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◆むかし語りの会　〜大人のお
話し会〜
　いろりばなしの会主催。日本・
世界の物語など。11月5日㈭、
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…
大本はるみ・TEL231−5355
◆「小江戸川越高齢者ふれあい
サロン」認知症講演会
　ＮＰＯ法人高齢社会をよくす
る会 ｉｎ 川越主催。認知症看護
認定看護師・鈴木智子さんによ
る認知症の基礎知識ほか。11月
8日㈰、午後2時〜4時。新宿町
5丁目自治会集会所。市内在住。
先着50人。無料。当日直接会場。
連絡先…同会・TEL236−2980
◆いきいき主婦の生活講座
　川越友の会主催。衣・食・住・
家計の勉強の発表と展示。11
月19日㈭、午前10時30分〜
午後0時10分。クラッセ川越。
成 人。 先 着70人。500円（前
売り400円）。申し込み…11月
1日㈰から石川千枝子・TEL・ＦＡＸ
224−0778

◆オカリナ演奏会
　川越オカリナ会「ぽぴー」主
催。11月7日 ㈯、 午 後1時30
分〜3時。クラッセ川越。先着
150人。無料。当日直接会場。
連絡先…眞橋正治・TEL090−
3696−9234
◆不動産取引無料相談会
　全日本不動産協会埼玉県本部
主催。11月13日㈮、午前10
時〜午後4時。市役所本庁舎1
階ロビー。当日直接会場。連絡
先…小泉保之・TEL245−7601

★参加してみませんか
★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。来年3月6日
㈯〜6月23日㈬。30家庭（1家
庭1人）、1日につき3,000円補
助。申し込み…住所・氏名・電
話番号、ＪＰＳホストファミリー
希望と明記し、11月13日㈮ま
でにファクスで同課・TEL232−
1111・ＦＡＸ234−3824

★プロコーチによる卓球講習会
　川越市卓球連盟主催。11月
8日㈰、午前10時〜午後3時。
農業ふれあいセンター。市内在
住・在勤・在学。200円（高校
生以下無料）。当日直接会場。
連絡先…畑名勝明・TEL243−
4281
★盆栽技術講習会
　日本盆栽協会川越支部ほか主
催。盆栽園主・澤本正明さんに
よる実技講習。11月29日㈰、
午後1時〜4時。北部地域ふれ
あいセンター。無料。当日直接
会場。連絡先…戸田平八郎・TEL
226−5578
★日帰りバスで坂東三十三か所
観音霊場札所巡りＰＡＲＴ8
　シニアライフ研究会主催。来
年3月〜10月（全8回）、原則月
曜日。全日程参加できる方。先
着25人。1回4,300円（バス代・
拝観料含む）。申し込み…往復ハ
ガキに住所・氏名・電話番号・
メールアドレスを明記し、〒350
−1112上野田町55−8・髙木
章・TEL090−6546−4753

★川越中央ロータリークラブ花
植え活動
　同クラブ主催。障害者が育て
た花をプランターに植え替え。
参加者には花の贈呈あり。11
月1日㈰、午前10時〜正午（雨
天決行）。市役所玄関前。先着
20人。無料。汚れてもよい服
装で、当日直接会場。連絡先…
同クラブ・TEL243−3379
★社交ダンスの講習会
　サンデークラブ主催。11月
1日㈰・29日㈰、午後1時15
分〜4時30分。オアシス。入門
編1,000円、基本編2,000円。
当日直接会場。連絡先…岡本幸
子・TEL222−7485
★フラダンス無料体験
　マリエ主催。東部地域ふれあ
いセンター＝11月6日㈮・20
日㈮、午前11時〜正午▶クラ
ッセ川越＝11月20日㈮・27
日㈮、午後6時30分〜7時30
分＝40歳以上、午後7時30分
〜8時30分＝40歳未満。申し
込み…各初日前日までに堀賀代
子・TEL090−9384−9579

公民館パソコン講座
●申し込み…往復ハガキ（１人１枚）に講座名・講座番号（１つのみ）・住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号を明記し、古谷公民
館の講座＝11月13日㈮（必着）までに〒350－0001古谷上3830－2・古谷公民館▶福原公民館の講座＝11月30日㈪（必着）までに〒
350－1151今福481－3・福原公民館▶川鶴公民館の講座＝11月27日㈮（必着）までに〒350－1176川鶴2丁目8－3・川鶴公民館

＊前年度に同じ名称の講座を受講していない方が優先です。
なお、年度内での再受講はできません。

■古谷公民館（ＴＥＬ235−1834）のパソコン講座

講座番号 日時
古谷01 12月1日㈫・2日㈬、午前10時〜午後4時

ワード入門講座
内容…「ワード2000」で、キーボード操作が中心　対
象…市内在住でパソコンが初めての成人　定員…20 人

（抽選）　経費…200 円

講座番号 日時
古谷03 12月5日㈯・6日㈰、午前10時〜午後4時

エクセル初級講座
内容…「エクセル2000」で、簡単な関数・グラフ作成・
データ処理など　対象…市内在住で文字入力ができる成
人　定員…20 人（抽選）　経費…200 円

