
■天体観望会「月」
日時…７月25日析、午後７時30分～（雨天・曇天の場合

は中止） 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…当日の午後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。当日は、上履きを持参してください。

■プラネタリウム
夏の星座紹介番組「銀河漂流記」。

定員…先着98人　経費…100円　投影時間…約35分　投

影開始時間…火～金曜日＝午後４時～$土曜日・祝日＝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

■親子スタジオ「七夕かざりをつくろう」
日時…７月２日斥、午前10時

45分～　対象…幼児と保護者

申し込み…当日直接同センター

■七夕会
飾り付け、クイズ大会など。

日時…７月４日析、午後１時～

対象…幼児以上　申し込み…当

日直接同センター

■おもちゃの病院
おもちゃの修理。先着20個程度。

日時…７月19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…当日直接同センター

■ジャンボ紙芝居
内容・日時…「おばけのドロンドロン」ほか＝７月23日

斥$「島ひきおに」ほか＝30日斥、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

■あそびの玉手箱「親子あそび」
日時…７月24日昔・31日昔、午前10時30分～　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

■うさぎっこ
チャイム演奏、大型絵本の読み聞かせ。

日時…７月29日戚、午前10時30分～　対象…幼児と保護

者 定員…先着50人　申し込み…当日直接同センター

■人形劇「赤ずきんちゃん」ほか
日時…７月31日昔、午後２時～　対象…幼児～小学生

申し込み…当日直接同センター

＊「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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川越駅東口児童館
菅原町23－10（クラッセ川越４階） ℡・FAX228－7719
７月の休館日＝火曜日

■みんなであそぼう１・２・３
指導者を中心に親子で遊ぼう。

日時…７月２日～16日、月・木曜日、午前10時30分～

11時30分　対象…２～３歳児と保護者　申し込み…当日

直接同館

■おもちゃの病院
おもちゃの修理。先着20個程度。

日時…７月５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

■おもちゃのチャチャチャ
おもちゃで親子遊び。

日時…７月３日昔・17日昔、午前11時～正午　対象…幼

児と保護者　申し込み…当日直接同館

■ブロック×ブロック
ブロックで親子遊び。

日時…７月10日昔、午前11時～正午　対象…幼児と保護

者　申し込み…当日直接同館
■つくってあそんで
身近な材料を使って工作しよう。
日時…７月４日析、午後２時～　対象…小学生　定員…
５人（抽選） 申し込み…当日直接同館

高階児童館
藤間27－１（高階市民センター内） ℡・FAX238－9525
７月の休館日＝月曜日（20日積を除く）、21日惜

■わい・わい・わい
ブロック・おもちゃで親子遊び。

日時…７月１日戚、午前10時30分～11時45分　対象…

３歳までの子と保護者 申し込み…当日直接同館

■みんなでね　いっしょにね
指導者を中心に親子で遊ぼう。

日時…７月３日～14日、火・金曜日、午前10時30分～

11時30分　対象…２～３歳児と保護者　申し込み…当日

直接同館

■すくすく
親子で過ごす子育て交流の場。

日時…７月８日戚、午前10時30分～11時45分　対象…

０歳児と保護者 申し込み…当日直接同館

■のびのび
親子で楽しくふれあい遊び。

日時…７月15日戚、午前10時30分～11時45分　対象…

１歳児と保護者 申し込み…当日直接同館

■つくーるスクール
身近な材料を使った工作。

日時…７月16日斥、午後２時～　対象…小学生　定員…

先着10人　申し込み…当日直接同館

児童センター こどもの城
石原町１丁目41－２　℡・FAX225－7289
７月の休館日＝月曜日（20日積を除く）、21日惜

じどうかんじどうかん
いんふぉめーしょんいんふぉめーしょん



◆出かけてみませんか
◆全日本写真連盟MAP21支部
写真展
同支部主催。全紙の枠で展示。

７月８日戚～13日席、午前９
時～午後５時（８日は正午から、
13日は午後４時まで）。メルト。
無料。当日直接会場。連絡先…
西冨利治・℡231－5012

★参加してみませんか
★川越百万灯夏まつり時代行列
川越藩行列保存会主催。江戸

時代登城行列衣装を着て、本川
越駅前から札の辻交差点までを
歩く。７月26日隻、午前10時
～午後４時。武士役・中間役各
５人（７月15日戚、面接・選考）。
無料。申し込み…７月15日まで
に武者利樹・℡248－2025

●仲間になりませんか
●火曜フラワーアレンジメント
季節の花のアレンジ。第３火

曜日、午後６時30分～８時。
女性会館。月1,000円。連絡
先…永倉敏子・℡243－4159
●習字クラブ
成人。第１・第３水曜日、午

前９時30分～11時30分。山
田公民館。月2,000円。連絡
先…山本広子・℡224－5190
●紫草を愛でる会
栽培と活用。成人。第１金曜

日、午後１時30分～４時30分。
霞ケ関公民館。入会金500円、
年2,000円。連絡先…佐野
功・℡232－4701

●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
８時30分～10時30分。月越
小学校。年2 , 0 0 0円、月
1,000円。連絡先…鈴木始
子・℡222－0517
●洋裁の友
製図・裁断・作品。女性。第

