
＊「対象…どなたでも」「定員…なし」「経費…無料」の場合は、記載を省略しています。
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■天体観望会「木星・二重星」
日時…８月26日析、午後７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分に電話またはファクスで同

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
夏の星座紹介番組「屋根裏の大宇宙」。

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＝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

■人形劇「オズのまほうつかい」「ピーターパン」
日時…８月２日戚、午後２時～　対象…幼児～小学生

定員…先着70人 申し込み…当日直接同センター

■ジャンボ紙芝居
日時…８月３日斥＝「あくまのりんご」ほか$10日

斥＝「いったんもめん」ほか$17日斥＝「白鳥の湖」

ほか$24日斥＝「さっちゃんのまほうの手」ほか$31

日斥＝「月へ行ったうさぎ」ほか、午前11時～　対象

…幼児～小学生　定員…各先着30人　申し込み…当日

直接同センター

■映画会
日時…８月12日析＝「エリックカールコレクション」
$19日析＝「ニルスの不思議な旅」$26日析＝「ガリ

バー旅行記」、午後２時～　対象…幼児以上　定員…各

先着70人　申し込み…当日直接同センター

■手芸教室「ビーズでつくるアクセサリー」
日時…８月16日戚、午後１時30分～　対象…小学３～

６年生　定員…先着16人 経費…500円　申し込み…８

月１日惜、午前10時から８月３日斥、午後５時までに

電話・ファクスで同センター

■かんたん美術 ！　「じぶんの写真でごちゃごちゃフレームをつくろう」
日時…８月17日斥、午後１時～　対象…小学生　定員

…先着16人 経費…300円　申し込み…８月５日析、午

前10時から８月６日隻、午後５時までに電話・ファク

スで同センター

■とびだせ　あそび　「夏の運動会」
日時…８月27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

■影絵劇「ジャックとまめの木」ほか
日時…８月30日戚、午後２時～　対象…幼児～小学生

定員…先着50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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23－10（クラッセ川越４階） ℡・FAX228－7719
８月の休館日＝１日惜・８日惜・15日惜・22日惜・29日惜

■おもちゃの病院
おもちゃの修理。先着20個程度。

日時…８月６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

■夏休み工作
内容・日程…①占い貯金箱＝８月16日戚②だんだん貯

金箱＝17日斥③パックン貯金箱＝18日昔④迷キューブ

貯金箱＝19日析⑤風車の貯金箱＝21日席 時間…①②

③④＝午後２時～⑤＝午前10時～　対象…①＝小学

４・５年生②③⑤＝小学２・３年生④＝小学５・６年生

定員…各６人（抽せん） 申し込み…往復ハガキに、催

し名と希望番号（１人１番号のみ）・郵便番号・住所・

氏名・学校名・学年・電話番号を明記し、８月４日昔

（必着）までに〒350－0046菅原町23－10・川越駅東

口児童館

■手芸教室「フェルトのフォト貯金箱」
日時…８月24日斥、午前10時～　対象…小学３～６年

生　定員…６人（抽せん） 経費…150円　申し込み…

８月３日斥、午前10時～午後５時に電話・ファクスで

同館（ファクスの場合は氏名・学校名・学年・ファクス

番号を明記）

■夏休みお楽しみ会「バルーンパフォーマンス」
日時…８月24日斥、午後２時～　対象…幼児～17歳

（幼児は保護者同伴） 定員…先着50組　申し込み…当

日直接同館

児童センター こどもの城
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１丁目41－２　℡・FAX225－7289
８月の休館日＝７日席・14日席・21日席・28日席・29日惜

