
広沢3-1（樹林公園内） ☎462-0107
開館時間／9：00〜23：00　休館日／3月22日（金）総合体育館

◆和光市民ロードレースフェスティバル開催のおしらせ
日3月10（日）9：00〜18：00
※ 和光市民ロードレースフェスティバル開催のため、上記時間帯は、全館ご利用がで

きません。18：00以降は、通常利用できます。
◆2019度第1期（4〜6月）コース型教室会員募集
申3月1日（金）より体育館にて　持動きやすい服装、室内用運動靴、汗ふきタオル
※親子コースNo.1、4、46、47は、親1人子1人で1組。
※各コースの受講料、日程、対象年齢はお問い合わせ下さい。
No. 曜日 サービス型ブログラム 時間
1

月

おやこ体操   9：40〜10：40
2 シェイプピラティス 10：15〜11：45
3 60代から始める健康運動塾（月） 10：30〜11：30
4 ベビーとママの産後シェイプ 10：50〜11：50
5 カラダ調整ヨガ 12：30〜13：30
6 キッズサッカー 15：15〜16：15
7 ジュニアサッカーA小学生 16：30〜17：30
8 ジュニアサッカーB小学生 17：40〜18：40
9 ジュニアサッカー選抜クラス 18：50〜19：50
10 ジュニアバスケットボールA 16：00〜17：00
11 ジュニアバスケットボールB 17：00〜18：00
12 ジュニアバレエ（月） 17：30〜18：30
13 バレエ（月） 18：45〜19：45
14

火

ハワイアンフラ中級（火） 11：15〜12：15
15 ハワイアンフラ初級（火） 12：30〜13：30
16 脱メタボ!健康体操（火） 13：45〜14：45
17 キッズバレエ（火） 15：45〜16：45
18 ジュニアバレエ（火） 17：00〜18：00
19 キッズ体操A 15：30〜16：30
20 キッズラクロス 16：45〜17：45
21 bj アカデミーバスケットボールスクール 18：00〜19：30
22 bj アカデミーバスケットボールスクール上級 19：30〜21：00
23

水

フローヨガC 11：15〜12：15
24 ヨガ骨盤ケア 12：30〜13：30
25 ハワイアンフラ（水） 13：00〜14：00
26 60代から始める健康運動塾（水） 13：45〜14：45
27 キッズ体操B　（増設） 15：10〜16：10
28 ジュニア体操　（新クラス） 16：20〜17：20
29 ジュニア空手A 15：20〜16：20
30 ジュニア空手B 16：25〜17：25
31 ジュニア空手C 17：30〜18：30
32 ジュニア空手上級選抜クラス 18：35〜19：35
33 キッズバレエ（水） 16：30〜17：30

No. 曜日 サービス型ブログラム 時間
34 水 ジュニアバレエ（水） 17：45〜18：45
35 リラックスヨガ 19：15〜20：15
36 フローヨガD 20：30〜21：30
37

木

みるみるよくなるヨガ   9：40〜10：40
38 ヨガ 10：50〜11：50
39 背骨コンディショニングA（木） 10：00〜11：15
40 トータルボディメイキング 13：15〜14：30
41 太極拳A 13：10〜14：10
42 太極拳B 14：20〜15：20
43 キッズバレエ（木） 16：30〜17：30
44 ジュニアバレエ（木） 17：45〜18：45
45 バレエ（木） 19：30〜21：00
46

金

ベビトレヨガB   9：45〜10：45
47 ベビトレヨガA 11：00〜12：00
48 60代から始める健康運動塾（金） 13：00〜14：00
49 脱メタボ!健康体操（金） 11：30〜12：30
50 ジュニアダンスA 16：00〜17：00
51 ジュニアダンスB 17：10〜18：10
52 ジュニアダンス選抜クラス 18：20〜19：20
53

土

ジュニア空手中級 −上級   9：15〜10：15
54 ジュニア空手初級 10：15〜 11：15
55 背骨コンディショニングB 10：00〜11：15
56 背骨コンディショニングC（増設） 11：30〜12：45
57 ブラジリアン柔術 11：30〜12：30
58 ハワイアンフラ初級（土） 14：30〜15：30
59 ハワイアンフラ中級（土） 15：45〜16：45
60 キッズダンス 13：30〜14：15
61 ジュニアダンス初級 17：00〜18：00
62 ジュニアダンス中級 18：10〜19：10
63 ジュニアダンス上級 19：20〜20：20
64 書道（硬筆コース） 17：00〜18：00
65 書道（毛筆コース） 17：00〜18：00

