■大正琴「すみれ会」
第１・第３火曜日、午後１時
30分〜３時30分。伊勢原公民
館。月2,000円。連絡先…田
村イ子・℡233−9059
■漢語学習会
中国語会話。月３回土曜日、
午後１時30分〜３時30分。霞
ケ関北公民館。入会金1,000
円、月2,000円。連絡先…郷
成彬・℡245−7920

■ひまわり民謡クラブ
成人。月３回火曜日、午後２
時〜４時。大東公民館。月
2,000円。連絡先…牛窪み
ち・℡243−3604
■コスモスペンクラブ
カートリッジインキのペンで
文字練習。成人。第１・第３水
曜日、午後１時30分〜３時30分。
大東南公民館。月1,000円。連
絡先…田中孝子・℡246−8274

じどうかん・
いんふぉめーしょん

■木彫クラブきつつき
成人。月３回水曜日、午前９
時30分〜11時30分。名細公民
館。月2,000円。連絡先…守屋
裕子・℡232−4257
■墨遊会
水墨画。初心者・中高年者歓
迎。第２・第４土曜日、午後１
時〜４時。名細公民館。入会金
2,000円、月3,000円。連絡
先…小池昇・℡233−5082

■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…家城恭子・℡234−6063
■川越霞ケ関太極拳友好会
八段錦・楊名時太極拳24式。
月４回木曜日、午後６時〜７時
30分。霞ケ関北公民館。月
1,000円。連絡先…草野務・
℡231−8872

■映画会「こぎつねコンとこだぬきポン」
対象…幼児以上

日時…２月17日析、午後２時〜

定員…先着70人 申し込み…当日直接同センター
■第19回ペーパープレーン教室
競技用紙飛行機の製作と調整指導。

児童センター こどもの城

日時…２月17日析、午前10時〜正午 会場…川越運

いしわらまち

石原町１丁目41−２ ℡・FAX225−7289
２月の休館日＝５日席・13日惜・19日席・26日席・27日惜

動公園総合体育館 対象…小学３年生〜中学生（小学
３・４年生は保護者同伴）

定員…先着20人

経費

■天体観望会「月」

…380円 申し込み…２月10日析、午前10時から同

日時…２月24日析、午後６時15分〜 対象…小学生

センター（電話・ファクス可）

以上（小中学生は保護者同伴）

定員…先着20人

■とびだせ あそび 「外あそび（どろけい・Sケンほか）」

申し込み…当日午後５時〜５時30分に電話・ファク

日時…２月25日隻、午後２時〜

対象…小学生

スで同センター

員…先着20人 申し込み…当日直接同センター

定

＊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。
＊上履きを持参し、温かい服装でお越しください。雨
天・曇天の場合は中止です。

川越駅東口児童館
すが わら ちょう

菅原 町23−10（クラッセ川越４階） ℡・FAX228−7719
２月の休館日＝６日惜・13日惜・20日惜・27日惜

■プラネタリウム

■みんなであそぼう１・２・３

冬の星座紹介番組「あるひうちゅうは」。
定員…先着98人 経費…100円 投影時間…約40分

（休）
を除く）、月・木曜
日時…２月１日〜26日（12日

投影開始時間…火〜金曜日＝午後４時〜$土曜日・祝

日、午前10時30分〜11時30分

日・休日＝午後３時〜$日曜日＝午前11時〜・午後３

児と保護者 申し込み…当日直接同館

時〜 申し込み…当日直接同センター

■おもちゃのチャチャチャ

対象…２歳〜３歳

おもちゃで親子遊び。

■節分・赤鬼さんをやっつけろ！
豆まき・歌でつづる人形劇「おはなが笑った」ほか。

日時…２月２日昔・16日昔、午前11時〜正午 対象

日時…２月１日斥、午前10時45分〜 対象…幼児と

…幼児と保護者 申し込み…当日直接同館

保護者 申し込み…当日直接同センター

■つくってあそんで
身近な材料を使った簡単な工作。

■わんぱく広場

日時…２月３日析・25日隻、午後２時〜 対象…小学

親子あそび。
日時…２月２日〜23日、金曜日、午前10時30分〜

生 定員…各５人（抽せん） 申し込み…当日直接同

対象…２歳以上の幼児と保護者 申し込み…当日直接

館

同センター

■おもちゃの病院

■かんたん美術 ！ 「プレゼントのつつみ紙を手づくりしよう」
日時…２月８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

