
広沢3-1（樹林公園内） ☎462-0107
開館時間／9：00〜23：00　休館日／8月23日（金）
　　　　　総合体育館

◆この夏注目のコース型プログラムのご案内
▶シェイプピラティス バランスの取れた姿勢のよい体を目指します
日（月）10：15〜11：45
内 有酸素運動と深層部分=インナーマッスルを鍛える事で姿勢のよい体づくりを目

指す教室です。
▶脱メタボ! 健康体操 運動不足の方や体脂肪の気になる方にお勧めです
日（火）13：45〜14：45
内楽しい音楽に合わせて動いたり、チュ―ブでトレーニングします。
▶トータルボディメイキング 筋肉をつけてキレイなスタイルを目指します。
日（木）13：15〜14：30
内美しい調和の取れたボディスタイルを目指すため正しい筋肉をつけていきます。
初心者の方にもおすすめです。
▶ハワイアンフラ初級
日（火）12：30〜13：30　（土）14：30〜15：30
▶ハワイアンフラ中級
日（火）11：15〜12：15　（土）15：45〜16：45
内 基本のステップから多彩なステップまで、アロハの曲にあわせて表現します。フラ

は顔から足まで全ての筋肉を使った全身運動です。
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 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 9：20〜10：00

18 ベーシックステップ&やさしい筋トレ 10：10〜11：10

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 9：30〜10：15

30 ミドルエアロ 10：25〜11：10

31 ズンバ 11：25〜12：10

32 ヨガ 12：20〜13：05

33 ボディパンプ60 13：20〜14：20

34 ボディコンバット60 14：35〜15：35

35 ボディバランス 15：45〜16：45

36 CXWORX 17：00〜17：30

37 ハタヨガ 17：45〜18：45

▶新倉の七夕
日8月6日(火)
内 短冊や網飾り、星飾り、輪飾りに様々な願

い託して、昔ながらの七夕を祝います。
▶七夕のマコモ馬作り
日8月6日（火）10：00〜12：00

対どなたでも　費無料
▶お盆と盆棚飾り
日8月13日（火）〜15日（木）　
内 盆棚をザシキに飾り、祖先を供養する旧

盆の習わしを昔のままに再現します。

問☎・ 467-7575  8月の休園日／7日・14日・21日・22日・23日・28日

新倉ふるさと民家園

▶読み聞かせ教室
日8月2日（金）13：30〜15：00
対①市内在住・在勤の方
　② 乳幼児を持つ保護者 

（お子さんと一緒に参加）
定先着20名　費無料　持筆記具
申 電話又は窓口で受付中
▶第6回 つながる輪・WA・和 

〜サマーコンサート〜
　南公民館で活動している団体が、地域
のみなさんと交流を深めます。
日8月18日（日）13：30〜15：00
対どなたでも　定50名　費無料
出演／ アンサンブル・キララ（金管アンサン

ブル）、はっぴいばあど（ゴスペル）、
和光プアマナ（フラダンス）ほか

ミニ・コンサート
13：00〜13：30 クリスタル♪ベル
15：00〜15：30 南ハーモニカクラブ

地域交流会「ふれあいサロン」
15：00〜16：00

▶食育講座「手づくりキーマカレー教室」
日8月22日（木）10：00〜12：30
対市内在住の小学生
定先着16名　費材料費500円（当日集金）
持 エプロン、三角巾（バンダナでも可）、 

手ふき用タオル、上履き、筆記用具
申8月1日（木）9：00から窓口又は電話で
▶生活教養講座シニア向け 
「スマートフォンで防災対策教室」

日9月3日（火）13：30〜15：30
対 スマホの購入を検討している方や初心

者の方で、市内在住の成人
定先着20名　費無料　持筆記用具
◦ スマートフォンは、お一人に1台ご用意

します。アンドロイドOSのスマホで学
習します。

申8月1日（木）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

▶図書館クラブ「本の手書きPOP作り」
　好きな本のPOPを作って図書館に展示
します。
日8月3日（土）10：00〜12：00
対中高生　持好きな本（漫画・雑誌以外）
▶図書館でボードゲーム
　大人から子どもまで楽しめます。
日8月3日（土）14：00〜16：00

