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■フラダンス無料体験
マリエ主催。11月９日昔・

16日昔、午前10時～11時＝
やまぶき会館、午後６時～７
時＝クラッセ川越$11月19日
席・26日席、午前10時～11
時＝ジョイフル、午後１時～２
時＝高階南公民館。無料。申し
込み…開催日の前日までに船木
利香・℡090－5823－5575
■第21回川越いもの子作業所
チャリティバザー
同実行委員会主催。11月11

日隻、午前10時～午後３時。
富士見中学校。バザー用物品を
受け付け。連絡先…第２川越い
もの子作業所・℡224－5045
■手づくりネクタイとパッチワ
ーク作り
手芸サークル主催。11月12

日席・12月10日席、午前９時
30分～正午。川越福祉センター。
女性。2,500円。申し込み…電話
で石井包子・℡232－3645
■名細第二保育園フリーマーケット
同園フリマ実行委員会主催。

11月17日析、午前10時～午
後２時。下広谷南公民館ほか。
市内在住。20区画（抽せん）。
１区画1,000円。申し込み…
往復ハガキに住所・氏名・年
齢・電話番号を明記し、11月
８ 日斥 （ 必 着 ） ま で に 〒
350－0811小堤651－５・福
村綾・℡232－1716
■（仮称）川越市森林公園で秋
を見つけよう！
やまぶき21主催。ウォーキ

ング。11月26日席、午前10
時～正午。100円。ジョイフル
駐車場に当日直接集合。連絡先
…間仁田一恵・℡242－1448

■大附みかん狩りハイク
川越歩こう会主催。12㎞を

歩く。11月18日隻（雨天の場
合は25日隻）、午前８時30分
に越生駅前集合、午後３時15
分ごろ越生中央公民館前解散。
300円（別途入園料500円）。
当日直接集合場所。連絡先…堀
口和男・℡226－4831

出かけてみませんか
■いろりばなしの会の催し物
同会主催。11月２日昔、午

前10時～正午＝①むかし語り
の会～大人のおはなし会～$来
年１月19日析、午後１時30分
～２時20分＝②親子ワクワク
お話会、午後２時40分～３時
30分＝③お話会の実践。クラ
ッセ川越。①成人、先着100
人②４歳以上と保護者、先着
40組③成人、先着60人。無料。
①③＝当日直接会場。②の申し
込み…柏増はま子・℡237－
0048
■にじの家ふれあい祭り
知的障害者更生施設にじの家

主催。バザー・ギターライブ・
忍者のパフォーマンスショーほ
か。11月３日積、午前10時
30分～午後３時10分。入場無
料。連絡先…にじの家・℡
236－0666
■家事家計講習会
川越友の会主催。衣・食・

住・家計の勉強の発表と展示。
11月19日席、午前10時30分
～午後０時30分。クラッセ川
越。成人。先着80人。400円
（当日券500円）。申し込み…
11月１日斥から石川千枝子・
℡・FAX224－0778

■小江戸川越菊まつり
川越菊花会主催。11月１日

斥～23日積、午前９時～午後
４時（23日は午後２時まで）。
喜多院境内。入場無料。連絡先
…同会事務局（喜多院内）・℡
222－0859
■東洋大学工学部第45回工学祭
同常任委員会主催。３日＝お

笑いライブ、４日＝フリーマー
ケットほか。11月２日昔～４
日隻、午前10時～午後６時。
連絡先…同常任委員会・℡
234－2508
■チャリティバザー
国際ソロプチミスト埼玉主

催。11月８日斥、午前９時30
分～（売り切れしだい終了）。
蓮馨寺境内。連絡先…佐藤百合
子・℡245－0084
■不動産取引無料相談会
全日本不動産協会埼玉県本部

川越支部主催。11月９日昔、
午前10時～午後４時。市役所
本庁舎１階ロビー。当日直接会
場 。 連 絡 先… 同 支 部 ・ ℡
246－4506
■朗読ういろう会第20回記念
発表会
同会主催。詩・エッセイ・民

話などの朗読。11月10日析、
午後１時30分～。霞ケ関北公
民館。先着100人。無料。当
日直接会場。連絡先…海藤昭
子・℡232－1036
■秋の園芸と おしば展
新宿園芸同好会・おしばクラ

ブ共催。11月17日析、午前
10時～午後４時$18日隻、午
前９時～午後３時。南公民館。
入場無料。連絡先…有山丈夫・
℡242－6812

■童謡アルバム
同実行委員会主催。第１部は

腹式呼吸指導・曲の説明と全員
で歌う、第２部はコンサート。
11月14日戚・12月８日析・
来年１月10日斥・２月15日
昔・３月23日隻、午後２時～
４時。クラッセ川越。先着204
人。各1,000円（身障者手帳
持参者と介助者、中学生以下は
無料）。当日直接会場。連絡先
…同会事務局・℡225－1985
■盆栽技術講習会
日本盆栽協会川越支部ほか主