おもちゃの修理。先着20個程度。
日時…２月４日隻、午前10時〜午後２時
児〜17歳（幼児は保護者同伴）

対象…幼

経費…無料（場合

により実費） 申し込み…当日直接同館

■あそぼう１歳

■親子教室「保健師さんに聞いてみよう」

親子あそび。
日時…２月８日〜22日、木曜日、午前10時30分〜

季節のワンポイントアドバイスと健康・発達相談。

対象…１歳児と保護者 申し込み…当日直接同センタ

日時…２月23日昔、午前10時30分〜正午 対象…幼

ー

児と保護者 申し込み…当日直接同館
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ひとまち伝言板
参加してみませんか
■かわごえ憲法塾
かわごえ憲法塾実行委員会主
催。講師は若手弁護士。２月
15日〜７月12日、月１回木曜
日、午後６時30分〜８時30分。
やまぶき会館。15歳以上。先
着60人。2,000円。申し込み
…赤松岳・℡224−0020
■「ＫＶＡ杯」と「いそじ大会」
川越市バレーボール連盟主
催。①「ＫＶＡ杯」＝６人制・
９人制。２月25日隻、午前８時
30分〜。川越運動公園総合体育
館。市内在住または在勤②「い
そじ大会」＝９人制。３月11日
隻、午前８時30分〜。尚美学園
大学体育館。市内在住の50歳以
上の女性。各１チーム3,000円。
申し込み…２月９日昔までに天
ヶ嶋すみ江・℡244−0250
■スキー＆ボードの集い（志賀）
川越スキークラブ主催。講
習・バッジテスト。３月３日析、
午前６時30分〜５日席、午後
８時。志賀高原スキー場。高校
生以上。先着40人。30,000
円。申し込み…石井美男・℡
090−1500−1237
■第18回「印藤杯」卓球大会
川越市卓球連盟主催。３月
11日隻、午前８時30分〜。川
越運動公園総合体育館。小学生
以上。男女単＝一般／シニア
（40歳〜59歳）／ベテラン
（60歳以上）、男複・女複＝２
人の年齢合計が99歳以下／同
100歳以上。１人単複各１種
目のみ参加可。単500円（小
中学生300円）、複1,000円
（小中学生600円）。申し込み
…２月８日斥〜21日戚（必着）
までに現金書留で〒350ー
0054川越郵便局私書箱33・
同連盟。連絡先…岩田ハルヨ・
℡231−5265
■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。３月〜10月、
月曜日。１回4,000円。全日
程参加できる方。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、２月２日昔（必着）まで
に〒350−1112上野田町
55−８・得木章・℡244−
2141（午後８時以降）
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■保険見直し節約勉強会
生き活きサークル勉強会実行
委員会主催。ライフプランナー
から基礎知識などを学ぶ。２月
９日昔、午後２時〜４時。川越
福祉センター。先着15人。
150円。申し込み…１月31日
戚から電話・ファクスで小久保
とみ子・℡225−0297・
FAX225ー0230
■小江戸川越クリーンウォーク
川越商業経営研究会主催。ク
レアモール周辺を清掃（参加賞
あり）。３月10日析、午前９時
〜10時30分、集合＝午前９時
にクレアパーク。50組（抽せ
ん）。無料。申し込み…ハガキ
に参加者の住所・氏名・年齢・
電話番号を明記し、２月15日
斥（必着）までに〒350ー
8510仲町１−12・川越商業
経営研究会事務局。連絡先…同
会事務局・℡229−1840
■健康マージャン入門講座（点数計算）
ＮＰＯ法人健康麻将全国会川
越支部主催。２月22日〜４月
12日、木曜日、午後１時〜３
時$午後３時〜５時。やまぶき
会館ほか。市内在住。60人
（抽せん）。１回1,000円（別
途教材費1,000円）。申し込み
…２月20日惜までに本多実・
℡090−4175−6379
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出かけてみませんか
■借金・債務に関する無料相談会
NPO法人国民生活向上委員
会主催。２月４日隻、午後１時
〜５時。中央公民館。市内在住。
先着30人。無料。申し込み…
１月30日惜から原田久男・℡
291−2310（午前11時〜午
後８時）
■入間川にサケを放す親子のつどい
入間川にサケを放す会主催。
サケの稚魚の放流（育てられな
かった方も放流できます）。２
月11日積、午後１時〜２時。
川越橋下入間川河川敷（上戸）。
無料。当日直接会場。連絡先…
杉浦公昭・℡235−3193
■第８回バスケットボールWリ
ーグセミファイナル川越大会
川越市バスケットボール連盟
主催。２月24日析、午後２時
〜３時30分。川越運動公園総
合体育館。小学生以上。入場
料＝2,500円（高校生・中学
生＝1,600円、小学生＝800
円）当日直接会場。連絡先…渡
辺耕造・℡222−1460

