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●チップスダンスサークル
タップダンスとヒップホッ

プ。成人（初心者歓迎）。火曜
日、午後１時～４時$金曜日、
午前９時30分～正午。北公民
館。入会金1 , 0 0 0円、月
2,500円。連絡先…藤井澄
子・℡226－0127
●ダンシングマインド
ジャズダンス。成人。日曜日

ほか、午後１時30分～３時30
分ほか。北公民館。入会金
2,000円、月3,000円。連絡
先…斉藤和子・℡226－3977
●ベルリッチダンスサークル
社交ダンス（初心者歓迎）。

月曜日、午後７時～９時。クラ
ッセ川越。入会金1,000円、
１回1,000円。連絡先…鹿倉
眞澄・℡243－3743
●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…藤井健・℡242－5629
●いきがい大学川連協社交ダン
スクラブ
初級～中級。月３回日曜日、

午後１時～４時。福原公民館。
入会金1,000円、月2,500円。
連 絡 先… 下 大 迫 正 文 ・ ℡
243－1641
●ソシアルクラブ
社交ダンス。多少踊れる方。

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…吉村幸
男・℡243－2156
●ベーシック・ダンス・クラブ
社交ダンス。初級（男性歓迎）。

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

●火曜ダンスサークル
社交ダンス。多少踊れる成人。

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
●ダンスサークル・ソワール
社交ダンス。初心者。月３回

月曜日、午後６時30分～８時
30分。北部地域ふれあいセン
ター。１回1,000円。連絡先
…萬辺久子・℡224－2161
●南ダンスクラブ
社交ダンス。成人。火曜日、

午後７時30分～９時。南公民
館。入会金2 , 0 0 0円、月
2,500円。連絡先…眞橋正
治・℡090－3696－9234

◆参加してみませんか
◆やさしいヨガ
さわやか北クラブ主催。ヨガ

入門。４月２日戚・９日戚、午
後１時～１時50分。北公民館。
15歳以上。先着20人。２回で
500円。ヨガマットまたは大
判タオルを持参し、当日直接会
場。連絡先…谷口節子・℡
224ー8669
◆健康マージャン入門講座
ＮＰＯ法人健康麻将全国会川

越支部主催。４月10日～６月
５日、木曜日、午後１時～３時
$午後３時～５時。やまぶき会
館。市内在住。各30人（抽せ
ん）。8,000円（別途教材費
1,000円）。申し込み…４月９
日戚までに同支部・℡050－
5510－5985
◆伝統武術体験教室
真楊会主催。４月12日析・

13日隻＝柔術・体術、４月19
日析・20日隻＝剣術・棒術・
鎖術、午前10時～正午。川越
武道館。高校生以上。3,000
円。申し込み…４月４日昔まで
に関根郁夫・℡223－2602

◆少年剣道教室
川越市剣道連盟主催。４月

12日析～５月17日析（全５
回）、午後６時30分～７時30
分。川越武道館。小学生の未経
験者（親子の参加可）。先着20
人。無料（用具の貸し出しあり）。
申 し 込 み… 赤 城 竹 男 ・ ℡
235－1063
◆裏千家茶道基礎講座
華容会主催。４月15日～５

月27日、火曜日（全５回）、午
前９時30分～11時30分。女
性会館。先着15人。3,000円。
申し込み…内田眞由美・℡･
FAX243－1435
◆菊作り講習会（第１回目）
川越菊花会主催。４月20日

隻、午前９時～正午。南公民館。
成人。先着25人。無料。申し
込み…猪子陽一・℡･FAX234－
7075
◆無料護身術教室
少林寺拳法埼玉古谷支部主催。
４月～６月の火曜日、午後８時
～９時。川越第一中学校。小学
５年生以上。申し込み…前日ま
でに小林勉・℡224－0840
◆フラダンスの無料体験
フラ・プルメリア主催。４月

～６月の第２・第４木曜日、午
前10時～11時30分。伊勢原
公民館。初心者。先着30人。
申 し 込 み… 小 林 光 雄 ・ ℡
231－2934
◆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。８月30日析～
12月17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、ホストファミリー希
望と明記し、４月15日惜まで
にファクスで同課・℡232－
1111・FAX234ー3824

◆フラダンス無料体験
マリエ主催。４月14日席・

21日席、午前10時30分～11
時30分・午後１時～２時＝メル
ト$４月12日析・19日析、午
後７時30分～８時30分＝ジョ
イフル$４月16日戚・23日戚、
午後６時30分～７時30分＝ク
ラッセ川越。申し込み…開催日
の前日までに横田賀代子・℡
090－9384－9579

