
志木第九の会 第17回定期演奏会
10月18日（日） 大ホール
14：00開演（13：30プレトーク）
全席自由　2,900円

11月
シネサロン・和光 第33回上映会 『風に立つライオン』
11月20日（金） 大ホール 13：30/18：30開演
全席自由　800円（当日券1,000円）
※高校生以下無料

12月
オペラ彩 第32回定期公演 
オペラ ランメルモールのルチア
12月5日（土）18：00開演
12月6日（日）14：00開演 大ホール
全席指定　 S席10,000円　A席8,000円
B席7,000円　C席5,000円　学生券3,500円
特別学生券（高校生まで）2,000円

ピアノデュオ クリスマスコンサート& 第九“歓喜の歌”
12月20日（日） 小ホール 15：00開演
全席自由　2,900円（友の会2,500円）
小中高生1,000円（枚数限定）
ピアノ／近藤嘉宏、高橋多佳子

和光市民文化センター

WELCOME TO

公演のお知らせ
発売初日の受付開始時間
　▶窓口販売 10：00  ▶電話予約 13：00
　▶ 和光市民文化センターHPでの販売 18：00
☎468-7771 http：//www.sunazalea.or.jp

10月の休館日
　なし
営業時間
　▶ サンアゼリア窓口 

10：00〜18：00
　▶ イトーヨーカドー窓口  

10：00〜20：00

詳しくは催し物案内又は
サンアゼリアホームページをご覧ください。

10月
SWAN童謡の会コンサート 
〜歌ありて我が人生に悔いなし〜
10月4日（日） 大ホール 14：00開演
全席自由　1,000円

みにこん会 
家族みんなで楽しむベビーカーコンサート
10月8日（木） 小ホール 10：50開演
全席自由　700円
※未就学児・チャレンジド家族は無料

市制施行45周年記念 市民参加特別公演

ベートーヴェン「第九」演奏会

指揮／広上 淳一　　合唱／和光市民合唱団 ほか
ソプラノ／腰越 満美　メゾ･ソプラノ／郡 愛子
テノール／高橋 淳　　バス／小鉄 和広
管弦楽／サンアゼリアフィルハーモニカ
合唱指揮／石塚 幹信
練習ピアニスト／小笠原 貞宗

日時／10月25日（日） 15：00

市民参加の
コラボレーションコンサートで
みんなで45周年を
お祝いしましょう！

ベートーヴェンの作った最後
の交響曲。本場ヨーロッパで
も、ものごとの節目を記念し
                 て演奏されることが
                 多いんだって！

Q. 第九ってなあに？ Q. 聴きどころは？
もちろん一番の聴きどころ
は合唱の入る最後の部分！
合唱団が「歓喜に寄す」を
　　　高らかに歌い上げる
　　　様子に注目してね！

Q. ぼく・わたしも聴きたい！
小学生～高校生なら誰でも
ワンコイン (500 円 ) で聴け
るよ！はじめてのオーケス
トラ鑑賞にはぴったり！
親子でもお越しください。

10月25日（日） 大ホール 15：00開演
全席指定　S席3,500円（友の会3,000円）
A席2,500円（友の会2,000円）
※ジュニアシート（小中高校生）
　500円（限定100席）
※ホゴシャシート
　（ジュニアシート同伴保護者）1,800円
※座席指定不可。
　当日座席指定券へ引換の上、入場

募 集
●和光絵手紙会
毎月第1・3水曜日 13：00〜15：00／中央公民館／
入 会 金 1,000円 1回1,000円／ ☎080-3401-6445

（桑原）
●Easy English Time（英会話）
毎週月曜日 16：30〜20：30／毎週木曜日17：30
〜20：30／南公民館／月3,000円／9月から新規
に木曜日も始めます／無料体験、随時募集／☎
090-4952-8994（小山）
●カルトナージュ教室
毎月第3火曜日 9：00〜12：00／中央公民館／1回
2,000円 材料費別途／初心者歓迎、丁寧に指導し
ます／☎090-3499-9088（矢野）
●和光市吟詠会 新倉教場
毎週月曜日 13：00〜16：00／新倉地域センター
／月1,300円／個人指導がありますので、未経験
者でも短期間で吟じることが出来ます／☎461-
7466（本多）
●MFグリークラブ和光（男声合唱）
毎月3回火曜日 19：00〜21：00／中央公民館 3階
視聴覚室／月2,000円／男声合唱を楽しみません
か。年齢経験不問。歌の好きな方ならどなたでも
基礎から丁寧に指導します。／☎090-2253-2647

