
ディスコン開催情報（発行日：２０２２.８.２８）
 

この開催情報は、支部長にのみメール送信し、支部会員への配布は支部長判断に任せることになりましたのでご諒承ください。

この開催情報は、埼玉県ディスコン協会のホームページにも掲載しています。ＵＲＬ：http://www.saitama-discon.jp/

この情報紙への掲載は、松本元伸（FAX：04-2943-0754　又は　E-mail：motonobu1127@nifty.com)までご連絡下さい。

NO 区分 名称又は主催団体 開催日時 会場/電話番号 交通手段 対象 参加費 事前申込
問い合せ先
電話番号

1 練習会 横瀬支部練習会（3回開催）
9/1,8,15(各木曜日）
9：00～12：00

芦ヶ久保活性化センター
0494-24-0599

西武秩父線芦ヶ久保駅下車　道の駅となり
（住所：横瀬町芦ヶ久保140-1）

誰でもOK 全員無料 不要
町田　昇
0494-24-1382

2 練習会 長瀞支部練習会（4回開催）
9/1,8,15,22(各木曜日）
9：30～12：00

長瀞町中央公民館　体育館
0494-66-1800

秩父鉄道野上駅下車徒歩１５分
（住所：長瀞町野上下郷3312）

誰でもOK 全員無料 不要
高田　純子
0494-66-2262

横瀬支部、長瀞支部の月例会は9月中止。

3 月例会
さいたま支部桜区体験教室
　　（4回開催）

9/2(金),8(木),12(月)，30(金)
12:45～14:45

さいたま市桜区　大久保東公民館
048-851-6586

北浦和駅西口下車大久保方面行きバスで
大久保団地下車　徒歩1分

誰でもOK 全員無料 不要 金森クニ子
048-874-0307

4 月例会
さいたま支部緑区尾間木ひまわり会
体験教室(3回開催)

9/9(金)9：00～12：00
12(月),30(金)15:00～17:00

さいたま市緑区   尾間木公民館
048-873-4993

JR浦和駅東口より①番バスで
 尾間木公民館下車　徒歩７分

誰でもOK
初心者歓迎

全員無料 不要 金森クニ子
048-874-0307

5 月例会
さいたま支部緑区体験教室
　　（4回開催）

9/15(木),19(月)15:00～17:00
25(日),26(月)9:00～12:00

さいたま市緑区   尾間木公民館
048-873-4993

JR浦和駅東口より①番バスで
 尾間木公民館下車　徒歩７分

誰でもOK 全員無料 不要 金森クニ子
048-874-0307

6 月例会 さいたま支部南区体験教室
9/21(水)
13：00～16：30

シニアふれあいセンターサウスピア
（老人福祉センター武蔵浦和荘）
048-844-7230

ＪＲ武蔵浦和駅西口下車徒歩２分
さいたま市複合施設サウスピアの７Ｆ

誰でもOK
さいたま市民無料

市外は200円
不要

金森クニ子
048-874-0307

7 月例会 さいたま支部定例会
9/23(金)
9：00～12：00

浦和コミュニティーセンター
レクリェーションルーム②
048-887-6565

浦和駅東口　コムナーレ10F
（パルコのビル）

誰でもOK 全員無料 不要
金森クニ子
048-874-0307

8 月例会 上尾支部平方体験教室
9/4(日)
12：00～15：00

上尾市　平方公民館
(上尾市平方905-1）048-726-3446

JR高崎線上尾駅西口下車⑥番（平方・川越）バスで
17分、氷川神社下車　徒歩5分

誰でもOK 会員：無料
一般：200円

不要 渋谷　精康
080-1034-2627

9 月例会
上尾支部川田谷小学校体験教室
    (4回開催)

