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■楽しくフラダンス初心者子連れ歓迎
時 7月3日㈪、10日㈪、24日㈪午前9時45
分～　場松井公民館　申・問プメハナ レイ フ
イ ハウオリ フラサークル(小野)☎090-2450-8491
■フラダンスを楽しく御一緒に！
時 7月3日㈪､10日㈪､24日㈪午前11時
～　場松井公民館　申・問フラクラス プメハ
ナ(宮山)☎090-6013-0997
■ワード等パソコン初中級者学習体験
時 7月4日㈫、18日㈫午前9時～　場吾
妻公民館　申・問野老クラブ(髙田)☎080-
5014-6957
■楽しく作ろう男の料理狭山ケ丘教室
時 7月4日㈫午前11時～　場狭山ケ丘
コミュニティセンター　費 1,000円　問同会
(木須)☎2925-3412
■一緒にフラを楽しみましょう
時 7月4日～18日 毎火曜･午後1時～　
場松井公民館　申・問フラクラス ラニ(川
田)☎090-1208-1335
■日本画体験会 気軽にご参加下さい
時 7月5日㈬、26日㈬午前9時～　場

生涯学習推進センター　申・問れあの樹会
(平石)☎2927-0737
■健康美ママのためのバランスボール
時 7月5日㈬午前9時30分～　場ふらっ
と　費 1,000円　問てんとうむし(東)
☎090-9417-7441※保育なし
■カラオケ初心者体験者
時 7月5日㈬、19日㈬午前10時～　場

三ケ島公民館　問歌謡わかさ上竹会
(塩田)☎2924-7271
■心にゆとりを！日本舞踊無料体験
時 7月5日㈬、19日㈬午後3時～　場

新所沢公民館　申・問舞踊 和香の会(梶
野)☎080-5411-6498
■楽しいスペイン語会話 無料体験
時 7月5日㈬、12日㈬午後5時30分～　
場新所沢公民館　申・問初級スペイン語会
話｢ルナジェナ｣(鈴木)☎050-5534-8860
■健康は楽しい詩吟から･無料体験会
時 7月6日㈭、13日㈭、27日㈭午後1時
～　場新所沢東公民館　問英吟友会
(小坂)☎2942-1994
■初心者さんも大歓迎‼着付け体験会
時 7月6日㈭、13日㈭、27日㈭午後1時
～　場松井公民館　費各500円　申・問
雅―みやび―(中井)☎2945-7304※1人
1回限り
■カラオケ初心者体験会
時 7月6日㈭、20日㈭午後7時30分～　
場新所沢公民館　申・問歌謡しんとこ
上竹会(山崎)☎090-5406-6072
■お子様もご一緒に参加頂けるヨガ
時 7月7日㈮、10日㈪午前9時～　場

新所沢コミュニティセンター　費各500円　
申・問ナチュールヨガ(森下)☎090-5995-0812
■外国人講師の楽しい英会話
時 7月7日㈮、21日㈮①午前11時40分
～ ②午後1時20分～　場中央公民館　
内①初中級 ②中上級　費各1,800円　
申・問ENJOY ENGLISH(髙野)☎090-6205-
8761
■親子で楽しくフラダンスしませんか
時 7月7日㈮、21日㈮、28日㈮午後4時
～　場松井公民館　申・問ケイキフラ･プア
(並木)☎080-6252-4355
■多少経験のある方弾きませんか
時 7月8日～22日 毎土曜・午前9時～　
場松井公民館　申・問松井お琴サークル
(村尾)☎2998-0557
■景観俳句を作りましょう！無料体験
時 7月8日㈯午前9時30分～　場吾妻公
民館　申・問所沢の景観愛好会(岡部)
☎2008-0801
■書道無料体験 基本から創作まで
時 7月8日㈯、22日㈯午前10時～　場

新所沢東公民館　問花心書道サークル
(矢沢)☎090-5789-4303

■社交ダンス･上達の秘訣をご一緒に
時 7月7日～21日 毎金曜・午後5時30
分～　場中富南コミュニティセンター　費

3,000円　申・問ターニング･ポップ(松本)☎
2992-7651
■楽しい子供英会話(外国人講師)
時 7月7日～21日 毎金曜・午後5時30分
～　場中央公民館　対小学生中級　
費各1,000円　申・問HELLO KIDS(下川)
☎090-3521-3744
■ウインナワルツダンスの練習会
時①7月9日㈰ ②16日㈰午後1時～　
場①市民体育館 ②新所沢東公民館　
費各500円　申・問同会(菅原)☎070-
3666-0783
■外人講師との英会話の体験
時 7月11日～25日 毎火曜・午後1時
～、2時10分～、3時20分～　場椿峰コ
ミュニティ会館別館　申・問椿峰英会話サー
クル(黛)☎2948-5589
■フラダンス無料体験しませんか
時 7月12日㈬、26日㈬午前9時～　場

