
広沢3-1（樹林公園内） ☎462-0107
開館時間／9：00〜23：00　休館日／6月28日（金）
　　　　　総合体育館

◆2019年度第2期コース型教室受講生募集
日7月から9月　持動きやすい服装、室内用運動靴、汗ふきタオル等
申体育館受付6月1日（土）から電話予約可
※予約後一週間以内に体育館で入金していただきます。
※親子コースNo.1は、親1人子1人で1組となります。
※各コースの受講料、日程、対象年齢は体育館へお問い合わせください。
No. 曜日 コース型教室名 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

5 カラダ調整ヨガ 12：30〜13：30

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

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

24

水

ヨガ骨盤ケア 12：30〜13：30

25 ハワイアンフラ（水） 13：00〜14：00

27 キッズ体操B 15：10〜16：10

28 ジュニア体操 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

34 ジュニアバレエ（水） 17：45〜18：45

No. 曜日 コース型教室名 時間
35 水 リラックスヨガ 19：15〜20：15

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

45 バレエ（木） 19：30〜21：00

48

金

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   9：15〜10：15

54 ジュニア空手初級 10：15〜 11：15

56 背骨コンディショニングC 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

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

▶麦秋祭
日6月16日（日）10：00から
対どなたでも　定先着100人　費無料
内 子どもジャガイモ掘り、園内でふかしイ

モ、いろんな出店も店開き。
※子どもジャガイモ掘り体験は要申込み
申6月1日（土）9：00から電話又は窓口で

▶工芸体験（わらぞうり作り）
日6月20日（木）9：30〜15：00
対成人　定先着7名
費300円（材料費）
内 「わら」で編む昔ながらのぞうり作りを

体験できます。
申6月1日（土）9：00から電話又は窓口で

問☎・ 467-7575  休園日／5日・12日・19日・26日・27日・28日

新倉ふるさと民家園

▶かがやき学級（6月）
　特殊詐欺（振り込め詐欺）の手口を知っ
て、みんなで気をつけよう!!
日6月19日（水）13：30〜15：00
場会議室　定先着30名　費無料
対市内在住の概ね60歳以上の方
講朝霞警察署員　持筆記用具
申6月3日（月）9：00から電話又は窓口で

▶越生手づくりうちわ体験教室
　小川の和紙で押花のうちわを作ります。
日7月13日（土）10：00〜13：00
場会議室　講うちわ工房・しまの
対市内在住の小学1年生〜成人まで
※ 小学1〜4年生までの方は保護者同伴
定先着20名　費1,000円（当日徴収）
申6月4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

▶絵本とおはなしの会
日6月8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6月11日（火）11：00〜11：30
▶小学生向けひまわりお話会
日6月19日（水）16：00から　
▶本、雑誌のリサイクル
日6月22日（土）9：40〜11：00

内 本や雑誌を1人10冊まで無料で配布。
▶あかちゃんタイム
日 6月28日（金）11：00〜11：30
対乳幼児親子（出入自由）
▶おとなの楽しい音読教室
日6月28日（金）14：00〜15：00
対大人ならどなたでも
内声を出して脳の活性化 !
講神尾 敬子（ヴォイストレーナー）

☎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：27日（木）

図書館下新倉分館

▶絵本とおはなしの会
日6月1日・8日・15日の各土曜日
　11：00／2、3歳くらいから
　14：00／4、5歳くらいから
▶ブックスタート事業
日 ①6月3日（月） ②7月1日（月） 

10：30〜11：00、11：30〜12：00
対 ①H31年1月生まれの子と保護者 

②H31年2月生まれの子と保護者
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
▶あかちゃんタイム
日 6月6日、7月4日の各木曜日 

10：30〜11：30
対乳幼児親子（出入り自由）
▶世界おはなしめぐり
日6月8日（土）14：00から　対6歳から
▶出張ブックスタート
日 6月20日（木）10：30〜11：00

