
広報川越№1147・2007.３.25 川越市役所・℡049－224－8811 http://www.city.kawagoe.saitama.jp/ 20

■川越スコティシュ・フローラーズ
スコットランドのダンス。

18歳～70歳。第１・第３水
曜日、午後１時30分～４時
30分。クラッセ川越。月
1,000円。連絡先…星野薫・
℡235－1147
■大東民謡クラブ
成人。木曜日、午後７時～

９時。大東公民館。月2,000
円。連絡先…三塚章・℡
242－5917
■むさしのハーモニカクラブ
火曜日、午後２時～３時

30分。高階北学習情報館。
月1,000円。連絡先…滝島昌
江・℡243－1586
■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
■川越シュガートーレFC
ママさん主体のサッカー。女

性（初心者歓迎）。日曜日、午
後１時～４時。川越第一小学校。
入会金1,000円、月500円。
連絡先…田中美・℡232－
1372

■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
校体育館。入会金2,000円、
月1,500円。連絡先…岡島政
男・℡242－1726
■川越市マンドリンアンサンブル
合奏など。マンドリン・マン

ドラ・マンドロンチェロ・ギタ
ー・コントラバスが弾ける成
人。第２・第４日曜日、午後２
時～４時30分。伊勢原公民館。
入会金1,000円、月1,000円。
連絡先…須賀博・℡242－
6659
■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。川越第一小学校体育
館ほか。入会金3,000円、月
3,300円。連絡先…小林勉・
℡224－0840
■太極拳クラブ
楊名時健康太極拳。初心

者・中高年歓迎。月３回土曜
日、午後１時30分～３時。
霞ケ関北公民館。入会金500
円、月1,500円。連絡先…前
田湯司・℡232－5912

■三光剣友会
剣道。小学生以上。土曜日、

午後４時～６時$日曜日、午前
９時～11時。月越小学校体育館。
年2,000円、月1,000円。連絡
先…鈴木始子・℡222－0517
■川越体操スポーツ少年団
小学生。土曜日、午後２時

～４時。川越小学校。入会金
1,000円、月2,000円。連絡
先…戸川藤子・℡241－1765
■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
■サンジュエルテニスクラブ
硬式テニス。初級～中級。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
■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～
５時。北公民館。入会金1,000
円、月1,000円。連絡先…柳下
泉・℡090－8681－7471

■川越市剣道連盟少年部・剣
道教室
小学生以上（親子参加可）。

初心者＝土曜日、午後６時
30分～７時30分$日曜日、
午前９時～10時。経験者＝
水・金曜日、午後６時30分
～７時30分$日曜日、午前
10時～11時。武道館。入会
金1,000円、年12,000円。
連絡先…菅沼好一・℡224－
8070（午後７時以降）
■ラブオール
硬式テニス。18歳以上30

歳以下の経験者。土または日
曜日、午後３時～５時。川越
運動公園テニスコート。入会
金2,000円、月500円。連絡
先…毛見哲也・℡090－
6560－9773

出かけてみませんか
■平成19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７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

経費…2,400円（手あみ・和

裁・どじょうすくい・トレーニ

ング・空手・ダンベルは3,600

円） 申し込み…４月７日析、

午前９時から経費を添えてサン

ライフ川越（先着順）

＊７日の午前中は、１人で１度

に複数人数の申し込みはできま

せん。ただし、教室は重複して

申し込みすることができます。

＊月曜日は休館。開催日が祝日

の場合は休みです。その他の休

みは、申込時に各教室の日程表

をご覧ください。

＊ヨガ教室の申し込みは、1人

１クラスのみ。

＊社交ダンスは、ペアのみの申

し込みです（１人での申し込み

不可）。

＊空手道は、小学生以上が対象

です。

サンライフ川越の教室 芳
よし

野
の

台
だい
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教室名 日程 曜日 時間 定員
詩吟 ４月24日～７月 ３日 火 ７:00p.m.～ ８:30p.m. 20人
英会話 ４月24日～７月 ３日 火 ７:30p.m.～ ８:30p.m. 15人

