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◆出かけてみませんか
◆病院祭
　山仁病院（末広町3丁目）主
催。患者作品展示・バザーほか。
2月6日㈯、午前10時〜午後
2時。無料。当日直接会場。連
絡先…同病院・TEL222−0373
◆地域交流創造フォーラム
　川越市 NPO 法人協議会主催。
地域創造ネットワークジャパン
副代表・笹森清さんの講演、パ
ネルディスカッション。2月7日
㈰、午後1時30分〜4時30分。
市民会館。市内在住。先着100人。
500円。申し込み…2月1日㈪か
らファクスで内藤芳子・TEL239
−7416・ＦＡＸ239−7415
◆ラウナプーバイホイケの会
　リコ・レファ主催。フラダン
スとタヒチアンダンスの発表会。
2月21日㈰、午後1時〜3時30
分（開場、午後0時30分）。メルト。
無料。当日直接会場。連絡先…
関本晶子・TEL231−6137
◆ピアノリサイタル
　川越文化協会主催。ピアニス
ト・横山幸雄さんによる、ベ
ートーべン作曲などの演奏。2
月28日㈰、午後2時〜4時30
分。市民会館。先着1,261人。
S 席4,000円、A 席3,000円、
B 席2,000円。申し込み…同
協会・TEL223−0111

★参加してみませんか
★入間川にサケを放す親子の集い
　入間川にサケを放す会主催。
サケの稚魚の放流（育てられな
かった方も放流可）。2月11日
㈷、午後1時〜2時。川越橋下
入間川河川敷（上戸）。無料。当
日直接会場。連絡先…杉浦公昭・
TEL235−3193
★子育てサークル会員募集大会
　NPO 法人ファミリーねっと
スマイリ主催。①子育てサーク
ルに入会を希望する未就園児と
保護者②会員を募集する子育て
サークル、①②の出会いの場。
2月15日㈪、午前10時〜午後
1時。メルト。無料。申し込み
…①当日直接会場、②模造紙1
枚（縦）にサークル名、活動日時・
場所・内容、対象年齢、経費、
メッセージ、連絡先を明記し、
2月10日㈬までに鈴木静・TEL・
ＦＡＸ237−1154（月・水・金曜日）

野村克也講演会
　東北楽天ゴールデンイーグル
ス前監督・野

の

村
むら

克
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也
や

さんの講演「成
長の極意」。
日時…2月27日㈯、午後6時45分
〜8時30分　会場…市民会館　定
員 …1,000人（抽 選 ）　 経 費 …
1,000円（高校生以下500円）　
申し込み…往復ハガキ（1枚5人ま
で）に代表者の住所・電話番号、参加者の氏名・年齢を
明記し、2月11日㈷（必着）までに〒350−1199郵便事
業㈱川越西支店局留・㈳川越青年会議所

㈳川越青年会議所
TEL090−1258−2395

★篆刻入門講座
　埼玉県篆刻協会西埼玉支部主
催。2月6日㈯、午後1時〜4時。
メルト。3,500円。申し込み
…同支部・TEL243−6307
★ Let's うたごえ面白音楽会
　同会主催。童謡・唱歌・ポピ
ュラーソングなどを歌う。2月
25日㈭・3月27日㈯・4月24
日㈯、午後2時〜4時30分。ク
ラッセ川越。各先着100人。各
1,200円。当日直接会場。連絡
先…川口ノリ・TEL244−9820
★ KVA 杯といそじ・ことぶき大会
　川越市バレーボール連盟主
催。① KVA杯＝6人制・9人制。
2月28日㈰、午前8時30分〜。
市内在住・在勤②いそじ・こと
ぶき大会＝9人制。3月21日㈷、
午前8時30分〜。市内在住の
50歳以上の女性。①②川越運
動公園。各1チーム3,000円。
申し込み…2月6日㈯までに電
話またはファクスで天ケ嶋すみ
江・TEL・ＦＡＸ244−0250

