孝・℡232－2798
■ふれあい書道サークルかすみ会
常用漢字を学ぶ。成人。第

１・第３水曜日、午後６時～８
時$第１・第３木曜日、午後１
時～３時。霞ケ関北公民館。入
会金500円、月2,000円。連
絡先…木村進・℡231－8061
■NPO法人土と風の舎
癒しの園芸療法サポーター。

成人。第２・第４水曜日、午前
10時～午後４時。市内高齢者
施設。連絡先…渋谷雅史・℡
248－9485
■うぐいす会
農業体験。成人。土曜日、午

前９時～11時30分。霞ケ関地
区の田畑。入会金1,000円、
半年2,000円。連絡先…戸館
富雄・℡231－5595
■陶芸クラブ
成人。月曜日、午後１時～４

時。大東南公民館。入会金
1,000円、月3,500円。連絡先
…長谷川明絵・℡241－0940
■菩薩の会
仏像彫刻の制作。第１・第３

月曜日、午後１時～４時。メルト。
月4,000円（材料費別途）。連
絡先…横田弘二・℡224－
3359
■華容会
茶道（裏千家）。初心者歓迎。

月２回火曜日、午後１時30分
～３時30分。女性会館。月
3,000円。連絡先…岩渕久美
江・℡242－7861
■新婦人親子リズム（わかたけ２）
リズム体操。４歳までの子と

母親。月曜日、午前10時～正午。
山田公民館。入会金100円、月
800円。連絡先…西城千枝子・
℡222－6452

■霞ニーハオクラブ
中国人講師による日常会話ほ

か。中級者の成人。第１～第３
土曜日、午後３時30分～５時。
霞ケ関北公民館。月1,500円。
連絡先…升本正雄・℡231－
1933
■中国語クラブ
土曜日、午後１時～２時30

分＝小学生～高校生$午後３時
～４時30分＝18歳以上。女性
会館。月3,000円。連絡先…
チョウ・ユウシャン・℡245－
7798（午後７時以降）
■ミニークラブ
外国人講師と英語で遊ぶ。２

歳～小学１年生。月３回木曜日。
午後２時20分～５時。メルト。
入会金1,000円、月3,000円。
連絡先…土屋恵子・℡234－
3398（午後７時～９時）
■手あみバイアス編みサークル
第１・第３火曜日、午後１時

30分～４時＝南公民館$第
２・第４水曜日、午前９時30
分～正午＝川越福祉センター。
各1,500円。連絡先…奥冨芳
子・℡243－0457
■遊舞会
謡と仕舞。成人（初心者歓迎）。

第１・第３月曜日、午前10時
30分～正午。北公民館。月
3,000円。連絡先…杉田久女・
℡224－3276（午後６時以降）
■花の実会
パンフラワー。成人女性。第

１・第３火曜日、午後１時30
分～３時30分。女性会館。入
会金1,000円。月2,000円。連
絡先…海老原恵美子・℡246－
8310
■チップスダンスサークル
ヒップホップとタップダン

ス。中学生以上の初心者。金曜
日、午後６時～９時。北公民館。
入会金1,000円、月2,500円。
連 絡 先 … 藤 井 す み 子 ・ ℡
226－0127
■ダンスＫ＆Ａ
社交ダンス。中級までの男

女ペア。月２回金曜日、午後
１時～５時。さわやか活動館。
入会金１人1,000円。月１人
600円。連絡先…坂本長之
助・℡242－5876
■火曜ダンスサークル
社交ダンス。多少踊れる成人。

月４回火曜日、午後１時～４時
30分。高階南公民館。入会金
1,000円、月2,500円。連絡
先…中沢久江・℡242－4465

■踏友会
社交ダンス。多少踊れる方。

月３回月曜日、午後７時30分
～９時。高階公民館。入会金
1,000円、月2,500円。連絡
先…木内国雄・℡242－4470
■南古谷ダンス愛好会
社交ダンス。初級の成人。日

