
募 集
●アプリコット�
（モダンバレエ&クラッシックバレエ）

毎週水曜日17：30〜18：30／ゆめあい和光／
対象年齢3歳以上／バレエに必要なテクニッ
ク・ステップなど一緒に学ぼう／浅野☎090-
3593-6722
●放送大学入学生募集
放送大学はテレビ・インターネットで授業を
行う通信制の大学です／ただいま2019年10
月入学生を募集しています／詳しい資料を
送付いたしますので、お気軽にお問い合わせ
ください／出願期間2019年6月15日〜8月31
日、9月1日〜9月20日／資料請求、問合せ 放
送大学埼玉学習センター☎048-650-2611
●玉龍吟道会・和光駅前教場（詩吟の会）
毎週2.4水曜日19：00〜21：00／本町地域セン
ター／月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
●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1,000円／ビーンズ袋
を使って音楽に合わせてストレッチを行いま
す。見学体験いつでも歓迎。どなたでもでき

ます／佐々木☎464-5266、佐々木☎464-8813
●和光そろばん教室
毎週月曜〜木曜（週2回希望曜日を選択）15：
15〜17：45（随時制1日1時間）／和光市総合体
育館 会議室／入会金5,000円／月5,500円（教
材費別）／年長以上。週2回。月8時間。そろば
ん学習で数の理解と数感覚を養い、計算力・
暗記力を鍛えましょう。見学随時受付中。そ
ろばんとバッグはプレゼントします（全国
珠算学校連盟指定教場）／谷内☎090-9371-
4112
●メロンパンクラブ
毎月第3火曜日9：15〜13：00／中央公民館／
入会金1000円、1回1700円／パン、お菓子作
りをいっしょに学べます／長野☎467-8303
●空手教室（公式ルール派）
毎週木曜日18：00〜19：30／南公民館／入会
金1,000円、月2,000円／2歳半〜高齢者まで対
象。初心者から師範科までの空手を誰でも
無理なくわかりやすく指導しています。無料
体験、家族割引あり／依岡☎090-3223-9467
●現代吟詠サークル吟華
毎月第1、3の火曜日か第2、4の金曜日／中央
公民館／入会金1,000円／月3,000円／日本の
心。現在に活きる詩吟を始めませんか／秋
山☎080-5028-6940、松沢☎090-6357-1026
●和光中央空手サークル
毎週日曜日18：00〜19：30／中央公民館／月
2,000円／スポーツ、健康、護身、礼節の空手
／幼児（3歳）〜親子、ファミリーまで／まず
は体験してみて下さい。いつでも可です／

朽木☎090-3877-6411
●リ・フラワージュ�フラワーサークル
6月9日（日）13：00〜15：00、12日（水）13：00〜
15：00、17日（月）9：30〜12：00／中央公民館
／花材費・資材費のみ／アレンジ、ハーバリ
ウム／榎本☎090-7816-2013

催 し
●ベビーカーコンサート�in�練馬
6月8日（土）10：50〜11：30（開場10：20）大泉学
園ゆめりあホール／大人1000円、子ども500
円、抱っこ無料／トランペットとピアノと歌
による演奏会／練馬のおたから音楽会  
n.otakarakai@gmail.com、櫻井☎080-5037-7177
●埼玉土建�第42回ふれあい住宅デー
6月9日（日）10：00〜15：00／新倉北地域セン
ター、越後山公園／無料／建設業体験、包丁
研ぎ、無料住宅相談など／埼玉土建朝志和
支部☎048-462-1303
●「歌とピアノとハープ」サマーコンサート
6月13日（木）15：00〜16：00／カフェ・ツーテ
ンジャック／2,000円／コーヒー片手に生演
奏に浸りませんか／二戸☎090-7019-4850
●笑いヨガ&笑とれっち（笑い・姿勢・呼吸）
6月13日、27日、7月11日、25日（木）10：30〜11：
30／大人の秘密基地アルコイリス／1回500
円／呼吸で若がえる!笑いのストレッチ／お
水、動きやすい服装／松下☎090-3047-2761
●和光教育文化子育てセンター講演会�
「未来につなぐ保育を」

6月15日（土）14：10〜15：30／中央公民館 視

聴覚室／無料／保育について語り合いまし
ょう。元保育士のお話を聞き、どの子ものび
のびと育つ保育について考えます／岡田☎
080-5065-7729
●オペラ合唱の名曲「行け、我が想いよ、�
黄金の翼に乗って」をみんなで歌おう!

