
                          

              

 

 

 

 

ー地域と人をつなぐ コミュニティサロンー 

＊＊＊「ひだまり」は皆がホッくつろげる“民間の公民館”です。     

飲食・物販・イベントの他、「NPO法人志民アシストネットワーク」と連携し、地域支え合い活動やよろず

相談などにも取り組み、「自己実現」「いきいき暮らす」「社会貢献」のための活動をしています。＊＊＊ 

ひ だ ま り 通 信 
VOL－１９７（隔月１回発行） H２８、７月、８月号 

関連団体＜NPO法人＞ 

 志民アシスト 

   ネットワーク 

【ひだまり】 
 営業・受付時間： 

  午前10時～17時 

  定 休日： 

 土曜日、日曜日、祝日 

８月１１日～１７日    

   夏休み 

 熊本地震のボランティア 

活動報告を８Pに載せまし

た、皆様のご協力ありがと

うございます。今年も猛暑

が予想されますので、お体

にお気をつけください。お

水をたくさん取りましょ！ 

 集めています！バザー品 洋服・アクセサリーも随時OK!  
 

 ひだまりでは、皆さまから家で眠っている品物・使わなくなった品物など

を随時、受け入れしています。生活雑貨のほか、衣類やアクセサリーも大

歓迎。食器は新品でお願いします。取りにも伺いますので連絡ください。 
   

【自分でできる「予防医学」体操】 
 毎月１回、第４金曜日 ７月は２２日 
 

・時 間：午前10時半～11時半 

・参加費：1,050円 （詳細は３P) 
 

  医師がつくった安心・安全な「けんこう体

操」です。お気軽にご参加ください 

「字手紙」を体験しませんか！ 

 ７月８日or１５日 特別受講料６００円 
 

字を絵のようにハガキに書きます。 

絵が苦手な人も、字が苦手な人も大丈夫！お気

軽に手ぶらでどうぞ。 

墨・筆・マスキングテープなどの道具は用意し

ますが、他に使いたいものがありましたら、ご

持参ください。 

○日 時:7月8日（金）か15日（金）の午後1時半 

○受講料：体験特別価格600円（ハガキ5枚付） 

○講 師：古舘明子先生 

 
 

取りにも 

お伺いします 

【手作り大好きサークル  

   毎月第１火曜日 午後１時半～】 
 

 お気軽にお越しください！詳細は４P 

【グリーフケア講座がセラピー教室に 

 統合されました！月２回開催】 
 

 予約をしてください 詳細は４P 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RinFQBvldXMU4AnBwdOfx7/SIG=12nl2bnur/EXP=1465454465/**http%3a/www.misaki.rdy.jp/illust/kisetu/summer/title/sozai/7x403.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RCL6ZCzldXM3IAtRkdOfx7/SIG=12c7l23c7/EXP=1465458626/**http%3a/www.lequre.com/wp-content/uploads/2015/08/050.gif
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RCL6Ok0FdX2hkAyBcdOfx7/SIG=139efrjq8/EXP=1465459236/**http%3a/www.town.kanan.osaka.jp/ikkrwebBrowse/material/image/group/21/mochidashi09.gif
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RivcCb2FdX2FcAYgAdOfx7/SIG=12qe4flct/EXP=1465461275/**http%3a/www.city.kitami.lg.jp/_Kakos/rub_gomi06/kinzokuseihin_image.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RimU4en3BXuGYA9UIdOfx7/SIG=134vb5239/EXP=1467084958/**http%3a/blog-imgs-75-origin.fc2.com/o/k/a/okayamasasaerukai/20130519092312484.jpg


                          

              

Page ２ 

<７月＆８月の教室・講座1> 

○囲碁教室  男女問わずどなたでも！ 

         7/8,22 8/26 （金） 
  （毎月２回、第２、４金曜日ですが、８月は１回） 

・時 間：午後２時～４時  

・参加費：８００円 

・講 師：益子保さん 
        （アマ５段） 
 

 

