
●スイートポテトベイビーズ
　 育 児 サ ー ク ル。1歳6か 月
〜未就園児。月曜日、午前10
時30分〜正午。中央公民館ほ
か。入会金400円、月400円。
連絡先…清水映子・TEL080−
1160−4347
● CCSC かわごえ
　体操。市内在住の4歳〜18歳。
木曜日、午後5時〜7時▶7時
〜9時。川越運動公園。入会金
3,000円、月2,000円。連絡先
…岡野育也・TEL224−1477
●シックスピース
　ゲームなどを通した英語学
習。木曜日、午後5時30分〜6
時20分＝小学1〜3年生▶6時
30分〜7時20分＝小学4〜6年
生。メルト。入会金1,000円、
月4,000円。連絡先…落合清美・
TEL231−9633（午後7時以降）
●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6か月〜小学2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）
●大東着付クラブ
　成人女性。第2・第4金曜日、
午後7時〜9時。大東公民館。
入会金1,000円、月1,000円。
連絡先…浅村志津子・TEL244
−8567（午後7時以降）
●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
●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
●さつき会
　かな書道、和歌を書く。成人。
第2・ 第4水 曜 日、 午 後1時
〜2時30分。南公民館。入会
金2,000円、 月2,000円。連
絡先…松倉美紀子・TEL090−
4832−3834（午後7時以降）
●霞ニーハオクラブ
　中国人講師による日常会話
ほか。中級者の成人。第1〜
第3土曜日、午後3時20分〜4
時50分。霞ケ関北公民館。月
1,500円。連絡先…仲矢宏基・
TEL232−6216
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●サークル絵の具箱
　デッサン・アクリル・油絵・
水彩。成人。第2・第4金曜日、
午後2時〜４時。北公民館。入会
金1,000円、月2,000円。連絡
先…永島恵美子・TEL229−1685
●ユングフラウマンドリーネ
　マンドリン。成人。月3回木
曜日、午後1時〜4時。高階南
公民館。月2,000円。連絡先
…千葉ひろみ・TEL243−3270
●さわやか琴の会
　大正琴。第2・第4水曜日、
午 前10時 〜 正 午。 さ わ や か
活動館。入会金1,000円、月
2,000円。連絡先…粕谷トヨ
子・TEL235−7078
●サタデー歌謡教室
　成人。月2回土曜日、午後
2時〜4時。高階南公民館。月
2,000円。連絡先…中沢久江・
TEL242−4465
●サンライフ歌謡サークル
　成人。月3回水曜日、午後6
時50分〜8時30分。サンライ
フ川越。入会金1,000円、月
2,000円。連絡先…渡辺章・
TEL232−9455
●いせはら鎌倉彫クラブ
　成人。金曜日、午後2時〜4
時30分。伊勢原公民館。入会金
1,000円、月2,500円。連絡先
…三田地美紀世・TEL232−8770
●名細古典文学の会
　日本古典文学の学習。成人。
第1〜第3金曜日、午前9時〜
11時30分。名細市民センター。
月1,500円。連絡先…橋田茂・
TEL234−7185
●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
●葵裏千家茶道教室
　成人。月2回月曜日、午前9
時30分〜正午。メルト。入会
金1,000円、月2,500円。連絡
先…吉田和代・TEL233−5640
●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…小林晃・TEL224−2306
●フランス語クラブ
　フランス人講師。中級者以
上の成人。第2・第4土曜日、
午後2時〜4時。北公民館。月
3,000円。連絡先…佐藤絵里・
TEL241−3111

