
募 集
●あすかお琴教室
毎月第1、3木曜10：00〜12：00／わこうの丘地域
交流室／月4500円／講師　川端あすか／お琴
の興味のある方、琴の音色を一緒に楽しみませ
んか?／個人レッスン（初めての方からお気軽に
お問合せください）／お琴は用意あり／下川☎
090-1849-1313、川端☎090-6142-1217
●MFグリークラブ和光（男声合唱）
毎月3回、金曜日19：00〜21：00／中央公民館3階視
聴覚室／月2000円／男声合唱を楽しみませんか
／年齢不問、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
●太極拳クラブ希望（のぞみ）
毎週木曜日19：00〜21：00／月3000円／中央公民
館体育室／見学、体験練習歓迎（無料）／田辺☎
090-2653-7627、屋代☎070-6552-3181
●坂下日本画クラブ
毎週月曜10：00〜16：00／坂下公民館別館第三会
議室／月3000円／日本画を楽しみながら描いてみ
ませんか／随時見学OK、気軽にお越しください／
指導講師 真鍋修先生、芸大出身／内田☎461-9072
●大人のケンハモ（鍵盤ハーモニカ）合唱団�
お仲間募集中♪

毎月第2水曜日、第4土曜日10：00〜12：00／中央

公民館／月3000円、1回1500円／体験1回500円
／お持ちの鍵ハモがなければお貸しします／
楽譜がよめなくても大丈夫です／ケンハモ認定
講師がていねいにご指導します／松永☎090-
6899-5417／松浦☎090-6144-5646
●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1000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／渡辺☎090-5561-
4781、奥山☎090-9016-2035
●太極拳初心者募集（太極拳樹林）
毎週木曜日15：00〜16：30／総合体育館 剣道場／
月3000円／まったくの初めての人歓迎／ゆっく
りていねいに練習します／小池☎090-5416-4208
●元気な心と体のために健身気功を
毎週火曜日・毎週金曜日15：15〜16：45／火曜日
　中央公民館、金曜日　南公民館／月3000円／
心も体も開放されて、気持ち良くストレス解消
します。今、世界中で静かなブームです／中川☎
080-6505-6134　
●着付け「藤の会」募集中
毎月2回火曜教室10：00〜12：00、毎月2回 土曜
教室13：30〜15：30／朝霞中央公民館／入会金
1000円、月3000円／7月、8月は浴衣の講習をしま
す／近藤☎090-1103-0471
●早起き太極拳・健身気功
7月27日、8月3日、10日、17日、24日各土曜日7：00
〜8：00／樹林公園屋根付き広場／無料／新井☎
048-467-3229

催 し
●発達障害を考える母の会
毎月第4日曜日14：30〜16：30／志木市本町6-22-
45福島脳神経外科・内科クリニック内　志木認

知行動カウンセリング室／1回1000円／認知行
動治療法学習と発達障害をかんがえる母親の家
族会／NPO志木認知行動カウンセリング室 熊谷
☎070-5025-5759
●Aloha!�ステージ�
～ハワイアンチャリティショーin�和光～

7月6日（土）13：30〜15：30／サンアゼリア小ホー
ル／入場無料／和光市で活動しているハワイア
ンバンドとフラチームの共演、生演奏とフラをお
楽しみください／宮下☎050-3551-1535、吉川☎
080-1032-5444
●弦楽四重奏のコンサート
7月8日（月）18：00〜20：00／カフェ・ツーテンジャ
ック／1回2500円／1部 ラヴェル：弦楽四重奏曲
へ長調、2部 ジャズ、映画音楽、オペラ等からリク
エストを受付けます／二戸☎090-7019-4850
●アリエッタ交響楽団第12回演奏会
7月15日（月・祝）13：15開場、14：00開演／サンア
ゼリア大ホール／ブラームスの第4交響曲・サン
=サーンスのヴァイオリン協奏曲／全自由席500
円サンアゼリア468-7771又はイープラス（ネッ
ト）にてお求めください（当日券有）／未就学児
のご入場はご遠慮ください／事務局 中丸☎090-
5425-7553、  a-symphony_orchestra@live.jp  
http：//arietta.3zoku.com/
●朝霞駐屯地納涼大会
7月17日（水）16：45〜21：00（入場は20：20まで）／
朝霞駐屯地（北グラウンド、厚生センター）／盆
踊り、打上げ花火、音楽演奏、太鼓演奏、野外売店 
イベント等／朝霞駐屯地広報班☎048-460-1711