対 H28年4月生まれの赤ちゃんと保護者で
過去のブックスタートにに参加できな
かった人、図書館が遠く参加しにくい方

場南子育て世代包括支援センター
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
▶あかちゃんと楽しむ絵本とわらべうた
日 6月21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
▶土曜えほんタイム
日6月22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
▶七夕おはなし会
日7月6日（土）
　11：00〜11：30／2、3歳くらいから
　14：00〜14：40／4、5歳くらいから
内七夕にちなんだ紙芝居・絵本の読み聞かせ

☎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13日（木）・27日（木）

図書館

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〜

▶いきいき教養講座 
〜自分へのごほうびに〜

日 6月17（月）・28日（金）、7月5日（金）・
12日（金）・19（金）全5回 10：00から

対 2〜3歳までの子どもを育てている市
内在住の成人で全5回参加可能な人

定10名　保先着10名（1歳以上）
内 親子で体操、アロマ、ポーセラーツ 
（実費負担あり）

申6月3日（月）から窓口又は電話で
▶おとなの漢字教室
日6月19日、26日（水）10：00〜11：30
対市内在住・在勤の方　定先着20名
内 新元号「令和」の漢字の成り立ち
申6月3日（月）9：00から窓口又は電話で

▶手しごと講座「ジレ（羽
は

織
おり

もの）」
日6月21日（金）13：30〜16：30
場2階  研修室　定先着15名
費材料費1,000円（当日持参願います）
内手縫い・2〜3時間で1着作製
持 筆記用具、針、裁ちばさみ、定規、まち

針、縫い針、糸切りばさみ
申6月1日（土）から窓口又は電話で
▶「第2回きらめき学級・落語」
日6月25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・在勤のおおむね60歳以上 

※60歳以下でもご参加できます。
落語演目／「松山鏡」「ちはやふる」
申6月1日（土）から窓口又は電話で

問☎464-1123 月〜日曜日 9：00〜21：00

中央公民館

▶じゃがいも掘り
日6月29日（土）10：30〜12：00
※小雨決行、荒天時は6月30日（日）に順延
対市内在住の親子　定先着20組
費1組800円（5株分）
　※ 支払いは21日（金）までの平日9：00

〜17：00に窓口へ
内近隣の畑でじゃがいも掘り体験をした
後、収穫したてのじゃがいもを試食。
持 持ち帰り用レジ袋、軍手、長靴、 

シャベル、タオル、飲み物
申 6月3日（月）から窓口又は電話で
▶和楽器講座
日 7月24日・31日、8月7日・21日・28日の

各水曜日 10：00〜11：30
場視聴覚室  定10名  費無料  持筆記用具
対市内在住・在学の小学4年生〜高校生
内 日本の伝統芸能「箏（こと）」を楽しく奏

でる。
申6月28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

問  ☎462-7890 10：00〜22：00 休館日／24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 4・11・18・

25 10：30〜11：30 18

かんたんエアロ 水 5・19・26 13：00〜14：00 30

ストラーラヨーガ 水 5・12・19・
26 19：30〜20：30 15

卓球 木 6・13・20・
27 13：00〜15：00 28

ズンバ 金 7・14・21・
28 10：45〜11：45 30

ストレッチヨーガ 土 1・8・15・
22・29 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 11・25 13：30〜15：00 15
子育てママのボディ
メイク（5歳まで） 火 4・11・18・

25 10：30〜11：45 20

キッズテニススクール
（未就学児） 水 12・26 15：20〜16：00 20

フラワー
アレンジメント 水 12・26 13：30〜15：00 12

書道一般・
ボールペン字教室 木 6・20 19：30〜20：30 15

キッズフットサル
スクール（月謝制）

月 3・10・17
U-6・9・12 

無料体験あり 15
金 7・14・21・

28
絵手紙 金 14・28 10：00〜12：00 10
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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。