講座番号 日時
古谷04 12月7日㈪・8日㈫、午前10時〜午後4時

ワード初級講座（障害者対象）
内容…「ワード2000」で、簡単な文書の作成・編集な
ど　対象…市内在住で身体障害者手帳を持ち、文字入力
ができる成人　定員…10人（抽選）　 経費…200円

講座番号 日時
古谷02 12月3日㈭・4日㈮、午前10時〜午後4時

ワード初級講座
内容…「ワード2000」で、簡単な文書の作成・編集な
ど　対象…市内在住で文字入力ができる成人　定員…
20 人（抽選）　経費…200 円

■福原公民館（ＴＥＬ242−5005）のパソコン講座

講座番号 日時
福原01 12月15日㈫・16日㈬、午前10時〜午後4時

講座番号 日時
福原02 12月17日㈭・18日㈮、午前10時〜午後4時

講座番号 日時
福原03 12月19日㈯・20日㈰、午前10時〜午後4時

ワード入門講座

エクセル初級講座

ワード初級講座

＊福原公民館・川鶴公民館の講座の内容・対象・定員・
経費は、古谷公民館の講座と同じです

講座番号 日時
川鶴01 12月8日㈫・9日㈬、午前10時〜午後4時

講座番号 日時
川鶴02 12月10日㈭・11日㈮、午前10時〜午後4時

講座番号 日時
川鶴03 12月12日㈯・13日㈰、午前10時〜午後4時

■川鶴公民館（ＴＥＬ233−9306）のパソコン講座

ワード入門講座

エクセル初級講座

ワード初級講座
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●仲間になりませんか
●ひなたぼっこ
　手遊び・工作・季節の行事・
調理実習など。0歳〜未就園児。
月3回金曜日、午前10時〜正午。
霞ケ関北公民館。入会金300円、
月500円。連絡先…長谷川美季・
TEL080−5681−8996
●マミー＆キッズ
　外国人講師と英語リトミッ
ク。6か月以上の未就園児。月
3回木曜日ほか、午前10時〜
正午。伊勢原公民館。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）
●母と子の教室「ぴょんぴょん」
　親子で楽しむプレ幼稚園。1
歳〜4歳児。月3回金曜日、午
前10時〜11時30分。ジョイ
フ ル。 入 会 金2,000円、 月
3,000円。連絡先…髙橋寿美
香・TEL243−0329
●中国語クラブ
　月4回土曜日、午後1時30分
〜3時＝3歳〜小学生▶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・TEL245−7798（午後7時
〜10時）
●ライムストリートダンス
　簡単なアクロバット・ヒップ
ホップ中心。4歳以上。土曜日、
午前9時30分〜正午。伊勢原
公民館。入会金1,000円、月
2,500円。連絡先…中嶋厚子・
TEL233−5667
●初雁ジュニア軟式テニスクラブ
　小学3〜5年生。日曜日、午
前9時〜11時。城下公園テニス
コート。入会金2,500円、月
1,500円。連絡先…小野朋美・
TEL226−4890
●ギターサークル夢弦
　童謡・ポピュラー・クラシ
ックなど。小学5年生以上。第
1・第3土曜日、午後5時30分
〜9時。南古谷公民館。入会金
1,000円、 月1,000円。連絡
先…加藤優男・TEL235−1106
●小畔吟詠会
　詩口、和歌、俳句。第1・第
3水曜日、午後7時〜9時。下
広谷南公民館。入会金1,000
円、月1,500円。連絡先…田
中慶子・TEL232−2421

●元気を保つ料理教室
　みんなで献立を考え楽しく
食事。60歳以上。第3金曜日、
午前9時30分〜正午。川鶴公
民館。年6,000円。連絡先…
深見憲太郎・TEL233−5639
●オリーブの会
　調理実習。第1・第3金曜日、
午前10時〜正午。古谷公民館。
入会金1,000円、月2,500円。
連絡先…小角幸子・TEL222−
6642
●名画鑑賞会
　往年の懐かしい映画を鑑賞。
第4金曜日、午後0時30分〜5
時。メルト。年3,000円。連絡
先…山家澂・TEL232−3345
●劇団○（マル）
　12月喜劇公演の①出演者②
スタッフ。月3回月曜日、午前
9時30分〜正午。北公民館ほ
か。①月3,500円②月1,500
円。連絡先…関根涼子・TEL223
−6668
●もめんの会
　衣類の製作およびリメイ
ク。成人女性。第2・第4金曜
日、午後1時30分〜4時。山田
公民館。入会金1,000円、月
2,000円。連絡先…矢島庸子・
TEL243−2979
●萩の会
　着付けとマナー。女性。第2・
第4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…伊
藤美代子・TEL244−1294
●南古谷スケッチクラブ
　水彩画。成人。第1・第3土
曜日、午前9時30分〜正午。南
古谷公民館。入会金2,000円、
月2,000円。連絡先…早川正
治・TEL222−7727
●墨清会
　書道。成人。第1・第3木曜日、
午前9時30分〜11時30分。高
階市民センター。入会金500
円、月1,500円。連絡先…相
馬和興・TEL244−2810
●湖心会
　ペン習字・書道。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・
TEL231−3725
●ストレッチ体操
　成人女性。木曜日、午後2
時〜3時。ジョイフル。入会金
1,000円、月3,000円。連絡先
…染田あき子・TEL243−2641

