
12月7日（木）〜11日（月）に総合体育館で和光市初となる 
国際大会「第10回 アジア・エアガン選手権大会」を開催!
23か国、400名以上の選手団がプレエントリー中!

問 �東京オリンピック・パラリンピック等�
推進プロジェクトチーム� ☎424-9091�

a0100@city.wako.lg.jp
アジア・エアガン
大会開催に向けて vol.8

第10回 アジア・エアガン選手権大会 イベント開催のお知らせ
「第10回アジア・エアガン選手権大会」の開催まで、 
いよいよ約1か月と迫ってきました! そこで、大会を 
より楽しんでいただくためのイベント情報をお知らせします。
◦開会式

日12月7日（木）15：30〜16：40
場和光市民文化センター�サンアゼリア大ホール
対どなたでも　定400名　費無料
内主催者あいさつ、和光太鼓、ささら獅子舞等伝統芸能の披露

募 集
●YAMATO太極拳クラブ
毎週月曜日10：00〜11：30／総合体育館剣道場／
月1,000円／楽しい教室です。太極拳でみんな元
気です。／各務☎462-8373、☎小山462-8359
●白百合ママさんコーラス
毎月3回水曜日10：30〜12：00／南朝霞公民館 視
聴覚室／月1,000円／お子様連れ大歓迎。体験・見
学も随時歓迎します。／阪本☎080-9261-9768
●キッズアートスペース
毎月2回月曜日15：30〜16：15、16：30〜17：30／南公
民館／入会金2,500円、月3,000円／3歳〜小学生
と造形活動しています。／山中☎090-8302-6709
●書道ペン習字（一般）こども習字硬筆
毎月第1・3日曜日9：00〜11：00／本町地域センタ
ー4階／一般：男性参加大歓迎。子ども：書道と硬
筆／小林☎466-1373、福田☎467-2180

●書道とペン習字
毎月第1・2・5木曜日／中央公民館／男性参加歓迎
／岩佐☎467-0831、須田☎462-8775

催 し
●気功（健身）無料体験
11月10日（金）15：15〜16：45／南公民館／無料／
気持ちよく、心がのびのびし、血行がよくなる健
身気功。／新井☎467-3229（月〜木午前中）
●労働・年金に関する無料相談会
11月13日（月）10：30〜16：00／にいざほっとぷらざ
4階 多目的室1・2／地元税理士会との合同相談会
です。電話予約可。／池田☎080-3544-2670
●ベビーカーコンサートin和光（第23回）
11月14日（火）10：50〜11：30（10：20開場）／サンア
ゼリア 小ホール／大人500円、乳幼児200円／声
楽とピアノによる演奏会。泣いてもぐずっても大
丈夫。／みにこん会（櫻井）☎080-5037-7177
●障害のある子の家族が知っておきたい�
「親なきあと」�
～お金の管理、住むところ、日常ケアについて～

11月15日（水）10：00〜12：00／大泉障害者支援ホ

ーム（練馬区大泉学園町9-4-2）／紺野☎03-3978-
5581
●たけのこ祭
11月18日（土）・19日（日）10：00〜14：00／和光南特
別支援学校／ステージ発表、作品展示等あり。車
での来校はご遠慮ください。／和光南特別支援学
校☎465-9780
●第22回和光セーフティフェスティバル
11月23日（木・祝）11：00〜15：00／レインボーモー
タースクール（下新倉5-27-1）／子どもショー、縁
日、安全クイズラリーなど楽しいイベント盛りだく
さん♪／レインボーモータースクール☎461-1101
●ランバイクWAKOカップ2017�
～レインボーラウンド～

11月23日（木・祝）11：00〜14：00／レインボーモー
タースクール内特設コース／当日の年齢で3歳〜
5歳／各年齢18名／2,500円／わこう未来創造研
究所／詳しくは、イベントFBページにて／https://
www.facebook.com/RunbikeWakoCup
●B型肝炎の最新医療を学びましょう
11月25日（土）13：30〜16：00（13：00開場）／埼玉会
館小ホール／無料／B型肝炎の最新治療を病状

の具体的なケースをもとに学んでいただけます。
／10：00から交流会あり／全国B型肝炎訴訟埼玉
弁護団☎048-862-0377
●ホルンとピアノによる演奏会（気持ちは和会）
11月28日（火）14：00〜15：00（13：30開場）／シーア
イハイツ和光 集会棟2階会議室／大人800円／シ
ーアイハイツ以外の方も参加可能。高齢者歓迎
／櫻井☎080-5037-7177
●第5回市民公開セミナー「ストップ!脳卒中」
12月9日（土）10：00〜12：40（9：30開場）／目白大学
メディカルスタッフ研修センター 体育館／市内
在住の人150名／無料／12月7日（木）までにメー
ルで申込／目白大学メディカルスタッフ研修セ
ンター（武田） musc-nintei@mejiro.ac.jp
●アロマ講習会�
ロールオンアロマ（香油）を作ろう!