●仲間になりませんか
●ドレミ de ドーナツ
　リトミック。1歳〜4歳の未
就園児。木曜日、午前10時
〜10時45分 ▶11時 〜11時
45分。中央公民館ほか。各月
2,500円。連絡先…小野㟢朋
子・TEL242−2033
●親子でリトミック
　3歳以下。金曜日、午前10
時30分〜正午。大東南公民館。
月4,000円。連絡先…阿部恵
美・TEL090−2470−1183
●操友体操クラブ
　器械体操。6歳〜小学生。
水・金曜日、午後5時15分〜
6時45分。川越運動公園。月
2,000円。連絡先…山崎路雄・
TEL242−9207
●川越古文書同好会
　古文書の解読。第2土曜日、
午前9時30分〜11時30分。市
立博物館。年9,000円。連絡先
…中村健一郎・TEL225−1498
●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・TEL232−3645
●大東ハーモニーズ
　コーラス。女性（子連れ可）。
月曜日、午前10時〜正午。大
東公民館。月2,500円。連絡
先…田口靖子・TEL245−1854

●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）
●川越アコーディオンサークル

「たんぽぽ」
　楽器の貸し出し有り。4歳
以上の初心者。第2・第4日曜
日、午前10時〜正午。北部地
域ふれあいセンター。入会金
3,000円、月3,000円。連絡
先…城前茂夫・TEL232−1473
●川越クラシックギタークラブ
　成人。月3回土曜日、午後
1時〜5時。中央公民館。月
1,000円。連絡先…澤田直子・
TEL090−2440−7494
●華容会
　茶道。成人。月２回火曜日、
男性＝午前9時30分〜11時30
分▶女性＝午後1時〜3時。女
性会館。各月3,000円。連絡
先…大塚正子・TEL244−7383
●椿の会
　茶道。成人女性。月2・3回
火曜日、午後1時〜4時。中央
公民館。入会金2,000円、月
3,000円。連絡先…原澤光代・
TEL246−0203
●宗悧会
　茶道。第2・第4木曜日、午
後6時〜9時。女性会館。月
3,000円。連絡先…広滝操・
TEL233−4544
●いきいき3B 体操クラブ
　用具を使用し、音楽に合わせ
た体操（無料体験有り）。成人女
性。月3回木曜日、午後2時45
分〜4時15分。東部地域ふれ
あいセンター。入会金1,000
円、月2,000円。連絡先…関
根良子・TEL235−1414

●金曜中国語クラブ
　市内在住・在勤。月2回金曜日、
午後1時30分〜3時。女性会館。
入会金1,000円、月2,000円。
連絡先…堀井美津子・TEL244−
7114（午後7時〜9時）
●生きがいを考える会
　定年後の生き方を考える。
50歳以上。月曜日、午前10時
〜正午。高階市民センター。入
会金1,000円。連絡先…斉藤
正克・TEL235−5963
●琴友会大正琴サークル
　第1・第3月曜日、午後1時
〜3時▶第2・第4金曜日、午
前10時〜正午。北公民館。月
2,000円。連絡先…吉田光子・
TEL222−6181
●花の会
　コーラス。女性。土曜日、午
前10時〜正午。大東南公民館。
月4,000円。連絡先…西郡真
理子・TEL244−6709
●川越市ボウリング連盟
　月4回土曜日、午前9時〜11
時30分。市内ボウリング場。
年3,000円。連絡先…渡辺貞
夫・TEL243−8780
●霞踊会
　社交ダンス。経験者。火曜日、
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…田中眞一・
TEL080−5547−8403
●さわやかダンスサークル
　社交ダンス。木曜日、午後1
時30分〜3時30分。さわやか
活動館。入会金1,000円、月
2,500円。連絡先…千賀優子・
TEL233−8016
●名細ダンスクラブ
　社交ダンス。成人。金曜日、
午後7時〜9時30分。名細公
民 館。 入 会 金1,000円、 月
2,250円。連絡先…山本明義・
TEL233−3531

市民の皆さんの情報コーナー

ひとまち伝言板



	 21	 広報川越№1215・2010.1.25	 川越市役所・TEL049−224−8811　http://www.city.kawagoe.saitama.jp/

4月からは
広報室・TEL224−5495

　現在のひとまち伝言板の受け付けは、2月25日㈭で終了します。
　4月から、ひとまち伝言板が「情報アラカルト」にリニューアルします。仲間になりませんかは「さーくる情報」に、
出かけてみませんか・参加してみませんかは「イベント宝箱」になります。