（内線：4443）
●暮らしと事業の無料相談会
7月20日（土）9：30〜12：30／本町地域センター会

議室／相続、遺言、離婚、各種許認可、会社設立な
どのご相談／埼玉行政書士会朝霞支部 波澄☎
048-462-2666
●第20回�みつばすみれ学園・すずらん夏まつり
7月27日（土）17：00〜20：00／みつばすみれ学園・
すずらん（志木市下宗岡1-23-1）／今年もみつばす
みれ学園・すずらん合同の夏祭りを開催します。夏
の夜のひと時を一緒に楽しみましょう／みつばす
みれ学園048-471-3115、すずらん☎048-470-3216
●第36回�朝霞市民まつり�「彩夏祭」
8月2日（金）〈前夜祭〉〜4日（日）／朝霞中央公園・
青葉台公園及び周辺道路、北朝霞公園／花火
の打ち上げ 8月3日（土）19：15〜20：15 朝霞中央
公園周辺／朝霞市民まつり実行委員会事務局 

（朝霞市市民環境部地域づくり支援課）☎048-
463-2645
●市民フォーラム�
「知って得するくすりの話パート2」

8月25日（日）11：00〜17：00／志木ふれあいプラ
ザ（マルイファミリー志木8F）／無料／申込不要
／骨にまつわる話、お薬の正しい使い方などの
講演、薬剤師によるお薬相談など／講師：新座志
木中央病院院長 林 淳慈先生／朝霞地区薬剤会
☎048-483-4125
●映画『みんなの学校』上映会+対話会
9月8日（日）上映 会10：30〜、13：30〜（開場30
分前）／対話会15：30〜／サンアゼリア小ホー
ル ／7月7日前 売り開 始!／ 前 売り大 人1000円

（当日1200円）小中高生500円（当日600円）／プ
レイガイド：サンアゼリア、イトーヨーカドー
和光店2Fチケットコーナー他／主催：「みんな
の学校」みんなで見よう ! in 和光実行委員会 

 https://www.wakokyodo.net/minschool/

問 �秘書広報課�☎424-9091

みんなの 伝言板

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

遥かなる甲子園
8月4日（日）14：00開演 
大ホール 全席自由 入場無料
出演／関西芸術座 ほか
内容／ 沖縄福里ろう学校球児たちの実話を

もとにした、明るく躍動的な演劇作品。

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
※2歳以下膝上無料。障がい者割引500円。
※介助者1名まで無料。

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
出演／清水夏生（タップアーティスト）ほか
※ 3歳以下膝上無料。お席をご利用の場合は子ども料

金となります。
※ 8月24日の公演には、オープニングアクトとエンディ

ングに、下記ワークショップの参加者が出演します。

《 サンアゼリア夏期集中ダンスワークショップ 
参加者募集!》

8月3日・10日・17日・24日（本公演） 各土曜日
※7月27日（土）14：30より事前説明会あり
定員／15名 対象／小学生（全学年）
※ 参加者にはタップシューズを無料でレンタルいた

します。
※ ご応募の詳細はサンアゼリアHPをご確認ください。

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。

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。

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

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

7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

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）
A席3,300円（友の会 2,800円）
出演／ 高嶋ちさ子、男組［今野均（ヴァイオ

リン）、江口心一（チェロ）、生野正樹
（ヴィオラ）、伊賀拓郎（ピアノ）］

※未就学児の入場はご遠慮願います。
※都合により男組出演者が変更になる場合があります。
※友の会会員価格でのご購入はお一人様4枚まで。

11月
梅沢富美男劇団 和光特別公演
11月17日（日） 13：30/17：30開演 
大ホール 全席指定
 S 席5,500円 

（友の会 5,000円）
A席4,500円（友の会 4,000円）
発売日： 友の会 7月13日（土） 

一般 7月20日（土）
※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。
※友の会会員価格でのご購入はお一人様4枚まで。

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

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
※�ゆめちかのみ看護師（アルバイト）募集。
詳細はお問い合わせください。

※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
※短期間のみでも大歓迎
※�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
■高次脳機能障がいのDVD視聴と茶話会
　当事者や家族が集まりDVDを視聴した
後にお茶会をします。関心のある方もお茶
を飲みながら話をしませんか?
日7月19日（金）10：00～12：00
場�和光市総合福祉会館�和光市生活介護
施設ゆめちか

対当事者、家族、関心のある方
内��DVD�「Reborn�～再生を描く～」（59分）
問�ほっと☆さぽーと事務局�☎465-4525
■福祉共育講習会
日7月30日（火）
　�10：00から�車いす体験�
11：00から�ガイドヘルプ体験

場和光市総合福祉会館3階�会議室2

対どなたでも　費無料
申7月24日（水）までボラセンへ。
■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�①7月18日（木）13：30～14：30�
②7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�7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

『今年のサマージャンボ宝くじは、1等・前後賞合わせて7億円』『サマージャンボミニも同時発売』
発売期間／7月2日（火）～8月2日（金）　抽選日／8月14日（水）　※�この宝くじの収益金は市町村の明るく住みよいまちづくりに使われます。
問�公益財団法人�埼玉県市町村振興協会�☎048-822-5004

サマージャンボ
宝くじ
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