
■ミルキーウェイ
ストレッチ・リズム体操。女

性。金曜日、午前９時30分～
11時。さわやか活動館。入会
金2,000円、月2,000円。連絡
先…近野まち子・℡232－2846
■フィットネスクラブバディ
ストレッチ・エアロビクス。成

人女性。火曜日、午前10時～11
時30分。北公民館。月2,000
円。連絡先…紺野喜久代・℡
237－0861
■川越市剣道連盟婦人部
初心者の女性（経験者可）。

土曜日、午前10時～正午。川
越武道館。月1,000円。連絡
先…金子幹枝・℡223－2081
■川越城南剣道学友会
小学生以上。水・土曜日、午

後６時～８時。城南中学校剣道
場。入会金1,000円、年15,000
円。連絡先…鈴木久仁彦・℡
248－3412
■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
■旭倶楽部
バレーボール。高校生以上。

水・土曜日、午後７時～９時。
野田中学校体育館。年5,000
円。連絡先…猪鼻秀穂・℡
242－3367
■霞中央卓球クラブ
女性。月曜日、午前９時～正

午。霞ケ関公民館。入会金
1,500円、月500円。連絡先
…勝田晴美・℡234－2263
■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
■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

出かけてみませんか
■小品盆栽の展示
川越小品盆栽倶楽部主催。５

月13日析、午前10時～午後５
時$14日隻、午前９時～午後
３時。南公民館。無料。当日直
接会場。連絡先…井上利勝・℡
246－1746

■東城百合子先生講演会「食卓
から人生が開かれる」
自然に学ぶ会「きなこ」主催。

５月29日席、午後１時～３時
30分。市民会館会議室。先着
200人。無料。当日直接会場。
連絡先…富永美子・℡232－
8354
■ドキュメンタリー映画「兼子」上映会
同上映準備委員会主催。５月

６日析、午後２時～３時30分
（開場＝午後１時30分）。クラ
ッセ川越。中学生以上。先着
50人。無料。申し込み…氏名・
電話番号を明記し、ファクスで
小宮由紀・℡・FAX225－2612
（ファクスは午前９時～午後９
時、電話は午後９時～10時）
■霞ケ関フォトクラブ展
同クラブ主催。５月24日戚

～29日席＝メルト$30日惜～
６月18日隻＝AINAギャラリー
（霞ケ関南病院内）、午前９時～
午後５時（24日は正午から、
29日・６月18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
■むかし語りの会　～大人のお
はなし会～
いろりばなしの会主催。日

本・世界の物語など。５月19日
昔、午前10時～正午。クラッセ
川越。中学生以上。先着100人。
無料。当日直接会場。連絡先…
武田節子・℡246－9553
■公開講座　我がふり出し人生
「芸は身を助ける」
川越話し方友の会主催。大道

芸人・野津鷹王さんによる講
演。５月10日戚、午後７時～
９時。南公民館。先着100人。
300円。当日直接会場。連絡
先…高木正義・℡222－2582
■平和なあしたをつくるために
インターナショナルフェロー

シップ主催。ルワンダ出身のカ
ンベニガ・マリールイズさんに
よる講演。５月７日隻、午後１
時30分～３時30分。クラッセ
川越。先着100人。1,000円。
当日直接会場。連絡先…鈴木公
子・℡222－7000
■小江戸川越春のコンサート
「草原と大地の響」
NPO法人日本モンゴル交流

協会主催。５月27日析、午後
２時30分～（開場＝午後２時）。
クラッセ川越。先着130人。
3,500円。申し込み…アイカ・
℡232－0076

■春の園芸と おしば展
新宿園芸同好会・おしばクラ

ブ共催。５月27日析、午前10
時～午後４時$28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
■憲法記念日を祝うつどい
埼玉弁護士会川越支部主催。

弁護士・松本弥生さんによる講
演「家庭をめぐる法律問題」と、
無料法律相談。５月13日析、
午後１時15分～４時。アトレ
６階コミュニティルームＡ。先
着80人。無料。当日直接会場。
連絡先…同支部・℡225－
4279

参加してみませんか
■婦人弓道教室
川越市弓道連盟主催。５月

11日～７月13日、木曜日、午
前10時～正午。川越武道館。
市内在住・在勤・在学で初心者
の女性。先着30人。3,000円。
申し込み…ハガキに住所・氏
名・年齢・電話番号・経験の有
無を明記し、〒350－0053郭
町２丁目30－1・川越武道
館・℡224－7220
■春のダンスパーティー
川越市アマチュアダンス協会

主催。社交ダンス。５月13日
析、午後５時30分～８時30
分。川越運動公園総合体育館。
500円。当日直接会場。連絡
先…寺田昭・℡242－3247
■2006魚つり体験教室
埼玉県釣りインストラクター

