
♦当日直接会場の催し♦
♦子どもの人権110番
　さいたま地方法務局と埼玉県
人権擁護委員連合会子ども人権
委員会が、子どものための相
談専用電話L0120－007－
110を設置します。9月30日
㈪～10月4日㈮、午前8時30
分～午後7時。連絡先…同法務
局L048－859－3507
♦霞ケ関フォトクラブ写真展
　同クラブ主催。10月2日㈬
～7日㈪、午前9時～午後5時
（初日は正午から、最終日は午
後4時まで）。メルト。無料。
連絡先…内山龍雄 L232－
0039
♦書道無料体験教室
　九星書道会主催。古代文字
をハガキに書く。道具の貸し
出しあり。10月5日㈯、午後
1時～3時。小江戸蔵里。初心
者。先着20人。連絡先…石川
上L242－9761
♦金子みすゞの詩の朗読発表会
　あろーん・しあたー高階主催。
10月6日㈰、午後2時～3時（開
場は午後1時30分）。高階市民
センター。先着40人。無料。
連絡先…佐藤満也 L090－
6147－4160
♦歌声ホール in 川越
　同実行委員会主催。歌声喫茶
で活躍した2人と歌う。10月
6日㈰、午後2時～4時。クラ
ッセ川越。成人。先着130人。
1,200円。連絡先…鈴木登志
枝L246－5125
♦かわごえ憲法塾
　同実行委員会主催。人権を
中心に憲法を考える。10月9
日㈬・12月11日㈬、午後6時
30分～8時30分。小江戸蔵里。
各先着40人。各500円。連絡
先…水野良子L226－5226
♦秋の山草展
　川越山草会主催。作品約
100点を展示。10月12日㈯～
13日㈰、午前9時～午後5時（初
日は午前10時から、最終日は
午後3時まで）。南公民館。無料。
連絡先…仲村都世子L224－
7664

♦アースデイ・イン川越　立門前
　同実行委員会主催。国際交流、
地球環境改善の啓発など。10
月6日㈰、午前10時～午後3
時。蓮馨寺ほか。無料。連絡先
…武田侃蔵L090－2521－
5770
♦求人企業合同面接会
　埼玉県雇用対策協議会主催。
履歴書を複数持参。10月11日
㈮、午後1時～4時。大宮ソニ
ックシティビル。来年3月に大
学・短大・専門学校などを卒業
予定（3年以内の既卒者も可）。
連絡先…同協議会 L048－
647－4185
♦川越マンドリンクラブ定期演
奏会
　同クラブ主催。10月12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
♦護身と健康のための合気道体
験会
　川越合気会主催。合気道の技
を体操で練習。10月13日㈰、
午後2時～4時。城南中学校。
小学生以上。無料。連絡先…島
田繁子L242－5569
♦少林寺拳法体験教室
　少林寺拳法高階主催。基本動
作による健康づくり。10月19
日㈯、午後4時～5時。高階西
中学校。市内在住・在勤。先着
10人。無料。連絡先…木内常
之L292－0630
♦親愛まつり
　社会福祉法人親愛会主催。ス
テージ発表など。10月26日㈯、
午前10時～午後2時。川越親
愛センター（今福）。連絡先…
同会L246－5262
♦川越はなしの里公演
　川越はなしの里主催。文芸作
品、民話の語り。10月26日㈯、
午後1時30分～3時30分。中
央図書館。先着100人。無料。
連絡先…海藤昭子 L232－
1036
♦和太鼓響10周年記念公演「未
来への希望」
　和太鼓響主催。10月27日
㈰、午後1時～4時（開場は正
午）。市民会館。先着1,000
人。700円（前売り券は500円。
10月1日㈫、午前9時から電
話で連絡先まで）。連絡先…同
事務局L265－6453