      まったくの初心者でも丁寧にお教えします。  

  随時、参加できます、 

○着付け教室    7/19  ８月休み（火） 

（毎月１回、第３火曜日ですが８月はお休み）  
 

・時 間：午後１時～３時 

・参加費：１，０５０円 

・講 師：五十嵐愛子さん 
 

 お一人お一人丁寧にお教えしま  

 す、販売は一切ありませんので、 

 ご安心ください。  

○切り絵教室   

       7/12,26 8月休み(火）  
（毎月２回、第２．４火曜日） 
 

・時 間：午後１時半～３時半   

・参加費：１，１００円  

・講 師：小川利明さん 
 

 カッターで切る楽しさが広がり 

 ます。初心者大歓迎 

ひだまり 電話：０４８－２５３－６３０６ 

随時 参加者募集 

〇布ぞうり作り講座  

        7/14,28  8/25（木）  
（毎月２回、第２，４木曜日 ですが、８月は１回） 
 

・時 間：午後１時半～４時 

・参加費：８００円 
    （初回材料費1100円別途） 

・講 師：渡辺さん 
 

  

浴衣などの布を使ってステキな布ぞ

うりを作りましょう。手作り台を使

用するので、楽に仕上げられます。 

〇初心者大正琴教室 
           7/13,27 8/10,24 (水） 

 (毎月２回、第２、４水曜日） 
 

・時 間：午後１時半～３時 

・参加費：１，０５０円   

・講 師：渡辺さん 

・定 員：６人 
 

初心者向けの曲からじっくり練

習します。 

☆手相教室＆セラピー  毎週金曜日午後１時３０分～４時  要予約 
 手相を見ていただくだけでなく教室としてノウハウを学べます。セラピーは15分1000円、教室は1時間3000円 

＜苔玉&ミニ盆栽教室＞   7/28(木） 
  (奇数月１回、第４木曜日） 
 

・時 間：午前１０時半～１２時  

・参加費：講師料800円＋材料費700～1500円 

・講 師：摂待(せったい）幸子さん 

＊要予約 材料をそろえる都合

上、４日前までにひだまりまで

電話ください。 
 

 ７月は苔玉を作ります。 

○羊ちゃん編み物教室  

        7/21  8/18(木) 
（毎月１回・第３木曜日）    
 

・時 間：午後1時半～3時半 

・参加費：８００円 
           （材料費別） 

・講 師：井上容子さん 
 

  自分の編みたい物もOK 

○絵手紙教室    7/11 8月休み(月）  
    (毎月１回、第３月曜日） 
 

 午前でも午後でもOK    

・時 間：１回目＝午前１０時半～ 

     ２回目＝午後１時～  

・ 参加費：１，０５０円（材料費別） 

・講 師：篠田政一さん 
 

  へたでいい！へたがいい！ 

 要予約 
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○アロマ・リラックス軽体操講座  

               7/15  8月休み（金） 
（毎月１回、第３金曜日） 
  

・時 間：午前１０時半～１１時４５分 

・参加費：１，０５０円 

・講 師：原田愛美さん 
 

 アロマの香の中でリラック

スし身体をほぐします。 

○歌声カフェ          7/7 8/4(木） 
 （毎月１回、第1木曜日)               
 

・時 間：午後１時半～３時 

・参加費：８００円 

・講 師：鈴木美幸さん 
 

 唱歌や童謡、歌謡曲などを楽    

 しく歌いましょう。男性も大歓迎

○手作り大好きサークル    

  （毎月１回、第１火曜日）   7/5 8/2(火） 
  

・時 間：午後１時半～３時半 

・参加費：５００円程度 
 

 た と え ば、、、料 理、折 り

紙、陶芸、手芸、工芸、など。

作品を持ち寄ったり、情報交換

したり、作り方を教え合ったり

しましょう。予約は要りません。

☆フットマッサージ （リフレクソロジー） 
   

・料  金：２，５００円 

・セラピスト：関純子さん 
 事前に予約ください 
 

☆美顔エステ  
・料金：マッサージ＝３，０００円  

・超音波＝３，５００円 

・エステティシャン： 

           岩崎かほるさん   
 

 化粧品等の販売は一切なし。 

 

＜7月＆8月の教室・講座2＞ 随時、受講者募集中！ 

ひだまり 電話：０４８－２５３－６３０６ 

要予約 

○アロマ＆フットケア教室 

            7/8  8月休み（金） 
(毎月１回、第２金曜日） 
 

・時 間：午前１０時半～１２時  

・参加費：１３００円（材料費込） 

・講 師：関純子さん、斉藤愛さん   
  

 

