
募 集
●YAMATO（楊式太極拳で健康に!）
毎週月曜日10：00〜11：30／和光総合体育館 剣
道場／月1,000円／呼吸を大切にして動く太極拳
です。音楽は使いません／伊東☎080-6740-2975 
当真☎465-4516
●�メロディーキッズ和光�
ピアニカとリトミックサークル

毎週土曜日13：30〜15：30／吹上コミュニティー
センター／入会金3,000円 月3回2,700円／対象
年齢 幼稚園年少さん〜年長さん／中村☎090-
4092-9138
●うた友募集�!�
calaful�bouquet（カラフル・ブーケ）

毎月2、3回開催 火曜日10：00〜12：00まで／中央
公民館・音楽室／4,500円（うち500円はイベント
代積み立て）／ポップスや合唱曲、色々歌いたい
曲をみんなで選んで楽しく歌っています。いつ
でも見学、体験大歓迎です／高橋☎090-2301-
4342（20：30以降）  colorful.bouquet.wakou@
gmail.com
●ボーイスカウト隊員・指導者募集
ボーイスカウト和光第1団は、隊員（小学生〜大

学生）と指導者100余名が「なろう、一人前に。」を
目指して活動しています。今年4月から小学一年
生以上を隊員並びに小学生を対象にした部門の
指導者を募集しています。見学も大歓迎です／
星谷☎090-8725-8816
●リフレッシュクラブ無料体験レッスン�
参加者募集

1月9日・23日・30日（水）13：15〜14：45／中央公民
館 体育室／月1,750円／音楽に合わせダンス・ダ
ンベル・ストレッチでさわやかな体つくりをしま
せんか? 会員は中高年女性ばかりです。運動不
足が気になる方、運動初心者の方に最適です。1
月は3回のレッスンすべて無料体験できます。上
履きをご用意の上、是非、ご参加下さい。（予約不
要）／重本☎461-8911 伊藤☎462-0812
●福祉の里�市民介護・健康講座
1月19日（土）13：30〜14：30／ケアハウス桜の里 
地域交流スペース／ゴクニサイズ〜脳と身体を
使って認知症を予防しよう〜／講師 ナーシング
ホーム和光 理学療法士／送迎車あり 和光市駅
北口発 13：00／新倉8-23-1 ☎468-3355
●SHO-DO（峰友会）
毎月第二・第四火曜日15：30〜17：30／新座市東
北コミセン（志木駅南口徒歩5分）／月2,500円／
書を楽しむ。初級〜上級（漢字・仮名）／佐藤☎
048-478-4787
●玉龍吟道会和光教場（詩吟の会）
毎週月曜日13：00〜15：00／向山地域センター／
3,000円／古今の名詩・俳句・和歌・新体詞を楽し
く詠じています!／渡邉☎090-5561-4781 奥山☎

090-9016-2035
●水色クラブ
毎月第2水曜日 13：00〜15：00／中央公民館 2F
／1回 1,000円／初心者歓迎・水彩色鉛筆画・自由
に楽しむ会・見学会実施・発表会年2回／星野☎
468-5480 平井☎465-1957
●木曜会（書道）
毎月1・3・4週の木曜日 13：00〜15：00／中央公民
館／2,500円／毛筆・ペン字 興味のある方 見学
歓迎いたします／菊島☎278-4092

催 し
●太極拳・カンフー・気功�市民の集い
1月5日（土）9：30〜11：30／和光市総合体育館／
無料／ゆったりとした太極拳、かっこいいカンフ
ー、気持ちの良い健身気功、新しい年の初めに体
験してみませんか ?／NPO法人太極拳友好協会

（TFA）☎467-3229
●無料特設行政相談
1月11日（金）10：00〜17：00（受付は16：30まで）／
登記、相続、税金、国の行政に関する相談／無料
／参加機関 東京法務局、東京弁護士会、東京税
理士豊島支部、関東管区行政評価局／主催 総務
省関東管区行政評価局・東京行政評価事務所／
東京総合行政相談所（西武池袋本店7階 行政、法
律、くらしの相談コーナー内） ☎03-3987-0229
●成人式を迎える第二中学校の卒業生へ
1月13日（日）13：00〜／希望の塔に入れた思い出
の作文を成人式の会場でお渡しします／和光第
二中学校☎462-1793

