
募 集
●南健康ストレッチクラブ
毎週金曜日13：15〜14：15／南公民館／月
1300円／有酸素運動、ストレッチ、筋力体操
／斎藤☎048-464-4857、分銅☎048-462-9104
●玉龍吟道会�和光駅前教場（詩吟の会）
毎月第2、4水曜日19：00〜21：00／本町地域
センター／月1000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
●楽しく学ぶ中国語（団体名F・S）
9月9日（月）10：00〜12：00、9月26日（木）13：
00〜15：00／中央公民館／1回500円（60分）
／プリント代、教材費無料／体験レッスン60
分300円／ゼロから始め、基礎から学ぶ、中
級以上の方はご相談下さい／呂☎080-6657-
1373（ショートメール可）／受付期間：8月1日
〜12日、9月以降（帰省のため）
●和光短歌同好会
毎月第二木曜日13：00〜15：00／中央公民館
／年8000円／「短歌は31音で表現する自分
史です」／見学歓迎／川上☎048-201-5450
●マタニティ音楽鑑賞サークル

毎週木曜日10：30〜11：30／中央公民館／1
回500円／ピアノを聴いてリラックスしませ
んか? お腹の中の赤ちゃんと音楽を楽しみ
ましょう／さち音楽教室☎048-234-2205、
090-4885-5223
●楽しくうたう仲間募集カラフルブーケ
毎月2、3回火曜日10：00から12：00／中央公
民館／月4500円（うち500円はイベント積
み立て）／ポップスや合唱曲、歌いたい曲
をみんなで選んで楽しく歌っています／
いつでも見学、体験、大歓迎／高橋☎090-
2301-4348（20：30以降）、  colorful.bouquet.
wakou@gmail.com
●太極拳・健身気功・�
カンフーサークル紹介

和光市近辺の15サークルを紹介します／会
費はどのサークルも3000円程度／見学、体
験無料／訪れて自分に合ったら始めて下さ
い／新井、平田☎048-467-3229

催 し
●呼吸で若がえる!�笑いヨガ&笑とれっち�
（笑い・呼吸・姿勢）

8月8日・29日、9月12日・26日の各木曜日10：30
〜11：30／大人の秘密基地アルコイリス／
1回500円／お水、動きやすい服装／松下☎
090-3047-2761
●和光市テニス協会�
夏休み親子ジュニアテニス教室

8月14日（水）9：00〜10：20／テニスゼロ和光
／1回500円、和光市テニス協会登録費500円
／テニスゼロ和光☎048-463-8826、増田☎
070-6551-2209
●シニアがホストの夏休み子どもサロン
8月19日（月）10：00〜15：00／サンアゼリア小
ホール／入場無料／予約不要／未就園児・
園児（保護者同伴）小学生低学年／涼しい場
所で皆で遊びましょう／工作、遊び、読み聞
かせ、絵本歌遊び（①11：00〜 ②13：30〜）、盆
ダンス等／パンの販売あり／お弁当持参OK
／主催：NPO法人みんなで元気／山川☎070-
6638-3750
●オペラ勧進
8月23日、9月20日の各金曜日15：30〜16：30
／クロシェット・ドゥ・ボワ／一人1000円（ド
リンク付き）／芸術にまつわるよもやま話／
一緒に歌うコーナーもあります♪／オペラ
彩 和田☎048-201-3121
●陸上自衛隊東部方面音楽隊�創隊60周年�
第72回�定期演奏会

9月6日（金）開場18：15開演19：00／東京芸術
劇場コンサートホール／入場無料（全席指
定）／未就学児童の入場不可／往復はがき

（1枚につき1名様）に住所・氏名・年齢・電話番
号・演奏会名を明記の上、〒178-8501 東京都
練馬区大泉学園町朝霞駐屯地 東部方面音楽
隊演奏会係まで／8月23日（金）（必着）／応
募多数の場合は抽選／当選はがきを当日持

参／☎048-460-1711（内線3640）
●第9回同行援護従事者養成研修�
一般課程開催（県指定）

10月15日（火）、17日（木）、24日（木）、29日（火）
／10：00〜16：00、初回のみ9：30より受付、9：
50開講式／生活介護レモンの木／先着20名
／17000円（テキスト代、演習時保険料等）／
メール又は官製はがきに、住所・氏名（ふりが
な）・電話番号・「同行援護従事者養成研修希
望」を明記の上、〒351-8799 朝霞郵便局私書
箱23号 NPO法人障害者も地域で共に・コー
ヒータイム宛  info@coffeetime.jpまでお
送り下さい／10月4日（金）必着／坂本☎048-
467-7749、  048-466-3687

問 �秘書広報課�☎424-9091

みんなの 伝言板

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日の公演には出演者が講師を務めるワーク

ショップの参加者が出演します。  
（参加受付は終了しました）

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 わがまま音楽会
〜ピアノクインテット編〜
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）
※ 未就学児の入場はご遠慮願

います。
※ 友の会会員価格でのご購入

はお一人様4枚まで。

8月
遥かなる甲子園
8月4日（日）13：00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
出演／ 森本志歩（ナビゲーター） 

八谷晃生（ピアノ） 
石川勇人（パーカッション） 
白子ほのぼの合唱団 

（オープニングアクト）
※2歳以下膝上無料。※障がい者割引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

8月の休館日：�6日（火）
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

サンアゼリア寄席 
柳亭小痴楽 真打昇進披露公演
11月25日（月）14：00開演 小ホール
全席指定2,800円

（友の会 2,500円）
出演／  柳亭小痴楽、 

柳亭楽輔 ほか、 
楽輔一門

《番組表》
楽ぼう（落語）、信楽（落語）、楽輔（落語）
仲入り
真打披露口上
明楽（落語）、小痴楽（落語）

発売日： 友の会 好評発売中 
一般 8月2日（金）より

※未就学児の入場はご遠慮願います。

《助成支援事業》 
武州里神楽 石山社中
8月11日（日）10：30/13：00開演 小ホール

【第1部】子どもも楽しむ「神楽塾」
　参加者募集（小学生以下無料）

【第2部】第15回「雅の会」記念大会

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（専任）
勤務地／市内11箇所のいずれかの学童
勤務時間／10：15～19：00

※ 学校休業日は8：00～19：00の間の7.75
時間
勤務日／月～金曜日
※ パートタイマー・アルバイトも併せて募

集しています。
※ 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（車いす清掃あり）
日 ①8月15日（木）13：30～14：30 

②8月26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
◦ボランティアカフェ
日9月5日（木）14：00～15：00
場 ボランティアセンター本所
申8月16日（金）までに窓口又は電話で

●�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）

広報   2019年8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。


