
児童センターこどもの城
石原町1丁目41−2　ＴＥＬ・ＦＡＸ225−7289
12月の休館日＝月曜日・29日㈫～31日㈭
■天体観望会「三日月・すばる」
日時…12月19日㈯、午後6時～（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「秋の星座紹介番組・夢」
　12月6日㈰まで。冬の星座紹介番組は来年1月5日㈫から。
定員…先着98人　経費…100円　投影時間…約40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
■あそぼう1歳
日時…12月3日㈭・17日㈭、午前10時30分～　対象…1歳
児と保護者　申し込み…当日直接同センター
■わんぱく広場
日時…12月4日㈮・11日㈮・18日㈮、午前10時30分～　
対象…2歳以上の幼児と保護者　申し込み…当日直接同セ
ンター
■人形劇「おむすびころりん」
日時…12月10日㈭、午前10時45分～　対象…幼児と保護
者　定員…先着150人　申し込み…当日直接同センター
■91アトリエくらぶ「かたちであそぼう」
日時…12月10日㈭、午後3時30分～　対象…4歳～小学3
年生　定員…先着15人　申し込み…当日直接同センター
■とびだせ　あそび「クリスマ
ス会」
日時…12月20日㈰、午後2時
～　対象…小学生　定員…先
着35人　申し込み…当日直接
同センター
■親子スタジオ「サンタクロー
スがやってくる」
日時…12月24日㈭、午前10時30分～　対象…幼児　定員
…先着150人　申し込み…当日直接同センター
■おはなしのへや
日時…土曜日、午後2時30分～　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…第3日曜日、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

川越駅東口児童館
菅原町23−10（クラッセ川越4階）　ＴＥＬ・ＦＡＸ228−7719
12月の休館日＝火曜日（1日㈫を除く）、30日㈬・31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…12月3日～14日、月・木曜日、午前10時30分～11
時30分　対象…2歳～3歳児　申し込み…当日直接同館
■ピエロと遊ぼうクリスマス
日時…12月5日㈯、午後2時～3時　対象…幼児～小学生（幼
児は保護者同伴）　定員…先着150人　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…第1日曜日、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
■ブロック×ブロック
　ブロックで親子遊び。
日時…12月11日㈮、午前11時～正午　対象…幼児　申し
込み…当日直接同館
■みんなであそぼうクリスマス
　指導者を中心に親子で楽しむクリスマス。
日時…12月17日㈭、午前11時～11時40分　対象…2歳～
3歳児　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）　ＴＥＬ・ＦＡＸ238−9525
12月の休館日＝月曜日、29日㈫～31日㈭
■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…12月1日～11日、火・金曜日、午前10時30分～11
時30分　対象…2歳～3歳児　申し込み…当日直接同館
■わい・わい・わい
　ブロック・おもちゃで親子遊び。
日時…12月2日㈬、午前10時30分～11時45分　対象…0
歳～3歳児　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…12月5日㈯、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
■すくすく
　親子で過ごす子育て交流の場。
日時…12月9日㈬、午前10時30
分～11時45分　対象…0歳児　
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…12月16日㈬、午前10時30分～11時45分　対象…1
歳児　申し込み…当日直接同館

じどうかん
いんふぉめーしょん

＊「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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●仲間になりませんか
●そらいろのたね
　外遊び中心の育児サークル。
未就園児と親。木曜日、午前
10時〜正午。高階地区の公園。
6か月1,000円。連絡先…森田
朝野・TEL256−9283
●川越バレリーナ
　クラシックバレエの基礎。3
歳以上。火曜日、午後6時30
分 〜7時10分 ▶7時10分 〜8
時30分。大東公民館。入会
金1,000円、 月3,300円。 連
絡先…新井千恵子・TEL090−
6792−5648
● ORANGE
　ヒップホップ・タップダンス。
4歳以上。土曜日、午後5時〜
9時。北公民館。入会金1,000
円、月2,500円。連絡先…中
嶋厚子・TEL233−5667
●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2,000円、 月1,000円。連絡
先…鈴木始子・TEL222−0517
●吼嶺会
　詩吟など。第2・第4金曜日、
午 後6時30分 〜8時30分。 女
性会館。入会金1,000円、月
2,000円。連絡先…星野静代・
TEL246−0891
●花の実会
　パンフラワー。成人女性。第
1・第3火曜日、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…会田富子・TEL243−2304
●古文書をよむ会
　江戸時代の古文書の解読。成
人。第1・第3土曜日、午後1
時30分〜3時30分。霞ケ関公
民館。月500円。連絡先…小
林盛男・TEL232−1749
●コーロ　ディ　チーニョ
　コーラス。成人女性。月2回
月曜日、午前10時〜正午。高
階市民センター。入会金500
円、月2,000円。連絡先…八木
昭子・TEL090−9953−2948
●火曜料理クラブ
　成人。火曜日、午前9時30
分〜正午。中央公民館。入会
金1,000円、 月2,000円。 連
絡先…山口当志子・TEL224−
0993

