
♦当日直接会場の催し♦
♦遺言・相続についての講演会
と無料法律相談会
　埼玉弁護士会川越支部主催。
9月29日㈯、講演会＝午後1
時～2時▶無料法律相談（午後0
時30分から先着順）＝午後2時
15分～4時30分。7ＡＢ会議
室（本庁舎7階）。連絡先…同支
部L225－4279
♦ともいき祭
　ともいき会主催。ライブ・抽
選会など。9月29日㈯、午前
10時30分～午後2時30分。ハ
ートポートセンターともいき
（笠幡）。無料。連絡先…ともい
きL231－1422
♦ちんじゅの森コンサート in
川越八幡宮
　同実行委員会主催。川越市吹
奏楽団の演奏会。9月8日㈯、
午後5時～6時（雨天中止）。川
越八幡宮（南通町）。無料。連絡
先…榊原祥光L090－1663
－8863
♦全国一斉！法務局休日相談所
　さいたま地方法務局主催。登
記手続きなどの相談。9月23
日㈰、正午～午後4時。アトレ
6階コミュニティールームＡ。
無料。連絡先…同局川越支局
L243－3824
♦川越マンドリンクラブ定期演奏会
　同クラブ主催。9月29日㈯、
午後2時～（開場は午後1時30
分）。やまぶき会館。先着500
人。無料。連絡先…千葉ひろみ
L243－3270
♦オアシス絵画クラブ展
　水彩同好クラブ主催。絵画の
展示。9月4日㈫～9日㈰、午
前9時30分～午後5時（初日は
正午から、最終日は午後3時ま
で）。中央図書館。無料。連絡
先…島崎勝L224－2053
♦リレー・フォー・ライフ川越2012
　同実行委員会主催。がん征圧
のチャリティーイベント、24
時間リレーウオークなど。9月
15日㈯、午後1時～16日㈰、
午後1時。川越水上公園。無料。
連 絡 先…若海敬司 L090－
4387－6158

♦六軒町世代間交流制作展
　六軒町連合公民館主催。町内
在住者の書画等作品展。9月14
日㈮～16日㈰、午前9時～午
後4時。六軒町会館。無料。連
絡先…鈴木幸夫L222－0631
♦彩美会水彩画展
　同会主催。水彩画約90点を展
示。9月19日㈬～23日㈰、午
前9時30分～午後5時（初日は正
午から、最終日は午後4時まで）。
中央図書館。無料。連絡先…内
田富久L090－4241－9548
♦「クロッキーＱの会」展
　同会主催。デッサン画を展示。
9月19日㈬～23日㈰、午前9
時～午後5時（初日は午後1時
から、最終日は午後2時まで）。
市立美術館。無料。連絡先…梅
田正子L289－2600
♦高階水彩画クラブ展
　同クラブ主催。水彩画約100
点を展示。9月11日㈫～16日㈰、
午前9時30分～午後5時（初日
は午後1時から、最終日は午後4
時まで）。中央図書館。無料。連
絡先…茂木時男L235－7466
♦裂き織り作品展示と織り体験
　ＮＰＯ法人くるみの木主催。
障害者の作品展示と体験。9月1
日㈯～30日㈰、午前10時～午
後5時（体験は22日㈷・23日㈰）。
くるみの木（連雀町）。無料。連
絡先…谷三穂子L222－1126
♣要申し込みの催し♣

♣東洋大学市民大学講座
　同大学主催。「東日本大震災
と市民生活の今後」。10月13
日～11月17日、土曜日（全5
回）、午後2時～4時。東洋大学
川越キャンパス（鯨井）。200
人（抽選）。無料。申し込み…往
復ハガキに講座名・住所・氏名・
電話番号を明記し、9月21日
㈮（必着）までに〒350－8585
鯨井2100・東洋大学市民大学
講座係L239－1385
♣女子栄養大学公開講座
　同大学主催。「現代人と食生
活」。1日2講座（1講座のみの受
講可）。10月27日㈯・11月3日
㈷・10日㈯、午後1時30分～
4時。同大学坂戸校舎（坂戸市）。
350人（抽選）。無料。申し込み
…ハガキに催し名・住所・氏名・
電話番号を明記し、10月3日㈬
（必着）までに〒350－0288坂
戸市千代田3丁目9－21・女子
栄養大学L284－3291
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11月1日以降に開催または

