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■江戸時代の舟運を偲ぶ
川越歩こう会主催。新河岸川

沿いを歩く（17kmまたは
13km）。11月13日隻（雨天の
場合、20日隻）、午前８時～午
後３時30分。柳瀬川駅西口広
場（志木市）集合、仙波河岸史
跡公園解散。300円（別途見学
料80円）。当日直接会場。連絡
先…堀口和男・℡226－4831
■名細第二保育園フリーマーケ
ット
同園フリマ実行委員会主催。

11月12日析、午前10時～午
後２時。下広谷南公民館ほか。
市内在住。20区画（抽せん）。
１区画1,000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、11月
４日昔（必着）までに〒350－
0815鯨井1688－１・橋爪恭
子・℡231－0170

出かけてみませんか
■家事家計講習会
川越友の会主催。衣・食・住、

家計の勉強の発表と展示。11
月18日昔、午前10時30分～
午後０時30分。クラッセ川越。
成人。先着80人。400円（当
日券500円）。申し込み…電
話・ファクスで石川千枝子・
℡・FAX224－0778

■イラク現代アート展
同実行委員会主催。イラク現

代絵画の展示と講演会。クラッ
セ川越。展示＝11月18日昔～
23日積、午前９時～午後９時。
無料。$講演会＝23日、午後
６時～９時。先着100人。
500円。当日直接会場。連絡
先…亀田道昭・℡222－9879
■第22回キャップハンディ大会
埼玉県障害児教育振興協議会

主催。アイマスク体験、ステー
ジ発表、スタンプラリーなど。
11月12日析、午後１時～３時
30分。県立川越養護学校。無
料。当日直接会場。連絡先…県
立川越養護学校・℡235－
0616
■小江戸川越菊まつり
川越菊花会主催。11月１日

惜～23日積、午前９時～午後
４時（23日は午後２時まで）。
喜多院境内。入場無料。連絡先
…同会事務局（喜多院内）・℡
222－0859
■盆栽技術講習会
日本盆栽協会川越支部ほか主

催。盆栽園園主・桜井聖二さん
による盆栽実技講習。11月20
日隻、午後１時～５時。北部地
域ふれあいセンター。無料。当
日直接会場。連絡先…戸田平八
郎・℡226－5578

■第26回「満月クラブ」写真展
同クラブ主催。11月２日戚～

７日席、午前９時～午後５時
（２日は正午から、７日は午後４
時まで）。メルト。無料。連絡先
…新井相一・℡231－3133
■アースデイ・イン・川越2005
同実行委員会主催。リサイク

ルバザー、環境・国際交流に関
する展示など。11月６日隻、
午前10時～午後３時。鏡山酒
造跡地。無料。当日直接会場。
連絡先…蹟埼玉YMCA川越セン
ター・℡226－2491
■チャリティバザー
国際ソロプチミスト埼玉主

催。11月８日惜、午前９時30
分～（売り切れしだい終了）。
蓮馨寺境内。連絡先…石黒高
子・℡226－8525
■不動産取引無料相談会
全日本不動産協会埼玉県本部

川越支部主催。11月14日席、
午前10時～午後４時。市役所
本庁舎１階ロビー。当日直接会
場 。 連 絡 先 … 同 支 部 ・ ℡
243－3728
■第２回小江戸川越素人ちんど
んフェスティバル
新富町商店街振興組合主催。

11月26日析、午後１時～６時。
クレアモール。連絡先…同組合
事務局・℡225－5846
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■第19回川越いもの子作業所
チャリティバザー
皆の郷をささえる会主催。

11月13日隻、午前10時～午
後３時。富士見中学校。11月
５日析までバザー用物品を受け
付け。連絡先…第２川越いもの
子作業所・℡224－5045
■2005バスケットボールスー
パーリーグ川越市大会
川越市バスケットボール連盟

