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●手編みバイアス編みサークル
　第1・第3水曜日、午前9時
30分〜正午▶第1・第3火曜日、
午後1時〜4時。川越地方庁舎。
各月1,500円。連絡先…奥冨
芳子・ＴＥＬ243−0457
●山田公民館華道クラブ
　成人。第1・第3木曜日、午
前9時30分〜正午。山田公民
館。月2,300円。連絡先…新
木晴美・ＴＥＬ226−9155
●チップスダンスサークル
　タップダンスとヒップホップ。
無料体験あり。火曜日、午後1
時〜4時▶金曜日、午前9時30
分〜正午。北公民館。入会金
1,000円、 月2,500円。連絡
先…藤井澄子・ＴＥＬ226−0127
●レッツ．ダンスイン．いずみ
　社交ダンス（基本中心）。60
歳以上。第2・第4水曜日、午
後6時30分〜8時30分。オアシ
ス。入会金1,000円、月2,000
円。連絡先…新井一信・ＴＥＬ243
−2894
●社交ダンス・ハルカ
　初級〜中級。土曜日、午後
3時 〜4時30分。 さ わ や か 活
動 館。 入 会 金1,000円、 月
2,500円。連絡先…鈴木素子・
ＴＥＬ223−3816

●ダンス教室2＆3
　社交ダンス。初心者・初級者。
月4回土曜日、午後1時30分〜
4時15分。北部地域ふれあい
センター。入会金1,000円、月
2,000円。連絡先…髙月定雄・
ＴＥＬ234−3885

◆出かけてみませんか
◆秋の山草展
　川越山草会主催。10月3日
㈯、午前10時〜午後5時▶4日
㈰、午前9時〜午後3時。南公
民館。無料。当日直接会場。連
絡先…小林俊英・ＴＥＬ090−
3525−5292
◆川越はなしの里公演
　はなしの里主催。文芸作品、
民話の語り。10月11日㈰、午
後1時30分 〜3時30分。 中 央
図書館。先着100人。無料。当
日直接会場。連絡先…海藤昭子・
ＴＥＬ232−1036
◆行政書士無料相談会
　埼玉県行政書士会川越支部主
催。相続・遺言、外国人の在留
資格、各種許認可など。10月
10日㈯、午前10時〜午後4時。
クラッセ川越。当日直接会場。
連絡先…天野利彦・ＴＥＬ224−
5727

◆秋の園芸と おしば展
　新宿園芸同好会・おしばク
ラブ共催。10月17日㈯、午前
10時〜午後4時▶18日㈰、午
前9時〜午後3時。南公民館。
無料。当日直接会場。連絡先…
有山丈夫・ＴＥＬ242−6812
◆蓮馨寺落語会
　蓮馨寺落語会世話人会主催。
川越出身の落語家中心。10月
30日㈮、午後6時30分〜8時。
蓮馨寺（連雀町）。先着100人。
1,000円。当日直接会場。連
絡先… 橋 本 邦 明・ ＴＥＬ244−
5270
◆無料法律相談
　日本司法支援センター埼玉地
方事務所川越支部（法テラス川
越）主催。火・金曜日、午前10
時 〜 正 午 ▶ 午 後1時 〜4時20
分。予約制。法テラス川越（脇
田本町）。申し込み…同支部・
ＴＥＬ050−3383−5377
◆法の日三会合同無料相談会
　弁護士会・税理士会・司法
書士会各川越支部主催。10月
31日㈯、午後1時30分〜4時。
アトレ6階コミュニティルーム
Ａ。当日直接会場。連絡先…
弁護士会川越支部・ＴＥＬ225−
4279

◆合気道演武大会
　㈶合気会川越支部主催。10
月4日㈰、午後1時30分〜3時。
城南中学校。無料。当日直接
会場。連絡先…小寺信弘・ＴＥＬ
222−7948
◆霞ケ関フォトクラブ「写真展」
　同クラブ主催。10月21日㈬
〜26日㈪、午前9時〜午後5時

（21日は正午から、26日は午
後4時まで）＝メルト▶11月3
日㈷〜13日㈮、午前9時〜午
後5時（3日は正午から、13日
は午前11時まで）＝ＡＩＮＡギャ
ラリー（霞ケ関南病院内）。無料。
当日直接会場。連絡先…北原信
夫・ＴＥＬ231−6288
◆秋の実りコンサート
　川越女声コーラスうりんぼう
主催。10月31日㈯、午後2時
〜4時。 メ ルト。 先 着300人。
500円。当日直接会場。連絡先
…内田三枝子・ＴＥＬ290−2131
◆親愛まつり
　社会福祉法人親愛会主催。野
菜・草花・自主製品の販売、バ
ザ ー な ど。10月31日 ㈯、 午
前9時30分〜午後2時（雨天決
行）。川越親愛センター。無料。
当日直接会場。連絡先…同セン
ター・ＴＥＬ246−5262