安来節どじょうすくい ４月24日～７月31日 火 ２:00p.m.～ ３:30p.m. 15人
男踊り（初級） ４月24日～７月31日 火 ６:00p.m.～ ７:30p.m. 15人

４月24日～６月26日 火 ７:00p.m.～ ８:00p.m. 女性20人
エアロビクス ４月25日～６月27日 水 10:00a.m.～11:00a.m. 女性40人

４月25日～６月27日 水 10:30a.m.～11:30a.m. 女性20人
ダンベルエクササイズ ４月18日～８月 １日 水 ９:15a.m.～10:15a.m. 15人
ヨガ ４月25日～６月27日 水 ２:00p.m.～ ３:30p.m. 女性20人
卓球 ４月18日～６月27日 水 ２:00p.m.～ ４:00p.m. 25人
カラオケ ４月25日～６月27日 水 ６:50p.m.～ ８:30p.m. 40人
手あみ ４月12日～７月26日 木 10:00a.m.～正午 女性15人
和裁 ４月12日～７月26日 木 １:30p.m.～ ３:30p.m. 女性15人
ヨガ ４月19日～６月28日 木 ２:00p.m.～ ３:30p.m. 女性15人
着付 ４月19日～６月28日 木 ６:30p.m.～ ８:30p.m. 女性15人
革工芸 ４月20日～６月29日 金 10:00a.m.～正午 女性15人
３Ｂ体操（健康体操） ４月20日～７月 ６日 金 ７:00p.m.～ ８:30p.m. 女性20人
社交ダンス（中・上級）４月20日～６月29日 金 ７:30p.m.～ ８:30p.m. ペア20組
トレーニング ４月21日～８月 ４日 土 ９:00a.m.～10:30a.m. 15人
トレーニング（ソフトバレー中級）４月21日～８月 ４日 土 10:40a.m.～12:10p.m. 20人
空手道 ４月21日～８月 ４日 土 ２:00p.m.～ ３:00p.m. 60人



参加してみませんか
■心も体もしなやかに
陳氏太極拳同好会主催。陳氏

太極拳無料講習会。４月３日
惜・10日惜、午後７時～９時。
富士見中学校体育館。15歳以上。
先着20人。無料。運動着・上履
きを持参し、当日直接会場。連
絡先…蒲生洋子・℡242－6374
■太極拳で身体能力向上
富士見クラブ主催。ストレ

ッチと簡化太極拳。４月５日
斥・12日斥、午後７時～９
時。富士見中学校体育館。
15歳以上。先着20人。無料。
運動着・上履きを持参し、当
日直接会場。連絡先…谷口
創・℡224－8669
■ソシアルダンスの講習会
パーティーダンス「フレン

ド」主催。４月11日戚・25
日戚、午後１時30分～４時30
分。高階公民館。初・中級。
各先着男女７人ずつ。1,000
円。申し込み…４月１日隻か
ら岡本幸子・℡222－7485
■菊作り講習会
川越菊花会主催。４月15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・℡231－7075
■裏千家茶道基礎講座
華容会主催。４月1７日～５

月22日（５月１日は除く）、火
曜日、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・℡243－1435
■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。９月１日析～
12月19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13日昔まで
にファクスで同課・℡232－
1111・FAX234ー3824

仲間になりませんか
■籐手芸クラブ
月２回金曜日、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ー2845

■それいけ アンパンマン
リズム遊びなど。未就園児。

水曜日、午前10時～正午。霞
ケ関公民館。月500円。連絡
先…得作朋子・℡245－3660
（午後３時以降）
■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～
11時30分。北公民館。入会金
200円、月500円。連絡先…
土屋昌子・℡224－3673
■そらいろのたね
外遊び育児サークル。１歳

～未就園児。木曜日、午前10
時～正午。歌声の杜公園ほか。
６か月1,000円。連絡先…本
田麻子・℡242－6100
■ペンギンクラブ
親子サークル。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
■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～小学１年生。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…黒田絵里
子・℡247－3554
■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）
■英語と子育てサークルin川越
英語で親子遊び。０歳～未

