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＊「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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児童センターこどもの城
石原町1丁目41−2　TEL・ＦＡＸ225−7289
3月の休館日＝月曜日（22日を除く）・23日㈫
■天体観望会「冬の星雲・星団」
日時…3月13日㈯、午後6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。
■91アトリエくらぶ「素材と形であそぼう」
日時…3月11日㈭、午後3時～　対象…4歳児～小学3年生

（幼児は保護者同伴）　定員…先着15人　申し込み…当日直
接同センター
■人形劇「わらって !　リッキ」
日時…3月17日㈬、午前11時～　対象…幼児以上　定員
…先着100人　申し込み…当日直接同センター
■小江戸こども将棋大会
日時…3月20日㈯、午前9時45分～　対象…A クラス＝小
学4～6年生▶ B クラス＝小学1～3年生　定員…各先着24
人　申し込み…3月13日㈯、午前10時から電話・ファク
スで同センター
■わくわく体験教室「いろいろな物を使って笛作り」
日時…3月27日㈯、午後1時～　対象…小学生　定員…先
着16人　経費…200円　申し込み…3月20日㈯、午前10
時から電話・ファクスで同センター
■ジャンボ紙芝居「春のゆきだるま」ほか
日時…3月27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
■とびだせ　あそび「室内あそび」
日時…3月28日㈰、午後2時～　対象…小学生　定員…先
着20人　申し込み…当日直接同センター
■春の卓球教室
日時…3月30日㈫・31日㈬、午前10時～正午　対象…小
学生　定員…先着24人　申し込み…3月21日㈷、午前10
時から電話・ファクスで同センター
■小江戸児童合唱団員募集
講師…ソプラノ歌手・伊
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さん　日時…毎月第1・3土
曜日、午後3時～4時30分　対象…4月に、小学2～6年生
になる児童　定員…先着20人　経費…100円　申し込み…
3月20日㈯、午後2時から電話・ファクスで同センター

川越駅東口児童館
菅原町23−10（クラッセ川越4階）　TEL・ＦＡＸ228−7719
3月の休館日＝火曜日
■みんなであそぼう1・2・3
　指導者を中心にした親子遊び。
日時…3月1日～18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
■おもちゃのチャチャチャ
　おもちゃで親子遊び。
日時…3月5日㈮・19日㈮、午前11時～正午　対象…幼児
申し込み…当日直接同館
■つくってあそんで
　身近な材料を使った工作。
日時…3月6日㈯、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
■わくわく親子ビクス
　親子で楽しむ触れ合い体操。
日時…3月10日㈬、午前10時30分～正午　対象…2歳～3
歳児　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…3月12日㈮、午前11時～正午　対象…幼児　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
3月の休館日＝月曜日（22日を除く）・23日㈫
■わい・わい・わい
　ブロック・おもちゃで親子遊び。
日時…3月3日㈬、午前10時30
分～11時45分　対象…3歳児ま
で　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…3月5日～16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
■つくーるスクール
　身近な材料を使った工作。
日時…3月6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…3月10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
　親子で楽しく触れ合い遊び。
日時…3月17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

プラネタリウム休影のお知らせ
3月9日㈫～20日㈯は、機械点検・番組入れ替えのた
め投影を休みます。21日㈷から、春の星座紹介番組「星
空に虹がかかるとき」を投影します。
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★親子ふれあい将棋教室
　日本将棋連盟川越支部主催。
棋士の指導対局。3月7日㈰、
午前9時30分〜正午。南公民
館。市内在住の小中学生と親。
先着30組。無料。当日直接会
場。連絡先…若林清・TEL080
−5875−3255
★足もみ健康法教室
　NPO 法人地球足もみ健康法
実践普及協会主催。3月7日
㈰・28日㈰、午後1時30分〜
3時30分。高階市民センター。
小学生以上。先着20人。各
1,000円。当日直接会場。連絡
先…藤本謙一・TEL243−8978
★女性ボーカルオーディション
　グリーングラス主催。60年
〜70年代のフォークソングを
歌う。3月13日㈯、午後6時
〜8時。霞ケ関北公民館。無料。
申し込み…3月7日㈰までに電
話で鈴木巖・TEL090−8053−
0373（土・日曜日）

●仲間になりませんか
●カンガル−英語クラブ
　外国人講師と英語で遊ぶ。1
歳〜未就園児と親。月各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
●ミニークラブ
　外国人講師と英語リトミッ
ク。2歳〜小学2年生。月3回
木 曜 日 ほ か、 午 後2時20分
〜5時。メルトほか。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）
●古谷剣友会
　剣道。小学生以上（見学、無料
体験随時受け付け）。土曜日、午
後4時〜6時▶日曜日、午前9時
〜11時。旧古谷東小学校。中学
生以下＝年6,000円▶高校生以
上＝年3,600円。連絡先…若林
英雄・TEL090−4452−2055