▶図書館の紙芝居屋さん 
（下新倉小学校サマーフェスタ）

日8月3日（土）16：30〜17：00
場下新倉小学校校庭
▶夏休み親子工作 「カタカタを作ろう!」
日8月24日（土）10：00〜12：00
対4歳以上の子と保護者　定先着15組
申8月8日（木）から電話又は窓口で

☎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（12日は開館、翌13日が休館） 館内整理日：22日（木）

図書館下新倉分館

問  ☎462-7890 10：00〜22：00 休館日／26日（月）

勤労福祉センター（アクシス）

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 6・20・27 10：30〜11：30 18

かんたんエアロ 水 7・21・28 13：00〜14：00 30
ストラーラヨーガ 水 7・21・28 19：30〜20：30 15

卓球 木 1・8・22・29 13：00〜15：00 28

ズンバ 金 2・9・16・
23・30 10：45〜11：45 30

ストレッチヨーガ 土 10・17・24・
31 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 27 13：30〜15：00 15

子育てママのボディ
メイク（5歳まで） 火 6・27 10：30〜11：45 20

キッズテニススクール
（未就学児・500円） 水 14・28 15：20〜16：00 20

書道一般・
ボールペン字教室 木 8・22 19：30〜20：30 15

キッズフットサル
スクール（月謝制）

月 5・19 U-6・9・12 
無料体験あり 15

金 2・9・23・30

絵手紙 金 9・23 10：00〜12：00 10

▶あかちゃんタイム
日 8月1日、9月5日の各木曜日 

10：30〜11：30
対乳幼児親子（出入自由）
▶夏休み子どものつどい
日8月3日（土）

絵本の読み聞かせ
①11：00〜11：30（ひまわり倶楽部）
②14：00〜14：30（和光絵本とお話の会）
対2歳〜小学校4年生くらいまで
影絵（影絵サークルぺんぎん）
①11：35〜12：05 ②14：35〜15：05
対2歳〜小学校4年生くらいまで
ソーラーカー
12：05〜14：00（出入自由）

日8月4日（日）
子どもシネマ『アルプスの少女ハイジ』
10：15〜12：10（開場10：00）
対4歳くらいから
ビブリオバトル
14：00〜15：30
対どなたでも
内 中学生がおすすめの本を紹介し、みん

なが読みたいと思った本1冊（チャン
プ本）を決定します。

▶あかちゃんと楽しむ絵本とわらべうた
日 8月9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

☎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：8日（木）・22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〜

▶夏休み子ども科学教室
日8月24日（土）10：00〜12：00　
対市内在住・在学の小学生 講坂口 美佳子
定先着20名　費材料費120円（当日集金）
内 高分子化合物を使った実験と、「ふくら

むスライム」を作ります。
持鉛筆、汚れてもいいタオル、飲み物
申8月1日（木）9：00から、窓口又は電話で
▶親子手作り和菓子教室『おはぎ』
日9月7日（土）10：00〜12：00
対市内在住の小学生と保護者　費無料
定先着9組18名　講黒木 房子
内 家で作れる「おはぎ」の作り方を学ぶ
持 エプロン、三角巾、マスク、手拭き用タオ

ル、熱中症予防の飲み物、筆記用具
申8月1日（木）〜29日（木）に窓口又は電話で

▶和光市坂下公民館総合訓練
日9月9日（月）10：00〜12：00
対どなたでも
内 通報訓練、避難訓練、消火訓練、講話「身

近な物で作る避難グッズの作り方」
▶料理教室『わくわく秋の行楽弁当』
日9月17日（火）10：00〜13：00
対市内在住・在勤の成人　講比留間 ゆき
定先着12名　費1人750円
◦ 9月10日（火）までに窓口まで支払い。 
（平日9：00〜17：00）

持 エプロン、三角巾、手拭き用ふきん、 
1人分用の弁当箱、筆記用具

保あり（1歳以上の未就学児、先着10名）
申 8月1日（木）〜9月10日（火）に窓口又は

電話で。保育も同様。

問☎464-5230 月〜日曜日 9：00〜21：30　申9：00から窓口又は電話で

坂下公民館

▶はじめてのピラティス教室 無料体験会のお知らせ 予
日8月27日（火）12：00〜13：00　定18名
申8月23日（金）までに電話または窓口で
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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。