12月13日（水）10：00〜12：00／日生オアシス和光
地域交流スペース（新倉2-5-49）／1,000円（材料・
お茶代含む）／定員15名（要事前申込）／受験生向
けに、眠気覚まし、集中力アップの香りもご紹介
します。／わこう子育てネットワーク☎080-5510-
7580、 wakowakog@gmail.com

問 �秘書広報課�☎424-9091

みんなの 伝言板

【往信用裏面】①郵便番号 ②住所 ③名前 ④電話番号 
⑤観覧希望人数（最大4人まで・1歳以上のお子様から
人数に含む） ⑥希望公演回（1回目・2回目）

【返信用表面】①郵便番号 ②住所 ③名前

12月
落語はじめの一歩 
柳家緑太お昼のワンコイン寄席 

〈beyond2020プログラム認証事業〉
12月2日（土） 13：00開演

小ホール 全席自由
一般500円 小学生のみ100円
演目／狸の札、鷺取り
※公演時間45分／未就学児入場不可

サンアゼリアスイートR.N.1712 
ジングル・ハープ・クリスマス
12月12日（火） 14：00開演
大ホール舞台上 全席自由
一般2,200円（友の会1,200円）
※ワンドリンク付き
出演／田中 淳子（ハープ）

オペラ彩 第34回定期公演 
オペラ「トゥーランドット」 

〈文化庁助成事業〉 〈beyond2020プログラム認証事業〉
12月23日（土・祝）・24日（日）14：00開演
大ホール 全席指定
S席10,000円 A席8,000円
B席7,000円 C席5,000円
学生券3,500円 
特別学生券（高校生まで）2,000円
※全3幕字幕付きイタリア語上演

● 観覧募集 NHK Eテレ 
「ノージーのひらめき工房」 
公開収録

平成30年1月21日（日）
大ホール

【1回目】11：30開演 【2回目】15：00開演 
無料（全席指定） ※要入場券

〈あて先〉 〒351-0192和光市広沢1-5 
和光市民文化センター「ノージー」係

〈締切〉12月4日（月）必着
※ 郵便往復はがき（私製を除く）に以下を明記してお

申し込みください。
※ お申し込みは2公演を通じて、お1人様1通とさせて

いただきます。
※ 応募多数の場合は抽選となります。抽選の結果は、

12月22日（金）頃発送します。

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

11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。

1月
サンアゼリア吹奏楽フェスティバル 
第6回ニューイヤーコンサート in 和光 

〈文化庁助成事業〉 〈beyond2020プログラム認証事業〉
1月14日（日） 大ホール 14：00開演
無料（全席指定） ※要入場券
往復はがきにて、「催し物名・郵便番号・住所・氏名・電
話番号・希望人数（2名まで）」を明記の上、サンアゼリ
アへお申込ください。
※応募者多数の場合は抽選となります。
※お1人様1通のみ有効。 ※未就学児入場不可
※詳細はお問い合わせください。

〈あて先〉 〒351-0192 
和光市広沢1-5 和光市民文化センター 

「第6回吹奏楽フェスティバル」係
〈締切〉12月8日（金）必着

■�職員募集
理学療法士（パートタイマー、アルバイト）
勤務地／�高齢者福祉センターゆうゆう

又は生活介護施設ゆめちか
給与／�時給1,500円＋諸手当

勤務時間／�8：30〜17：00�
※勤務日数・時間は応相談

休日／日曜日・祝日
■除雪ボランティアバスパック参加者募集
日平成30年1月20日（土）〜21日（日）1泊2日
場新潟県十日町市��定15名��内雪かきなど
対�18歳以上の健康な人。社協会員会費�
（1口500円）にご協力いただける人。
費�①参加費13,000円（税込）�②ボラン
ティア活動保険基本タイプ加入代

主�大澤観光株式会社�
埼玉県知事登録国内旅行業2-777号

企画・協賛／和光市社会福祉協議会
申�込代行／1月12日（金）（必着）。官製はが
き、FAX又はメールでボラセンへ。必要
事項及び雪かきでのボランティア活動
経験の有無を記入。

■ちょいボラ募集

▶使用済み切手整理ボランティア
日�①11月16日（木）13：30〜14：30�
②11月27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�11月16日（木）13：30〜14：30
場�ボランティアセンター本所

【共通事項】
�対関心がある人ならどなたでも�
費無料　申直接会場へ
■誰でも学べる手話公開講座
　「聴覚障害者活動と聴覚障害者福祉制
度」手話講座（基礎）の授業を一般公開す
る講座です。
日11月16日（木）10：00〜12：00
場総合福祉会館3階　会議室2
対関心のある人ならどなたでも�
講�永井�紀世彦�
（一般社団法人埼玉県聴覚障害者協会）
申11月7日（火）まで
※手話通訳、要約筆記、保育付

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

◦グルメとスポーツの祭典「バーリトゥード」
日12月9日（土）、10日（日）10：00〜15：00
場和光樹林公園�エントランス広場、屋根付広場

【グ ル メ】��多様なジャンルのおいしい「食」でお腹を満たしてください!
【スポーツ】��2020東京オリンピック・パラリンピックに先駆けて、埼玉県で開催される射

撃・サッカー・バスケットボール・ゴルフの4競技のスポーツ体験ができます。
【ステージ】��音楽やトークなど様々なプログラムをご用意しています。12月の寒さも吹き

飛ばし、一緒に盛り上がりましょう♪

広報わこう 2017年11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。

和光野菜の
木曜市

日11月2日（木）・16日（木）10：00～13：00
問産業支援課�農業振興担当�☎424-9115

とれたて新鮮な地元の野菜・果樹・花卉を
市役所中央玄関付近で販売します!

情報
満載！！ インフォメーション・プラザ