連絡機構川越支部主催。オイカ
ワやウグイなどを釣って、自然
の大切さを学ぶ。申込書などは
名細公民館にあり。６月４日隻、
午前８時～11時。小畔川（小
堤）。小中学生（小学生は保護
者同伴）。先着20組。200円。
申し込み…５月14日隻までに
吉田弘・℡080－3175－
1462（午後８時～９時）
■太極拳教室
川越市日中友好協会主催。初

心者。６月８日から１年間、木
曜日、午前10時～正午。クラ
ッセ川越。先着20人。入会金
1,000円、月2,500円。申し
込み…５月１日席から向坂晶
芳・℡243－4800

■ゴールデンウィークの健康ク
リーン活動
クリーン川越めざす会主催。

川越駅から本丸御殿までクリー
ンウオーク。４月29日積～５
月７日隻、午前11時～午後３
時。川越駅西口噴水前集合。期
間中１日でも参加できる方。無
料。当日直接集合場所。連絡先
…武田侃蔵・℡222－0786
（午後７時以降）
■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。５月19日～７月
14日、金曜日、午後１時～３時
$午後３時～５時。やまぶき会
館。市内在住・在勤。60人（抽
せん）。１回1,000円（別途教材
費1,000円）。申し込み…本多
実・℡090－4175－6379
■手づくりネクタイとパッチワ
ーク作り　父の日のプレゼントに
手芸サークル主催。５月19

日昔・６月２日昔、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
…石井包子・℡232－3645
■第12回川越将棋竜王戦大会
日本将棋連盟川越支部主催。

A～Eクラス。５月21日隻、午
前９時30分～午後４時30分。
南公民館。市内在住。先着
130人。一般＝1,500円、小
中学生・女性＝1,000円。昼
食付き。当日直接会場。連絡先
…若林清・℡222－1783
■第25回川越市バドミントン
ミックスダブルス大会
川越市バドミントン連盟主

催。上級・中級・初級（経験５
年未満）・シニア（40歳以上
で合計90歳以上）のブロック
別リーグ戦。６月25日隻、午
前９時～午後５時。川越運動公
園総合体育館。市内在住・在勤
の男女ペア。先着70組。ペア
3,000円。申し込み…ハガキ
にブロック名・住所・氏名・年
齢・電話番号を明記し、６月５
日席（必着）までに〒350－
1151今福1473－35・平岡和
子・℡243－7125
■アフリカへ毛布をおくる運動
同推進委員会主催。アフリカ

へ送る毛布を集めています。連
絡先…５月28日隻までに折橋
通予・℡090－1990－5576
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■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
■書藝
書道。成人。初心者歓迎。月

３回月曜日、午前10時～正午。
北公民館。入会金1,000円、
月2,500円。連絡先…小林洋
子・℡224－2306
■籐手芸クラブ
金曜日、午前９時30分～11

時30分。福原公民館。入会金
500円、月2,000円。連絡先
…石川優子・℡246－2845
■ピカソの会
油絵・水彩画・パステル画。

成人。金曜日、午後１時30分
～ ４ 時 。 古 谷 公 民 館 。 月
3,000円。連絡先…清水勲・
℡235－7236
■ひまわり会
油絵。成人。火曜日、午前９

時30分～正午。大東南公民館。
入会金1,000円、月3,000円。
連絡先…上岡文代・℡244－
1530
■絵手紙クラブ
女性。第１・第３水曜日、午

後６時30分～８時30分。女性
会館。月1,500円。連絡先…
佐藤つね子・℡245－5833
（午後６時以降）
■久菜の会
絵手紙。成人。第２・第４火

曜日、午前10時～正午。南公
民館。入会金1,000円、月
1,000円。連絡先…石井千代
子・℡242－3282
■うぐいす会
農業体験。成人または親子。

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…荻野ちえ子・℡231－
2696
■ふじま日舞同好会
日本舞踊。女性。土曜日、午

前10時～正午。北公民館。入
会金1,000円、月4,000円。
連絡先…吉川恭子・℡224－
3955
■ステップダンスクラブ
社交ダンス。初級・中級。月

４回土曜日、午前10時～11時
30分。ジョイフル。入会金
1,000円、月3,000円。連絡
先…鎌田静子・℡247－5233

■小江戸おもちゃ119
おもちゃ修理のボランティ

ア。成人。土または日曜日、午
前９時30分～午後５時。市内
公民館、児童館。月100円。
連絡先…則竹佑治・℡245－
9001
■吼嶺会
詩吟。第１・第３金曜日、午

後６時30分～９時。女性会館。
入会金1,000円、月2,000円。
連絡先…星野静代・℡246－
0891
■川越市吹奏楽団
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
■混声合唱団川越牧声会
コンクールと演奏会。男性歓