主催。11月26日析、午後２時
～５時。川越運動公園総合体育
館。入場料＝1,500円（高校
生＝1,000円、中学生＝700
円、小学生＝500円）。当日直
接会場。連絡先…渡辺耕造・℡
222－1460
■子供の健康と学校給食につい
て考えよう！
「市民と給食を考える会」実
行委員会主催。11月19日析、
午後１時～４時30分。メルト。
先着200人。無料。当日直接
会場。連絡先…小林英二・℡
224－6433
■にじの家ふれあい祭り
知的障害者更生施設にじの家

主催。バザー、太鼓・マンドリ
ン演奏ほか。11月３日積、午
前10時～午後２時30分（雨天
決行）。入場無料。連絡先…に
じの家・℡236－0666

第２回クラッセまつり
11月13日隻 クラッセ川越
問い合わせ…①②⑦＝川越駅東口図書館・℡

228－7712$③④＝川越駅東口児童館・℡

228－7718$⑤＝男女共同参画課・℡内線

2441$⑥＝国際交流課・℡内線2141

当日直接会場。駐車場はありません。
内容・時間…①いちにちおはなし会（３階）＝午前10時～、午前11時～、
午後１時～、午後２時～、午後３時～、午後４時～②老人憩いの家利用者
と小中学生の囲碁将棋の手合わせ（３階）＝午前10時～③おもちゃの病
院（４階）＝午前10時～④にこにこシアター（４階）＝午後１時30分～
⑤女性のためのからだの相談（５階）＝午後１時～⑥外国の音楽体験（二

に

胡
こ

演奏）（５階）＝午後０時30分～、午後２時30分～⑦クイズラリー in
イン

クラッセ（１階～６階）＝午前10時～ほか

11月14日席 県民の日の無料公開
■市立博物館・本丸御殿・蔵造り資料館
時間…午前９時～午後５時
＊入館は午後４時30分まで

問い合わせ…市立博物館・℡222－5399

■市立美術館
時間…午前９時～午後５時
＊入館は午後４時30分まで

問い合わせ…市立美術館・℡228－8080

■川越まつり会館
時間…午前９時30分～午後５時30分
＊入館は午後５時まで

問い合わせ…川越まつり会館・℡225－2727

■喜多院（小中学生のみ）
時間…午前９時～午後４時
問い合わせ…喜多院・℡222－0859

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

身近なパソコン教室：身近なパソコン教室：1212月月
川越市シルバー人材センターパソコン教室・℡・FAX241－9503

ローマ字入力・かな入力が選べます。
初級ワード １日斥・５日席 １日1,500円
年賀はがきの作り方 ２日昔・６日惜 １日2,000円
中級ワード ７日戚・９日昔 １日2,000円
上級ワード（２日コース） 12日席・19日席 ２日4,000円
エクセル（２日コース） 13日惜・20日惜 ２日4,000円
デジタルカメラ（２日コース） 14日戚・21日戚 ２日4,000円
ＩＴ講座 15日斥 １日2,000円
エクセル中級（テキスト後半） 27日惜 １日2,000円
練習講座 教室以外の月～金曜日 １日2,000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15人　申し込み…11月21日席までに、電話またはファク

スで同センターパソコン教室（希望日は複数選択可、土・日曜日は休み）

●出張指導・個人指導・環境設定・トラブル処理などにも応じます。



■埼玉いのちの電話
電話相談ボランティア。募集

説明会＝12月10日析、午後１
時30分～３時。川越福祉セン
ター。25歳～62歳。40人。
応募は12月１日斥～来年２月
13日席。詳しくは募集要項。
連絡先…同事務局・℡048－
645－4322
■マージャン入門講座および地
域指導員養成講座
NPO法人健康麻将全国会川越

支部主催。12月７日～来年２月
15日、水曜日、午後１時～３時
$午後３時～５時。市民会館ほ
か。市内在住・在勤。入門講
座＝１回1,000円、養成講座＝
無料（教材費別途）。各講座60人
（抽せん）。申し込み…往復ハガ
キに講座名、住所・氏名・生年
月日・電話番号を明記し、11月
25日昔（必着）までに〒350－
1146熊野町15－41・同支部・
本多実・℡090－4175－6379
■手づくりネクタイとパッチワー
ク作り・クリスマスプレゼントに
手芸サークル主催。11月18