■あそびの玉手箱「親子あそび」
日時…８月４日～25日、金曜日、午前10時30分～正午

対象…幼児と保護者　定員…各先着50人　申し込み…

当日直接同センター

■わくわく体験教室「砂糖の性質・ベッコウあめ作り」
日時…８月19日析、午後１時～　対象…小学生　定員

…先着16人　経費…100円　申し込み…８月５日析、午

前10時から８月６日隻、午後５時までに電話・ファク

スで同センター

■エプロンシアター「三びきのやぎのガラガラドン」とおもちゃあそび
日時…８月23日戚、午前10時30分～　対象…幼児と保

護者　定員…先着40組　申し込み…当日直接同センタ

ー

■平成18年度第２回幼児クラブ員募集
日時…９月13日～12月13日、水曜日、午前10時30分

～11時30分　対象…平成16年３月14日以前に生まれ

た子と保護者　定員…35組（抽せん） 経費…400円

申し込み…８月９日戚、午前10時から同センターで整

理券を配布。10時15分から抽せん（第１回に参加して

いない方を優先）

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



参加してみませんか
■夏休み親子創作教室
川越身体障害者センター主

催。マリングラスのランプシェ
ード作り。８月27日隻、午後
１時30分～４時。同センター
（笠幡）。小学生の親子。先着
20人。1,400円。申し込み…
８月14日席～18日昔、午前９
時～午後４時に電話で同センタ
ー・℡231－1422
■高齢者や障害者にやさしいパ
ソコンセミナー
インターネットによる小江戸

川越街づくりの会主催。インタ
ーネットを見やすくする方法な
ど。８月26日析、午後１時30
分～４時。クラッセ川越。イン
ターネット環境を持つ方。先着
60人。無料。申し込み…渡辺
和子・℡222－3000
■夏休み子ども工作教室
生活クラブ生協川越支部主催。

８月２日戚、午前９時30分～
11時30分。北公民館。小学生。
先着60人。300円。申し込み
…７月28日昔から安野まさ子・
℡243－2742
■交流サロン「風のオアシス」
精神保健福祉ボランティア

「アミーゴ」主催。精神障害者、
引きこもりから一歩出たい方。第
１・第３月曜日、午後１時～４時。
中央公民館分室。１回50円。当
日直接会場。連絡先…大野瑛
子・℡090－4121－7326

仲間になりませんか
■３Ｂ親子体操
未就園児と親。火曜日、午前

10時～11時30分。大東公民
館。月1,700円。連絡先…廣
瀬直子・℡242－6365
■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
■悠楽会
パソコンで絵ハガキなどを作

る（ノートパソコン持参）。65歳
以上または女性（初心者歓迎）。
第１・第３木曜日、午後１時～
５時。北部地域ふれあいセンタ
ー。月1,500円。連絡先…仲み
なお・℡090－2495－3844

■オアシス水彩クラブ
初心者歓迎。第１・第２・第

４水曜日、午前９時30分～正午
ほか。オアシスほか。月1,500
円。連絡先…寺田正雄・℡
222－3462
■東デッサンクラブ
人物クロッキー。女性。第２

土曜日、午後１時30分～４時
30分。市立美術館。月2,000
円。連絡先…坂本真理子・℡
225－1989
■万葉くらの会
万葉集を学ぶ。第３月曜日、

午前10時～正午。川越福祉セ
ンター。入会金500円、月1,000
円。連絡先…佐藤美津子・℡
242－3074
■鎌倉彫・桂の会
初心者歓迎（体験入会可）。土

曜日、午後１時30分～５時。川
越福祉センター。月3,000円。連
絡先…川股秀之・℡245－1614
■ファンタジー
マジックの練習。成人、初心

者歓迎。第１・第３火曜日、午
後７時～９時。さわやか活動館。
入会金1,000円、月2,000円
（教材費別途）。連絡先…室井三
男・℡231－6365
■川越混声合唱団
モーツァルトのレクイエムと

演奏会。水曜日、午後７時～９
時。クラッセ川越。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
■南古谷歌謡愛好会
成人。月３回金曜日、午後７