6月16日（日）開演14：00〜／イタリア文化会
館アニェッリホール／参加費3000円、高校生
まで無料／ヴィート・クレメンテ氏によるレ
クチャーコンサート／要事前申込、定員300
名／オペラ彩☎201-3121、☎090-3136-0573
●長尾春花バイオリンコンサート
6月23日（日）14：30〜16：30／志木ふれあい
プラザ（マルイファミリー志木8階）／前売
2000円／チャイコフスキー：バイオリン協奏
曲35、竹内邦光：「落梅集」その他／志木音楽
鑑賞会☎090-7704-4141
●ドルチェ合唱団♪（女声合唱）�
ミニコンサート

6月24日（月）11：00〜11：45／中央公民館 視
聴覚室／入場無料／いつもの練習場をコン
サートホールに!これまでにご好評いただい
た曲を厳選してお届けします／母の愛に満
ちたハーモニーに癒されませんか?お子様連
れ大歓迎／熊澤☎090-6502-8937
●浴衣を自分で着てみませんか
6月27日（木）13：30〜15：00／中央公民館・和
室／募集人数3名先着順／申込期間6月1日
〜6月10日／無料／浴衣、帯などは持参して
ください／着物文化会 山本☎465-6405

問 �秘書広報課�☎424-9091

みんなの 伝言板

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 
2,500円（友の会 2,000円）
軽食券 500円（事前限定70食）
軽食内容／おいしいみそ汁とおにぎり2個
※未就学児の入場はご遠慮願います。
発売日： 友の会会員 発売中 

一般 5月4日（土）

第2回 真夏の歌の祭典 in 和光
7月28日（日）14：00開演 
大ホール
全席自由 2,000円

（友の会 1,800円）
当日券 2,500円

出演／ 和田タカ子（ソプラノ）、 
田代誠（テノール）、布施忠良（バリトン）、 
小笠原貞宗（ピアノ） ほか

※未就学児の入場はご遠慮願います。

8月
海宝直人 CONCERT 2019 

『I hope.』 in WAKO
8月3日（土） 17：00開演
大ホール
S席  6,480円（友の会 6,000円）
※4歳以上よりチケット必要

誰でもコンサート Go for 2020 
〜Over The Border〜
8月10日（土）11：00開演 大ホール
全席自由  一般 1,000円 

子ども（3歳〜小学生以下）500円
※ 障がいのある人は一般料金から500円引き、

介助の人は1名様まで無料。
※2歳以下膝上無料

Dance&Music show 
Earth Beats' Emotion〜和シアター〜
8月23日（金）19：00開演
8月24日（土）13：00/16：30開演
小ホール 全席自由
一般 3,000円

（友の会 2,700円）  
子ども（4歳〜中学生）
1,500円
※ 3歳以下膝上無料 

お席をご利用の際は子ども料金となります。

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
※小学生以上チケット必要

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
※ 詳細はホームページをご確認ください。
※6月7日（金）必着
問合せ／ 陸上自衛隊東部方面音楽隊 

☎048-460-1711（内線：3640）

清水かつら記念・童謡フェスティバル 
みんなでつくるコンサート
6月29日（土）11：00開演 
大ホール 全席自由 500円
※ チケット1枚につきこども 
（小学生以下）1名まで無料

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

6月の休館日：�19日（水）
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

9月
綾小路きみまろ爆笑スーパーライブ
9月24日（火） 14：00開演 
大ホール
全席指定  S席 5,800円 

（友の会 5,500円） 
A席 5,300円

※ 18歳未満のご入場は 
ご遠慮願います。

10月
高嶋ちさ子 ピアノクインテット 2019
10月19日（土）14：00開演 大ホール
全席指定
S席4,300円（友の会 3,800円 ※4枚まで）
A席3,300円（友の会 2,800円 ※4枚まで）
発売日： 友の会 6月23日（日） 

一　般 6月30日（日）
※未就学児の入場はご遠慮願います。
※ 発売初日はお一人様4枚までの販売となり

ます。

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》 
和光市舞踊協会 第36回 舞踊まつり
6月23日（日）11：00開演 大ホール

LiSA 全国ホールツアー開催決定!
7月3日（日）サンアゼリア大ホール

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。

◦軽作業ボランティア
日�①6月20日（木）13：30～14：30�
②6月24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�6月20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6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）


