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コ ミ ュニ テ イふれ あいセ ンタ ー (登 戸

449)で は、毎週土曜日、キツズ向けのヒツ

プホ ップダンスを開催 し奉す。

日時 4月 か らの毎週 (土 曜 日 )

13時 30分 ～ 15時 まで

ダンストータルコーデイネイト鶴田亮さん

小学 3年 ～中学 3年 の男女

20名 (先 着順 )

1,oOO円 /回

コミュニテ イlSNれ あいセ ンター

8048-596-3322

潟巣のコミセン情報議

発行 :地域まちづくり共同事業体

住所:コ ミュニテイふれあいセンター

8  04針_R96-3322

メール :furea③ ddOon ne,p

◆ コ ミ ユニ テ イふ れ あ い セ ン ター

音楽 &ド リップコーヒーを開催 します。

午後のひ とときを音楽とコーヒーでくつろ

きませんか 。・

日時 4月 28日・5月 26日・ 6月 30日・

7月 28日 (各 土曜日)

13時 30分～ 15時

興 味 が あ る方 な ら どな たで も

各 回 15名

500円

4月 /ジ ヤズ特集・5月 /ピ ー トルズ特

集 。6月 /70・ 80年 代アイ ドル特

集・ 7月 /フ オークソング・

ニュくェンレク特瘍亀

持物 コーヒ~カ ツプ °お好きな CD。 レコ

ー ド (お 持ちの方 )

申込  4月 8日 (日 )10時 よ り参加費 を

添 ぇて直接窓 □へ、または電話 にて。

問合せ コミ ュニテ イ6ヽ れあいセ ンタ ー

雪048-596-3322

講師

対象

定員

費用

問合せ

対象

定員

費用

内容

◆コミュニテイふれあいセンター



平成 30年 3月 15日 号 No 35

◆本 町 コ ミ ュニ テ ィセ ン タ ー

本町コミュニテイセンター (本町 73-26)で は、ママ・ パパふれあいカフェを行います。

コーヒーを飲みながら、子どものこと、子育てのことについてお話 しませんか。

日時 4月 15(日 )

10時～ 11時 45分

対象 未就学児・ 小学生の子 どもを持つ保護者・

子育て に関心のある方

定員 15名

費用  100円 (材 料費等 )

申込 4月 7日 (土 )10時 よ り直接また は電話にて受付

問合せ 本町 コミュニテ イセ ンタ ー

●048-543-1031

“

ヽ ぃ

『鴻 巣市 立 コ ミセ ン ふれ あいセ ンター Jの Facebookペ ー ジ は随 時更新 中

イベ ン ト情報や イベ ン トの様 子 な どをア ップ して い ます 。

是非 、「い いね lJを 押 して いた だ けた ら うれ しいです。

′
　

‘

平成 30年 4月 1日 より運営 (指定管理者)が下記となります。

鴻巣市市民活動セ ンタ ー    街活性室・ サ ンワ ックス共同事業体

本町コミュニテ イセンター   街活性室株式会社

コミュニテ イふれあいセ ンター 街活性室株式会社

今後も今まで以上に様々なイベン トや講座を行い、鴻巣の市民活動と地域

コミュニテイをサポー トしてまいります。

なお、料金・ 部屋の貸 し出 し方法・ 受付方法に変更はございません。

今後ともよろ し<お願いいたします |

随時 更 新 中 !



鴻巣市立本町コミュニティセンター。コミュニテイふれあいセンター

2018年度開催講座のラインナツプ
お問い合せ・お申込みは、

本町コミュニテイセンター開催講座 鴻巣市本町 7-3… 26

コミュニテイふれあいセンター開催講座 鴻巣市登戸 449
048‥ 543-1031
048-596-3322

◇本町コミュニテイセンター

ママ・ パパふれあいカフエ    ´

B時 4月 15日 (日 )10時～ 11時 45分

※申込開始は4月 7日 (土 )10時より直接または電話にて

対象 未就学児・ 小学生の子どもさんを持つ保護者、子育て

に関心のある方            /
定員 15名 (先着順)

費用 100円 (材料費等)            ..i

◆コミュニテイふれあいセンター

マーク先生が教える英語教室⑤

日時  4月 14日・ 28日・ 5月 12日・ 26日・

6月 9日・ 23日 (上 )

①9時～10時 ②10時 10分～11時 10分

※申込開始は 3月 24日 (土)より参力0費を添えて窓□にて受付

定員 各回6名 (途中参力0も可)