　教室名 曜日 活動日   経費
①英会話 金 月2回 月2,000円
②中国語 月 月3回 月3,000円
③韓国語 木 月3回 月3,000円
④フランス語 火 月2回 月2,000円
⑤華道(草月流) 月 月2回 月5,000円
⑥茶道(裏千家) 金 月2回 月2,500円
⑦料理 水 月1回 月1,000円
⑧Hula(フラダンス) 木 月3回 月2,500円
⑨フラワーアレンジメント 木 月1回 月3,000円
⑩陶芸 金 月2回 月2,000円
⑪パン作り 土 月1回 月1,000円

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、幸町（小狐丸）と三
久保町の山車をご覧になれ
ます。

川越まつり会館
ＴＥＬ225−2727

川越まつり会館
10月の囃子実演

日程 囃子連名
4日㈰　 　北山田囃子保存会

11日㈰　 　今福囃子連中
12日㈷　 　幸町囃子会
25日㈰　 　松龍会囃子連

対象…①〜④＝経験者、⑤〜⑪＝初めての方から
中級者で、おおむね30歳までの同ホーム登録者（当
日登録可。登録料700円と運転免許証などの身分
証明書を持参）　時間…①〜⑥・⑨⑩＝午後7時〜
9時⑦＝午後6時30分〜9時⑧＝午後7時30分〜9
時⑪＝午後3時〜5時

勤労青少年ホーム・ＴＥＬ222−5241

ＫＷＹＣの教室
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★参加してみませんか 

★育自の魔法
　ＮＰＯ法人川越子育てネットワ
ーク主催。育児についてのワ
ークショップなど（託児あり）。
10月22日㈭・11月5日㈭、午
前10時〜正午。北部地域ふれ
あいセンター。小学生までの子
の親。20人（抽選）。2,000円、
託児1人1,000円。申し込み…
往復ハガキに住所・氏名・子の
年齢・電話番号を明記し、10
月9日㈮（必着）までに〒350−
8799三久保町13−1川越郵便
局留・若杉由美子・ＴＥＬ080−
4154−3770
★名細第二保育園フリーマーケ
ット
　同園フリマ実行委員会主催。
10月24日㈯、午前10時〜午
後2時。下広谷南公民館ほか。
市内在住。20区画（抽選）。１
区画1,000円。申し込み…往
復ハガキに住所・氏名・年齢・
電話番号を明記し、10月9日㈮

（必 着 ）まで に 〒350−0811
小堤674−9・宮崎望・ＴＥＬ237
−0774
★秋霞祭フリーマーケット
　東京国際大学同祭実行委員会
主催。10月31日㈯・11月1日
㈰、午前11時〜午後4時。同
大学第1キャンパス。営業目的
不可。16歳以上。18歳未満は
保護者の同意が必要。各33区画

（2ｍ ×2ｍ、抽選）。無料。申
し込み…ハガキに代表者の住
所・氏名（ふりがな）・電話番
号、出店希望日・主な販売物を
明記し、10月4日㈰（必着）まで
に〒350−1197的場北1丁目
13−1・同実行委員会フリーマ
ーケット係・ＴＥＬ232−5646（当
選者には10月12日㈷までに連
絡）
★川越市レディースバドミント
ン大会
　川越市バドミントン連盟主催。
クラス別ダブルス戦。11月19
日㈭、午前9時〜。川越運動公
園。市内在住・在勤の既婚女性。
1ペア2,500円。申し込み…ハ
ガキにペアの住所・氏名・クラ
ス・電話番号を明記し、10月
24日㈯（必着）までに〒350−
1151今福1473−35・平岡和
子・ＴＥＬ243−7125

★思い出のランドセルをアフガ
ニスタンへ贈ろう
　㈳川越青年会議所主催。持ち
寄ったランドセルに、文房具な
どを詰める。映画鑑賞。10月4
日㈰、午後1時30分〜4時。川
越小学校。市内在住。1,800円。
申し込み…内田英邦・ＴＥＬ090−
8929−9950
★きもちよくきたえよう
　富士見クラブ主催。ストレッ
チと簡化太極拳。10月1日㈭・
8日㈭、午後7時〜9時。富士
見中学校。15歳以上。先着20
人。無料。運動靴を持参し、当
日直接会場。連絡先…谷口節子・
ＴＥＬ080−1230−5727
★ボウリング教室
　ソニオンボウリングクラブ主
催。プロによる講習。10月6日
〜27日、火曜日、午後1時〜2
時30分。民間ボウリング場（狭
山市）。先着25人。10,500円

（マイボール進呈）。申し込み
…10月1日 ㈭ 〜5日 ㈪ に 藤 井
健・ＴＥＬ242−5629
★太極拳無料体験講習会
　風翠太極拳サークル主催。
10月7日 ㈬、 午 後7時30分 〜
9時。川越西小学校。上履き持
参、運動できる服装で、当日直
接会場。連絡先…金子かず子・
ＴＥＬ234−3855（午後7時以降）
★社交ダンス初心者無料講習会
　川越市ダンススポーツ連盟
主 催。10月15日・22日・29
日、木曜日、午後6時〜7時30
分。ジョイフル。当日直接会場。
連絡先…中野廣司・ＴＥＬ235−
1079