●気持ちは和会（音楽とお茶を楽しむ会）
1月22日（火）・2月25日（月）14：00〜15：30／シー
アイハイツ和光集会棟／一回 800円／1月は尺
八（元永 拓）と琵琶。2月はフルート（池辺 昇平）
とピアノ（高田 知子）／吉田☎461-5024
●第三回和光市武道合同演武会
1月27日（日） 9：40〜12：00／和光市総合体育館
メインアリーナ／市内で活動する剣道、空手道、
合気道、少林寺拳法の各団体による演武披露会
です。見学自由／後援：和光市体育協会／空手道
連盟 朽木☎090-3877-6411
●�司法書士による「全国一斉�生活保護110番�
生活保護、疑問・質問なんでもOK!暮らしを、
希望を、守るために」電話相談

1月27日（日）10：00〜16：00／☎0120-052-088（フ
リーダイヤル）／相談料は無料です／埼玉青年
司法書士協議会と全国青年司法書士協議会で
は、司法書士による生活保護に関する全国一斉
無料電話相談会を開催します。相談料は無料で
す。秘密は厳守します。
●1月10日は110番の日
埼玉県警察では、1月10日を「110番の日」として、
110番通報の正しい利用を呼びかけています。各
種照会や間違い、いたずらなどによる110番通報
が、本来緊急を要する事件・事故への対応を遅ら
せています。急を要さない要望・相談・各種照会
等は、けいさつ総合相談センター【♯9110または
048-822-9110】（夜間及び土曜・日曜・祝日・年末年
始は当直対応）、または最寄りの警察署までお電
話ください／朝霞警察署☎048-465-0110

問 �秘書広報課�☎424-9091

みんなの 伝言板

サンアゼリア開館25周年記念事業

3月9日（土）11：30/15：30開演 大ホール
全席指定
Ｓ席6,500円（友の会5,850円）
Ａ席5,000円
※未就学児の入場はご遠慮願います。

3月

東邦音楽大学との相互協力協定調印に伴う記念演奏会

「生きがいのある豊かな生活」をめざして活動してい
る老人クラブ会員の、知識と経験を生かした趣味の創
作（書、絵画、彫刻、工芸品、写真、手芸品等）を一堂に集
めた作品展です。
1月30日（水）12：15〜16：00 1月31日（木）9：30〜16：00
2月 1日（金） 9：30〜12：00
企画展示棟 入場無料

埼玉県老人クラブ連合会西部地区趣味の作品展

2月10日（日）17：30開演 大ホール
要入場券（応募・抽選有）
観覧ご希望につきましては、陸上自衛隊
東部方面隊ホームページをご確認ください。

【お問い合わせ先】
　陸上自衛隊東部方面総監部広報室
　☎048-460-1711（内線：2445）

平成30年度東部方面音楽まつり

4月20日（土）14：00開演 大ホール 全席指定
4,800円（友の会4,320円）
●発売日 友の会/一般 1月19日（土）
※未就学児の入場はご遠慮願います。
※お一人様4枚までの販売となります。

社会風刺コント集団 ザ・ニュースペーパーLIVE 2019

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・イトーヨーカドー窓口 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

1月の休館日 1日（火）〜3日（木） 
　※新年は1月4日（金）から開館します
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

1月

4月

2月

サンアゼリア開館25周年記念事業

3月26日（火） 14：00開演 小ホール
全席自由 1,800円（友の会1,500円）
出演／三遊亭白鳥

各公演の詳細は催し物案内又はホームページをご覧ください。
※助成支援事業についての相談は文化振興公社まで

和光市及び公益財団法人和光市文化振興公社と東邦
音楽大学との相互協力協定の締結が決定しました。協
定の調印式と、調印を記念した演奏会を行います。是
非足をお運びください。
1月26日（土）14：00 開演 大ホール 入場無料
※ お申込みは不要です。直接ご来場ください。
※ 満員となった場合は入場出来ない場合があります。
1部 相互協力協定調印式
2部 相互協力協定調印記念演奏会
出演／ ヴァイオリン：天満 敦子、宮野 陽子 