費用 ■200円 (全 6回)1,200/回

持物 筆記用具、ノート

◆コミュニテイふれあいセンター

ふれあいサロン

ロ時 第2・ 4金曜日 13時 30分～15時

対急 原則65歳以上の市民

持物 飲み物・汗拭きタオル・動きやすい服装

内容 軽体操・脳トレ。おしやべリタイム・含唱等∈場により異なる)

◇本町コミュニテイセンター

ママ・ パパf31れあいカフエ

日時 5月 27日 (日 )10時～11時 45分

※申込開始は 4月 23日 (月 )10時より直接来館にて

対象 未就学児 。小学生の子どもさんを持つ保護者、子育て

に関心のある方

定員  15名 (先着順)

費用 100円 (材料費等)

◇本町コミュニテイセンター

ひだまリサロン

ロ時 第2・ 4木曜日 10時～11時 30分

対象 原則65歳以上の市民

持物 飲み物・汗拭きタオル・動きやすいE日装

内容 軽体操・脳トレ・おしゃべリタイム・合唱等 は場により異なる)

◆コミュニテイふれあいセンター

「あなたでもできる !

講座の作り方」相談会

日時 希望日時による ※申込は随時受付

内容 どのような講座を開催したいか、講師になるための準備や

講座運営方法などをマンツーマンで相談にのります。

定員 毎月 5名

費用 200円 (資料代)持物 筆記用具

◆コミュニテイふれあいセンター

青少年育成事業 子ども卓球開放日

日時 毎週土曜日・日曜日 16時～19時

※ただし一般の利用者がいない場合は不定期に実施しています。セン

ター入□に着板が出ていることを目印にお越しください。

不要 (直接センターまでお越しください)

中学生以下の子どもとその保護者

不要 (ラケットとボールは貸し出ししています)

軽
燎
勘



鴻巣市立本町コミュニティセンター・コミュニティふれあいセンター

2018年度開催講座のラインナツプ
お問い合せ。お申込みは、

本町コミュニティセンター開催講座 鴻巣市本町 7-3-26

コミュニティふれあいセンター開催講座 鴻巣市登戸 449
048-543… 1031

048-596… 3322

◆コミュニテイふれあいセンター

小・ 中学生向けヒツプホツプダンス

日時 4月より毎週±1讐日 131害 30分～15時

対象 小学 3年生～中学 3年生までの男女

定員 20名 (先着順)

費用 1,000円 /回

持物 el」 きゃすぃ服装・室内用シュー不・タオル・飲み物等

◆コ
,I131「り当爾箕:二 不

日時 4月 28日・ 5月 26日・6月 30日・7月 28日 の

各土曜日 43時 30分～15時

※申込開始は 4月 8日 (日 )10時より直接または電話にて

定員 各国 45名 (先着順)費 用 500円/回

持物 コーヒーカップ、お好きな CD・ レコード (お持ちの方)

4月・ジャス5月・ビートfLス 0日・7030年代

“

Hじ 7月・フだ クソング

◇本町コミュニテイセンター

普あそび ♪まりつき トントン♪

日時 5月 20日 (日 )10時 30分～11時 30分

※申込開始は4月 25日 (水)10時より直接来館にて

対象 未就学児がいる親子

定員 15組 (先着順)

費用 無料

◆コミュニテイふれあいセンター

のんびり∃ガ&アクティブヨガ

日時 毎月第1.2・ 4(水)のんびリヨガ (女性限定)・

第3(7K)アクティフヨガ (男女可)

定員 各回10名 銑着順)費用 各700円

持物 ヨガマット・飲み物・動きやすい服装

(事前のお支払いがスムースです)

◎コミュニテイふれあいセンター交通アクセス

電車。バス
」R高崎線「鴻巣駅」東□下車徒歩 25分
コミュニテイバス・ フラワー号

「lslれあいセンター入□」下車 徒歩5分

車

鴻巣から吹上方面に向かう場合は、

「鎌塚 ‐鴻巣線」(lB中山道)ISNれあいセンター入□信

号を左折し約 150m進む

◆コミュニテイふれあいセンター

サークル/市民活動団体 0

立ち上げ。運営相談

日時 希望日時による  ※申込は随8寺受付

内容 市民活動団体の活動活性イしを目的として、団体の運営や

立ち上げ、活動の展開方法に関し、相談にのります。

定員 毎月 5名

費用 200円 (資料代) 持物 筆記用具

肛』1ス]ユ

ニテイセンター交通アクセス
 ピ里L

」R高崎線「鴻巣駅」東□下車 徒歩 15分

車

国道 17号線「天神 2丁目」「本町」交差点左折

「本IBJ(南 )」 信号手前

駐車場 :本町コミセン裏9台 (うち身障者用 1台)収容