曜日、午後７時30分～９時30
分。南古谷公民館。入会金
1,000円、月2,000円。連絡
先…小峰ケイ子・℡246－
9680
■あざみの会
３Ｂ体操。市内在住の成人女

性。月４回月曜日、午後７時～
８時30分。大東南公民館。入
会金1,000円、月1,500円。
連絡先…佐藤八重・℡245－
0737
■ライムストリートダンス
ヒップホップ中心。４歳以上

（成人歓迎）。土曜日、午前９時
30分～正午。伊勢原公民館。入
会金1,000円、月2,500円。連
絡先…中嶋厚子・℡233－5667
■三光剣友会
剣道。小学生以上。土曜日、

午後４時～６時$日曜日、午前
９時～11時。月越小学校体育
館。年2,000円、月1,000円。
連絡先…鈴木始子・℡222－
0517
■若葉グリーンメイト
ランニング。小学生以上。

土・日曜日、午前８時～10時。
東洋大学工学部陸上競技場（鯨
井）ほか。入会金500円、年
3,000円。連絡先…谷中博史・
℡242－1325
■ウイングソフトテニス
成人女性。金曜日、午前９時

～午後１時。川越運動公園テニ
スコート。入会金1,000円、１
回300円。連絡先…石井美恵
子・℡246－6690

参加してみませんか
■オリエンテーリング初心者講習会
川越オリエンテーリングクラ

ブ主催。11月５日隻、午前９
時30分～午後３時（小雨決行）。
越生駅前集合。先着50人。
500円。申し込み…ハガキ・
ファクスで住所・氏名・電話番
号・経験の有無・①初心者コー
ス②経験者コースのいずれかの
番号を明記し、10月25日戚
（必着）までに〒350－1108
伊勢原町２丁目29－16・清水
良隆・℡・FAX234－4515

■初心者のためのボウリング教室
ソニオンボウリングクラブ主

催。プロによる講習。10月３
日～24日、火曜日、午後１時
～２時30分。民間ボウリング
場（狭山市）。成人。先着25人。
10,500円（マイボール進呈）。
申し込み…９月26日惜～30日
析に藤井健・℡242－5629
■歌声ホール in 川越
同実行委員会主催。歌声喫茶

で活躍していた２人と楽しく歌
う。11月３日積、午後２時～４
時。クラッセ川越。先着130人。
1,000円。申し込み…鈴木登志
枝・℡246－5125（午後７時以
降）
■坂東三十三観音霊場札所巡り
シニアライフ研究会主催。日

帰りバスツアー。来年３月～
10月、第１月曜日。25人。１
回4,000円。申し込み…往復
ハガキに住所・氏名・年齢・電
話番号・メールアドレスを明記
し、11月20日席（必着）まで
に〒350－1112上野田町
55－８・得木章・℡244－
2141（午後８時以降）
■社交ダンス初心者講習会
ダンスサークルドリーム主

催。10月６日～12月15日、
金曜日（全10回）、午後７時～。
ジョイフル。１回1,000円。
室内用運動靴を持参し、当日直
接会場。連絡先…伊藤芳世・℡
245－5244
■フラダンス無料体験
ナ・ホヌ・ケ・カイ・マーリ

エ主催。初心者歓迎。10月７日
析・14日析、午前10時～11時
30分＝ジョイフル$10月12日
斥・19日斥、午後１時30分～３
時＝メルト$10月18日戚・25日
戚、午後７時30分～９時＝クラ
ッセ川越。無料。申し込み…澤
田克江・℡090－9802－4392

出かけてみませんか
■川越セーレム親善協会の催し
同協会主催。①留学生による

講演「ベトナム」（後日料理講
習あり）＝９月30日析、午前
10時～午後１時②米・独・仏、
川越姉妹都市産ワインの試飲
会＝12月９日析、午前11時
30分～午後２時。東京国際大
学第１キャンパス（的場北１丁
目）。①は無料、当日直接会場。
②は先着20人、3,000円。申
し込み…11月１日戚～30日斥
に石井早美・℡232－3196
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