▶桃の節句と茶会
日3月3日（日）10：30から　費無料
※茶会は和菓子が無くなり次第終了。
▶春のお彼岸
日 彼岸の入り3月18日（月） 

〜彼岸の明け3月24日（日）

▶古民家愛好会サポーターを募集
説明会／3月23日（土）11：00から
対 築300年以上の古民家の維持管理やイ

ベントの企画実施、庭木の剪定、除草など
ボランティア活動を支援してくださる人。

申3月19日（火）までに窓口又は電話で

問☎・ 467-7575  休園日／6日・13日・20日・27日・28日・29日

新倉ふるさと民家園

▶生活の知恵袋 〜冷蔵庫や台所周りの収
納の役立つヒントを身に付けよう〜

日3月16日（土）10：00〜12：00
場2階 会議室
対市内在住、在勤、在学の成人
定先着20名　費無料　持筆記用具
保 1歳児〜就学前の子ども。先着10名。講

座申込みと同時申込。
申3月1日（金）9：00から電話又は窓口で
▶手づくりウインナー体験教室
日3月27日（水）10：00〜12：00
場2階 調理実習室
対市内在住の小学生　定先着16名
費材料費500円（当日集金）
持 エプロン、三角巾、手拭き、上履き、筆記用具
申3月4日（月）9：00から窓口又は電話で
▶春休み皮革工芸教室

日3月30日（土）10：00〜12：00
場2階 美術工作室
対 市内在住の小学生。ただし小学1〜3年

生は保護者同伴。
定先着8名 費無料　内小銭入れと根付け
持定規（30cm）、ハサミ、ボールペン（黒）
申3月5日（火）9：00から電話又は窓口で
▶子ども硬筆教室（全2回）
　平成31年4月に新しく小学校1〜3年生に
なる児童のみなさん、硬筆を習いませんか。
日4月3日（水）、4日（木）10：00〜11：30
場2階 会議室
対市内在住、在学の小学校新1〜3年生
定各学年先着10名　費無料
持 鉛筆（HB又はB）、消しゴム、新1・2年生は

8マスノート、新3年生は10マスノート
申3月6日（水）9：00から電話又は窓口で

問☎463-7621 月〜日曜日 9：00〜21：30

南公民館

▶絵本とおはなしの会
日3月9日（土）11：15から
対幼児〜小学校低学年
▶あかちゃんと楽しむ絵本とわらべうた
日3月14日（木）11：00〜11：30
対6か月くらい〜2歳
▶市民図書館講座 
「江戸落語入門 〜落語で学ぶ江戸の町〜」
日3月16日（土）10：30〜12：00
対18歳以上　定先着30名　講湯川博士
申3月2日（土）からメール又は電話で
▶小学生向けひまわりお話会
日3月20日（水）16：00から　対小学生

▶赤ちゃんタイム
日3月22日（金）11：00〜11：30
対乳幼児親子（出入り自由）
▶ぬいぐるみのおとまり会
　お気に入りのぬいぐるみといっしょに
お話会を聞いたあと、ぬいぐるみだけ図書
館にとまります。お迎えにきたらアルバム
をいっしょにつくりましょう。
日 3月24日（日）15：30から（お話会） 

3月26日（火）10：00から（お迎え） 
※絵本作りは10：00に行います。

対幼児〜小学生　定先着10名
申窓口又は電話で

☎452-6011 452-6012 h0301@city.wako.lg.jp 開館時間／9：30〜18：00
休館日／ 毎週月曜日（祝日の場合は開館、翌日が休館）、 館内整理日：28日（木）

図書館下新倉分館

▶「筆ペン・ペン習字講座」 
〜美しい日本語を見直そう〜

日 3月12日・19日・26日の各火曜日 
10：00〜11：30

場研修室　対市内在住・在勤の人
定先着20名
▶学・社・地域連携事業 

スプリング・コンサート
日3月16日（土）10：00〜12：00
場体育室　対どなたでも　費無料
出演予定団体／
　 ララ・ジョイサークル、KODAMA☆BAND、