●初雁マンドリンクラブ
　マンドリン・ギターの合奏（楽
器貸し出しあり）。成人。土曜
日、午前9時〜正午。北公民館。
入会金1,000円、月3,000円。
連絡先…小川正治・TEL246−
2952
●小江戸ペタンククラブ
　カーリングに似た屋外球技。
水曜日・月2回月曜日、午後1
時〜3時30分。滝ノ下公園。入
会金1,000円、月500円。連絡
先…一瀬悦子・TEL244−0367
●リズム体操クラブ
　成人。月2回金曜日、午後6
時30分〜7時45分。女性会館。
月1,500円。連絡先…木村多
喜子・TEL245−8698
●レモンの会
　ヨガ。18歳以上の女性。月
6回水・木曜日、午前9時50分
〜10時50分▶午前11時〜正
午。雀の森会館ほか。入会金各
1,000円、月各2,000円。連絡
先…山本順子・TEL248−1983
●ふじま日舞同好会
　日本舞踊、無料講習会あり。
女性。土曜日、午前10時〜正午。
北公民館。入会金1,000円、月
4,500円。連絡先…吉川恭子・
TEL224−3955（午後6時以降）
●日舞・かなめの会
　日本舞踊、無料講習あり。女
性。木曜日、午後2時〜4時。
南公民館。入会金1,000円、
月4,500円。連絡先…岸野直
子・TEL247−3981
●Ｂ . Ｓ . Ｔサークル
　社交ダンス。体重移動を学
びたい成人。月4回月曜日、午
後7時 〜9時30分。 さわ や か
活動館。入会金1,000円、月
1,500円。連絡先…内田富久・
TEL090−4241−9548

◆出かけてみませんか
◆チャリティーバザー
　国際ソロプチミスト埼玉主
催。11月8日㈰、午前9時30分
〜（売り切れしだい終了）。蓮
馨寺境内。連絡先…大橋桂子・
TEL246−0701
◆どけんまつり
　埼玉土建一般労働組合川越支
部主催。川越鳶組合による木遣
り・まとい・はしご乗り、建設
職人による模擬上棟式、仮面
ライダーＷショーなど。11月
15日㈰、午前10時〜午後3時。
川越水上公園。連絡先…同支部・
TEL224−2222

◆子ども大学かわごえ教育活動
発表会
　ＮＰＯ法人子ども大学かわご
え主催。学習成果の発表。10月
31日㈯、午後2時〜4時。中央
図書館。成人。先着100人。無料。
当日直接会場。連絡先…酒井一
郎・TEL080−2053−2991
◆小江戸川越菊まつり
　川越菊花会主催。千輪咲・懸
崖菊・盆養・盆栽ほか約500点。
11月1日㈰〜23日㈷、午前9
時〜午後4時（23日は午後2時
まで）。喜多院境内。連絡先…
同会事務局・TEL222−0859
◆小江戸フリージャム ’09ｉｎ 川
越水上公園
　小江戸フリージャム実行委員
会主催。車・バイクの展示など。
キッズスペースあり。11月3日
㈷、午前9時〜午後3時。入場
無料、車・バイクで来場の場合
1,000円。当日直接会場。連絡
先…小川泰良・TEL246−3528
◆時の鐘ブルーライトアップ
　川越地区ブルーライトアップ
実行委員会主催。世界糖尿病デ
ーに時の鐘をライトアップしま
す。11月14日㈯、午後5時〜
10時。連絡先…同実行委員会・
TEL228−3564
◆武蔵観研シンポジウム
　ＮＰＯ法人武蔵観研主催。観
光、地域おこしに関するシンポ
ジウム。11月28日㈯、午後1
時〜5時。鏡山酒造跡地。先着
100人。無料。当日直接会場。
連絡先…桑原政則・TEL090−
2650−2136
◆歌声ホール ｉｎ 川越
　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。11月29日㈰、午後2時
〜４時。クラッセ川越。先着
130人。1,000円。当日直接
会場。連絡先…鈴木登志枝・TEL
246−5125（午後7時以降）
◆にじの家ふれあい祭り
　知的障害者更生施設にじの家
主催。バザー・ギターライブ・
忍者ショーなど。11月3日㈷、
午 前10時30分 〜 午 後3時15
分。連絡先…にじの家・TEL236
−0666
◆川越いもの子作業所チャリテ
ィーバザー
　同実行委員会主催。11月8日
㈰、午前10時〜午後3時。富
士見中学校。バザー用品も受付。
連絡先…同作業所・TEL223−
0008

市民の皆さんの情報コーナー

ひとまち伝言板