●川越西ビデオクラブ
　撮影した映像をパソコンで作
品にする。第3月曜日、午後6
時〜9時。伊勢原公民館。入会
金1,000円、年3,000円。連絡
先…相田幸子・TEL232−5057
●生花クラブ
　成人女性。月2回金曜日、午
前9時30分 〜11時30分。 南
公民館。入会金1,000円、月
3,500円。連絡先…浅見葉子・
TEL242−6571
●川越フリーウェーツーリング
クラブ
　 関 東 一 円 を ツ ー リ ン グ。
125cc 以上のオンロードバイ
クを持ち、任意保険加入の成人。
第2日曜日、午前8時〜午後6
時。月100円。連絡先…関根
浩義・TEL090−3691−1718
●ウイングソフトテニス
　成人女性。金曜日、午前9時
〜午後1時。川越運動公園。入
会金1,000円、1回300円。連
絡先…文マリ・TEL235−6949
●サンジュエルテニスクラブ
　硬式。経験者。月曜日、午
後1時 〜4時。 市 内 イ ン ド ア
テニスコート（小堤）。入会金
1,000円、 月5,000円。連絡
先…森谷之尋・TEL244−4488
●川越市マレットゴルフ連盟
　毎日午前9時〜午後5時。霞ケ
関東河川敷コース・今福林間コー
ス、各36ホール。入会金1,000
円、月500円。連絡先…松野正武・
TEL080−5483−4514
●気功太極拳・ステップ
　成人。第1〜第3水曜日、午
後8時〜9時15分。名細市民セ
ンター。入会金1,000円、月
1,500円。連絡先…永野冨美
子・TEL231−3062
●みんなのヨーガ
　月3、4回月曜日、午後1時
30分 〜3時。 高 階 南 公 民 館。
入会金1,000円、月2,000円。
連絡先…鈴木やよみ・TEL244
−8336
●ダンシングマインド
　ジャズダンス。成人。月曜日
ほか、午後7時〜9時。北公民館。
入会金2,000円、月3,000円。連
絡先…斉藤和子・TEL226−3977
●中国語講座　北京語会
　18歳以上（高校生は除く）。中
国語会話と中国文化の理解。第
1〜 第3土 曜 日、 午 前11時 〜
午後5時。川鶴公民館。入会金
2,500円、月3,000円。連絡先
…斉藤由美子・TEL232−8204

●ミセス・フィットネス
　リズム・ストレッチ体操。成
人女性。第1〜第3水曜日、午
前9時 〜10時30分。 高 階 南
公民館。入会金1,000円、月
1,500円。連絡先…佐藤富士
子・TEL243−2560
●ふれあい健康体操クラブ
　3B 体操。成人女性。月各3
回月・木曜日、午前10時〜11
時30分。川越運動公園ほか。
各月2,500円。連絡先…江川
一枝・TEL226−4714
●ボディーフィットネス
　エアロビクス。成人。月曜日、
午前10時〜11時30分。ジョ
イフル。入会金1,000円、月
2,000円。連絡先…芦川弘美・
TEL248−4715
●パーティーダンス「フレンド」
　55歳以上の初心者。月3回
水曜日、午後1時〜4時。高階
市民センター。入会金1,000
円、月2,000円。連絡先…岡
本幸子・TEL222−7485
●スマイル
　社交ダンス。初級。月3回月
曜日、午後1時30分〜3時。高
階市民センター。入会金1,000
円、月2,500円。連絡先…十文
字義男・TEL244−6433
●ユアーズダンスサークル
　社交ダンス。成人。木曜日、
午後7時30分〜9時30分。川
鶴 公 民 館。 入 会 金1,000円、
月2,000円。連絡先…大和田
悦男・TEL234−6053
●高階ダンスサークル
　社交ダンス。成人。月3回火
曜日、午後1時30分〜4時。高
階南公民館。入会金1,000円、
月2,000円。連絡先…深谷輝
雄・TEL242−2429
●社交ダンス・ハルカ
　初級〜中級。土曜日、午後
3時〜4時45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
●レッツダンスイン山田
　社交ダンス。初級。月曜日、
午後7時30分〜9時30分。山
田 公 民 館。 入 会 金1,000円、
月3,000円。連絡先…畔蒜貞
治・TEL231−3905
●木曜クラブ
　社交ダンス。成人。木曜日、
午 後7時 〜9時30分。 名 細 市
民 セ ン タ ー。 入 会 金500円、
月2,000円。連絡先…渡辺実・
TEL231−0316
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★ラグビー体験教室
　川越ラグビースクール主催。
幼児・小学生・中学生・高校生
以上、男女別に分けてミニゲー
ムなど。4月4日㈰、午前10時
〜11時。入間川雁見橋下グラ
ウンド（鯨井）。4歳以上。無料。
申し込み…4月3日㈯までに佐
藤紳也・TEL245−8584
★子どものエアロビクス
　キッズ・ラビット主催。4月
10日㈯・17日㈯、午前10時
〜10時50分＝4歳〜小学1年
生▶11時〜正午＝小学2〜6年
生。高階北小学校。無料。申し
込み…電話で谷島照子・TEL090
−3432−8935
★川越ウオーキング教室
　川越歩こう会主催。ウオー
キングの初歩的な知識・実技
の講習。4月11日㈰、午前10
時〜正午。先着30人。300円