さつき苑、おとなのケンハモ合奏団、 
和光市立第三小学校音楽クラブ、埼玉
県立和光国際高等学校吹奏楽部 ほか

▶国際理解講座「初心者対象書道講座」
日3月21日（木・祝）14：00〜16：00

場2階 研修室
対外国籍の方　定先着8名　費無料
内 特殊な加工を施した用紙に水で濡らし

た筆で練習をします。墨書きも可。
▶外国文化講座（全5回）最終回「韓国」 

〜「チヂミ」　秘伝の「たれ」〜
日3月26日（火）10：00〜11：30
場3階 調理実習室　内 講話、実習、試食
対どなたでも　定先着12名
費300円（材料費） ※当日持参
講鄭 映美（ジョン イョンミ）
持 筆記用具、エプロン、バンダナ、手拭き
▶「フラダンス入門」 

〜フラダンスで体幹を鍛える〜
日3月27日（水）10：00〜11：30 場音楽室
対市内在住・在勤の人　定先着20名
内 ハワイ文化を一緒に学びましょう。

問☎464-1123 申要予約の講座は3月1日（金）9：00から窓口又は電話で

中央公民館

▶絵本とおはなしの会
日 3月2日・9日・16日の各土曜日 

11：00から／2、3歳くらいから 
14：00から／4、5歳くらいから

▶赤ちゃんタイム
日 3月7日（木）10：30〜11：30
対乳幼児親子
▶あかちゃんと楽しむ絵本とわらべうた
日 3月15日（金）※完全入れ替え制 

①10：30〜11：00 ②11：15〜11：45
対6ヶ月〜2歳の親子
▶子どものための読書会 
「 うれしいな春 

〜いろんな春をさがしに行きましょう〜」
日3月16日（土）10：30〜11：30
対小学生30名　内ブックトーク
申 3月2日（土）10：00から電話又は窓口で

▶Wonder Club（英語絵本の読み聞かせ）
日3月17日（日）14：00〜15：00
対どなたでも
▶ブックスタート事業（受付中）
日 3月18日（月） 

10：30〜11：00、11：30〜12：00
対 平成30年10月生まれの赤ちゃんと 

保護者の方
申電話又はメール、窓口で
▶市民図書館講座 
「元国税局芸人の“たのしい税金”」
日3月23日（土）13：30〜15：00
場和光市図書館（本館）会議室
対市内在住・在学の中高生：先着30名
講 さんきゅう倉田（よしもとクリエイティブ・

エージェンシー所属）
申電話又はメール、窓口で

問  ☎462-7890 10：00〜22：00 休館日／25日（月）

勤労福祉センター（アクシス）

※ キッズテニス 費500円　キッズダンス&英会話 費1,000円

当日参加型クラス　費510円　持室内履
 詳細はお問い合わせください。

教室名 曜日 日 時間 定員
貯筋体操 月 4・11・18 10：30〜11：30 20

骨盤コンディショニング
&ストレッチ 火 5・12・19・

26 10：30〜11：30 18

かんたんエアロ 水 6・13・20・
27 13：00〜14：00 30

ストラーラヨーガ 水 6・13・20・
27 19：30〜20：30 15

卓球 木 7・14・28 13：00〜15：00 28

ズンバ 金 1・8・15・
22・29 10：45〜11：45 30

ストレッチヨーガ 土 2・9・16・
23・30 10：15〜11：15 18

事前申込み型クラス　費510円※
教室名 曜日 日 時間 定員

おりがみ 火 12・26 13：30〜15：00 15
子育てママのボディ
メイク（5歳まで） 火 5・12・19・

26 10：30〜11：45 20

キッズテニススクール
（未就学児） 水 13 15：00〜15：40 20

フラワー
アレンジメント 水 13・27 13：30〜15：00 12

書道一般・
ボールペン字教室 木 14・28 19：30〜20：30 20

キッズフットサル
スクール（月謝制）

月 4・11・18
U-6・9・12 

無料体験あり 15
金 1・8・15・22

・29
絵手紙 金 8・22 10：00〜12：00 10
キッズダンス&
英会話（4歳～小学生） 金 1・8・15・22

・29 16：30〜17：30 20

☎463-8723 h0301@city.wako.lg.jp
開館時間／ 平日 9：30〜20：00 土・日・祝日 9：30〜18：00
3月の休館日／ 館内整理日：14日・28日

図書館� ※場のない場合は会議室

広報   2019年3月号 11● 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。

スポーツ生涯学習 ひ ろ ば 予
生涯学習施設・スポーツ施設からのお知らせ
マークがあるものは申込みが必要です｡予約マークのないものは、当日直接会場へ。


