
募 集
●レクダンス・ワコー
毎週木曜日10：00〜12：00／中央公民館 体育室／月1500円
／若さと健康維持をモットーに音楽に合わせて楽しく踊る
創作ダンスです／柴崎☎462-0357・秋山☎461-2216
●太極拳クラブ南「太極拳」会員募集
毎週火曜日19：00〜21：00／第五小学校体育館／見学・体験
無料／運動ができる服装、体育館シューズ、お飲み物をお持
ちください／秋間☎090-5540-4992 伊東☎466-0905
●高齢者対象のんびり体操
毎週火曜日10：30〜11：30／牛房コミュニティーセンター／
月2000円／よしみ体操 村山090-2620-4161
●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／月1,000円、
1回500円／古今の名詩・俳句・和歌・新体詩を楽しく詠じて
います／渡邉☎090-5561-4781 奥山☎090-9016-2035
●書道クラブ
毎月第2・4日曜日9：00〜12：00／本町地域センター／月
2500円／毛筆、硬筆、大人、子ども／須田☎462-8775
●和光映像クラブ
毎月第1木曜日（祝日のときは第3）16：00〜19：00／シーアイ
ハイツ集会棟2階／入会金無料／年3000円／ビデオ作品を
持ち寄って楽しんでいます／木下☎467-9823
●藤の会（着付け）
月2回 火曜日クラス10：15〜12：00、土曜日クラス13：30〜
15：30／朝霞中央公民館／入会金1000円、月3000円／初め
ての方歓迎します。見学可／近藤☎090-1103-0471

●楠の木そろばんクラブ
毎週金曜日①15：30〜②16：30〜③17：30〜④18：30〜各回
45分／中央公民館／入会金1000円（3、4月入会無料）月4500
円（教材費込み）／小学2年生以上。そろばんのすばらしい
効果が見直されています。計算力、集中力を高めましょう!
無料体験・随時受付／外岡☎090-5579-5174
●Talking�Plaza（初級英会話）メンバー募集
毎月第1、2、3水曜日13：30〜14：30／本町地域センター会議
室／お茶代などの実費／塩野☎464-8763、090-9370-9127
●英語ぺララ会（こども英会話）
毎週金曜日15：15〜15：50（幼稚園児）、15：50〜16：30（小学低
学年）、16：30〜17：10（小学高学年）／中央公民館／月3500
円／楽しく英語に触れてみませんか／英国人講師／体験
無料・随時受付／布施☎080-1200-5788
●和光JVC（小学生バレーボール）体験会
3月9日（土）10日（日）9：00〜11：00、14：00〜16：00／市内各小
学校／和光JVC濱田☎090-4617-4255
●楽しくうたう仲間募集�カラフルブーケ
毎月2、3回 火曜日 10：00〜12：00／中央公民館 音楽室／月
4500円（うち500円はイベント積み立て）／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
／見学、体験・随時受付／髙橋☎090-2301-4342（20：30以
降）  colorhul.bouquet.wakou@gmail.com
●メロディーキッズ和光・鍵盤ハーモニカと�

リトミックサークル
月3回土曜日13：30〜14：10／吹上コミュニティーセンター
／入会金3000円、1回900円／幼稚園年少〜年長／音楽で楽
しく！小学校での音楽授業に困ることはありません／中村
☎090-4092-9138
●親子リトミックサークル
月3回金曜日10：00〜10：40／吹上コミュニティーセンター
／入会金3000円、1回900円／1歳半前後の歩けるお子さん
〜就園前のお子さんとその保護者／親子でスキンシップを

取りながら楽しい音楽時間を過ごしてみませんか／中村☎
090-4092-9138
●気功を始めませんか?
毎週火曜日15：15〜16：45・中央公民館／毎週金曜日15：15〜
16：45・南公民館／月3000円／気血の流れを良くして免疫
力を高める健身気功で気持ちよく健康になりませんか／新
井☎467-3229、張☎080-9467-1029
●楊式太極拳（RIKEN太極拳クラブ）
毎週日曜日10：00〜12：00／中央公民館 体育室／月1000円
／老架式を中心に簡化式、対打などの稽古です／森川☎
461-6121
●YAMATO太極拳クラブ
毎週月曜日10：00〜11：30／総合体育館 剣道場／月1000円
／気を合わせてゆっくり動く健康のための太極拳です／当
真☎465-4516
●WAKO金曜太極拳クラブ
毎週金曜日10：00〜11：30／福祉会館プレイルーム1／月
1000円／太極拳の基本をしっかり身につけるクラスです／
大原☎090-5770-9788

催 し
●ひまわりサロン
3月1日（金）〜29日（金）／毎週木曜日10：00〜14：00、毎週火、
木、金曜日15：00〜17：00／地域交流施設ひまわり／cafeコ
ミュニティーフロア、お弁当、おそうざい、駄菓子販売／守
屋☎486-9371、424-4746
●歌とも朗読ともちがう「朗唱」の魅力にふれる集い
3月8日（金）10：00〜12：00／3月22日（金）／中央公民館  音
楽室／体験無料／日本語の美しい旋律を大切にした、健康
にも良い「朗唱」の魅力を体験してみませんか／秋山☎080-
5028-6940
●無料特設行政相談
3月8日（金）10：00〜17：00（受付16：30まで）／西武池袋本店

7階 行政、法律、くらしの相談コーナー／東京総合行政相談
所☎03-3987-0229
●絵本×自然「オリジナル宝箱づくり」
3月10日（日）10：00〜12：00／アグリパーク農業体験センタ
ー／材料費等1組1000円／お散歩も含め自然の中にある