迎。土曜日、午後６時30分～
９時。クラッセ川越ほか。年
40,000円（学割あり）。連絡
先…八藤後聡・℡ 0 9 0 －
9108－0672
■小波会大正琴サークル
成人。第１・第３月曜日、午

前10時～正午。中央公民館。
月2,000円。連絡先…中西幸
子・℡244－0159
■琴伝流美鈴会
大正琴。成人。初心者歓迎。

第１・第３月曜日、午前10時
～ 正 午 。 高 階 公 民 館 。 月
2,200円。連絡先…渡辺君
子・℡242－2596
■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
■茶道クラブ
裏千家。第２・第４土曜日、

午後１時30分～４時。山田公
民館。入会金1,000円、月
2,000円。連絡先…渥美登志
子・℡224－9587
■かわつる茶友会
裏千家。成人。原則第１・第

３火曜日、午前９時～正午。川
鶴公民館。入会金1,000円、
月3,000円。連絡先…昇三枝
子・℡231－6626
■清風会
書道。成人。初心者歓迎。第

１・第３土曜日、午前９時30
分～11時30分。川越福祉セン
ター。月2,500円。連絡先…
関口久恵・℡232－6126

仲間になりませんか
■きしゃぽっぽ
親子遊び。１歳以上の未就園

児と親。水曜日、午前10時～
正午。藤原町第２公園。月200
円。連絡先…会田利香・℡
241－3597
■おんがくとクレヨンkids
リズムを通して音楽的基礎能

力を育てる。平成13年４月～
同14年３月生まれ。月３回水
曜日、午後３時～４時。南公民
館。月2,000円。連絡先…成
田喜久子・℡225－3622
■きらきらぼし
リトミック。１歳～４歳児と

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… 古 林 規 容 子 ・ ℡
234－1299
■こぐまちゃんサークル
手遊び・体操・親子遊びな

ど。未就園児と親。火曜日、午
前10時～11時30分。大仙波
会館（大仙波）ほか。月500
円。連絡先…原美幸・℡223－
1193
■カンガルー英語クラブ
外国人講師と英語で遊ぶ。１

歳６か月以上の未就園児と保護
者。月３回水・金曜日、午前
10時～正午。南公民館または
クラッセ川越。入会金1,000
円、月3,000円。連絡先…神
部直子・℡090－8510－7969
■障害児学童保育室こっこクラブ
障害児学童保育ボランティ

ア。月～金曜日、午後３時～５
時。霞ケ関南小学校内同クラブ。
連絡先…同クラブ・℡231－
0929（月～金曜日、午前11
時30分～午後６時30分）
■NPO法人土と風の舎
高齢者や子どもとの園芸活

動。成人。第２・第４水曜日ほ
か、午前10時～午後４時ほか。
市内福祉施設ほか。入会金
1,000円、年5,000円。連絡
先…渋谷雅史・℡248－9485
■美鳥クラブ
話し方の講義と実践。成人。

第２・第４火曜日、午前10時
～正午。高階南公民館。入会金
1,000円、月1,500円。連絡
先…矢口由美子・℡246－
1686

■スイングダンスクラブ
社交ダンス。初級・中級。月

４回土曜日$月４回日曜日、午
後７時30分～９時。ジョイフ
ル。入会金1,000円、月3,000
円。連絡先…松井紀子・℡
090－8744－2307
■高階ダンスサークル
社交ダンス。初級・中級の成

人。火曜日、午後１時～５時。
高階南公民館。入会金1,000
円、月1,500円。連絡先…深
谷輝雄・℡090－1558－
1280
■パルダンスサークル
ヒップホップなど。20歳～

60歳。初心者歓迎。①火曜日、
午後３時～４時②金曜日、午前
９時30分～11時。北公民館ほ
か。入会金1,000円、月2,500
円。連絡先…鈴木かおり・℡
223－3642
■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2,000円、月2,500
円。連絡先…石井昭平・℡
222－3355
■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
■ウイングソフトテニスクラブ
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、月
2,000円。連絡先…石井美恵
子・℡246－6690
■川越シニアサッカークラブ
37歳以上の経験者。土・日

曜日、午前６時～８時。安比奈
親水公園陸上競技場兼サッカー
場。入会金3,000円、月1,500
円。連絡先…渡辺保・℡225－
4966
■エアロ・マミー
エアロビクス。子育て中の女

性、子連れ可。原則月４回水曜
日と月２回木曜日、午前10時
30分～11時30分。中央公民
館ほか。入会金500円、月４
回2,000円。連絡先…伊藤映
子・℡226－5737
■ヨガ・うさぎの会
女性。第１～第３水曜日、午

後７時～８時30分。女性会館。
入会金1,000円、月2,000円。
連絡先…木村陽子・℡245－
6954
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