
募 集
●弓道初心者教室（全10回）
5月11日（土）から毎週土曜日12：00〜15：00／
総合体育館 弓道場／受講費5,000円／弓道基
礎技術の習得となります／和光弓道連盟 濱松 
wakoukyuren@gmail.com 和光市弓道連盟ホー
ムページ https：//wakou-kyuren2007.jimdo.com
●和光ビーンズクラブ
毎週月曜日9：00〜10：20／中央公民館 体育室／
入会金500円、月1000円／300g〜500gのビーン
ズを2袋使って先生の指導のもと音楽に合わせ
てストレッチなどを行います。どなたでもできま
す／佐々木☎464-5266、佐々木464-8813
●オペラ勧進
4月19日、5月17日（金）15：30〜16：30／クロッシ
ェト・ドゥ・ボワ／1人1000円（ドリンク付）／芸術
にまつわるよもやま話を中心に毎月第3金曜日
に開催しています。一緒に歌うコーナーもありま
す♪／オペラ彩 和田☎201-3121
●Easy�English�Time
月3回木曜日①17：30〜18：30②18：30〜19：30／
南公民館／入会金500円、月3000円、1回1500円
／対象：小学生／外国人の先生と楽しく英語を
学ぼう／千本☎090-9398-9395
●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（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
●朝霞市体育協会柔道部
毎週月曜日、金曜日18：30〜21：00、朝霞第三中学
校 蜂武館 柔道場／毎週火曜日、木曜日18：30〜
21：00、朝霞市武道館柔道場／入会金1000円、小
学生 月2000円、中学生以上 500円／最近増えて
いる子どものケガ、柔道の受け身練習が体を守

り、強い心と体の健康のためになります／橋本
☎090-2454-9691
●和光プアマナ（フラダンス）
毎週木曜日10：00〜11：15／南公民館 体育室／
入会金1000円、月3800円／健康増進と心身の若
返りに。経験、年齢は不問／中谷465-1206
●ベビーとママのHAPPYサークル�ニコママ
月3回木曜日10：00〜／中央公民館和室／1回
1200円／親子ヨガ、ベビマ・リトミック等、毎回
様々な内容でベビーとママが楽しめる、保健師
が主催する親子サークルです。詳しくはhttp：//
nicori8.com／野島☎050-3188-8882
●和光書道
①4月9日、16日、23日各火曜日15：00〜17：00、白子
コミュニティーセンター／②4月10日、24日各水曜
日17：00〜19：00、本町地域センター／小学1年〜
一般。初心者歓迎。見学自由／佐々木☎202-5515
●MFグリークラブ和光（男声合唱）
月3回金曜日19：00〜21：00／中央公民館 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。足を引っ張る人がいたら、自
称音楽の藪医者「布施」が手を引っ張って助けま
す／布施☎090-2253-2647、池田☎080-1279-1705
●和光市長野県人会�会員募集
長野県出身者の親睦団体です／カラオケ会（毎
月）、親睦会、温泉バス旅行などで楽しんでいま
す／会費年2000円（行事参加は都度実費）／駒村
☎463-6635
●水色クラブ
第二水曜日13：00〜15：00／中央公民館 講義室
／月1,000円／水彩色鉛筆を使ってそれぞれ個
人の表現を追求。また、会員相互の親睦を深める
／吉田☎462-8835／佐々木☎090-3518-1675
●空手無料体験（和光剛柔館）
毎週月曜日19：00〜20：00、大和中学校武道場／
毎週金曜日18：00〜19：30、第三小学校体育館／
体力、技術の上達を通じて気力、精神力を高めま
す。随時、体験受付中／和光剛柔館HP goujyukan.
wixsite.com
●わこう絵手紙会
第1、第3水曜日13：00〜15：00／中央公民館／入
会金1000円、1回1000円／初心者歓迎。“ヘタでい

い、ヘタがいい”で気軽に始めてみませんか／桑
原☎080-3401-6445
●和光気功経絡体操
毎週月曜日10：00〜12：00／和光市総合福祉会館 
和室／月2500円／丹田呼吸と共に体の深部から
全身を柔軟にする体操です／安田☎465-0216
●玉龍吟道会�和光駅前教場（詩吟の会）
第2、第4水曜日19：00〜21：00／本町地域センタ
ー／入会金1,000円、1回500円／大きな声で健康
増進、ストレス発散。古今の名詩を吟じましょう
／渡辺☎090-3082-3435、奥山☎090-9016-2035

催 し
●プロと楽しむこども音楽会�
（みにこん会・こども音楽ドットコム）

4月2日（火）、開場13：00、開演13：30〜14：45／サ
ンアゼリア 小ホール／1人600円／サックスと
ピアノによる演奏会。鍵盤ハーモニカを持参。
スケッチブックと色鉛筆又はクレヨンを持参／
申込 kodomoongaku.com@gmail.com／櫻井☎
080-5037-7177
●不動産鑑定士による不動産の無料相談会
4月6日（土）10：00〜16：00／さいたま市浦和コミ
ュニティーセンター第6集会室、東上パールビル
ヂング4階第3会議室／公益社団法人埼玉県不動
産鑑定士協会☎048-789-6000
●敷金（賃貸住宅）トラブル110番
4月6日（土）、7日（日）10：00〜16：00／電話相談
048-838-1889／無料／埼玉司法書士会事務局☎
048-863-7861
●春だ花見だ�全員集合�
下新倉西本村さくら公園�ひまわり祭り