市民の皆さんの情報コーナー

ひとまち伝言板☞ 情報アラカルト

イベント宝箱
　市内で行われる催しを紹介します。
個別の掲載基準
◦ 原則として、1回限りの催し（1年以内の期限で行われる催しで、

継続性がないもの）を掲載することができます
◦ 同一団体の掲載は年度内2回までです。なお、連続した月で掲

載することはできません
◦ 複数回の催しの場合、最初から最後まで参加して1つの催しと

して成立するものに限ります
◦会員募集に直接結びつかない催しに限ります
◦ 展示・フリーマーケット・バザー・学園祭などは、複数日の開

催であっても1回の掲載とみなします
◦ 講習会・教室など、参加者が体験する催しは、対象または会場

が異なる場合、それぞれを1回の掲載とみなします
 ◦ 問い合わせ先や申し込み先は、集団の会員であり、問い合わせ

などに応じられる市内の個人または実行委員会事務局などの電
話番号に限ります。メールは使用できません

◦ 掲載する内容は、発行する号の翌月以降に、申込日および実施
日がある催しに限ります

◦ ＮＰＯ法人は、市民活動支援課または担当課へ。市との協働事
業であると認めたものに限り、掲載できます。
申請方法
◦ 広報室に直接、「イベント宝箱掲載依頼書・誓約書」を提出し

てください（電話・ファクス・郵送・メールによる提出不可）。
同書は、広報室にあります。市ホームページからもダウンロー
ドできます

◦ 掲載にあたっては、事業の実施計画書・予算書・会員名簿を毎
回提出してください
原稿の締め切り
◦ 原稿は、掲載を希望する広報川越の発行前月の25日（土・日曜

日などの場合、直後の開庁日）に締め切ります

さーくる情報
　毎月2つのグループを、写真と文で紹介します。
個別の掲載基準
◦ 平成22年4月1日時点で、6か月以上の活動実績があ

るものに限ります
◦ 掲載候補となった場合、広報室が別に指定する期日ま

でに①会則②6か月以上の期間が記載されている会計
報告③市民3人以上で構成されていることが分かる会
員名簿の提出が必要です
掲載できないもの
◦連盟・協会・法人組織のもの
応募方法
◦募集は年1回です
◦ 2月19日㈮、午後5時までに広報室に直接、「さーく

る情報掲載申請書・誓約書」を提出してください（電話・
ファクス・郵送・メールによる提出不可）。同書は、
広報室（本庁舎4階）にあります。市ホームページから
もダウンロードできます
抽選
◦ 3月1日㈪、午後1時30分から７B 会議室（本庁舎7階）

で公開抽選を行います
抽選後の流れ
⑴ 抽選日に掲載号が決定（掲載号により、書類提出の締

め切り日が異なります）
⑵ 締め切り日までに、日ごろの活動の様子を写真に撮り、

紹介文章を作成し、上記①～③の書類と一緒に提出
⑶広報室で原稿作成、グループへ内容確認
⑷掲載
＊表記方法などは、広報室に一任となります。
＊ 抽選で掲載が決定しても、書類審査などで不掲載とな

る場合があります。

●情報アラカルト（さーくる情報・イベント宝箱）
共通の掲載基準
◦団体は、市民3人以上で構成されているものに限ります
◦本拠地・問い合わせ先が、共に市内にある団体に限ります
◦ 主な活動場所・会場は、原則として市内の公的な場所に限ります
◦原則として、誰でも参加でき、市民を対象にしているものに限ります
◦通常の活動を、講師を招いて行っている場合、謝金の上限は一定のものに限ります

情報の提供など
◦ 掲載を希望する情報は、その内容をほかの広報媒介（インターネットを含む）などに転載および情報提供する場合があります

掲載できないもの
◦営利的・宗教的・政治的なもの、およびこれらに関連したり連想させたりするもの
◦個人宣伝・個人活動を目的としたもの
◦団体の構成員と講師が同一人物で、謝金・交通費などの経費が支給されている場合
◦ほかに広報手段があるもの
◦活動においてトラブルを生じたもの
◦提出書類などと活動内容が異なるもの
◦内容が不明確なもの
◦市が掲載できないと判断したもの

掲載基準・申請方法などが変わります。ご注意ください!


