
■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。入
会金1,000円、年15,000円。
連 絡 先… 森 田 ひ と 美 ・ ℡
243－0061
■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
■霞ケ関剣友会
剣道。小学生以上。日曜日、

午前８時30分～10時30分＝
霞ケ関南小学校$木曜日（中級
以上）、午後７時30分～９時＝
霞 ケ 関 西 中 学 校 。 入 会 金
1,000円、月1,500円。連絡
先…菅井幹雄・℡231－6120
（午後６時以降）
■真楊会
棒術・剣術・柔術ほか。高校

生以上。土曜日、午前10時～
正午。川越武道館。入会金
5,000円、月5,000円。連絡
先…関根郁夫・℡223－2602
■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
■いせはら太極拳クラブ
簡化24式太極拳。火曜日、

午後１時30分～３時。伊勢原
公民館。月2,000円。連絡先
…辻京子・℡234－0202
■昭武館カラテ
フルコンタクト。金曜日、①

少年部＝３歳～10歳、午後６
時～７時45分②一般部＝11歳
以上、午後７時45分～９時30
分。伊勢原公民館。月4,000
円。連絡先…長田修志・℡
234－4554
■川越フリーウェーツーリング
クラブ
オートバイで関東一円をツー

リング。125cc以上のオンロ
ードバイクを持ち、任意保険に
加入している成人。第２日曜日、
午前８時～午後６時。月100
円。連絡先…関根浩義・℡
223－2138
■サンデークラブ
社交ダンス。中高年（初心者

歓迎）、見学可。日曜日、午後
１時～４時30分。オアシスほ
か。入会金1 , 0 0 0 円、月
2,000円。連絡先…八木英
子・℡222－0702（午後６時
～８時30分）

■EM木曜会
農薬を使わない野菜栽培。木

曜日、午前10時～正午。南公
民館。月500円。連絡先…斉
藤隆司・℡242－2850
■おはなしポケット
紙芝居や絵本の読み聞かせな

ど。成人。月曜日、午前８時
10分～８時45分$午後４時～
４時30分ほか。霞ケ関南小学
校ほか。年500円。連絡先…
真嶋智恵子・℡231－5840
■高階芙蓉コーラス
混成合唱。成人。金曜日、午

前10時～正午。高階公民館ほ
か。入会金500円、月4,000
円。連絡先…中村佳子・℡
244－0289
■川越市吹奏楽団
高校生以上。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
■桐の会
琴の練習。初心者歓迎。第

１・第３木曜日、午後１時～４
時。女性会館。入会金3,000
円、月3,000円。連絡先…岡
本喜枝子・℡245－2640
■こでまりの会
大正琴。第２・第４木曜日、

午前10時～11時40分。女性
会館。入会金 5 0 0 円、月
1,500円。連絡先…金子タツ
子・℡242－4570
■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…加藤正子・℡243－
8191
■中央公民館写真クラブ
成人（初心者歓迎）。第２・

第４金曜日、午前10時～正午。
中央公民館。月500円。連絡
先…高松達子・℡224－0600
■川越市ボウリング連盟
月２回土曜日＝午前９時～

11時$火曜日＝午後８時30分
～10時。民間ボウリング場
（狭山市）。ゲーム料金など実費。
連絡先…渡辺貞夫・℡090－
7947－0934
■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…赤尾のり子・℡231－
8798

■川越水墨画研究会新宿教室
第１・第３火曜日、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…向後茂子・℡244－
1435
■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
■茶道クラブ
裏千家。成人女性。第２・第

４土曜日、午後１時30分～５
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
■生花クラブ
生け花。金曜日、午前９時

30分～午前11時30分。南公
民館。入会金1,000円、月
3,500円（花代含む）。連絡先
…紫村　子・℡243－7086
■すずらん生花
草月流。第２・第４水曜日、

午前９時30分～11時。高階公
民館。入会金1,000円、月
2,800円（花代含む）。連絡先
…佐竹静子・℡244－1763
■華道かすみ会
草月流。初心者歓迎。第１・

第３水曜日、午後６時30分～
８時3 0分。女性会館。月
3,600円（花代含む）。連絡先
…坂本康代・℡242－2984
■美鳥クラブ（話し方教室）
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…原靖夫・℡235－
4977
■演劇サークル○（マル）
ボイストレーニング・演技の