♦かわ YO! 祭（文化祭）
　県立川越特別支援学校主催。
ステージ発表・作品展示など。
10月26日㈯、午前9時40分
～午後2時10分。連絡先…同
校L235－0616
♦秋の実りコンサート
　川越女声コーラスうりんぼう
主催。さとうきび畑などを歌う。
10月26日㈯、午後2時～4時。
メルト。先着300人。500円。
連絡先…福井恵子 L080－
3420－9997

♣要申し込みの催し♣
♣ヨーガ体験会
　経絡ケアーヨーガ主催。10月
2日～30日、水曜日（全5回）、午
後2時～4時。高階市民センター。
成人女性。先着10人。3,000円。
申し込み…10月1日㈫から電話
で斉藤穂波L225－6291
♣コントラクトブリッジ体験教室
　川越ブリッジクラブ主催。4
人のプレーヤーが2組のペアに
なり、推理力や記憶力を駆使し
ながら戦う知的トランプゲー
ム。10月8日㈫、午後1時～3
時。名細市民センター。市内在
住。先着30人。申し込み…10
月1日㈫、午前9時から電話で
安永真L222－4462
♣ハワイアン・フラ無料講習会
　フラ・プアカーネーション
主催。10月7日㈪・21日㈪・
28日㈪、午前10時～11時。
ジョイフル。初心者。先着20
人。申し込み…10月2日㈬、
午前10時から電話で原田トミ
子L242－5289
♣外国人とハロウィーンで遊ぼう
　イングリッシュ. リトミック
主催。英語リトミック。10月
9日㈬・16日㈬、午後2時20
分～3時＝1歳～2歳▶午後3
時10分 ～3時50分 ＝3歳 ～
未就学児▶午後4時～4時40
分＝小学生。各先着10人。各
1,000円。申し込み…10月1
日㈫、午後6時から電話で土屋
恵子L090－8519－3704
♣学校公開
　川島ひばりが丘特別支援学校
主催。学校の概要説明・授業参
観・施設見学など。10月22日
㈫、午前9時10分～正午。障
害のある児童・生徒と保護者、
教育・福祉関係者。無料。申し
込み…10月10日㈭までに電話
で同校L297－7753

♣川越八幡宮狂言ワークショップ
～親子で楽しむ古典芸能～
　親子狂言ワークショップ実行
委員会主催。狂言師・深田博治
さんによる体験教室。10月6
日㈰、午後2時～4時。川越八
幡宮（南通町）。小学生と保護者。
先着40組。2人1,000円。申
し込み…10月1日㈫から直接
川越八幡宮。問い合わせ…榊原
祥光L090－1663－8863
♣①初めての書道教室②初めて
の短歌教室
　家庭倫理の会川越の催し。①
②ともに小学生以上（小学生は
保護者同伴）。無料。
①初めての書道教室
　10月13日㈰、午前10時～
11時30分。南公民館。先着
20人。
②初めての短歌教室
　10月27日㈰、午前10時～
11時30分。寿町1丁目集会所。
先着30人。
①②の申し込み…10月1日㈫、
午前9時から電話で河又ヒサ子
L242－6351
♣親子でハロウィンパーティ
　親子でイングリッシュ主催。
外国人の先生とハロウィンパー
ティ。10月16日㈬＝クラッセ
川越、22日㈫＝高階南公民館、
午前11時～正午。1～4歳児と
保護者。各先着15組。各1組
300円。申し込み…10月1日
㈫、午前9時から電話で神部直
子L090－8510－7969
♣生涯現役社会実現職業生活設
計セミナー
　公益社団法人埼玉県雇用開発
協会主催。11月7日㈭、午後
0時50分～4時（開場は正午）。
市民会館。55歳以上の就業者・
求職者。先着50人。無料。申
し込み…10月1日㈫、午前9時
から電話・ファクスで岩田和宏
L048－824－8739O048
－822－6481
♣名細第二保育園フリーマーケット
　同実行委員会主催。11月9
日㈯、午前10時～午後1時30
分。名細市民センター。市内在
住。10区画（抽選）。1区画500
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、10月18日㈮（必着）まで
に〒350－0804下広谷1210
－11Ｅロード204・船津有美
子L090－8042－6341
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