申し込み開始の催しの
締め切りは、9月25日㈫です
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♣川越少年刑務所施設見学会
　11月2日㈮、午後1時30分～。
同刑務所。当選者にはハガキで
通知。申し込み…ハガキまたは
封書に参加人数・参加者の住所・
氏名・年齢・性別・職業・電話
番号を明記し9月28日㈮（必着）
までに〒350－1162南大塚6
丁目40－1・川越少年刑務所
庶務課L242－0222
♣公開講座「大学と地域を考え
る」～創立50周年に向けて～
　城西大学主催。9月29日～
10月27日、土曜日ほか（全8
回）、午後1時30分～3時30
分。同大学（坂戸市）。18歳以上。
先着100人。無料。申し込み
…9月3日㈪、午前9時から同
大学L271－7722
♣フラダンス無料体験
　フラ・チューバローズ主催。
9月7日㈮・14日㈮・21日㈮、
午後1時～2時。古谷公民館。無
料。申し込み…前日までに石井
まち子L090－3523－2488
♣太極拳体験教室
　川越市日中友好協会主催。9
月13日㈭、簡化24式＝午前
10時～正午▶総合48式＝午後
1時～3時。クラッセ川越。先
着20人。無料。申し込み…9
月1日㈯、午前9時から電話で
小野荘一L232－9844

♣ゴスペル無料体験会
　Ｋ .Ｇ .Ｃ主催。9月10日㈪、
午後1時30分～3時30分。東
部地域ふれあいセンター。無料。
申し込み…前日までに角田美佳
L080－3093－0353
♣環境施設等見学会
　かわごえ環境ネット主催。9
月12日㈬、午前7時50分～午
後6時30分。かわさきエコ暮ら
し未来館（川崎市）ほか。市内在
住・在勤。先着30人。1,500円（昼
食持参）。申し込み…9月3日㈪、
午前9時から同事務局（環境政策
課内）L224－5866
♣川越市民チャリティーゴルフ大会
　川越初雁ライオンズクラブ
主催。10月15日㈪。高坂カン
トリークラブ（東松山市）。先着
280人。20,500円。申し込み
…9月3日㈪、午前10時から同
事務局L225－3330
♣卓球入門教室
　川越市卓球連盟主催。10月5
日～12月21日、金曜日（全9回）、
午前10時～正午。川越運動公園。
この教室を初めて受講する市内
在住。20人（抽選）。3,000円。
申し込み…往復ハガキに住所・
氏名・年齢・電話番号を明記
し、9月14日㈮（必着）までに〒
350－1142藤 間1133－49・
畑名勝明L243－4281

講座名 10月 11月 12月 1月 2月 3月 経費
ワード初級2003 1㈪ 2㈮ 3㈪ 4㈮ 1㈮ 1㈮ 1日2,500円
ワード中級2003 5㈮ 7㈬ 7㈮ 9㈬ 6㈬ 6㈬ 1日2,500円

ワード上級2003 22㈪29㈪ 2日5,000円

エクセル2003
17㈬
24㈬
31㈬

10㈪
17㈪
24㉁

8㈮
15㈮
22㈮

3日7,500円

デジカメ XP 19㈮
26㈮

19㈬
26㈬

18㈪
25㈪ 2日5,000円

インターネット
・メール 8㈷ 21㈮ 20㈬ 1日2,500円

ワード初級
2007・2010 3㈬ 5㈪ 5㈬ 7㈪ 4㈪ 4㈪ 1日2,500円

ワード中級
2007・2010

10㈬
12㈮

9㈮
12㈪

12㈬
14㈮

14㈷
16㈬

11㈷
13㈬

13㈬
15㈮ 2日5,000円

ワード上級
2007・2010

19㈪
26㈪ 2日5,000円

エクセル
2007・2010

14㈬
21㈬
28㈬

11㈮
18㈮
25㈮

11㈪
18㈪
25㈪

3日7,500円

デジカメ
Vista・7

16㈮
23㈷

21㈪
28㈪

20㈷
27㈬ 2日5,000円

�パワーポイント
2007・2010 29㈭ 23㈬ 8㈮ 1日2,500円

時間…午前10時～午後3時　会場…小ケ谷老人憩いの家　対象
…市内在住の成人　定員…各先着10人　申し込み…希望日の前
月1日から電話・ファクスで同教室LO241－9503

シルバー人材センターパソコン教室身近なパソコン教室