研究。成人（初心者歓迎・見学
自由）。月２回月曜日、午前９
時～正午。中央公民館ほか。月
2,000円。連絡先…関根涼
子・℡223－6668
■押し花会
押し花絵の作成。成人。第２

水曜日、午前９時～正午。女性
会館。月1,000円。連絡先…
渡辺浩子・℡244－6198
■絵手紙クラブ
第１・第３火曜日、午後６時

30分～８時30分。女性会館。
月1,500円。連絡先…渡辺迪
子・℡242－4256

■ユーモアテニスクラブ
硬式テニス。30歳以上。土

曜日、午前10時～午後３時。
安比奈親水公園ほか。年6,000
円。連絡先…外山次雄・℡
090－4242－8169
■ウイングソフトテニス
成人女性。金曜日、午前９時

～午後１時。川越運動公園。入
会金1,000円、１回300円。
連 絡 先… 石 井 美 恵 子 ・ ℡
246－6690
■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
■バトンエンジェルス
バトントワリング。３歳～小

学生。水曜日、午後５時～６時
30分。川越運動公園総合体育
館。月3,000円。連絡先…松
井緑・℡080－3022－3751
■ライフフィットネス
エアロビクス。成人女性。金

曜日、午前10時～11時30分。
ジョイフル。入会金1,500円、
月1,500円。連絡先…赤迫靖
子・℡244－7578
■高階フラダンス
第１・第３火曜日、午前10

時～正午。高階公民館。入会金
1,000円、月2,000円。連絡
先…田上艶子・℡243－0551
■ワルツ
社交ダンス。初級以上。水曜

日、午後１時～５時。高階南公
民館。入会金1,000円、月
2,000円。連絡先…小山時
夫・℡244－8189
■木曜クラブ
社交ダンス。初級。木曜日、

午後７時30分～９時30分。名
細公民館。入会金500円、月
2,000円。連絡先…川上シサ
エ・℡232－0836
■霞北ダンスクラブ
社交ダンス。多少踊れる成人。

月３回金曜日、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…熊野清・℡231－
4902
■KWスポーツダンスクラブ
社交ダンス。日曜日、午後２

時～４時。さわやか活動館また
は中央公民館。入会金1,000
円、月2,000円。連絡先…荻原
美代子・℡090－4221－
1214
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ひとまち伝言板
■女性弓道教室
川越市弓道連盟主催。５月

10日～７月12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
■初夏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12日
析、午後５時30分～８時30
分。川越運動公園総合体育館。
1,000円。当日直接会場。連
絡先…寺田昭・℡242－3247
■親子ほのぼの釣り体験
NPO法人川越子育てネット

ワーク主催。ランチ会あり。５
月19日析（雨天の場合は26日
析）、午前９時45分から受け付
け。びん沼自然公園（富士見市）。
小学生以下と保護者。先着15
組。１組500円。申し込み…
５月１日惜～11日昔にファク
スで同ネットワーク事務局・
℡・FAX248－1068
■第26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。５月27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、５月
1 0日斥（必着）までに〒
350－1151今福1473－35・
平岡和子・℡243－7125
■手づくりネクタイとパッチワ
ーク作り
手芸サークル主催。父の日の

プレゼント。５月29日惜・６
月９日析、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
■歌声ホール in 川越（６）
同実行委員会主催。歌声喫茶

で活躍していた２人と楽しく歌
う。６月10日隻、午後２時～
４時。クラッセ川越。先着
130人。1,000円。申し込み
…鈴木登志枝・℡246－5125
（午後７時以降）

■霞ケ関フォトクラブ展
同クラブ主催。５月９日戚～

14日席、午前９時～午後５時
（９日は正午から、14日は午後
４時まで）。メルト。無料。連
絡先…船生利雄・℡233－
2601
■小品盆栽の展示
川越小品盆栽倶楽部主催。５

月12日析、午前10時～午後５
時$13日隻、午前９時～午後
３時。南公民館。無料。連絡先
…井上利勝・℡246－1746
■生活講習会「幼児期の生活リ
ズムを大切に」
川越友の会主催。生活リズム

の話・実例発表と食の目安量に
ついて展示発表。５月25日昔、
午前10時30分～午後０時30
分。クラッセ川越。母と子。先
着45組。１組600円。申し込
み…５月１日惜から石川千枝
子・℡224－0778