（小学生以下無料）。当日午前
9時30分に川越駅西口噴水広
場集合。連絡先…多比羅進三・
TEL090−1991−0759
★川越を英語で散歩
　川越を英語で歩こう会主催。
伝説を巡る・喜多院・一番街・
市立博物館の4コースを約2時
間で案内。4月18日㈰、午前
10時〜▶午後1時30分〜。無
料（別途拝観料）。当日中央公
民館集合。連絡先…宮内茂・
TEL222−1710
★菊作り講習会
　川越菊花会主催。大菊の仕立
て方。4月18日・6月20日・8
月29日、日曜日、午前9時30
分〜正午。メルト。成人。先着
25人。無料。申し込み…猪子
陽一・TEL・ＦＡＸ234−7075
★新緑の川越水上公園ウオーキ
ング
　ボランティアグループやまぶ
き21主 催。4月22日 ㈭、 午 前
10時〜正午。100円。当日同公
園入り口ロータリー集合。連絡
先…永嶋和子・TEL246−8690
★女性弓道教室
　川越市弓道連盟主催。5月13
日〜7月15日、木曜日、午前
10時〜正午。川越武道館。市
内在住・在勤・在学の初心者。
35人（抽選）。3,000円。申し
込み…往復ハガキに住所・氏名・
年齢・電話番号・経験の有無
を明記し、5月1日㈯（必着）ま
でに〒350−0053郭町2丁目
30−1・川越武道館・TEL224
−7220

★水と緑と伝統のまち川越・
12回探訪・ついでにクリーン
　クリーン＆ハートフル川越
主催。約12キロのコース。第
3土曜日、午前9時〜午後3時。
各先着30人。各回500円。申
し込み…参加月の1日から電話
で武田侃蔵・TEL090−2521−
5770
★組み木づくり教室
　山田ふれあい木工クラブ主
催。糸のこ盤を使用して五月
人形などを作る。4月24日㈯、
午前10時〜正午▶午後1時〜4
時。北部地域ふれあいセンター。
小学3年生以上。先着午前10
人、 午 後15人。 各300円 〜
500円。当日直接会場。連絡
先…内野智夫・TEL222−2235
★バドミントンミックスダブル
ス大会
　川越市バドミントン連盟主
催。上級・中級・初級（経験5
年未満）・シニア（40歳以上で
合計90歳以上）のブロック別リ
ーグ戦。5月2㈰、午前9時〜
午後5時。川越運動公園。市内
在住・在勤の男女ペア。先着
80組。ペア3,000円。申し込
み…ハガキにブロック名・住所・
氏名・年齢・電話番号を明記し、
4月10日 ㈯（必 着 ）ま で に 〒
350−1151今福1473−35・
平岡和子・TEL243−7125
★武道大会
　弓道・柔道・剣道。5月9日
㈰、午前9時〜。川越運動公
園。弓道・柔道は当日直接会
場、剣道は所属団体へ申し込
み。連絡先…弓道＝内河輝臣・
TEL222−4780▶ 柔 道 ＝ 及 川
誠・TEL247−0696▶剣道＝中
野茂・TEL090−1692−6315
★結成10周年記念「懸賞作文募集」
　川越 MIRAI21ライオンズクラ
ブ主催。応募テーマは、車いす
の部＝車いすの体験談、自立支
援・交流に関する体験談▶一般
の部＝本人または家族の障害に
関する体験談。最優秀・優秀賞、
応募者全員に参加賞有り。応募
資格は、市内在住の障害者・そ
の家族。申し込み…作文（400
字詰め原稿用紙3〜5枚、未発
表のもの）、作品に表紙を付けて
応募部門・題名・住所・氏名（ペ
ンネーム可）・生年月日・性別・
電話番号を明記し、4月20日㈫