就園児と親（親のみも可）。第
２水曜日、午前10時30分～
正午。中央公民館。入会金
500円、月500円。連絡先…
飯島雅子・℡228－0631
■陶芸クラブ
霞ケ関地区の成人。月２・３

回水曜日、午前９時～正午。霞
ケ関北公民館。月2,000円。連
絡先…関口忠旦・℡233－1585
■朗読の会オツベル
第１・第３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
■椿の会
茶道。女性。火曜日、午後１

時～３時。中央公民館。入会金
2,000円、月3,000円。連絡
先…原沢光代・℡246－0203

■表千家茶道クラブ
成人（初心者歓迎）。月曜

日、午前９時～正午。高階公
民館。入会金1,000円、月
2,500円。連絡先…遠藤三末
栄・℡243－9001
■むつきクラブ
書道。市内在住・在勤。第

１・第３土曜日、午後２時～４時。
大東公民館。月1,500円。連絡先
…得坂尚子・℡244－4493
■ふれあい書道サークルかすみ会
常用漢字を学ぶ。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
■青松会
かな書道。成人。第１・第３
火曜日、午後１時30分～３時
30分。大東南公民館。入会金
1,000円、月1,500円。連絡先
…武石清子・℡244－6113
■彩恵会
春の草花を一筆画で描く。成

人。第４金曜日、午後１時30
分～３時。クラッセ川越。入会
金2,000円、月2,500円。連
絡先…松倉美紀子・℡225－
9080（午後７時以降）
■すみれ会
小原流華道。市内在住・在

勤。第１木曜日、午後１時
30分～３時30分。大東公民
館。月1,500円（別途花代
1,000円）。連絡先…牛窪栖
子・℡243－3150
■フラワークラブ
フラワーアレンジ。第１金

曜日、午前10時～正午。中
央公民館。月2,500円（花代
含む）。連絡先…利根川和
子・℡224－0474
■高階南組み木クラブ
電動糸のこ盤を使って組み木

作り。成人。第２土曜日・第３
日曜日、午前９時～正午。高階
南公民館。入会金1,000円、
月2,000円。連絡先…小島
庸・℡243－9666
■将棋クラブ「歩」
月２回日または水曜日、午前

10時～午後５時。北公民館。
年3,000円。連絡先…松島清
蔵・℡222－3519
■あおぞら会
カラオケ。木曜日、午前９時

～正午。大東公民館。入会金
1,500円、月3,000円。連絡先
…宇田川信子・℡243－5699

■油彩会
油絵・水彩画。第３・第４

金曜日、午前10時10分～正
午。女性会館。月2,000円。
連絡先…浅見恵子・℡233－
8054（午後６時以降）
■フォト90
写真の勉強。成人。第１月曜

日、午後７時30分～９時30分。
福原公民館。入会金500円、
月1,000円。連絡先…長嶋富
美子・℡243－6844（午後７
時以降）
■インジョイ・イングリッシュ
基礎英会話。成人。月３回

水曜日、午後７時～８時30
分。名細公民館。月3,500円。
連絡先…花井敏雄・℡232－
2904
■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
■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
■ジョイフル舞花
社交ダンス。講師が直接組ん

で指導。40歳以上。初心者歓
迎。月３回木曜日、中級＝午後
１時～２時$初級＝午後２時～
３時。ジョイフル。入会金
1,000円、月3,000円。連絡先
…利根川光好・℡235－5108
■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$中級以
上＝午後７時～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
■ミセスフィットネス
ソフトエアロビクス・スト

レッチなど。中高年の女性。
水曜日、午前９時～10時30分。
高階南公民館。入会金1,000
円、月1,500円。連絡先…岡
村昌子・℡246－2164
■チップスダンスサークル
ヒップホップとタップダン

ス。中学生以上の初心者。火曜
日、午後１時～４時$金曜日、
午後６時～９時。北公民館。入
会金1,000円、月2,500円。
連 絡 先… 藤 井 す み 子 ・ ℡
226－0127
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市民の皆さんの情報コーナー

ひとまち伝言板