参加してみませんか
■こえどファームでハーブ畑づ
くり
NPO法人土と風の舎主催。

５月から、第２土曜日、午前
10時～正午。市内の農地（下
小坂）。成人（初心者歓迎）。先
着５人。年5,000円。申し込み
…５月１日惜から渋谷雅史・℡
248－9485
■クラッシックギターを体験し
てみませんか
ビエント・デ・マリオ主催。

ミニコンサートあり。５月11
日昔・18日昔、午後１時30分
～３時30分。大東公民館。成
人。先着10人。無料。申し込
み…５月１日惜から漁野眞知
子・℡225－7600
■「押し花アートグリーン」体
験会
押し花アートグリーン主催。

花かごの額絵作り。５月15日
惜、午前10時～正午。川鶴公
民館。初心者。先着10人。
2,000円。当日直接会場。申
し込み…５月７日席までに土屋
三枝子・℡234－3780
■第13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20日隻、午
前９時30分～午後４時30分。
南公民館。市内在住・在勤。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

出かけてみませんか
■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・山崎徹さんによる講演
「いま、日本国憲法の価値を考
える」と、無料法律相談。５月
12日析、午後１時30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
■第21回名細墨遊会展
墨遊会主催。５月16日戚～

21日席、午前９時30分～午後
４時30分（16日は午後１時か
ら、21日は午後３時まで）。メ
ルト。無料。連絡先…小池昇・
℡233－5082
■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19日析、午前10
時～午後４時$20日隻、午前
９時～午後３時。南公民館。入
場無料。連絡先…有山丈夫・℡
242－6812
■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21
日席、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… 柏 増 は ま 子 ・ ℡
237－0048
■第27回水墨画甲風会展
同会主催。５月25日昔～27日

隻、午前10時～午後４時30分
（27日は午後４時まで）。南公民
館。無料。連絡先…辻谷清子・
℡223－0606
■川越フィルファミリーコンサ
ート in 蓮馨寺
川越フィルハーモニー管弦楽

団・蓮馨寺共催。５月26日析、
午後２時～。蓮馨寺講堂。市内
在住。先着80人。無料。申し
込み…５月１日惜から蓮馨寺で
整理券配布。連絡先…上野仁
志・℡241－5053
■倫理フォーラムインかわごえ
碩倫理研究所家庭倫理の会川

越主催。チェロ三重奏と講演会。
５月27日隻、午後１時30分～
３時10分。クラッセ川越。先
着150人。1,000円。当日直
接会場。連絡先…鵜野廸代・℡
231－5336

■森のさんぽ道をいっしょに歩
きませんか
やまぶき21主催。（仮称）川

越市森林公園をウォーキング。
５月15日惜、午前10時30分
～午後１時。100円。ジョイ
フル駐車場に直接集合。連絡先
…間仁田一恵・℡242－1448

仲間になりませんか
■カンガルー英語クラブ
米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ー8510ー
7969
■いせはらちび～ず
親子サークル。未就園児と母。

木曜日、午前10時～正午。伊
勢原公民館。入会金250円、
月250円。連絡先…成川玲
子・℡234－2784
■英会話ローズ会
米国人講師が指導。市内在住。

第２・第４水曜日、午後６時
30分～８時30分。女性会館。
月2,000円。連絡先…三好敏
子・℡241－8521
■霞ケ関英会話クラブ
会話と文法。成人。木曜日、

午前10時～正午。霞ケ関公民
館。月3,000円。連絡先…○
江○夫・℡232－5901
■ニーハオクラブ
中国語講座。成人。第２・第

４木曜日、午後１時～３時。大
東公民館。入会金1,000円、
月2,000円。連絡先…神山勝
治・℡245－3332
■手あみバイアス編みサークル
第２・第４水曜日、午前９時

30分～正午＝川越福祉センタ
ー$第１・第３火曜日、午後１
時 ～ ４ 時 ＝ 南 公 民 館 。 各
1,500円。連絡先…奥冨芳
子・℡243－0457
■書藝倉
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
■みずき書道クラブ
毛筆・ペン字。成人。第２・

第４金曜日、午後２時～４時。
伊勢原公民館。入会金1,000
円、月1,500円。連絡先…師
岡澄代・℡232－0231

丈
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