9/6,13,20,27(各火曜日)
18:00～20:45

桶川市　川田谷小学校　体育館
048-786-1335

JR高崎線桶川駅西口より3.5㎞
圏央道桶川・北本ICより1㎞　桶川市歴史民俗資料館そば

誰でもOK 全員100円 不要
渋谷　精康
080-1034-2627

10 月例会
上尾支部川田谷農業センター体験教室
　　（2回開催）

9/7,28(各水曜日)
13:00～17:00

桶川市　川田谷農業センター　体育館
048-786-1200

JR高崎線桶川駅西口より3.5㎞
圏央道桶川・北本ICより1㎞　桶川市歴史民俗資料館そば

誰でもOK 全員100円 不要 渋谷　精康
080-1034-2627

11 月例会 上尾支部上尾体験教室
9/18(日)
12:00～15:00

上尾市　上尾市民体育館　アリーナ
（上尾市向山4-3-10）048-781-8111

JR高崎線上尾駅西口下車、東武バスで市民体育館前
下車

誰でもOK 会員：無料
一般：200円

不要 渋谷　精康
080-1034-2627

上尾支部の川田谷生涯学習センター、富士見小学校は9月中止。

12 月例会
川口支部上青木地区体験教室
　　（3回開催）

9/6,13,27(各火曜日）
9：00～11：0０

川口市　上青木公民館
048-497-5566

ＪＲ京浜東北線西川口駅から上青木循環バスで
川口市立高校下車　徒歩3分

誰でもOK 県会員：無料
川口支部：100円

不要 伊藤　はま子
048-225-8356

13 月例会
川口支部体験教室
　　（3回開催）

9/9,30(各金曜日),14(水)
9:00～11:00

川口市　並木公民館 ２階　体育館
048-251-2288

ＪＲ京浜東北線西川口駅東口下車　徒歩8分 誰でもOK
県会員：無料

川口支部：100円
不要

伊藤　はま子
048-225-8356

14 月例会
川口支部元郷地区体験教室
　　（2回開催）

9/12,26（各月曜日）
10：00～12：00

川口市　元郷青少年センター
〈川口市元郷２丁目１番）

埼玉高速鉄道川口元郷駅下車　徒歩10分 誰でもOK 県会員：無料
川口支部：100円

不要 伊藤　はま子
048-225-8356

15 月例会 川口支部中央ふれあい館体験教室
9/12(月）
11:00～13:00

川口市　中央ふれあい館 　体育室
048-222-2798

ＪＲ京浜東北線川口駅東口下車　徒歩7分 誰でもOK
県会員：無料

川口支部：100円
不要

伊藤　はま子
048-225-8356

16 月例会 所沢支部 新所沢体験教室
9/13(火）
13：00～15：00

こどもと福祉の未来館（地域福祉センター）
04-2922-2115

新所沢駅西口下車
駅から線路沿いに航空公園駅に向かって徒歩5分

誰でもOK 会員：無料
一般：200円

不要 磯　竹栄
04-2924-7088

17 月例会 所沢支部ふれあい会体験教室
9/26(月)
9：15～12：00

所沢市並木公民館　講堂
04-2998-5911

新所沢駅東口からニュータウン行きバスで
ニュータウン中央下車徒歩５分

誰でもOK
会員：無料
一般：200円

不要
松本　元伸
04-2943-0754

18 月例会 所沢支部さわやか会体験教室
9/30(金）
13：00～17：0０

所沢市　狭山ヶ丘コミセン
04-2949-1191

西武池袋線狭山ヶ丘駅西口下車　徒歩5分 誰でもOK 会員：無料
一般：200円

不要
石附　東
04-2948-9827

19 県協会行事
ディスコン合宿親睦会
１日目：インストラクター・スキルアップ実技研修
２日目：競技会

9/27(火)13:10(現地集合)
14:00～17:00
28(水)9:00～11:30
12:00(現地解散)

県立長瀞げんきプラザ　体育館他
(秩父郡長瀞町井戸367)
0494-66-0177

秩父鉄道野上駅下車徒歩徒歩10分 誰でもOK
宿泊有り：3,000円
宿泊無し：1,000円

必要
2022/8/10

締切

山田　武
090-4019-7111
町田　昇
090-2316-6059