ヴィオラ：大久保淑人　チェロ：海野幹雄
2月22日（金）14：00開演 大ホール
※ 往復はがきにてサンアゼリアへお申し込

みください。
※ 応募の詳細はホームページをご確認くだ

さい。
※応募締切は1月11日（金）です。

サンアゼリア開館25周年記念事業

和光市社会福祉協議会
和光市南1-23-1
☎452-7111	 465-8308
info@wako-shakyo.or.jp
http://www.wako-shakyo.or.jp

和光市ボランティアセンター（本所）
☎・ 452-7606

volucen@wako-shakyo.or.jp
寄り合いどころ「たまりば」（新倉支所）
和光市新倉1-16-21	☎・ 461-1776

■職員募集
◦ 障がい者施設（パートタイマー）
勤務地／ すまいる工房、ゆめちか、さつき

苑のいずれか
勤務日／平日の週3～5日勤務
勤務時間／8：30～17：00の7.5時間
※勤務日数・勤務時間は相談可

※ゆめちかのみ月～土曜日まで
◦ 学童クラブ支援員�
（パートタイマー、アルバイト）
勤務地／
　市内11か所にある学童クラブのいずれか
勤務日／月～土曜までのうち週3～5日
勤務時間／
　原則12：00～19：00の間の6時間
※ 学校休業日は8：00～19：00の間の7.5

時間
※勤務日数・勤務時間は相談可
※ 各募集に関する詳細については社協ホー

ムページ又はお問合せにてご確認をく
ださい。

問☎452-7111 採用担当
■スプリングバード（お箏ボランティアグ
ループ）新春ミニコンサート

スプリングバードとすまいる工房の皆さ

んとで奏でてきた新春ミニコンサートも、
今回で7回目となりました。筝や尺八の音
色と共に、新年を気持ち新たにスタートし
ませんか?スペシャルゲストに、尺八奏者
の「坂田梁山」先生をお招きしております。
日1月4日（金）13：30～14：30
場和光市総合福祉会館1階ロビー
演奏曲／春の海、思いのたけ、華紋、その他
費無料　申不要
問 和光市就労継続支援A・B型施設 

すまいる工房 ☎452-7102
■和光市ボランティアセンター
　	誰でも学べる手話公開講座	
「ろう者の生活②（仮）」

手話講座（入門・基礎）の授業を一般公開す
る講座です。皆さま、奮ってご参加ください。
日2月6日（水）10：00～12：00
場総合福祉会館3階 会議室2

対どなたでも 費無料
講 仲 重夫（所沢市聴覚障害者協会）
申1月30日（水）まで
※手話通訳、要約筆記、保育付
■ちょいボラ募集
あなたのちょこっと空いた時間にボラン
ティア活動しませんか。
◦使用済み切手整理ボランティア
日 ①1月17日（木）13：30～14：30 

②1月28日（月）13：30～14：30
場 ①ボランティアセンター本所 

②ボランティアセンター新倉支所
持はさみ
◦車いす清掃ボランティア
日 1月17日（木）13：30～14：30
場 ボランティアセンター本所
【共通事項】�費無料　申直接会場へ
 対関心がある人ならどなたでも

広報   2019年1月号 15● 問合せに電話番号の記載がない場合は、和光市役所 ☎464-1111（代表）までお問い合わせください。

●和光市役所 ☎464-1111（代表） 市庁舎開庁時間／月〜金曜日 8:30〜17:15
　第3土曜日8：30〜12：00（転出入に関する事務：戸籍住民課・課税課（国保税）・収納課・健康支援課・こども福祉課）


