
広沢3-1（樹林公園内） ☎462-0107
開館時間／9：00〜23：00　休館日／5月24日（金）
　　　　　総合体育館

◆�サービス型プログラムスケジュール（4月〜6月）のご案内
楽しみながら運動が続けられるプログラムがたくさんあります!自分にピッタリの運
動がきっと見つかります!! 是非体験してみて下さい。
対15歳以上（中学生を除く）
費 和光市在住・在勤・在学の方は軽スポーツ室利用券300円（2時間）、若しくは、トレー

ニング室利用券390円（3時間）をご購入していただくとご参加できます。
　和光市在住の65歳以上の方、障がい者手帳をお持ちの方は無料です。
※ 和光市外の方は、軽スポーツ室600円、トレーニング室780円となります。
持 初回時、個人利用者登録申請（住所・年齢がわかる公的な身分証明書）が必要。室内

専用運動シューズ、運動のできる動きやすい服装。
※No.1・7・9・23・33は定員がありますので、お問合せください。
No. 曜日 サービス型プログラム 時間
1

月

ストレッチ体操&ストレッチポール　　　　　　　　　15：15〜16：00

2 ストレッチヨガ 16：15〜17：00

3 ボディコンバット60 20：00〜21：00

4 テック+CXWORX 【新】 21：15〜22：00

5

火

コンビネーションステップ 9：15〜10：00

6 ボディシェイプエアロ 10：15〜11：00

7 フレックス・コンディショニング 15：00〜15：30

8 ボディシェイプエアロ 19：00〜19：45

9 ボディパンプ60 20：00〜21：00

10 ボディコンバット60 21：15〜22：15

11

水

太極拳 9：15〜10：05

12 ストレッチ体操 10：15〜10：55

13 ベーシックエアロ&ストレッチ 14：15〜15：15

14 ヨガ 15：30〜16：15

15
木

ボディバランス 12：00〜13：00

16 腰痛ケア体操 15：30〜16：20

17

金

ストレッチ体操 【新】 9：15〜10：00

18 ベーシックステップ&やさしい筋トレ 【新】 10：15〜11：15

19 ベーシックエアロ 13：15〜13：55

No. 曜日 サービス型プログラム 時間
20

金

ミドルエアロ 14：05〜14：50

21 やさしいヨガ 15：05〜15：50

22 ボディアタック45 19：30〜20：15

23 ボディパンプ45 20：30〜21：15

24 ボディコンバット45 21：30〜22：15

25

土

ラテンエアロ 9：15〜10：00

26 ズンバ 10：15〜11：00

27 ヨガ 11：15〜12：00

28 ヒップホップ 12：15〜13：15

29

日

コンビネーションステップ（時間変更） 9：30〜10：15

30 ミドルエアロ（時間変更） 10：25〜11：10

31 ズンバ（時間変更） 11：25〜12：10

32 ヨガ（時間変更） 12：20〜13：05

33 ボディパンプ60（時間変更） 13：20〜14：20

34 ボディコンバット60（時間変更） 14：35〜15：35

35 テック+CXWORX 【新】 15：45〜16：30

36 ボディバランス（時間変更） 16：45〜17：45

37 ハタヨガ（時間変更） 17：55〜18：55

▶端午の節句�鯉のぼり作り
日5月5日（日） 10：00から　対どなたでも
内 折り紙で鯉を折り、風車を付けて鯉のぼ

りを作ります。
費無料 ※材料は民家園で用意　申不要

▶工芸体験（布ぞうり作り）
日5月25日（土）9：30〜12：30
内 夏の室内履きに最適です。　持ハサミ
対成人　定先着7名　費800円（材料費）
申5月1日（水）9：00から電話又は窓口で

問☎・ 467-7575  休園日／8日・15日・22日・23日・24日・29日

新倉ふるさと民家園

▶「ラジオ体操・ゲートボール体験教室」�
（全26回）
日 5月1日（水）〜7月26日（金）の 

毎週水・金曜日 ※雨天中止
　ラジオ体操／8：45〜9：00
　ゲートボール／9：00〜10：30
場南公民館中庭　対市内在住の人
定先着20名　費無料　申 当日受付
持 汗ふき用タオル、飲み物（水分補給用） 

動きやすい服装

▶かがやき学級（5月）�
「熱中症予防と夏バテ対策」

　日頃の食事の摂りかたが重要となりま
す。一緒に学びましょう。
日5月29日（水）13：30〜15：00
場美術工作室　定先着30名　費無料
対市内在住の概ね60歳以上の人
申5月7日（火）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

▶絵本とお話の会
　毎月第2土曜日に、絵本の読み聞かせと
おはなし会を開いています。
日5月11日（土）11：15から
対幼児から小学校低学年
▶ブックスタート
　絵本をプレゼントします。わらべうたで
遊んだり、絵本についてのお話もあります。
日5月14日（火）11：00〜11：30

対H30年11月、12月生の子と保護者
場会議室
持母子健康手帳、絵本を持ち帰るための袋
申電話、メール、窓口で
▶小学生向けひまわりお話会
日5月15日（水）16：00から
▶あかちゃんタイム
日5月24日（金）11：00〜11：30
対乳幼児親子（出入り自由）