■第12回病院祭
山仁病院（末広町３丁目）主
催。患者作品展示・バザーほか。
２月３日析、午前10時〜午後
２時。無料。連絡先…同病院・
℡226−1585

仲間になりませんか
■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…本田倫江・
℡222−8515
■おんがくとクレヨン
リトミック。リズムを通して
情緒を育む。水曜日。平成15
年４月〜同16年３月生まれ＝
午前10時〜11時$同16年４
月〜同17年３月生まれ＝午前
11時〜正午。南公民館。入会
金500円、月1,500円。連絡
先…余川宏子・℡228−0662
■母と子の教室「ゆ〜と」
プレ幼稚園。１歳〜４歳児と
親。月３回火または水曜日、午
前10時〜11時30分。高階南
公民館ほか。入会金2,000円、
月3,000円。連絡先…得橋由
美香・℡243ー0329
■いち に さん
簡単な工作。未就園児。月３
回月曜日、午前10時〜11時
45分。大東南公民館。入会金
110円、年500円。連絡先…
前島久美・℡246−0095
■やまぶきレディースJr
女子サッカー。小学１〜５年
生。①第２・第４土曜日、午前
９時〜正午②日曜日、午後１時
〜３時30分。名細小学校。月
1,250円。連絡先…前野利
夫・℡231−6777
■川越ダンスアカデミー
社交ダンス。中級の成人。火
曜日、午後８時〜９時30分。
市内練習場（脇田新町）。入会
金1,000円、月5,000円。連絡
先…萬辺久子・℡224−2161
■輝きダンスクラブ
社交ダンス。多少踊れる成人。
木曜日、午後７時30分〜９時
20分。ジョイフル。入会金
1,000円、月3,000円。連絡
先…寺田昭・℡242−3247
■霞踊会
社交ダンス。経験者。火曜日、
午後７時30分〜９時30分。霞
ケ関北公民館。入会金1,000円、
月1,500円。連絡先…田中眞
一・℡070−5546−8403

川越市役所・℡049−224−8811

■土曜クラブ
社交ダンス。成人。土曜日、
午後７時30分〜９時30分。大
東公民館。入会金1,000円、
月2,000円。連絡先…名津井
詔輝・℡246−7081
■体操クラブ
体操・ヨーガ。女性。水曜日、
午後１時30分〜３時。南公民
館。入会金1,000円、月2,000
円。連絡先…長谷川文荏・℡
242−0177（午後５時以降）
■ジョイフルパワーヨーガ
成人女性。土曜日。ソフトヨ
ーガ＝午後０時30分〜１時30
分、１回500円$パワーヨー
ガ＝午後２時〜３時40分、１
回800円。ジョイフル。連絡先
…中村順子・℡241−8212
■川越ハーモニカ同好会
講師は、日本ハーモニカ芸術
協会公認指導員。60歳以上・
身体障害者、初心者歓迎。第
２・第４水曜日、午後１時〜３
時。オアシス。入会金1,000円、
月2,500円、教本3,400円。連
絡先…古澤明・℡242−4239
■川越アコーディオンサークル
「たんぽぽ」
アコーディオンの貸し出しあ
り。初級者。第２・第４日曜日、
午前10時〜正午。北部地域ふ
れあいセンター。入会金
3,000円、月3,000円。連絡
先…城前茂夫・℡232−1473
■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
■琴吉実会ひまわり
大正琴。第２・第４水曜日、
午前９時30分〜正午。霞ケ関
北公民館。月2,000円。連絡先
…新井かつよ・℡233−1700
■九星会
書道。成人。月２回土曜日、
午前10時〜正午。南公民館。
月2,000円。連絡先…高野尚
信・℡080−5651−8365
■和裁クラブ
女性。水曜日、午前９時30
分〜正午。高階公民館。入会金
1,000円、月2,500円。連絡
先…宮本和子・℡243−5646
■萩の会
着付けとマナー。市内在住の
女性。木曜日、午前10時〜正
午。大東南公民館。入会金
1,000円、月1,000円。連絡先
…斎藤ヒサ子・℡246−0649
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