催。サツキ園主・岡本繁樹さん
による盆栽実技講習。11月18
日隻、午後１時～４時。北部地
域ふれあいセンター。無料。当
日直接会場。連絡先…戸田平八
郎・℡226－5578
■第４回小江戸川越素人ちんど
んフェスティバル
川越新富町商店街振興組合主

催。11月24日析、午後０時
30分～４時30分。クレアパー
クほか。連絡先…同組合事務
所・℡225－5846
■川越フィルハーモニー管弦楽
団第18回定期演奏会
同管弦楽団主催。11月24日

析、午後６時30分～８時30分。
市民会館。1,000円。当日直
接会場。連絡先…豊嶌登志子・
℡246－7426
■歌声ホール in 川越（７）
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25日隻、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）

身近なパソコン教室：身近なパソコン教室：1212月月
川越市シルバー人材センターパソコン教室・℡・FAX241－9503

初級ワード ３日席・ ４日惜 １日1,500円
住所録・年賀状 ７日昔 １日2,000円
中級ワード 10日席 １日2,000円
エクセル（２日コース） 12日戚・19日戚 ２日4,000円
上級ワード（２日コース） 13日斥・20日斥 ２日4,000円
デジタルカメラ（２日コース） 18日惜・25日惜 ２日4,000円
エクセル中級（テキスト後半） 26日戚 １日2,000円
練習講座 教室以外の月～金曜日 １日2,000円

時間…午前10時～午後３時　会場…小ケ谷老人憩いの家　対象…市内在住の
成人　定員…各先着15人　申し込み…11月１日斥から電話またはファクスで
同センターパソコン教室
＊テキスト代別途。希望日は複数選択可。個別指導（ビスタも対応）・環境設
定にも応じます。

川越まつり会館囃子実演

開始時間…午後１時30分～$午後

２時30分～（実演時間＝約20

分・要観覧料）

＊現在、野
の
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だ

五町と脇
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田
た

町
まち

の山車を

ご覧になれます。

問い合わせ…川越まつり会館
℡225－2727

日　程 囃子連名
11月 ３日積 南大塚囃子連
11月 ４日隻 月鉾囃子連
11月11日隻 葵囃子連
11月18日隻 新宿町囃子保存会
11月23日積 石田囃子連
11月25日隻 今成囃子連



■スマイル
社交ダンス。初級～中級。月

３回金曜日、午後２時～３時
3 0分。南公民館。入会金
1,000円、月2,500円。連絡
先…奥富孝司・℡242－2966
■ダンスＫ＆Ａ
社交ダンス。初級～中級の

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
■アルゼンチンタンゴ「ミロンガ」
初心者～初級。月４回月曜日、

午後１時～３時30分。高階公
民館。入会金1,000円、月
2,500円。連絡先…十文字義
男・℡244－6433
■ダンシングマインド
ジャズダンス。成人。土また

は日曜日、午後１時30分～３
時30分。北公民館。入会金
2,000円、月3,000円。連絡
先…斉藤和子・℡226－3977
■ふじま日舞同好会
日本舞踊、無料講習会あり。

女性。土曜日、午前10時～正
午。北公民館。入会金1,000
円、月4,500円。連絡先…吉
川恭子・℡224－3955
■フラサークル「キララ」
フラダンス。女性。月２回月

または金曜日、午前９時50分～
11時50分。南公民館。入会金
1,000円、月2,000円。連絡先
…福島としえ・℡244－7745
■はじめてのピラティス教室
市内在住・在勤の女性（初心

者歓迎）。第２・第４火曜日、
午後７時15分～８時30分。女
性会館。入会金300円、月
2,000円。連絡先…高橋優
子・℡265－6100
■しらさぎ会
楊名時気功太極拳。成人。木

曜日、午後１時～３時30分。北
公民館ほか。月1,000円。連絡
先…忰田恒雄・℡225－2015
■いせはら太極拳クラブ
簡化24式太極拳。火曜日、

午後１時30分～３時。伊勢原
公民館。月2,000円。連絡先
…辻京子・℡234－0202
■ふれあい書道サークルかすみ会
和歌と手紙文。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

■川越市吹奏楽団
高校生以上。土曜日、午後５

時30分～９時30分。川鶴公民
館ほか。入会金1,000円、月
2,000円。連絡先…蛭田健
司・℡247－2489
■３Ｂトマト
用具を使って体操。女性。月

４回木曜日、午後６時30分～
８時。女性会館。月2,500円。
連 絡 先 … 菅 生 ヤ ス 子 ・ ℡
244－6123
■ストレッチ体操
成人女性。木曜日、午後２時

～３時。ジョイフル。入会金
1,000円、月2,000円。連絡
先…佐野己江・℡242－5973
■シェイク
チューブを使った健康体操。

中高年女性。月３回火曜日、午
前９時10分～10時40分。高階
北学習情報館。入会金1,000円、
月2,500円。連絡先…阿部みさ
子・℡245－2906
■真向法健身会
健康体操。市内在住・在勤。