アロマセラピーを使って、健康や美容に

役立つクラフト作りと、健康維持にも大切なフット

ケアについてのお話。自身のお好きな香りも見つけ
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○自分でできる「予防医学」体操 

       7/22  8/26(金） 

 （毎月１回、第４金曜日） 
 

・時 間：午前１０時半～１１時半 

・参加費：１，０５０円 

・講 師：宮林清子（セラピスト） 
 

  医師がつくった安心・安全な「けんこ

う体操」です。お気軽にご参加ください 

○ベビーマッサージ講座  7/20   要予約    
 （毎月１回）             
 

・時 間：午前１０時半～１２時 

・参加費：１，２００円 

・講 師：森 知佳さん 
 

 マッサージで親子のコミュニケーション 

○セラピー教室     月２回（水） 
   （毎月１回 第１水曜日、第３木曜日） 
 

 ☆7/6,21 8/3（水） 

・時 間：午後１時半～３時 
 

 ☆7/21  8/18(木） 
・時 間：午前１０時半～１２時 
 

・参加費：１，０５０円 

・講師：丸井節子さん 
 

 アートセラピー、色彩心理学、箱庭療法、コラー

ジュなどを学びスキルや分析力も身につけましょう 

○初級パソコン・タブレット教室 

     ９月開講予定！！ 
 

 第１回目は、年末に年賀状を自分で作れるよう、写

真やイラストを取り込むやり方を学びます。 
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＜７月のスケジュール＞ 

ひだまりカルチャー 予定表 
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日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜

     １ ２ 

 

 
 

 

 

      

 

 

 

 

  

 〇手相教室 

 １３：３０～１６：００ 

  要予約 

 

  

休 

  

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 

 

 

休 

○俳句教室 

 個人レッスン 

 １０：００～１１：３０ 

 要予約 

 

 

★手作り大好き 

   サークル  

   １３：３０～１５：３０ 

 

 

 

〇セラピー教室 

 １３：３０～１５：００ 

    

 

 

     

○歌声カフェ 

 １３：３０～１５：0０ 

〇手相教室 要予約 

 １３：３０～１６：００ 

○アロマ＆フットケア 

 １０：３０～１２：００ 

○囲碁教室 

 １４：００～１６：００ 

   
休 
 

1０ 1１ １２ １３ １４ １５ １６ 

 

 

 

休 

 

○絵手紙教室  

 ①１０：３０～ 

 ②１３：００～ 

  

 

      

〇切り絵教室 

 １３：３０～１５：３０ 

  

   

〇大正琴教室 

 １３：３０～１５：００ 

〇布ぞうり 

 １３：３０～１6：００ 

   

〇手相教室 要予約 

 １３：３０～１６：００ 

○アロマリラックス 

 軽体操 

 １０：３０～１１：４５ 

 

    

 

休  

１７ １８ １９ 2０ 2１ 2２ ２３ 

 

 

 

休 

 

     

 

          祝日 

      休 

 

 

○着付け教室 

 １３：００～１５：００ 

 

 

  

     

 

○ベビーマッサージ 

 １０：３０～１２：００ 

 

 

 

 

 

〇セラピー教室 

 １０：３０～１２：００ 

○羊ちゃん 

 １３：３０～１５：３０ 

○予防医学体操 

１０：３０～１１：３０ 

○囲碁教室 

 １４：００～１６：００ 

〇手相教室 要予約 

 １３：３０～１６：００ 

 

  

 

  

  

 休 

２４/３１ ２５ ２６ ２７ ２８       ２９  ３０ 

 

休 

 ○切り絵教室 

 １３：３０～１５：３０ 

〇大正琴教室 

 １３：３０～１５：００ 

○パソコン勉強会 

 １３：３０～１５：００ 

〇苔玉教室 
１０：３０～１２：００ 

〇布ぞうり 

 １３：３０～１６：００ 

 

 

 

 

 