時30分～９時30分。南古谷公
民館。入会金1,500円、月1,500
円。連絡先…永野原満須男・℡
235－3886
■初雁流楽鼓の会
和太鼓でポップス・民謡。８

歳～18歳。第１・第３日曜日お
よび第２・第４土曜日ほか、午
前９時～正午。さわやか活動館。
入会金2,000円、月1,000円。連
絡先…落合幸夫・℡242－6575
■キッズジムナスティックス
ジャズ体操。６歳～小学生。

土曜日、午後１時～２時30分。
中央公民館。月2,300円。連絡
先…小島亜希子・℡226－8130
■椿の会
茶道。成人女性。月３回火曜

日、午後１時～４時。中央公民
館。入会金1,000円、月3,000円。
連絡先…諸橋スミ子・℡224－
9439（午後４時以降）

■YAMADAイングリッシュクラブ
初級英会話。成人。月２回金

曜日、午後７時15分～８時45
分。北部地域ふれあいセンター。
入会金500円、月3,000円。連
絡先…ながたに美智子・℡245－
8673（午後６時30分以降）
■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。中央・伊勢
原公民館ほか。月100円。連絡
先…則竹佑治・℡245－9001
■はなみずき
フォークダンス。成人女性。

金曜日、午前９時30分～正午。
大東南公民館。入会金1,000
円、３か月2,000円。連絡先
…伊藤洋子・℡244－2892
■風翠太極拳サークル
月４回水曜日、午後７時30

分～９時。川越西小学校体育館。
月2,500円。連絡先…金子かず
子・℡234－3855
■ダンスクラブ華よう会
社交ダンス。成人。火曜日、

初級＝午後６時～７時15分$
中級＝午後７時30分～９時30
分。大東南公民館。入会金
2,000円、月3,000円。連絡先…
蛭間粂雄・℡244－4951
■高階ダンスサークル
社交ダンス。多少踊れる成人。

火曜日、午後１時～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
■フィットネスMam
エアロビクス。女性（子連れ

可）。木曜日。①午前９時30分
～10時45分②午前10時45分
～正午。川鶴公民館。各入会金
1,000円、月2,200円。連絡
先…伊駒清美・℡234－4749

■福原フォークダンスクラブ
成人。木曜日、午後１時～４

時。福原公民館。入会金1,000
円、３か月2,000円。連絡先…
時枝利幸・℡243－6789
■福原エアロビクスクラブ
月３回水曜日、午前10時～正

午。福原公民館。入会金1,500
円、月2,000円。連絡先…住本
恭子・℡241－3924
■少林寺拳法埼玉古谷支部
納得いくまで無料体験あり。

６歳以上。月～水曜日、午後７
時～９時。川越第一中学校武道
館ほか。入会金3,000円、月
3,300円。連絡先…小林勉・℡
224－0840
■真向法健身会
真向法体操。中高年歓迎。第

２・第４金曜日、午後７時～８
時30分。女性会館。月1,500
円。連絡先…広滝操・℡233－
4544（午後６時以降）
■川越ラグビースクール
４歳～中学生。日曜日、午前

９時～11時。東京国際大学グ
ラウンド（入間川雁見橋下・鯨
井）。年10,000円。連絡先…
佐藤紳也・℡245－8584

出かけてみませんか
■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。
８月３日斥、午前10時30分～
午後０時30分$９月22日昔・
10月11日戚・11月９日斥・12
月２日析、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・℡226－6641
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市民の皆さんの情報コーナー

ひとまち伝言板

リサイクル家具・自転車の販売
ごみの減量化・資源化を図るために、リサイク

ルした家具と自転車の展示販売を行っています。

日時…毎週金曜日（祝日・休日を除く）、家具＝
午前９時～11時50分・午後１時～４時$自転

車＝午前９時～午後３時

会場…リサイクルセンター
問い合わせ…家具＝リサイクルセンター・℡
223－8200$自転車＝碩シルバー人材センタ
ー・℡222－2075