２・第４火曜日、午前９時30
分～正午。サンライフ川越。月
2,500円。連絡先…渡辺敦
子・℡232－0501
●手芸サークル
手作りネクタイとパッチワー

ク作り。女性。月１回月曜日、
午前10時～正午。高階市民セ
ンター。月2,500円。連絡先
…石井包子・℡232－3645
●実用書道墨西会
小筆・ペン習字。初心者の成

人。月３回月曜日、午前９時
30分～11時30分。メルト。入
会金1,000円、月3,000円。連
絡先…川嶋寛・℡232－3207
●男の料理教室同好会
40歳以上の男性。第１土曜

日、午前９時15分～正午。大
東公民館。入会金2,000円、
月1,500円。連絡先…仲田勝
己・℡080－5495－4126
●葵裏千家茶道教室
成人。月２回月曜日、午前９

時30分～正午。メルト。入会
金1,000円、月2,500円。連
絡先…吉田和代・℡233－
5640
●サンライフ歌謡サークル
成人。水曜日、午後６時50

分～８時30分。サンライフ川
越。月2,000円。連絡先…渡
辺章・℡232－9455

●川越混声合唱団
水曜日、午後７時～９時。ク

ラ ッ セ 川 越 ほ か 。 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
●ゼフィルス・ウィンド・オー
ケストラ
吹奏楽。土曜日ほか、午後６

時30分～９時30分。霞ケ関公
民館ほか。月2,000円。連絡
先…根岸佳南子・℡080－
5095－4281
●鎌倉彫・桂の会
初心者歓迎（体験入会可）。

第１・第３土曜日、午後１時
30分～４時30分。東部地域ふ
れあいセンター。月3,000円。
連絡先…鈴木春美・℡231－
5462
●朋友会
中国語。成人。第１・第３土

曜日、午前９時30分～11時。
高階市民センター。月2,000
円。連絡先…石本宏之・℡
242－1778
●中国語クラブ
月４回土曜日、午後１時30

分～３時＝３歳～未就学児$午
後３時20分～４時50分＝成
人。女性会館。入会金1,000
円、月3,000円。連絡先…
リ・シュウチ・℡ 0 9 0 －
4964－0205
●スイングダンスクラブ
社交ダンス（基本を中心）。

初級・中級（女性歓迎）。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…丸山初美・℡ 0 9 0 －
5809－2202

●霞ケ関太極拳友好会
八段錦・楊名時太極拳24式。

木曜日、午後６時～７時30分。
霞 ケ 関 北 公 民 館 。 ３ か 月
3,000円。連絡先…浅井史
郎・℡233－3027
●コスモスダンスクラブ
社交ダンス。60歳以上。月

２回日曜日、午前９時～正午。
小ケ谷老人憩いの家。入会金
1,000円、月1,500円。連絡
先…遠藤俊博・℡243－6948
●パルダンスサークル
簡単なヒップホップ、タップ

ダンス（無料体験あり）。初心
者・55歳以上歓迎。火曜日、
午後１時～４時$金曜日、午前
９時30分～正午。北公民館ほ
か。入会金1 , 0 0 0円、月
2,500円。連絡先…鈴木かお
り・℡223－3642
●ハッピーダンスサークル
社交ダンス。男性歓迎。木・

土曜日、午後５時30分～９時
30分。さわやか活動館。入会
金2,000円、月2,500円。連
絡先…菊地悦子・℡090－
2241－0680
●ベーシックダンスクラブ
社交ダンス。月３回月曜日、

午後７時30分～９時＝初級$月
３回土曜日、午前10時～11時
30分＝初心者。メルト。入会金
2,000円、各月2,000円。連絡
先…永田秀平・℡232－4561
●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…川崎晶代・℡ 0 9 0 －
4625－4549
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市民の皆さんの情報コーナー

ひとまち伝言板

身近なパソコン教室：８月身近なパソコン教室：８月
シルバー人材センターパソコン教室・℡・FAX241－9503
初級ワード2003 ３日席・ ４日惜 １日1,500円
中級ワード2003 ７日昔 １日2,000円
上級ワード2003 21日昔・28日昔 ２日4,000円
エクセル2003 12日戚・19日戚・26日戚 ３日6,000円
ワード2007入門 ５日戚 １日2,000円
ワード2007中級 17日席 １日2,000円
練習講座 教室以外の月～金曜日 １日2,000円

川越まつり会館
７月の囃子実演
日程 囃子連名
５日隻 中台囃子連中
12日隻 府川囃子連
19日隻 藤間囃子保存会
20日積 道真囃子連
26日隻 南大塚囃子連

開始時間…午後１時
30分～$午後２時30
分～（実演時間＝約
20分・要入館料）
＊現在、連雀町と三久
保町の山車をご覧にな
れます。

川越まつり会館
℡225－2727

皆さんからの善意ありがとうございました
川越市への寄付　平成21年５月（敬称略）

■金銭
川越華道連盟・川越茶友会…50,000円

川越葵ライオンズクラブ…100,000円

時間…午前10時～午後３時　会場…小ケ谷老人憩いの家
対象…市内在住の成人　定員…各先着15人　申し込み…
７月１日戚から、電話またはファクスで同センターパソコ
ン教室（テキスト代別途）
＊教室名に「2007」が付く教室は、パソコンを持参。
＊希望日は複数選択可。出張・個別指導などに応じます。