ひだまり 電話：０４８－２５３－６３０６ 

●お茶の間サロン 
 １３：３０～１５：３０ 

★苔玉&ミニ盆栽教室 ７月はネコ顔の多肉苔玉 
 

○日 時：奇数月に１回、第４木曜日  

      ５月２６日（木）10：30～12：00 

〇講師料：８００円（＋材料費、季節・教材によって700円～1500円程度） 

○講 師：攝待（せったい）幸子さん ○定 員：６人 
＊苔玉やミニ盆栽の基礎、応用、楽しみ方、管理方法などを始め、屋外観景会も計画 

 しています。 ４日前までに要予約ください 

７月２８日開催 

  要予約！ 



                          

              

＜８月のスケジュール＞ 

ひだまりカルチャー 予定表 
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★パソコン個別で教えます 

希望の内容に対応ＯＫ！ 
 

 

 パソコン、携帯電話、 

スマートフォンなどの使い方や、インターネット

の活用法、写真の整理などなんでもOK！ 

 ・１時間＝２，０００円 
      事前予約で個別対応 

        自宅へもOK（交通費実費） 

ひだまり 電話：０４８－２５３－６３０６ 

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜

 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

 

 

 

 

 
★手作り大好き 

     サークル 

  １３：３０～１５：３０ 

○セラピー教室 

 １３：３０～１５：００ 

 

○歌声カフェ 

 １３：３０～１５：００ 

〇手相教室 予約 

 １３：３０～１６：００ 
 

休 

7 8 9 10 11 １2 １3 

 

 

 

休 

 

 

○俳句教室 

 個人レッスン 

 １０：００～１１：３０ 

  要予約 

 

 

 

 

○切り絵教室 

  お休み 

〇大正琴教室 

 １３：３０～１５：００ 

 

      

〇布ぞうり 

   お休み 

 

 

     休 

○アロマ＆フットケア 

   お休み 

○囲碁教室 

   お休み 

〇手相教室  

   お休み 

 

 

   
 

休 
 

１4 １5 １6 １7 １8 １9 20 

 

 

休 

 

 

○絵手紙教室  

  お休み 

  

 

 

 

 

○着付け教室 

  お休み 

 

 

 

   

○セラピー教室 

 １０：３０～１２：００ 

○羊ちゃん 

 １３：３０～１５：３０ 

○アロマリラックス 

  軽体操 

  お休み 

〇手相教室 予約 

 １３：３０～１６：００ 

 

 

    

 

 

休  

21 ２2 ２3 ２4 ２5 ２6 ２7 

 

 

 

休 

 

 

 

          

○着付け教室 

  お休み 

○切り絵教室 

  お休み 

 

 

〇大正琴教室 

 １３：３０～１５：００ 

○パソコン勉強会 

  お休み 

 
   

〇布ぞうり 

 １３：３０～１6：００ 

○予防医学体操 

１０：３０～１１：３０ 

○囲碁教室 

 １４：００～１６：００ 

〇手相教室 予約 

 １３：３０～１６：００ 

  
 

 

休 

２8 ２9 30 31    

休   

  
 

 

 

 

       

       

 

 

 

●お茶の間サロン 

   お休み 

 お話お聞きします！ 

  「でんわ☎相談」 
 

 困りごとや悩みごとがあるとき

に、とにかく話を聞いてほしい…、どんなことでも

お気軽にお電話ください。 

 月～金曜日までの10時～17時 

 専用電話＝０４８－２５０－５８０７ 

                  担当：山田 

    夏 休 み 

    夏 休 み 



                          

              

 

 

 
 

【次回の第１１回目は…】 

7月19日（火）午後1時30分～3時30分 
 ●内  容  

  学   ぶ    クラフト作り        

  楽  し  む     津軽三味線ミニ演奏会   

  おしゃべり     みんなでおしゃべり！  

        困りごとや悩みごとがあれば、ご相談ください。 

 （その場でスタッフが対応し、必要であれば専門家につなぎます）  

   ●参加費 ２００円（飲み物代、資料代として）    ★予約は要りません 

 

