
募 集
●合気道入門�養神館
毎週火・木曜日19：30〜21：00／総合体育
館・運動場／入会金2000円、月5000円／
初心者無料体験／泉☎090-4825-1851
●楊式太極拳で�
健康効果を体験してみませんか?

毎週日曜日 中央公民館／毎週月曜日 総
合体育館／毎週金曜日 総合福祉会館／
10：00〜11：30／週3回異なる会場で稽古
をしています／4回1000円／ご都合の良
い曜日を選んで月4回の稽古をしていた
だきます／楊式太極拳を1年続けていた
だければその健康効果を実感されること
でしょう／森川☎090-2953-5565、伊東☎
080-6740-2975
●鍵盤ハーモニカとリトミックサークル
毎月2〜3回、土曜日13：00〜13：40／吹上
コミュニティーセンター／入会金3000
円、1回900円／年少さん〜年長さん／鍵
盤に触れる経験をさせたい!音楽が好き

!身体を動かすのが好き!ご興味のある方
はお気軽にどうぞ !／メロディーキッズ
和光・仲村☎090-4092-9138
●木曜会
第1、第3、第4木曜日13：00〜15：00／中央
公民館／月2500円、他手本代月400円／
書道教室、漢字、かな、ペン字、自由選択／
のんびりしたクラスです／老若男女OK
／野呂☎048-461-1081、中村☎048-466-
8385
●フェアリーバレエサークル
毎週火曜日 小学生17：30〜 幼児18：30
〜 大 人19：25〜 ／ 勤 労 青 少 年 ホ ー ム
／クラッシックバレエで す ／ご 興 味
のある方はお気軽にお問合わせ下さ
い ／ 伊 藤 ☎090-6978-1606  https：//
fairyballetwako.wixsite.com/mysite
●びあんこ・お料理教室
毎月1〜3回9：00〜13：30（日程不定期）／
南公民館／1回800円（講師料・雑費・その
他）+材料費500円前後／パン、デザート、
イタリアンなど／初めての方はお気軽
にお問合せください／初回体験1000円
で参加できます／南公民館☎048-463-
7621
●新座市バウンドテニスクラブ
毎週火・木・土曜日／練習時間 問い合わ
せ／新座市民総合体育館／入会金1000
円、月1500円／50〜80代までのメンバー
で練習／無料体験可／中川☎042-477-
5218

催 し
●ひまわりサロン
9月3日〜27日／毎週木曜日10：00〜14：
00、毎週火・木・金曜日15：00〜17：00／地
域交流施設ひまわり／cafe、コミュニテ
ィーフロア、お弁当、おそうざい、駄菓子
販売／守屋048-486-9371
●和墨会水墨画展
9月7日（土）13：00〜14日（土）15：00／中
央公民館／無料／今年4月に池袋芸術劇
場に出展した作品です／大田☎048-465-
3688
●アクセサリーサークル
9月11日（水）・18日（水）10：00〜14：00／地
域交流施設ひまわり／材料費1500円／
ワイヤーとビーズを使って小枝ピアス、
イヤリングを作ります／初心者大歓迎／
工具もお貸し致します／守屋☎048-486-
9371
●跡見学園女子大学�
心理教育相談所講習会

9月14日（土）13：00〜14：30、9月28日（土）
13：00〜14：30 他／新座キャンパス／無
料／日常の “こころ” に関するテーマをと
りあげて行います。／跡見学園女子大学
心理教育相談所 048-478-3565  http：//
www.atomi.ac.jp/univ/shinri/
●第44回�和光母親大会
9月14日（土）13：30〜16：00／中央公民館
／講演「子どもの育ち 親の育ち」／講師：
清水玲子（東洋大学教授）／子育てで大

切にしたいことを語り合いましょう／岡
田☎080-5065-7729
●健康になりたい人集まれ�
世界健身気功デー

9月14日（土）9：30〜11：30／和光樹林公
園（雨天中止）／無料／この日、世界中の
健身気功愛好家が一斉に練習します／
欧米、アフリカ、アジア、日本では和光／
はじめての人教えます／新井048-467-
3229
●「きたはら木曜カフェ」オープン!
9月19日（木）13：30〜15：30／北口集会所
／1回100円／北原ふれあいの会地区社
協で毎月第3木曜日に開催／お待ちして
います!／原☎048-469-1289
●第13回�和光病院�公開講座
9月20日（金）14：00〜16：00／開場13：30
／成増アクトホール／無料／テーマ「認
知症の患者さんがみる世界」／講師：齋藤
正彦先生（都立松沢病院院長）／和光病
院☎048-450-3311（代）
●ぽこ秋まつり
9月28日（土）12：30〜15：00／ぽこの実 道
路前／雨天決行／NPO法人ポコ・ア・ポコ
☎048-463-8948
●ふれEYEまつり
9月28日（土）10：30〜15：30／大泉障害者
支援ホーム／無料／コンサート、模擬店、
ゲームコーナー、体験コーナー、自主生
産品販売など／小野間、光田☎03-3978-
5581

問 �秘書広報課�☎424-9091

◦�2か月続けて同じ団体からの原稿を掲
載することはできません。

◦�募集の掲載は1団体1年度（4月～翌年3
月）に2回までとなります。

みんなの 伝言板

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。

ORANGE RANGE LIVE TOUR 019 
〜What a DE! What a Land!〜
11月21日（木）18：30開演 
大ホール
全席指定
5,800円

（当日券 6,300円）
発売日： 
友の会 9月14日（土） 
一 般 9月21日（土）
※小学生以上チケット必要
※お一人様4枚までの販売となります。

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

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）

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

9月の休館日：�11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

《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）

※未就学児の入場はご遠慮願います。

12月
オペラ彩第36回定期公演 オペラ「ナブッコ」
12月21日（土）・22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
※未就学児の入場はご遠慮願います

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

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

勤務日／ 月〜金曜日の週3〜5日間勤務
◦ 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
勤務時間／ 原則12：00〜19：00の間の6

時間
※ 学校休業日は8：00〜19：00の間の7.5

時間
勤務日／月〜土曜日までの内週3〜5日勤務
※ 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
■さつき苑まつりバザー品の募集

■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、又はさつき苑
勤務時間／8：30〜17：00の7.5時間

10月26日（土）実施の「第20回さつき苑ま
つり」に出店するバザー品の提供に、ご協
力をお願いします。10月18日（金）まで受
付けております。
※ 日用品大募集
※ 電化製品、食品、食器・陶器類はご遠慮願

います。
※ 衣類は、新品もしくは新品相当のみいた

だいています。
※ バザー品は取りに伺うこともできます。
問さつき苑（下新倉1-3-5） ☎466-3457
■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 ①9月19日（木）13：30〜14：30 

②9月24日（火）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 9月19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

● 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9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。