日昔・12月７日戚、午前９時
30分～正午。川越福祉センタ
ー。女性。2,500円。申し込み
…品川千恵子・℡232－3188
■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。来年３月11日
析～６月28日戚。30家庭（１
人１家庭）、１日につき3,000
円補助。申し込み…11月10日
斥までに住所・氏名・電話番号
を明記し、ファクスで同課・℡
232－1111・FAX234－3824
■彩の国スマイル・シティ「パ
ソコンクラブ」
NPO法人教育ルネッサンス

主催。インターネットの使い方
など。初心者、視覚障害者歓迎。
来年３月31日までの金曜日、
午前10時30分～正午。市内民
間施設（菅原町）。各回先着10
人。無料。申し込み…同事務
局・℡228－2122（月～金曜
日、午前11時～午後５時）
■フラダンス無料体験
ナ・ホヌ・ケ・カイ・マーリエ

主催。①11月３日積、午前10時
～11時30分$７日席、②午前10
時～11時30分③午後１時30分～
３時④午後３時30分～５時$23
日積、⑤午前10時～11時30分。
クラッセ川越。①③＝対象なし②
⑤＝20歳～40歳④＝４歳～12
歳。無料。申し込み…目時真由
美・℡090－7836－1733

■火曜料理クラブ
成人。第２・第４火曜日、午

前９時30分～正午。中央公民
館。入会金1 , 0 0 0円、月
2,000円。連絡先…牛久保玲
子・℡224－8845
■エリーゼの会
童謡などをピアノで弾く。

50歳以上の初心者。月２回木
曜日、午後３時20分～４時50
分。北公民館。入会金2,000
円、月2,500円。連絡先…大
野信子・℡223－0457
■川越市吹奏楽団
土曜日、午後６時～９時。川

鶴公民館ほか。入会金1,000
円、月2,000円。連絡先…蛭
田健司・℡247－2489
■トリルマンドリンクラブ
マンドリン演奏。月２回火曜

日、午後１時30分～４時。高
階南公民館。月2,000円。連絡
先…中本久子・℡235－0311
■中国語サークル「朋友」
語学と文化を学ぶ。成人。第

２・第４月曜日、午前10時～
正午。名細公民館。入会金
1,000円、月2,000円。連絡
先…植村喜彦・℡241－5436
■ストレッチ体操
成人女性。木曜日、午後２時

～３時。ジョイフル。入会金
1,000円、月2,000円。連絡
先…米本玲子・℡244－9290
■ステップダンスクラブ
社交ダンス。月４回土曜日、

午前10時～11時30分。ジョ
イフル。入会金1,000円、月
3,000円。連絡先…鎌田静
子・℡247－5233
■スイングダンスクラブ
社交ダンス。月４回日曜日、

午後７時30分～９時。ジョイ
フル。入会金1,000円、月
3,000円。連絡先…牧野俊
子・℡090－4938－0922
■パルダンスサークル
タップダンス。初心者・高齢

者歓迎。火曜日、午後１時～２
時30分$金曜日、午前11時～
午後０時30分。北公民館。入
会金1,000円、月2,500円。
連 絡 先 … 藤 井 す み 子 ・ ℡
226－0127

参加してみませんか
■歌声ホール in 川越
同実行委員会主催。歌声喫茶

で活躍していた２人と楽しく歌
う。11月27日隻、午後２時～
４時。クラッセ川越。先着130
人。1,000円。申し込み…鈴
木登志枝・℡246－5125（午
後６時以降）
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仲間になりませんか
■スイートポテトベイビーズ
育児サークル。１歳６か月～

４歳児と保護者。月曜日、午前
10時30分～正午。中央公民館
ほか。月400円。連絡先…瀬
戸美智子・℡225－1608
■不登校・ひきこもりに学ぶ親
の会
親どうしで悩みを語り合う。