「宝探し」をテーマに自然に関わる絵本を観ながらオリジナ
ルの宝箱を作ります／子育て支援サークルぽんぽこ 安部
☎080-5095-8781
●春�〜カフェ・ホワイトデーコンサート
3月14日（木）15：00〜16：30／カフェ・ツーテンジャック／
2000円／ソプラノ（宇田川かおり）、ピアノ（松永充代）、バリ
トン（清水一成）／コーヒー付き／二戸☎090-7019-4850
●暮らしと事業の無料相談会
3月16日（土）13：30〜16：00／新座市ほっとぷらざ3階会議
室／相続、遺言、離婚、各種許認可、会社設立などのご相談
／埼玉県行政書士会 朝霞支部 波澄☎048-462-2666
●黒崎杯（和光JVC主催小学生バレーボール近県交流大会）
3月17日（日）9：00〜16：00／総合体育館／入場無料／小学
生の迫力あるバレーボールを見に来てください／和光JVC
濱田☎090-4617-4255
●朗読の会「あめんぼ」20周年記念公演
3月23日（土）13：30〜15：00／中央公民館 会議室1／無料／
演目「あずかりやさん」大山淳子他／共催：みどりのそよ風
児童合唱団／あめんぼ☎080-5682-7035
●細田学園高等学校・吹奏楽部�定期演奏会
3月23日（土）開場14：00 開演14：30／志木市民会館パルシテ
ィ／無料／曲竹・飯泉☎048-471-3255
●朝霞高校吹奏楽部第1回定期演奏会
3月29日（金）13：30〜15：30／サンアゼリア小ホール／無料
／朝霞高等学校 代表 小嶋☎048-465-1010
●大人にも絵本の読み聞かせ（Yamato読み聞かせ隊）
3月31日（日）14：00〜15：30／図書館会議室／お一人でも親
子でも！／八木☎090-1651-5604

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 
〜サンアゼリアでお花見を〜さくら展
◆ 展示 3月21日（木・祝）〜26日（火） 

10：00〜17：00 企画展示棟
◆ オープニングコンサート 

〜地元アーティストによる華やかな箏の調べ〜 
3月21日（木・祝）10：00〜

◆ 読み聞かせ大型絵本 
〜 スタジオパパパによる子ども向けパ

フォーマンス〜
3月21日（木・祝）11：00〜

◆ ギャラリートーク 〜牧野富太郎と桜〜 
3月23日（土）13：00〜 
出演／田中純子（牧野記念庭園記念館学芸員）

◆ 会期中は様々な関連イベントを開催します。
※ 詳細はホームページをご確認ください。

4月

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）
※未就学児の入場はご遠慮願います。

5月

5月1日（水） 14：00開演 小ホール
前列指定席 3,000円（友の会2,700円）

（1〜7列目）
自由席2,500円（友の会2,200円）
●発売日  友の会3月3日（日） 

一般 3月10日（日）
※未就学児の入場はご遠慮願います。
※お一人様2枚までの販売となります。

6月
平原綾香CONCERT TOUR 2019 
〜幸せのありか〜

6月15日（土） 16：30開演 大ホール
全席指定 6,800円（友の会 6,300円）
●発売日  友の会 発売中 

一般 3月2日（土）

3月
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。

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
※駅前商店ひまわりが出店します。

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

3月の休館日：�6日（水）・12日（火）
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

《マチナカコンサート開催情報》 
マチナカコンサート in 駅前ステージ

3月29日（金） 15：00開演 入場無料
会場／和光市駅南口駅前広場 駅前ステージ
※ ご予約、お申込みなどの必要はございませ

ん。当日に会場へ直接お越しください。

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

《助成支援事業》 
第9回コーラスフェスティバル in 和光
4月14日（日） 13：30開演 大ホール

※ 3月1日〜4月30日の期間中、通常年会費
2,000円 の と こ ろ50%OFFの1,000円 で
2019年度サンアゼリア友の会にご継続・
ご入会いただけます。

※ 詳しくは、ホームページまたは窓口でご
確認ください。

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
◦学童クラブ支援員（正規職員）
給与／ 大卒174,200円～（賞与有） 

短大卒157,700円～（賞与有）
◦ 学童クラブ支援員
（パートタイマー・アルバイト）

勤務時間／原則12：00～19：00の6時間
※ 学校休業日は8：00～19：00の間の7.5

時間
勤務日／月～土曜日の週3～5日間
◦生活介護施設看護職員（専任職員）
勤務時間／9：00～17：00
勤務日／月～土曜日の週4日間
◦障がい者施設支援員（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
勤務時間／8：30～17：00の7.5時間　
勤務日／月～金曜日の週3～5日間勤務
※ゆめちかのみ月～土曜日まで
※各詳細はホームページ又はお問合せ。
問☎452-7111 採用担当
■和光つながりカフェ（第7回） 

～今、わたしたちができること～

日3月16日（土）13：30～16：00
場和光市総合福祉会館内
定80名（要予約）　費無料
内 第1部 講演： 緒方誠（益城町社会福祉協

議会 事務局次長）
第2部  チャリティーコンサート： 

コール・ソアールの皆さん
申 3月5日（火）までに、氏名・連絡先をボラ

ンティアセンターへ
■誰でも学べる手話公開講座
「聴覚障がいについて」

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3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　講調整中
申3月4日（月）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 ①3月28日（木）13：30～14：30

②3月25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 3月28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3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）