～今後の予定～ ★毎月第3火曜日に開催しますが、８月はお休みになります。 

ひだまり 
 

“お茶の間”サロン 

主催：NPO法人 志民アシストネットワーク 

   （コミュニティスペース・ひだまり） 

おしゃべり 学ぶ 楽しむ 

近くて少し遠かったご近所さんがここで出会うと、ちょっとした困りごとも言い合え

る。そして、「ここに行けば何とかなる！」そんな場所が“ひだまり・お茶の間サロ

ン”です。楽しく学んで、おしゃべりして、ご近所さんの輪を広げましょう。 

どなたでもご参加ください！ 

西川口公民館で第３火曜日開催 

     ＊この事業は川口市社会福祉協議会の「ふくしのまちづくり助成金」を受け実施しています。 

男性も大歓迎 

お待ちしています！！ 

◎ 8月は夏休みを頂きます （上手に涼をとって 水分補給を忘れずに！） 

9月20日（火）13：30～15：30 手作りしてみよう、津軽三味線を楽しむ 

10月18日（火）13：30～15：30 認知症予防講座（地域包括センター長） 

11月15日（火）13：30～15：30 手作りしてみよう、津軽三味線を楽しむ 

＊12月からの開催内容は別途お知らせします（津軽三味線演奏は奇数月に開催します） 
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５８ ジュバから 
   ウガンダの首都カンパラへ 
 

  白ナイル川沿岸に停泊してディンカ族の若

者達と短い交流をした後、スーダン第二の都市

ジュバへ向かって、再び船団の船旅が始まっ

た。 

 時間がかかったが船上の生活にもようやく慣

れてきた。船旅はある意味安全で

ある！  

 問題はこの先、ジュバからのバ

スの旅である！ 

 今から思えば、第一次スーダン

内戦のさなかに陸上移動で隣の国

ウガンダへ向かうのだ。成る程、

ハルツームで命の保証がない旨、

一筆（サイン）了解して来ている

のだ。その事を考えると憂鬱にな

る～～ 

 いよいよ明日は船旅の最終地

点、ジュバ到着である。 

 ジュバはスーダン南部の第二の都市（今の南

スーダンの首都）南部地域であるがゆえに、サ

バンナ気候である。が、緑が多く、表面上は静

かな、のんびりとした高層ビルもない田舎町に

私は思えた。 

 その夜は安ホテルに旅行仲間と一緒に泊ま

り、翌朝、二階の寝室からホテル前を覗くと、

ジープらしき軍用車に小銃を構えた兵士？が慌

ただしくジュバ郊外へ向けて数台出発していく

ではないか～～ハァ！！ 

 朝食を食べている時、同じ光景を見ていた仲

間の一人が言ったのは、ジープは我々が乗るカ

ンパラ行きのバスの方向とは違う方へ行ったと

ホテルのスタッフが言っていたよ～と。 

 彼等民兵？は油田地帯に行くとの事。 

 宗教、民族、油田の利権？いろんな要素が絡

んでいるらしい。ウガンダの首都カンパラまで

車中泊を含め約２０時間。バス移動の時はいず

れにせよ用心が肝心！！！ 
 

 さあ出発！バス旅の始まりだ。し

かし、バスにはジュバ市内の道路も

市内を抜けたあとも、舗装していな

い悪路が待ち受けていた！ 

 道路の凹凸、暑さ～！！！ 

 朝は高地の為、少しは涼しいのだ

が、日中は暑くてたまらない。   

 そのうえ砂ぼこりでバスの窓は開

けられない。しかもこれから赤道近

くに移動する為、益々蒸し暑くな

る。今も蒸し暑い！ 

 凹凸道路で何度も私の頭が車内の

天井に叩き付けられる～アァ～～ 

 出発前の心配事の騒ぎではない！ 

 今が地獄だ！！！！ 

 カンパラまでの私の道中は車窓からの風景お

ろか、飲み水の補給とウガンダの国境越えをし

た事しか記憶は残っていない。 
 

 私の初めてのアフリカでのバス旅は、同じ

スーダン北部のヌビア砂漠の列車の屋根の乗車

の旅よりも過酷だった。悪夢である。 

  