（必着）までに〒350−1115野
田町2丁目19−32レントビル2
階・同クラブ・TEL241−2433

★陳氏太極拳無料体験講習会
　陳氏太極拳小江戸国際友好会
主催。5月7日㈮・14日㈮、午
後7時〜9時。新宿小学校。15
歳以上。運動着・上履きを持
参。申し込み…5月6日㈭まで
に野村博幸・TEL090−6713−
0416
★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。8月28日㈯〜
12月15日㈬。30家庭（1家庭
1人）、1日に付き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、4月15日㈭までにファ
クスで同課・TEL232−1111・
ＦＡＸ234−3824

●仲間になりませんか
●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。月各3回
火・水・金曜日、午前10時〜
正午。高階南公民館ほか。入会
金1,000円、月3,000円。連絡
先…神部直子・TEL090−8510
−7969
●それいけ！　アンパンマン
　親子遊び・リズム体操・工作
など。1歳〜未就園児。水曜日、
午前10時〜正午。霞ケ関公民
館。月500円。連絡先…鈴木
三枝子・TEL237−0885
●子供のいけばな
　小学生以上。第2土曜日、午
前10時〜11時30分。中央公
民館。月2,000円（材料費込）。
連絡先…利根川淳子・TEL223
−3521
●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…新井敏
枝・TEL228−5808
●高階剣志会
　剣道。5歳〜小学生と保護
者。木曜日、午後5時〜6時30
分 ▶ 土 曜 日、 午 後2時 〜4時
30分▶日曜日、午前9時〜11
時。高階南小学校ほか。入会金
1,000円、 月1,000円。連絡
先…川本律子・TEL247−3282
●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

◆出かけてみませんか
◆不動産鑑定士による不動産の
無料相談会
　㈳埼玉県不動産鑑定士協会主
催。4月3日㈯、午前10時〜午
後4時。丸広百貨店川越店8階
バンケットルーム。当日直接会
場。連絡先…同協会・TEL048
−838−0483

★参加してみませんか
★気持ちよくきたえよう
　富士見クラブ主催。ストレッ
チと簡化太極拳。4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
★少年剣道初心者教室
　川越市剣道連盟主催。用具の
貸し出し有り。4月3日〜5月8
日、土曜日（全5回）、午後6時
30分〜7時30分。川越武道館。
小学生以上。無料。申し込み…
電話またはファクスで赤城竹
男・TEL235−1063・ＦＡＸ230−
1107
★クラシックギター無料講習会
　川越市ギターマンドリン協
会主催。10月までの第1・第3
日曜日、午後1時〜4時30分。
さわやか活動館ほか。40歳〜
65歳の初心者。楽器を持参し、
当日直接会場。連絡先…須賀真
理子・TEL247−6183
★心も体もしなやかに
　陳氏太極拳同好会主催。無料
講習会。4月6日㈫・13日㈫、
午後7時〜9時。富士見中学校。
15歳以上。先着20人。無料。
運動着・上履きを持参し、当日
直接会場。連絡先…蒲生洋子・
TEL242−6374
★無料護身術教室
　少林寺拳法埼玉古谷支部主
催。4月〜6月の火曜日、午後8
時〜9時。川越第一中学校。小
学5年生以上。申し込み…前日
までに小林勉・TEL224−0840
★社交ダンス初心者講習会
　ダンスサークルドリーム主
催。4月9日 ㈮・6月25日 ㈮、
午後7時〜。ジョイフル。1回
500円。室内用運動靴を持参
し、当日直接会場。連絡先…伊
藤芳世・TEL245−5244

市民の皆さんの情報コーナー
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