●高階初級英会話クラブ
　月2回月曜日、午後5時30分
〜7時。高階市民センター。月
2,000円。連絡先…鈴木やよ
み・TEL244−8336
●彩美会
　水彩画。成人。第1・第3月
曜日、午後1時〜4時。大東公
民館。月1,250円。連絡先…
内 田 富 久・ TEL090−4241−
9548
●鶴心書道会
　成人。月曜日、午後1時〜
3時。北公民館。月2,000円。
連絡先…古田とし子・TEL225
−4136
●ペン習字クラブ
　成人。火曜日、午後1時30
分〜3時30分。中央公民館。
入会金1,000円、月1,500円。
連絡先…岡本サダ子・TEL224
−0756
●書道同好会
　成人。月4回木曜日、午前10
時〜正午。中央公民館。入会金
1,000円、 月3,000円。連絡
先…磯田章恵・TEL222−3824
●シェイクハンズテニスクラブ
　硬式。成人。日曜日、午後1
時〜3時。市内テニスコート。
入会金1,000円、月1,000円。
連絡先…高木賢次・TEL090−
3901−5113
●スパンコール
　ストレッチ、リズム体操。女性。
水曜日、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…荒
井依子・TEL234−0278
●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）。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1,000円、月2,500円。
連絡先…鈴木かおり・TEL223−
3642
●ジョイフル舞花
　社交ダンス。40歳以上。月3
回木曜日、午後1時〜2時＝中
級▶午後2時〜3時＝初級。ジ
ョイフル。入会金1,000円、月
3,000円。連絡先…利根川光好・
TEL235−5108
●ダンス K ＆ A
　社交ダンス。中級までの男
女ペア。月2回金曜日、午後
1時〜5時。さわやか活動館。
入 会 金1人1,000円、1回1人
300円。連絡先…坂本長之助・
TEL242−5876

◆出かけてみませんか
◆歳末チャリティーもちつき大会
　川越明るい社会づくりの会
主催。バザーなど（売り切れし
だい終了）。12月13日㈰、午
前10時〜午後3時。クレアパ
ーク。連絡先…梶田勝洋・TEL
224−1703
◆親子で楽しむ音楽会
～クリスマスコンサート～
　アンサンブルオアシス主催。
管楽器の体験と演奏会。子供に
プレゼント付き。12月23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…大島香奈江・TEL
090−1769−6046

★参加してみませんか
★埼玉いのちの電話
　電話ボランティア募集。説
明会＝12月４日㈮、午前10時
30分〜正午。クラッセ川越。
25歳〜65歳。40人。応募＝
12月1日㈫〜来年2月8日㈪。
連絡先…埼玉いのちの電話事務
局・TEL048−645−4322
★サケの卵分け
　入間川にサケを放す会主催。
12月6日㈰、午前10時〜正午。
南公民館。無料。入れ物を持参
し当日直接会場。連絡先…杉浦
公昭・TEL235−3193
★かんたんネックレス作り
　My Beads Salon 主催。クリ
スマスに合うネックレス。12
月10日㈭、午前10時〜正午。
北部地域ふれあいセンター。
女性 ( 子連れ可）。先着15人。
1,500円。申し込み…12月1
日㈫から澤田都貴重・TEL070
−5571−8079
★赤ちゃん～幼児と歌う楽しい
童謡
　童謡アルバム実行委員会主
催。バイオリン・チェロなどの
演奏付き。12月19日・来年1
月23日・2月20日・3月27日、
土曜日、午前10時30分〜正午。
川越幼稚園。各50組。各成人
1人500円。当日直接会場。連
絡先…同会・TEL225−1985

★加治丘陵ハイク
　川越歩こう会主催。11km。
12月13日㈰（雨天決行）、午前
7時20分本川越駅1階改札前集
合、午後3時ごろ本川越駅解散。
300円。昼食を持参し、当日
直接集合場所。連絡先…土屋時
雄・TEL222−7710
★チャリティークリスマス　ハ
ッピーダンスパーティー
　ハッピーダンスサークル主催。
社交ダンス。12月13日㈰、午後
0時30分〜4時30分。農業ふれあ
いセンター。先着220人。1,500
円（当日2,000円）。申し込み…菊
地悦子・TEL090−2241−0680
★クリスマスコンサート
　愛唱歌の会主催。指導者と歌
う、参加型コンサート。12月
17日 ㈭、 午 後3時30分 〜6時。
クラッセ川越。成人。先着50人。
500円。申し込み…12月1日㈫
から安野まさ子・TEL243−2742
★親子で知るやまの楽しみ（循
環型農業）
　福原ファームクラブ主催。今
福の農地でブロッコリーの収穫。
12月20日㈰・来年1月16日㈯、
午前10時〜午後1時。親子。15
組（抽選）。各組1,000円。申し込
み…横山三枝子・TEL246−9319
★0歳からのクリスマス・コン
サート（プロによる演奏会）
　小江戸キッズ主催。12月
23日㈷、午前10時15分〜11
時30分。クラッセ川越。先着
150人。成人500円。申し込み
…12月1日㈫からファクスで斉
藤弥生・TEL・ＦＡＸ226−9606
★ファミリースキー講習会
　川越市スキー連盟主催。講習・
バッジテスト。来年1月29日
㈮〜31日㈰。小海リエックス・
スキーバレー（佐久郡小海町）。
小学生以上と保護者。先着40
人。小中学生＝23,000円、高
校生以上＝31,000円、60歳以
上＝29,000円。申し込み…郵
便番号・住所・氏名（ふりがな）・
性別・年齢・電話番号を明記し、
12月7日㈪、午前9時からファ
クスで小野寺雅樹・TEL・ＦＡＸ233
−8560（電話は午後7時以降）

市民の皆さんの情報コーナー

ひとまち伝言板

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10月（敬称略）

■金銭
川越初雁ライオンズクラブ…50,000円
川越おかみさん会有志…35,024円