●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
●川越体操スポーツ少年団
　小学生（3歳〜6歳は要相談）。
土曜日、午後2時〜4時。川越
小学校。入会金1,000円、月
2,000円。連絡先…戸川藤子・
TEL241−1765
●日彩会
　日本画の実習・展示会。成人。
第2・第4日曜日、午後1時〜
5時。南公民館。入会金1,000
円、月2,000円。連絡先…江
良紘二・TEL245−7863
●つくしんぼ
　水彩画。成人。第1・第2火
曜日、午後1時〜４時。大東南
公民館。入会金1,000円、月
2,000円。連絡先…井上泰造・
TEL222−6302
●木曜日フラワーアレンジメント
　 成 人。 第3木 曜 日、 午 前
10時〜正午。女性会館。月
2,500円。連絡先…橋本道子・
TEL244−6160
●大東歌謡セミナー
　成人。月曜日、午後7時〜
9時30分。 大 東 公 民 館。 月
3,000円。連絡先…奥富庄司・
TEL243−9505
●川越混声合唱団
　ポピュラーソングからクラシ
ックまで。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・TEL232−4591
●ジョイフルヨーガ
　体験は1回500円。成人女性。
土曜日。ソフトヨーガ＝午後0時
30分〜1時40分、1回700円▶パ
ワーヨーガ＝午後2時15分〜4時、
1回1,000円。ジョイフル。連絡
先…中村順子・TEL241−8212

●オリーブの会
　料理実習。成人。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
●一歩一歩同好会
　低山ハイキング、古道歩き、
宿泊など。40歳以上。土・日
曜日ほか、午前7時〜午後6時。
入 会 金1,000円、 年2,000
円。連絡先…笠原茂・TEL244
−1853（午後6時以降）
●ベーシックダンスクラブ
　社交ダンス。成人。月曜日、午
後7時〜8時30分▶土曜日、午前
10時15分〜11時45分。メルト。
入会金2,000円、月2,000円。連
絡先…永田京子・TEL232−4561
●火曜ダンスサークル
　社交ダンス。多少踊れる成人。
月4回火曜日、午後1時〜5時。
高階南公民館。入会金1,000
円、月2,500円。連絡先…中
沢久江・TEL242−4465
●南ダンスクラブ
　社交ダンス。多少踊れる成人。
火曜日、午後7時30分〜9時。
福原公民館。入会金2,000円、
月2,500円。連絡先…熊木ツ
ネ子・TEL241−4707
●レッツ．ダンスイン．いずみ
　社交ダンス。60歳以上の経験
者。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
●ソシアルクラブ
　社交ダンス。成人。月3回月
曜日・月4回金曜日、午後7時〜
9時30分。高階南公民館。入会
金1,000円、月2,000円。連絡
先…吉村幸男・TEL243−2156
●かすみ草ダンスクラブ
　社交ダンス。成人の経験者。
土曜日、午後1時〜5時。伊勢
原公民館。入会金2,000円、
月2,000円。連絡先…新村文
男・TEL232−1463

◆出かけてみませんか
◆フォトクラブ虹写真展
　同クラブ主催。3月10日㈬
〜15日㈪、午前9時〜午後5
時（5日は正午から、10日は午
後4時まで）。メルト。当日直
接会場。連絡先…成田伸次郎・
TEL080−5476−0299

★参加してみませんか
★ありがとうが家庭を変える
　家庭倫理の会かわごえ主催。
講演会。3月7日㈰、午後2時
30分〜4時10分。クラッセ川
越。 先 着130人。1,000円。
当日直接会場。連絡先…宮﨑朝
子・TEL231−4249
★野球で遊ぼう
　川越リトルリーグ野球協会主
催。軟らかいボールを使った
野球（昼食付き）。3月21日㈷、
午前9時〜午後1時（雨天の場
合22日㉁）。安比奈親水公園。
5歳〜小学生。先着30人。無料。
当日直接会場。連絡先…本田克
典・TEL231−0845
★相続いろいろ講演会
　行政書士会川越支部主催。遺
言書・相続の流れなどの基本的
な知識。3月27日㈯＝メルト・
4月24日㈯＝北部地域ふれあ
いセンター・5月29日㈯＝や
まぶき会館、午後2時〜4時30
分。市内在住。各先着30人。
無料。当日直接会場。連絡先…
藤枝和重・TEL249−1122
★およげ鯉のぼくん !!
　大正浪漫夢通り商店街主催。
90cmの塗り絵こいのぼりを作
り、路上に飾る。3月27日㈯、
午前10時〜午後3時（50人ごと
に時間を指定）。大正浪漫夢通り。
小学生以上。先着300人。無料。
筆を持参し、当日直接会場。連
絡先…吉田秀・TEL222−1728

市民の皆さんの情報コーナー
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　築100年以上、木造2階建ての鈴木園の長屋門。子供

たちの遊ぶ声が聞こえ、近所の人の散歩コースにも。日

常生活の営み（茶業）が景観保存につながり、地域の住民

にも親しまれていることが評価され、2月8日、彩の国

景観賞「心にうるおい部門」を受賞しました。また、伝

統的建築の復元と現代建築が融合した鏡山酒造跡地施設

が、「たてもの・まちなみ部門」で同賞を受賞しました。