★出かけてみませんか
★平成20年度不動産鑑定士に
よる不動産の無料相談会
碩埼玉県不動産鑑定士協会主

催。４月５日析、午前10時～
午後４時。丸広百貨店川越店８
階バンケットルーム。当日直接
会場。連絡先…同協会・℡
048－838－0483
★わくわくコンサート
ふぉー・マレット主催。マリ

ンバデュオとピアノ・ドラムの
アンサンブル。４月６日隻、午
後２時～４時。やまぶき会館。
先着300人。2,000円（中学生
以下1,000円）。申し込み…４
月５日析までに駒林淳子・℡
222－1312
★「軽度発達障害ってこんな
ところが大変なんです」講演会
NPO法人チューリップ元気

の会主催。４月19日析、午後
１時～４時。クラッセ川越。先
着100人。1,000円。申し込み
… 前 日 ま で に 同 会 ・ ℡ ･
FAX246－2050
★Let'sうたごえ面白音楽会
同会主催。童謡・唱歌・ポピ

ュラーソングなどを歌う。４月
26日析・５月24日析・６月
27日昔、午後２時～４時30分。
クラッセ川越。各先着100人。
各1,200円。当日直接会場。連
絡先…川口ノリ・℡244－
9820

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…４月１日惜か
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・環境設定にも
応じます。

初級ワード １日斥・ ２日昔 １日1,500円
中級ワード ９日昔 １日2,000円
エクセル（３日コース） 13日惜・20日惜・27日惜 ３日6,000円
デジタルカメラ（２日コース） 14日戚・21日戚 ２日4,000円
ワード2007初級 15日斥 １日2,000円
上級ワード（２日コース） 16日昔・23日昔 ２日4,000円
ビデオの編集 19日席 １日2,000円
静止画を動画風に 29日斥 １日2,000円
練習講座 教室以外の月～金曜日 １日2,000円

身近なパソコン教室：５月身近なパソコン教室：５月 シルバー人材センターパソコン教室・℡・FAX241－9503



●古谷俳句会
成人。金曜日、午後１時30

分～３時30分。古谷公民館。
年2,000円。連絡先…松川幸
子・℡235－0337
●大正琴さくら草
初心者歓迎。第１・第３木曜

日、午後１時30分～３時30分。
伊勢原公民館。月2,000円。連
絡先…石井幸恵・℡232－1449
●小波会大正琴サークル
成人（男性歓迎）。第１・第

３金曜日、午前10時～正午。
中央公民館。月2,000円。連絡
先…中西幸子・℡244－0159
●大東着付クラブ
成人女性。第２・第４金曜日、

午後７時～９時。大東公民館。
入会金1,000円、月1,000円。
連絡先…小川康子・℡245－
8441（午後７時以降）
●生き生きセミナー「ソレイユ」
腹式呼吸によるボイストレー

ニング・中国風健康体操。女性。
第１月曜日、午前９時30分～正
午。南公民館。月1,000円。連
絡先…野原広子・℡243－5331
●福原民謡会
初心者歓迎。月３回木曜日、

午後７時30分～９時20分。福
原公民館。月3,000円。連絡
先…落合哲雄・℡243－0664
●バーベナコーラス
女性。水曜日、午前10時～

正午。福原公民館。入会金
500円、月3,500円。連絡先
…高橋京子・℡246－4244
●川越混声合唱団
唱歌からクラシックまで歌

う、コンサート・ボランティア
活動あり。水曜日、午後７時～
９時。クラッセ川越ほか。入会
金2,000円、月4,000円（高
校生以下2,000円）。連絡先…
宮崎昭良・℡232－4591
●朗読の会オツベル
成人。金曜日、午後５時30

分 ～ ８ 時 。 南 公 民 館 。 月
1,500円。連絡先…室岡宣
子・℡243ー4018
●フランス語クラブ
フランス人が講師。成人（中

級以上）。第２・第４土曜日、
午後２時～４時。北公民館。月
3,000円。連絡先…栃折恵津
子・℡224ー9393
●南英会話クラブ
成人。火曜日、午後７時～９

時。南公民館。入会金1,000
円、月4,500円。連絡先…鈴
木絹代・℡243－7058

●イングリッシュ・リトミック
外国人講師と英語リトミッ

ク。２歳～未就学児。月３回水
曜日、午後２時20分～５時。
ジョイフル。入会金1,000円、
月3,000円。連絡先…沢田京
子・℡090－8519－3704
●仙波ＪＶＣ
バレーボール。小学生の女子。
木曜日、午後５時30分～７時
$土・日曜日・祝日、午後１時
～６時。仙波小学校。入会金
1,000円、月2,000円。連絡先
…長谷川美幸・℡225－0166
●川越旭町剣友会
剣道。６歳以上。日曜日およ