（布施）、☎080-1279-1705（池田）
●空手体験教室（全日本空手道剛柔会〜和光剛柔館）
10月23日（金）・30日（金）18：00から第三小学校体
育館／10月26日（月）・11月2日（月）19：00から大和
中体育館格技場／5歳〜大人（親子で参加出来ま
す）／無料／体力・技術の上達を通じて気力・精
神力を高めます。／☎090-8036-5948（高橋）
●楽しく川柳作りましょう
毎月第3土曜日 13：00〜17：00／本町地域センタ
ー／1回1,000円／心の中で思っていることを17
音字（5・7・5）で作ってみましょう。見学体験 初回
無料／☎462-8080（山口）、☎462-0433（高橋）
●広沢バドミントンクラブ
毎週金曜日 9：30〜12：00／南公民館／入会金500
円／月1,500円／未経験・初心者大歓迎。コーチ指
導あり。体験・見学可。／☎090-9952-0219（大塩）
●マジックグループ シルク
毎月3回第1・3・4木曜日 19：00〜21：00／中央公民
館／月2,000円／忘年会や色々な集まりの中では
っと驚かせる手品を学びませんか。先生が丁寧
に教えてくださいます。／☎464-4140（斉藤）
●書道とペン習字
第1・3・4木曜日13：00〜15：00／中央公民館／☎
462-8775（須田）、☎467-0831（岩佐）
●子供書道（硬、毛筆） 一般書道（毛筆、ペン）
第1・3日曜日9：00〜11：00／本町地域センター／
持っている書道用具を持参、無い人は買わない
で来る。小・中・高・学生も参加しています／☎
466-1373（堀部）、466-7928（村山）

催 し
●ふれEYEまつり
10月3日（土）10：00〜15：00（予定）／大泉障害者支
援ホーム／無料／コンサートを開催し、模擬店や
ゲームコーナー、自主生産品の販売の場など設け
ます。／☎03-3978-5581（大泉障害者支援ホーム

「ふれEYEまつり」実行委員会）
●ベビーカーコンサートin和光
10月8日（木）10：50〜11：20（開場は30分前）／サン

アゼリア小ホール／大人700円 乳幼児は無料／
ソプラノ・バリトン・ピアノによる演奏会／0歳児
でも参加可能／☎080-5037-7177（櫻井）
●ルディ・ウィンドアンサンブル 3rd Concert
10月12日（月・祝）開場13：30 開演14：00／サンア
ゼリア大ホール／指揮：山岸明彦（シエナ・ウィン
ドオーケストラ チューバ奏者）
●MFグリークラブ和光&シャンテカフェ
　〜みんなで楽しむコンサート〜
10月12日（月）13：30〜16：30／サンアゼリア小ホ
ール／無料／第1部歌の世界旅行、第2部ディ
ズニーワールド／プレゼントコーナー／☎090-
2254-5512（戸塚）、☎090-8720-7440（黒川）
●ハーモニカ演奏会 in 和光
10月17日（土）13：30〜16：00／サンアゼリア小ホ
ール／入場無料／クラシック、抒情歌、ポピュラ
ーから演歌等を演奏します。ハーモニカを主体
にしたアンサンブルやソロ演奏をお楽しみくだ
さい／☎090-6196-1923（有光）
●無料特設行政相談
10月22日（木）、23日（金）10：00〜17：00（受付は16：
30まで）／西武池袋本店7階☎03-3987-0229（東
京総合行政相談所）
●第40回 和光母親大会
10月24日（土）13：00〜16：00／広沢小学校 視聴覚
室／入場無料／保育室あり（おやつ持参）／スリッ
パ持参／全大会：「和光のくらし・子育て・教育」／
記念講演：「被災地の子どもたちは今 －放射能が
引き裂いた困難の中で－」／和光母親大会実行
委員会☎465-3888（杉崎）
●第11回和光会自治会フリーマーケット
10月25日（日）10：00〜14：00（小雨決行)／赤池児
童公園／模擬店も出ます／☎201-5109（福西)
●「放射能って免疫に影響するの?」 
　〜原発事故〜 放射線の免疫系続に及ぼす影響
10月27日（火）10：00〜12：00／中央公民館 会議室
Ⅰ／資料代300円／講師 崎山比早子氏（高木学
校）／☎463-9964（鈴木）
●第17回すずらん祭り
11月7日（土）10：00〜15：15／すずらん 宮戸橋たも
と／☎470-3216（すずらん）
●「親からみた発達障がい者の就労支援について」
11月11日（水） 10：00〜12：00／大泉障害者支援ホ
ーム／対象：障害をお持ちの方ならびにご家族、
テーマに関心のある人／講師：板橋区発達障害
児親の会代表／☎03-3978-5581（紺野）
●がんピアサポーター初心者のためのスキルアップ
11月14日（土）10：00〜15：30／目白大学埼玉病院
キャンパス／50名程度／がん患者・体験者とそ
の家族でピアサポート活動に関心のある方／無
料／昼食は各自持参／10：00〜12：00 がんピアサ
ポーターの経験から（ピアサポート活動実践者）
13：30〜15：30 共感・傾聴及びSelf-esteem（自己肯
定感）を高めるスキル／講師：臨床心理士 伊藤朋
子／☎260-7001（目白大学大学院事務室）
●ソフトバレーボール連盟 秋季大会（オープン大会）
11月29日（日）10：00〜16：00／中央公民館／1チー
ム2,000円 女子チームのみ5名以上で申し込んで
ください／11月14日（土）までに要申込／11月21
日（土）13：30〜中央公民館で代表者会議あり／☎
090-2672-9145（夏越）、☎090-9966-9858（小野）
●オペラ彩第32回定期公演
　オペラ「ランメルモールのルチア」
12月5日（土）17：15開場18：00開演、6日（日）13：15開
場14：00開演／サンアゼリア大ホール／全席指
定S席10,000円 A席8,000円 B席7,000円 C席5,000
円 学生券3,500円 特別学生券2,000円（高校生ま
で）／両日開演15分前から作品解説があります／
☎201-3121（（特）オペラ彩事務局 和田）