不登校・ひきこもりの子を持つ
保護者または経験者。第４土曜
日、午後１時30分～４時30分
ほか。南公民館ほか。１回
300円。連絡先…伊井康子・
℡241－1615
■英語と子育てサークルin川越
英語で遊ぶ。親子（親のみも

可）。月２回水曜日、午前10時
30分～正午。中央公民館。入
会金500円、１回500円。連絡
先…飯島雅子・℡228－0631
■川越西サクセススポーツ少年団
ミニバスケットボール。小学

生女子。土・日曜日、午前９時
～午後０時30分＝川越西小学
校体育館$水曜日、午後５時～
７時＝上戸小学校体育館。入会
金1,000円、月1,500円。連絡
先…菅原亜土・℡232－2391
■川越合気会
合気道。小学生以上。金曜日、

午後６時～８時。川越武道館。
月2,000円。連絡先…島田五
郎・℡242－5569
■ふれあい書道サークルかすみ会
ペン習字の無料体験あり。成

人。第１・第３水曜日、午後６
時～８時$第１・第３木曜日、
午後１時～３時。霞ケ関北公民
館。入会金500円、月2,000
円 。 連 絡 先 … 木 村 進 ・ ℡
231－8061
■湖心会
ペン習字・書道。初心者。ペ

ン習字＝木曜日$書道＝土曜
日、午前９時30分～11時30
分。メルト。入会金1,000円、
６か月12,000円。連絡先…大
島久代・℡231－3725
■清風会
書道。成人、初心者歓迎。第

１・第３土曜日、午前９時30
分～11時30分。川越福祉セン
ター。月2,500円。連絡先…
関口久恵・℡232－6126
■手あみバイアス編みサークル
第１・第３火曜日、午後１時

30分～４時＝南公民館$第
２・第４水曜日、午前９時30
分～正午＝川越福祉センター。
月２回1,500円。連絡先…奥
冨芳子・℡243－0457

■川越マジカルフレンズ
手品。成人。第２・第４金曜

日、午後１時30分～３時30分。
名細公民館。月1,500円。連
絡先…松本清・℡232－8026
■大正琴さくら草
初心者から多少経験のある

方。第１・第３木曜日、午後１
時30分～３時30分。伊勢原公
民館。月2,000円。連絡先…
湯浅雪子・℡232－1041
■大正琴琴藤会
成人、初心者歓迎。第１・第

３土曜日、午後１時～３時ほか。
南公民館。月2,000円。連絡
先…宮崎とし・℡242－1450
（午後４時以降）
■民謡クラブ
成人。第２・第４土曜日、午

後７時～９時。南公民館。月
1,500円。連絡先…加藤光
三・℡232－5649
■メイル・コーラス北声会
男声合唱。成人男性。第２・

第４土曜日、午後１時～３時。
北公民館。入会金1,000円、
月1,000円。連絡先…橋本安
治・℡224－3501
■彩の会
和紙ちぎり絵。第３水曜日、

午前９時30分～正午。大東南
公民館。月2,000円（和紙代
含む）。連絡先…駒澤桂子・℡
245－9506
■ベアーズポー
パッチワーク。第２・第４火

曜日、午後１時30分～３時30分。
女性会館。月1,500円。連絡先
…水田碧子・℡231－0924
■茶道クラブ
裏千家。第２・第４土曜日、

午後１時30分～４時。山田公
民館。入会金1,000円、月
2,000円。連絡先…渥美登志
子・℡224－9587
■山田公民館華道同好会
成人。第１・第３木曜日、午

前９時30分～11時30分。山
田公民館。月2,800円（花代
含む）。連絡先…新木晴美・℡
226－9155
■生花クラブ
安達流。月２回金曜日、午前

９時～正午。南公民館。入会金
1,000円、月3,500円（花代
含む）。連絡先…白石恭子・℡
243－9635
■ライフサポーター優友
在宅訪問看護のボランティ

ア。午前７時～午後９時の間で
随時（朝・夜間歓迎）。市内・
近郊。交通費一部支給、経験に
より謝礼あり。連絡先…伊藤邦
子・℡246－0768