柳瀬公民館　申・問フラ･ノヘア(広瀬)☎
090-4227-9579
■音楽に合わせて親子体操♪体験無料
時 7月14日㈮午前9時40分～　場松井
公民館　対未就園児　問うさぎさん
(竹ノ谷)☎090-5560-4800
■5種類の楽器で懐しい歌を歌う
時 7月16日㈰、8月20日㈰午後1時30分
～　場ルミアンカレッジスペース(緑町)　費
各1,000円　問生きる力がわく懐しい
歌を歌う会(郡)☎090-1503-8340
■カラオケ初心者見学体験会
時 7月18日㈫午後6時30分～　場山口
公民館　申・問歌謡やまぐち上竹会(藤
井)☎2923-7494

■地域おこしシンポ｢住宅都市」
時 7月1日㈯正午～　場 新所沢公民館　
費 1,000円　問 熟年ばんざい(芦田)☎
2939-3349
■ホタル観察会
時 7月8日㈯午後6時30分～　場早稲田
大学所沢キャンパス(三ケ島)　定 70人　
申・問同大学B地区湿地保全活動(古野)
☎090-1809-1548※天候等により日に
ち変更あり
■ヘイケボタルを見よう
時 7月8日㈯午後6時30分～　場糀谷八
幡湿地(緑の森博物館所沢市分)　講

大堀 聰　費 100円　申・問ところざわ
地域の自然グループ(藤田)☎080-4063-
4134
■第20回 北秋津写好会写真展
時 7月11日㈫～14日㈮午前9時～午後5
時※初日午前11時～、最終日午後4時
まで　場市役所･市民ギャラリー　問同
会(藤井)☎2993-3718
■第6回 杉彩展(油彩、水彩画)
時 7月15日㈯～22日㈯午前9時～午後5
時※初日正午～、最終日午後4時30分
まで　場市役所･市民ギャラリー　問同
会(長沢)☎2947-0294
■所沢市4Hクラブ夏の農産物発表会
時 7月18日㈫午前10時～午後3時　場

市役所･市民ホール　内 PR、提示、有
料頒布会　問同クラブ(野沢)☎2944-
0825
■所沢オカリナ発表会ゲスト佐藤一美
時 7月22日㈯午後1時～　場小手指公
民館分館　問所沢オカリーナ同好会(長
坂)☎090-2460-7681
■山野草展示会
時 7月22日㈯、23日㈰午前9時～午後
4時30分※最終日午後4時まで　場椿
峰コミュニティ会館　問椿峰山野草会(渡
邉)☎2923-4430

■大人と子ども みんなの作品展15
時 7月8日㈯～10日㈪午前10時～午後5
時　場 ミューズ　問 マムズハート(江口)☎
080-6659-3987
■第21回 椿の和サマーコンサート
時 7月30日㈰午後1時～　場椿峰コミュニ
ティ会館別館　問同コンサート委員会(鶴
見)☎2939-5371

■謎解き河内十人斬り 劇団1980
時 7月7日㈮午後6時30分～　場ミューズ　
費 5,200円　申・問所沢演劇をみる会(大
森)☎2924-1099
■第9回ファミリーコンサート
時 7月16日㈰午後1時30分～　場 ミュー
ズ　問マザーズバンドtutti(野島)☎090-
1426-7109
■映画カフェ｢福島・生き物の記録」
時 7月16日㈰午後1時30分～　場所沢
地区労会館(西新井町)　費 700円　
申・問とこらぼ(上石)☎2942-5944
■生のピアノ演奏とお話しを聴く会
時 7月18日㈫午後1時30分～　場新所
沢公民館　費 500円　問ピアノでクラシッ
ク(加藤)☎2942-9351
■うたごえ喫茶を楽しみましょう！
時 7月21日㈮、8月18日㈮午後2時～　
場 ギャラリー･マンシュウ(松葉町)　費各
1,000円　申・問うたごえ喫茶の会(𠮷
村)☎090-9137-7671
■とこぴよ隊のおんがくかい
時 7月22日㈯午後1時30分～　場中央
公民館　問 ママさんブラスとこぴよ隊
(石井)☎080-2902-0130
■伊藤美智子バレエ＆ジャズ発表会
時 7月23日㈰午後4時～　場 ミューズ　
内バレエとジャズダンス　問 JAMJAM(森田)
☎080-3388-7915
■歌とお話楽しいひとときをご一緒に
時7月26日㈬、8月23日㈬午後2時～　場
ギャラリー･マンシュウ(松葉町)　費各1,000円　
問歌声ところ(髙橋)☎2922-0785
■ファミリーコンサート、オペラ歌曲
時 7月29日㈯午後1時30分～　場中央
公民館　費 500円　申・問所沢文化フォー
ラム(大出)☎090-9833-2801
■0歳からのこんにちは！クラシック
時 7月30日㈰午前11時～　場新所沢
公民館　費 500円　申・問子育てトリオ
(佐々木)☎090-1778-5734
■ハーメルンの笛吹きおとこ
時 9月18日(月･祝)午後1時30分～　場