役所の仕事などについての苦情や困っていること等の相談を行政相談委員が受けています。
「行政苦情110番」 ☎0570-090110

10月19日～25日は
行政相談週間

募　集

募 集職種／小・中学校学力向上支援教員、
小学校少人数学級推進教員、学校図書
館アドバイザー、さわやか相談員、教育
相談員、小・中学校外国語指導助手

応 募期間／10月中旬～12月上旬（職種に
よって、応募期間は異なります。）

※詳細は、市ホームページをご覧ください。

問 �学校教育課�指導担当�
☎424-9149

平成28年度
和光市学校職員の募集

日11月14日（土）8：30～11：35
場市役所議事堂
対 市内在住の私立又は市外の国公立に在

籍する小学5年生～中学生
　※ 市内小中学校に在籍する児童は各学

校で募集します。
定2名（申込多数の場合は抽選）
申 10月14日（水）（必着）までに、氏名・住

所・電話番号・学校・学年・志望理由を記
入の上、郵送、FAX、メール又は窓口で

（「和光市こども議会」と必ず明記）

問 �総務課�
☎424-9093� 464-1234�
b0100@city.wako.lg.jp

市制施行45周年記念
「和光市こども議会」参加者募集

募集職種／一般事務職（1名）
※ 受験資格等、詳細は採用案内をご覧くだ

さい。
採用予定年月日／平成28年4月1日
試験日時／ 
　第1次試験 11月28日（土）9：00から
　※第2次試験は、平成28年1月上旬
受 付期間／ 10月19日（月）～11月13日（金） 

の期間中平日9：00～17：00  
※郵送不可・代理提出可

採 用案内／10月1日（木）から朝霞地区一
部事務組合（総務課及び朝霞・志木・和
光・新座消防署）で採用試験案内を配布

※ 朝霞地区一部事務組合ホームページか
らもダウンロードできます。

申・問 �朝霞地区一部事務組合�総務課�
☎048-461-2415

朝霞地区一部事務組合職員募集

▶江戸端唄の会
日 10月3日（土）

13：30から 
費無料　申不要
内 唄と踊りで江戸時代の優雅なひとときを
▶新倉の十三夜　日10月13日（火）
▶わらぞうり教室（全2回）
日 10月15日（木）、11月5日（木） 

10：00～12：00 ※2回目の時間は応相談 
対成人　定4名　費300円（2回分）
申10月1日（木）9：00から電話又は窓口で
▶荒神様　日10月31日（土）
内 火難除けの神様、台所にまつります。

問 �☎・ 467-7575
niikura-kominka@nifty.com

10月の休園日：�7日・14日・�
21日～23日・28日

新倉ふるさと民家園
（下新倉2-33-1）

　市では、関係団体とともに荒川河川敷の
環境保全を図るため不法投棄物等の一斉
撤去を行います。この事業に、ボランティ
アとして参加していただける人を募集し
ます。当日は、指定場所以外のごみを持っ
てこないようにお願いします。
日11月7日（土）8：30～10：30
集合場所／荒川河川敷運動公園駐車場
活動範囲／荒川河川敷運動公園
募集期間／10月23日（金）まで
申 FAX又はEメールで、氏名・連絡先をご

連絡ください。

申・問 �環境課�環境推進担当�
☎424-9118� 464-1192�
c0500@city.wako.lg.jp

荒川河川敷不法投棄物
一斉撤去事業の参加者募集

▶市制施行45周年記念
　アグリパーク秋の「農」まつり
　アグリパークで育ったさつまいもの収
穫体験、コスモスの花摘み、市民農園景観
立毛品評会表彰式などを行います。
日10月25日（日）10：00～13：00
　（小雨決行 荒天の場合は翌週に延期）
費無料 ※さつまいも収穫体験は3株一口500円
持汚れてもいい服装、手袋、長靴、タオル
主アグリパーク秋の「農」まつり実行委員会
申要事前申込み

申・問 �☎・ 465-1632�10：00～16：00�
月曜定休�
（祝日は開館、翌日火曜日休館）

アグリパーク農業体験センター
（新倉8-10-30）

伝言板みんなの

問 �秘書広報課�☎424-9091

広報わこう 2015年10月号 12日 日時 場 場所 対 対象 定 定員 費 費用 内 内容 講 講師 持 持ち物 保 保育 主 主催 共 共催 協 協力 申 申込み 問 問合せ FAX Eメール

インフォメーション・プラザ情報満載！！