4月13日（土）10：00〜14：00（雨天中止）／西本村
さくら公園、地域交流施設ひまわり、翔裕館／移
動動物園、ちんどんや、お祭りフード、手作り雑貨
販売、気功体験／花見をしながら楽しみましょ
う／守屋☎486-9371
●第9回コーラスフェスティバル�in�和光
4月14日（日）開演13：30／サンアゼリア大ホール
／無料／近隣の朝霞、志木、新座のコーラスグル
ープによる合唱の発表会／脇田☎479-0380
●音楽とお茶を楽しむ会
4月16日（火）、5月21日（火）14：00〜15：30／シー

アイハイツ和光集会棟／1回800円／4月はピア
ノデュオ、5月は声楽（ソプラノ）とピアノ／吉田
☎090-7722-2623
●求人企業合同説明会
4月17日（水）受付12：00〜15：30、開催13：00〜16：
00 大宮ソニックシティビル市民ホール／対象：
2020年3月大学・短大・専門学校など卒業予定者、
3年以内の既卒者も参加可／新卒者は担当者か
ら企業説明を受けていただきます。既卒者の方
は面接可能です。履歴書を複数枚持参してくだ
さい。予約不要。参加費無料／埼玉県雇用対策
協議会☎048-647-4185
●笑う健康法「笑いヨガ&笑とれっち」�
体と心を整えよう�!!

①4月18日、25日、5月16日、23日各木曜日10：30〜11：
30／大人の秘密基地arcoiris／500円／②4月12日、
5月10日各金曜日18：00〜19：15／ツーテンジャック
／本格コーヒー付1000円／松下☎090-3047-2761
●第14回ヤングアーチストピアノコンチェルト
4月21日（日）14：00〜／サンアゼリア大ホール／前
売り500円（全席自由）当日900円／ヤングアーチス
ト協会 young_artist@yaa.gr.jp又はhttp：//yaa.gr.jp
●太極拳伝来60周年記念祭�
太極拳、気功、カンフー祭り

4月27日（土）12：30〜14：30／和光樹林公園（雨天
中止）／無料／来て、見て、マネして下さい。どな
たでも参加可／新井☎467-3229
●5月連休�特別国内感動体験プログラム参加者
募集「日本海から太平洋へ野宿&世界文化遺
産・伝統文化体験の旅」

4月29日（月）〜5月4日（土）5泊6日／小学3年〜中
学3年 20名／4月5日（金）先着順受付／公益財団
法人国際青少年研修協会☎03-6417-9721
●花をつつじに指定している市区町村交流つつ
じハイキング�越生駅東口開設記念・新元号ス
タート特別記念

5月2日（木）／9：00〜15：00／300円（保険代等）／
4月20日（土）までに越生町HPの電子申請または
FAX 049-292-5400で申込み
●司法書士法律相談会
毎週木曜日（祝日を除く）13：30〜16：30／無料
／ウエスタ川越／要予約、電話予約☎048-838-
7472／埼玉司法書士会事務局☎048-863-7861

問 �秘書広報課�☎424-9091

みんなの 伝言板

6月
和太鼓会�和光太鼓発足45周年記念公演
6月9日（日）12：00開演 大ホール
全席指定 2,500円 当日券 3,000円
出演／ 和太鼓会和光太鼓、大江戸助六太鼓、 

サンフランシスコ太鼓道場、 
太鼓集団天邪鬼、千葉彩加（マリンバ） 
ほか

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）
※ 未就学児の入場はご遠慮願います。

陸上自衛隊東部方面音楽隊�
第71回定期演奏会
6月22日（土） 14：00開演 大ホール 入場無料
※東部方面音楽隊へ要申込
※ 詳細は陸上自衛隊東部方面音楽隊 

ホームページをご確認ください。
問合せ／ 陸上自衛隊東部方面音楽隊 

☎048-460-1711（内線：3640）

7月
長谷見誠MUSIC�PLACE
7月6日（土） 15：00開演 大ホール
全席自由 
3,000円（友の会2,500円）
大・高校生1,000円 
中・小学生500円
※未就学児の入場はご遠慮願います。

サンアゼリア寄席�古今亭菊之丞�
#きくのじょう落語的楽しみかた
7月26日（金）19：00開演 小ホール
全席指定 一般 2,500円（友の会 2,000円）
軽食券 500円（事前限定70食）
※未就学児の入場はご遠慮願います。
発売日： 友の会会員 4月27日（土） 

一般 5月4日（土）

4月
ザ・ニュースペーパー�LIVE2019

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
サンアゼリア寄席�
柳亭楽輔�神田松之丞�二人会
5月1日（水） 14：00開演 小ホール

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

4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

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26回ベビーカーコンサート�in�和光
4月2日（火）10：50 開演 小ホール

プロと楽しむ�こども音楽会
4月2日（火）13：30 開演 小ホール

和光市民合唱団第26回定期演奏会�
ハイドン作曲「四季」
4月29日（月・祝）13：30開演 大ホール

※ 期間中（ 4月30日まで）、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。

※ 詳しくは、ホームページまたは窓口でご
確認ください。

完売御礼

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
◦�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箇所のいずれかの学童にて勤務

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
※�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要確認。

※勤務日・勤務時間については相談可
問☎452-7111�採用担当
■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�①4月18日（木）13：30～14：30�
②4月22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�4月18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4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・ネウボラ課・保育サポート課・保育施設課・健康保険医療課・課税課（国民健康保険税）・収納課）