我が青春 荒野を行く（若き日 の思い出）VOL.４８ 坂 上  博 

まめ知識 

               【熱中症予防のカキクケコ】 
 

          熱中症とは気温が髙い状態が続くと発汗して水分や塩分が失われてしまい、 

         また湿度が高いと汗が蒸発せずに熱がこもったまま体の中の熱が放出されなく 

         なってしまう状態です。 

          熱中症はいつでも、だれでも条件次第で熱中症にかかる危険性があります。 

          夏の暑い日差しの下の屋外だけでなく、高温多湿の室内で過ごす時、寝ている時

にも起こります。普段から気を付ける事で防ぐことが出来ます。身体が暑さに慣れていないのに気温が

急上昇する時は特に注意をしましょう。 

 ✻ 自分で出来る カキクケコ 熱中症予防 

   カ：風通しを良くする（気温や湿度が高くなるのを防ぐ） 

   キ：休息をとる（小まめに休息し、無理をしない） 

   ク：クーラーを上手に使う（この程度の暑さなら大丈夫と我慢しないで、室温を適度に下げる） 

   ケ：健康を保つ（十分な睡眠とバランス食） 

   コ：こまめな水分補給（家に居る時も、外に出る時は飲み物を持ち、気が付いたら1口水分補給） 
                       はんど いん はんど・管理栄養士 佐藤玲子 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RivbKyuXBXzHYA6DMdOfx7/SIG=132cig5o5/EXP=1467091762/**http%3a/blogimg.goo.ne.jp/user_image/1e/50/c04ffb9923837ef382295370151b3ec4.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=13t4m7jg8/EXP=1467177808;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUlg3djJKb0xfUTdPVFgzOWtybDc0SXlfd0hBNkRJcUhVZERSS0pjZXNxODNQaDRWRHNWNXAySFNNBHADNDRLNTQ0Tzg0NE9BNDRPeklPT0NwT09EcWVPQ3VlT0RpQS0tBHBvcwM2MARzZWMDc2h3BHNsa


                          

              

ひだまり＆志民アシスト事務局 
          

 川口市西川口5－2－1ー106 
 

【ひだまり】  

 TEL 048-253-6306 

【安心おとどけ隊】  

 TEL 048-250-5587 
  

ホームページ 
http://www.hidamari-net.jp 

メールアドレス   

 shop@hidamari-net.jp 

  ＜ひだまり 無料よろず相談会＞  
 

  随時受付します！ 
   （ただし要予約） 
 

 ＊専門家が対応します。 

   まずは電話でご予約後、 

 日程を調整。まずはひだまりへご連絡ください。 

【編集後記】 
 安心おとどけ隊のサポートの事例から。一人暮ら

しの９１歳の男性、体調を崩し入院した後、家族の苦

渋の決断でそのまま施設に移行することに、、、「家

に帰りたい…」と毎日つぶやく姿を家族や施設のス

タッフが切なく思っていても、家庭の事情で叶わず、

娘さんから、１週間に２回、家に３～４時間程帰って

過ごす時間の見守りをしてほしいと依頼があった。

住み慣れた家でゆったりとサポーターとお話ししな

がら過ごす時間ができたのが、いい刺激になって少

しでも元気になってくれるといいな。制約のないお

手伝いができるのが、安心おとどけ隊のいいところ。

生活の質をあげることに役立てばうれしい（ｙ） 
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いろいろインフォメーション  

【災害救助第1次隊】 ５月７日～１１日 
 

○南阿蘇村   雨漏り防止のブルーシート貼り 

○南阿蘇村   農業支援（ネギの苗植え） 

○西原村    河原小学校（避難所）で心のケア 

○大分県由布市 壁の修復 

【災害救助第２次隊】 ５月２８日～３１日 
 

○益城町・馬宮南公民館 セカンドハーベストジャパンより預かった救援物資の配布 

○大分県由布市     壁の修復     ＊支援を継続しますので、よろしくお願いします。 

 熊本地震災害ボランティア報告 

 前号の通信でお知らせしました、熊本地震の被災地へボランティア

へ行ってきたご報告をします。 

 皆様からいただきました寄付金の中から１０万円を、ひだまりと 

つながりのあるNGO団体「AAA（アジア＆アフリカ）にお渡しし、

直接現地に行って支援に役立てていただきました。 

＜川口市民オーケストラ 

 サマーコンサート 7月10日（日）＞ 
 

○日 時：７月１０日（日）午後２時～ 

○場 所：川口リリア、メインホール      

○入 場：無料 ドヴォルザーク「新世界より」他   

＊問合せ：事務局/町田方 048－266-5408 