ミューズ　費 2,500円　申・問ところざわ
倶楽部(稲村)☎090-5530-4703

■医療体操で健康寿命を延ばそう！
時 7月1日～毎日・午前9時～(日曜･祝
日を除く)　場航空公園内放送塔の
東　問航空公園体操会(山岡)☎090-
2553-8952※雨天中止
■四正太極拳を始めませんか！
時 7月1日～29日 毎土曜・午後3時～
(15日を除く)　場柳瀬公民館　申・問
陳氏太極拳柳瀬クラブ(石塚)☎080-
5066-6729
■なぎなた夜間教室
時 7月3日㈪、10日㈪、24日㈪午後7時
～　場市民武道館　問同会(藤木)☎
2995-5625
■親子ふれあいラケットテニス教室
時 7月8日㈯午前9時30分～　場市民体
育館　内基本練習、ゲーム他　対小3～
6と保護者　定先着180人　申スポーツ振
興課、まちづくりセンター、HPに配備の
申込書でスポーツ振興課(〒359-8501並
木1-1-1)※Eメール、FAXは要連絡　締4
日　問同課☎2998-9248･FAX2998-9167

■やさしい太極拳を始めませんか
時 7月2日～30日 毎日曜・午前9時～
(23日を除く)　場中富南コミュニティセン
ター　問陳氏太極拳中富南クラブ(花淵)
☎2992-1588
■規定楊式(40式)開講。初回無料
時 7月3日～31日 毎月曜・午前10時～
(17日を除く)　場松が丘中央会館　
申・問松が丘気功･太極拳サークル(本間)
☎090-5303-6861
■レクダンスを踊り楽しく健康づくり
時 7月4日㈫、18日㈫午後1時30分～　
場生涯学習推進センター　問 レクダンス･
カーネーション(京川)☎090-4207-4662
■KIDSジャズヒップダンス無料体験♪
時 7月4日㈫午後5時～　場市民体育館　
対 3歳～中学生　申・問MISA KID☆S(鎌
田)☎080-4468-3455
■誰でもできる太極拳、無料体験
時 7月5日㈬、19日㈬午前9時～　場新
所沢コミュニティセンター　申・問陳氏太極拳
八重の会(藤田)☎090-2626-8538
■太極拳 体験してみませんか
時 7月5日～26日 毎水曜・午前11時～　
場新所沢公民館　問陳氏太極拳さく
ら会(山崎)☎2926-8463
■中国武術形意拳･無料体験会
時 7月5日～26日 毎水曜・午後7時40分
～　場中央公民館　問所沢武術クラブ
(深井)☎2925-8369
■伝統太極拳を基礎から始めませんか
時 7月6日～27日 毎木曜・午後7時～　
場市民武道館　問陳氏太極拳所沢同
好会(中島)☎090-2413-0780
■自分でできる整体体操･体験会
時 7月7日～21日 毎金曜・午前9時20分
～　場新所沢公民館　申・問みどり健
康体操(宮前)☎2928-3098
■導引養生功12法 開講。初回無料
時 7月12日～26日 毎水曜・午後2時～　
場松が丘中央会館　申・問松が丘気功･
太極拳水曜教室(真造)☎2939-4198
■無料体験 太極拳で心身共に健康に
時 7月14日～28日 毎金曜・午前9時～　
場山口公民館　問やさしい太極拳サー
クル(渡部)☎080-6789-1583
■玉川上水と狭山・境緑道を散策　
時 7月20日㈭午前9時・鷹の台駅集合　
費 100円　問 WASEDA Club2000☎2947-
3481(平日正午～午後4時)またはスポー
ツ振興課☎2998-9248※雨天中止
■親子卓球教室
時 8月3日㈭午前10時～　場市民体育
館　費 500円　申・問所沢市卓球連盟
(渡辺)☎2928-7261
■子ども自然教室in狭山丘陵
時 8月5日㈯午前9時30分・西武球場前
駅改札前集合、午後2時解散※雨天時
6日　定 30人※応募多数抽選／中学生
以下保護者同伴　費 200円、中学生以
下無料　申・問はがきに[行事名・参加
者全員の住所・氏名・年齢・電話]を
明記し、自然観察指導員埼玉狭山丘陵
担当(〒359-1161狭山ケ丘1-3003-75吉
川方)☎090-4910-6997　締25日必着
■第15回 ジュニアゴルフ無料レッスン
時 8月22日㈫、28日㈪午前10時～　場
新富ゴルフプラザ(下富)　講埼玉プロゴルフ
会員　対小･中学生　定各30人　申・問
7月1日～所沢市ジュニアゴルフ事務局(坂
東)☎2943-0562
■平成29年度 所沢市少年サッカー大会
時 8月26日㈯、27日㈰、9月2日㈯、3
日㈰※雨天順延、開会式8月27日　場
北中運動場 他　対小学生(1チーム8～16
人)、中学生(1チーム11人～20人)、責
任者成人　申・問所定の用紙で青少年課
(〒359-8501並木1-1-1)☎2998-9103･FAX
2998-9035　締7月7日※詳細要問合せ

展示会・イベント

音楽・映画・演劇

スポーツ・レクリエーション

※日程や内容についての詳細は、各問合わせ先にご連絡ください。