第２・第４金曜日、午後７時～
８時3 0分。女性会館。月
1,500円。連絡先…渡辺迪
子・℡242－4256
■レモンの会
ヨガ。18歳以上の女性。月３
回火曜日＝午後２時40分～３時
40分$月３回水曜日＝午前９時
50分～10時50分、午前11時～
正午$月３回木曜日＝午前９時
50分～10時50分、午前11時～
正午、午後６時30分～７時30
分、午後７時40分～８時40分。
南公民館ほか。入会金各1,000
円、月各2,000円（木曜日の午
後は各2,500円）。連絡先…山
本順子・℡248－1983
■はなみづき
フォークダンス。成人女性。

月４回金曜日、午前10時～正
午。大東南公民館。入会金
1,000円、３か月2,000円。連
絡先…原暁子・℡243－3172
■かすみ草ダンスクラブ
社交ダンス。初級～中級。土

曜日、午後１時～５時。伊勢原
公民館。入会金2,000円、月
2,000円。連絡先…新村文
男・℡232－1463
■ベーシック・ダンス・クラブ
社交ダンス。初級。月３回月

曜日、午後７時30分～９時。
メルト。入会金2,000円、３
回2,000円。連絡先…永田秀
平・℡232－4561

仲間になりませんか
■きらきらぼし
リトミック。１歳～２歳の未

就園児と保護者。月３回金曜日、
午前10時～11時。伊勢原公民
館。年会費600円、月2,500
円。連絡先…山本友佳子・℡
234－4768
■小江戸キッズ
リトミック。未就園児と親。

第１・第３木曜日、午前10時
30分～11時30分。北部地域
ふれあいセンター。入会金
1,000円、１回600円。連絡
先…澤田都貴重・℡070－
5571－8079
■ペンギンクラブ
手遊び・体操・絵本の読み

聞かせなど。１歳～未就園児
と親。木曜日、午前10時～
正午。大東南公民館。月300
円。連絡先…草岡智恵子・℡
242－8755
■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）
■川越合気会
合気道。小学生以上。金曜日、

午後６時～８時。川越武道館。
月2,000円。連絡先…島田五
郎・℡242－5569
■ライムストリートダンス
ヒップホップ中心。小学２年

生以上（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
■ストロベリーホップ
ヒップホップダンス。中学生

以上の障害者と保護者。日曜日、
午前９時30分～10時30分。伊
勢原公民館ほか。入会金1,000
円、月2,500円。連絡先…山本
まゆみ・℡233－3939
■ソシアルクラブ
社交ダンス（基本重視）。多

少踊れる成人（男性歓迎）。月
３回月曜日と月４回金曜日、午
後７時～９時30分。高階南公
民館。入会金1,000円、月
2,000円。連絡先…原田トミ
子・℡242－5289

■太極拳サークル
簡化24式とストレッチ。初心
者の成人。金曜日、午後１時～
３時。北公民館。入会金1,000
円、月1,000円。連絡先…柳下
泉・℡090－8681－7471
■川越市マレットゴルフ連盟
希望の日時に上戸コース・霞

ケ関東コース・今福林間コース
で活動。入会金1,000円、月
500円。連絡先…柴田今朝之
進・℡231－8163
■湖心会
ペン習字・書道。初心者。ペ

ン習字＝木曜日$書道＝土曜
日、午前９時30分～11時30
分。メルト。入会金1,000円、
６か月12,000円。連絡先…大
島久代・℡231－3725
■霞ケ関英会話クラブ
会話と文法。成人。木曜日、

午前10時～正午。霞ケ関公民
館。月3,000円。連絡先…内
藤益子・℡231－9631
■高階芙蓉コーラス
唱歌中心の合唱。成人。月２

回金曜日、午前11時～正午。
高階公民館。入会金500円、
月1,000円。連絡先…松浦い
づみ・℡242－2383
■火曜料理クラブ
第２・第４火曜日、午前９時

30分～正午。中央公民館。入
会金1,000円、月2,000円。
連絡先…木俣愛子・℡243－
1562
■伊勢原詩吟同好会
初心者歓迎。第１～第３金曜

日、午後２時～４時。伊勢原公
民館。月2,400円。連絡先…
長井久美子・℡234－0129
■いせはら鎌倉彫クラブ
体験教室あり。成人。月２回

木または金曜日、午後２時～４
時30分。伊勢原公民館。入会金
1,000円、月2,500円。連絡先
…川浦久美子・℡233－4523

参加してみませんか
■ホストファミリー募集
東京国際大学国際交流課主

催。主に米国からの留学生を受
け入れ、朝・夕食、１部屋を提
供できる家庭。来年３月８日析
～６月25日戚。30家庭（１人
１家庭）、１日につき3,000円
補助。申し込み…住所・氏名・
電話番号、ＪＳＰホストファミ
リー希望と明記し、11月15日
斥までにファクスで同課・℡
232－1111・FAX234ー3824
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市民の皆さんの情報コーナー

ひとまち伝言板