●仲間になりませんか
●新婦人親子リズム
　1歳〜3歳の未就園児と母。
月3回木曜日、午前10時〜正
午。山田公民館。入会金100円、
月800円。連絡先…吉野陽子・
ＴＥＬ090−1701−4181
●きらきらぼし
　リトミック。1歳〜4歳の未就
園児と保護者。月3回金曜日、
午前10時〜11時▶11時〜正
午。伊勢原公民館。各年600円、
各月2,500円。連絡先…山本
友佳子・ＴＥＬ234−4768
●川越女子ジュニアサッカークラブ
　小学1〜6年生の女子。土・
日曜日、午後2時〜5時。川越
第一小学校ほか。月2,500円。
連絡先…八谷直樹・ＴＥＬ090−
8595−6397

●親子でイングリッシュ
　外国人と英語で遊ぶ。1歳6
か月〜未就園児と親。月３回
火・水・金曜日、午前10時〜
正午。北公民館ほか。入会金
1,000円、 月3,000円。連絡
先…神部直子・ＴＥＬ090−8510
−7969
●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。
1歳〜小学1年生。水曜日、午
後１時30分〜5時。ジョイフル。
入会金1,000円、月3,000円。
連絡先…土屋恵子・ＴＥＬ090−
8519−3704（午後6時〜9時）
●インジョイ・イングリッシュ
　英会話。成人。月2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・ＴＥＬ232−2904
●水曜ハングルクラブ
　ハングルの読める方。第１〜
第3水曜日、午後1時30分〜3
時。女性会館。入会金1,000円、
月2,500円。連絡先…矢島弥
栄子・ＴＥＬ247−2673
●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・ＴＥＬ243−2408
●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…上野百合子・ＴＥＬ229−2105
●川越歴史散歩の会
　歴史研究・市内の史跡探訪な
ど。成人。第1日曜日、午前9
時〜午後3時。年2,000円。連
絡先…山本義次郎・ＴＥＬ233−
1376
●書芸会
　書道。成人。月4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・ＴＥＬ224−2306
●ふれあい書道サークルかすみ会
　和歌（かな）と手紙文。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・ＴＥＬ231−8061
●湖彩会
　ペン字と小筆。成人。第2・
第4土曜日、午前9時30分〜11
時30分。伊勢原公民館。入会
金1,000円、6か月12,000円。
連絡先…川浦久美子・ＴＥＬ233
−4523

●ｄｏｌｃｅピアノクラブ
　成人。月2回水曜日、午後1
時30分〜3時30分。女性会館。
入会金1,000円、月2,000円。
連絡先…坂田光子・ＴＥＬ243−
6660（午後8時〜10時）
●琴音会
　大正琴。女性。第1・第3火
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…杉本天子・ＴＥＬ231−8462
●モアナウクレレクラブ
　成人。第1・第3木曜日、午
前10時〜正午。霞ケ関東急自
治会館。月1,500円。連絡先
…木村三枝子・ＴＥＬ234−4917
●かぼちゃ
　料理実習。成人。第1・第3
金曜日、午前9時30分〜正午。
女性会館。月2,500円。連絡
先…新井和代・ＴＥＬ243−3729
●生きがいを考える会
　中高年者の生きがいについて
話し合う。60歳以上。月曜日、
午 前10時 〜11時30分。 高 階
市民センター。年100円。連絡
先…斉藤正克・ＴＥＬ235−5963
●着楽会
　着付け、前結び帯。女性。第1・
第3金 曜 日、 午 後１時30分 〜
3時30分。女性会館。入会金
1,000円、 月1,000円。連絡
先…阿部朋子・ＴＥＬ090−2323
−9745
●伊勢原装いの会
　着物の着付けと立ち居振る
舞い。成人女性。月2回木曜
日、午前10時〜正午。伊勢原
公民館。入会金1,000円、月
1,500円。連絡先…野嶋和子・
ＴＥＬ231−7750（午後6時以降）
●川越絵手紙くらぶ
　成人。第1・第3火曜日、午後
7時〜9時。高階南公民館。入会
金1,000円、 月1,500円。連絡
先…山形みよ子・ＴＥＬ244−2009
●大東3Ｂ体操クラブ
　ストレッチ、基礎運動など。
成人女性。月3回水曜日、午
後7時30分 〜9時。 大 東 公 民
館。入会金500円、月2,000円。
連絡先…岩崎正子・ＴＥＬ241−
2390
●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〜8時30分＝初級▶月
4回土曜日、午前10時〜11時＝
初心者。メルト。各入会金２
,000円、各月2,000円。連絡
先…永田秀平・ＴＥＬ232−4561

sks1207allv5.indd   23 09/09/15   16:38