び第２・第４土曜日＝午前８時
～10時$水曜日＝午後７時～
９時。大塚小学校。入会金
5,000円、３か月5,000円。
連絡先…澤田良夫・℡243－
1987
●川越大東剣友会
剣道。小学生以上。土曜日、

午後５時～７時$日曜日、午前
８時～10時。大東東小学校。
入会金2,000円、月1,500円。
連絡先…岡島政男・℡242－
1726
●ふれあい書道サークルかすみ会
和歌（かな）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
●高階南書道クラブ
実用書・ペン字も学ぶ。成人。

月３回金曜日、午前９時30分
～11時30分。高階南公民館。
入会金1,000円、月1,000円。
連絡先…宮内真翆・℡266－
9011
●かすみ会
華道。初心者歓迎。第１・第

３水曜日、午後６時30分～８
時30分。女性会館。月3,600
円（材料費込み）。連絡先…戸
田桂子・℡243－4932（午後
６時以降）
●彩美会
水彩画。市内在住。第１・第

３月曜日、午後１時～４時。大
東公民館。月1,250円。連絡
先…内田富久・℡246－2483
●日本画クラブ
成人。第２・第４月曜日、午

前９時30分～正午。高階公民
館。月1,000円。連絡先…新
島由紀子・℡231－4015

●仲間になりませんか
●それいけ！　アンパンマン
リズム遊びなど。１歳～未就

園児と親。水曜日、午前10時
～正午。霞ケ関公民館。月
500円。連絡先…阿波まゆ
ら・℡233－4533
●ミッキーマウス
親子遊び・リズム体操ほか。

１歳６か月以上の未就園児と
親。木曜日、午前10時15分～
正午。北公民館。入会金200円、
月500円。連絡先…天田明美・
℡224－8226
●いちごみるく
親子遊び。１歳ごろ～未就園

児と親。第１・第３水曜日、午
前10時～正午。大東公民館ほ
か。月400円。連絡先…小沢真
由美・℡090－2644－9450
●わくわくKID'S
親子サークル。未就園児と親。

月３回、午前10時～正午。北
公民館。入会金200円、月
200円。連絡先…西川有子・
℡224－3754
●ミニークラブ
外国人講師と英語で遊ぶ。２

歳～未就学児。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）
●ジュニア体操クラブ秋桜会CCSC
市内在住の４歳～18歳。木

曜日、①午後５時～７時②午後
７時～９時。川越運動公園総合
体育館。入会金3,000円、月
2,000円。連絡先…岡野育
也・℡224－1477
●子供のいけばな
小学生以上。第２土曜日、午

前10時～11時30分。中央公
民館。月2,000円（材料費込
み）。連絡先…利根川淳子・℡
223－3521
●誠信館剣道クラブ
小学生以上。月曜日、午後７

時～９時。高階中学校。入会金
1,000円、月1,500円。連絡
先…清水邦彦・℡243－2408
●いせはら鎌倉彫クラブ
体験教室あり。成人。月２回

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

●川越ドイツ語講座
成人。第２・第４土曜日、入

門＝午後１時～２時$初級＝午
後２時20分～３時20分$中
級＝午後３時30分～４時30
分。川越福祉センター。月
2,500円。連絡先…渋井慶
子・℡242－0389（午後６時
～９時）
●dolce（ドルチェ）ピアノク
ラブ
市内在住の女性（初心者可）。

月２回水曜日、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…関根登志江・℡223－
1766（午後７時～８時）
●たまりばハイキングサークル
月２回のハイキングと通信の

発行。第２日曜日および月１回
土曜日。月1,000円。連絡先
…三浦金一郎・℡242－2822
●サンジュエルテニスクラブ
硬式テニス。経験者。月曜日、

午後１時～４時。市内インドア
テニスコート（小堤）。入会金
1,000円、月5,000円。連絡
先…森谷之尋・℡244－4488
●格闘技サークル　STARS☆
総合格闘技・ブラジリアン柔

術・キックボクシング。初心者
歓迎。木曜日、午後７時30分
～９時ほか。川越運動公園総合
体育館。無料（入館料要）。連
絡先…注連野晶・℡090－
6028－1405
●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
●霞ケ関東小太極拳クラブ
簡化24式および32式剣。成

人。日曜日、午後１時30分～
３時。霞ケ関東小学校。月
2,000円。連絡先…中島栄
二・℡232－5304
●小桃会
新舞踊。成人。水曜日、午後

１時～３時30分。伊勢原公民
館。月3,500円。連絡先…杉
林美智子・℡233－1043
●ハッピーダンスサークル
社交ダンス。土曜日、初級＝

午後６時30分～８時$中級＝
午後７時30分～９時。さわや
か活動館。入会金2,000円、
月2,500円。連絡先…菊地悦
子・℡234－6826
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ひとまち伝言板