☎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：23日（木） 

※4月27日（土）〜5月6日（月）の10連休中は開館、5月7日（火）は休館

図書館下新倉分館

問  ☎462-7890 10：00〜22：00 休館日／27日（月）

勤労福祉センター（アクシス）

※ キッズテニススクール 費500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
骨盤コンディショニング
&ストレッチ 火 7・14・21・

28 10：30〜11：30 18

かんたんエアロ 水 8・15・22・
29 13：00〜14：00 30

ストラーラヨーガ 水 8・15・22・
29 19：30〜20：30 15

卓球 木 9・16・23・
30 13：00〜15：00 28

ズンバ 金 3・10・17・
24・31 10：45〜11：45 30

ストレッチヨーガ 土 11・18 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 14・28 13：30〜15：00 15
子育てママのボディ
メイク（5歳まで） 火 7・14・28 10：30〜11：45 20

キッズテニススクール
（未就学児） 水 8・22 15：20〜16：00 20

フラワー
アレンジメント 水 8・22 13：30〜15：00 12

書道一般・
ボールペン字教室 木 9・23 19：30〜20：30 20

キッズフットサル
スクール（月謝制）

月 13・20
U-6・9・12 

無料体験あり 15
金 10・17・24・

31

絵手紙 金 10・24 10：00〜12：00 10

▶あかちゃんタイム
日5月2日（木）、6月6日（木）10：30〜11：30
対乳幼児親子（出入り自由）
▶絵本とおはなしの会
日 5月11日、18日（土） 

11：00から／2、3歳くらいから 
14：00から／4、5歳くらいから

▶あかちゃんと楽しむ絵本とわらべうた
日 5月17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
▶ブックスタート事業
日  ①5月20日（月） ②6月3日（月） 

10：30〜11：00、11：30〜12：00
対  ①H30年12月生の子と保護者 

②H31年1月生の子と保護者
持母子健康手帳、絵本を持ち帰るための袋
申電話、メール、窓口で
▶土曜えほんタイム
日 5月25日（土） 

11：00から／2、3歳くらいから 
14：00から／4、5歳くらいから

▶Wonder�Club（英語絵本の読み聞かせ）
日5月26日（日）14：00〜15：00
対子どもから大人まで
▶大人のための朗読劇場�Part.21
　見て、聞いて、笑って、泣いて?…初夏の
午後、心にビタミンを!
日6月2日（日）14：00〜15：30
対高校生以上　定30名
▶子どもの科学�
「水の万華鏡をつくろう」
日6月15日（土）14：00〜15：30
対市内在住の小学生（定員30名）
講坂口 美佳子（科学読物研究会）
申 6月1日（土）（必着）往復はがきに住所、

氏名、電話番号、小学校名、学年を記入
の上、図書館へ郵送して下さい。消せる
ボールペンでの記入は不可。

※結果は6月8日（土）頃に返信します。

☎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
休館日／ 館内整理日9日（木）・23日（木）

図書館� ※場のない場合は会議室

和光市図書館の将来像
「みんなで育てる身近な図書館」
〜地域コミュニティを支える情報拠点を目指して〜

▶ママのためのストレッチ＆美ウォーク�
〜子連れOK!�未経験者OK〜�（保育あり）

日 5月21日・28日の各火曜日 10：30から
定先着10名　保1歳以上10名まで
申5月7日（火）から電話又は窓口で
▶第1回�きらめき学級�
「〜落語でひとときを楽しもう!�〜」
日 5月21日（火）10：00〜11：15
場2階研修室　定先着30名　費無料　

対市内在住・在勤の概ね60歳以上の人
内「粗忽長屋」、「そば道場のび太」
講五十八亭ふすま丸
申5月1日（水）から窓口又は電話で
▶初夏から始める、夏バテしない食事作り
日 6月21日・28日、7月5日の各金曜日 

10：00から
保1歳以上10名まで
申5月21日（火）まで電話又は窓口で

問☎464-1123 申要予約の講座は5月1日（水）9：00から窓口又は電話で

中央公民館

▶第36回�坂下公民館まつり
　公民館を利用する団体や一般市民が日
頃の学習成果を発表します。ステージ発
表や作品展示、模擬店など、子どもから大
人まで楽しめます。ぜひご来場ください！
作品展示／
　 17日（金）〜19日（日）10：00〜16：00 
公開発表／17日（金）
　10：00〜12：00 「健康体操」
　18：00〜20：30  「ダンスパーティー」
ビームライフル体験会／
　18日（土）10：00〜12：00
模擬店／ 19日（日）10：00〜12：30
芸能発表／ 19日（日）13：00〜17：00

▶若返り学級（全8回）
日 6月〜令和2年2月の原則毎月第2火曜日 
（8月を除く）10：00〜12：00

　※日時が変更になる場合もあります。
場別館2階 視聴覚室
対市内在住の60歳以上の人　定30名
内教養講座、物作り、体操など様々な学習
申 5月7日（火）〜24日（金）までに窓口又は

電話で

問☎464-5230 月〜日曜日 9：00〜21：30

坂下公民館

広報   2019年5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 ホームページ

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。


