
募 集
●書道クラブ
毎月第1〜第3火曜日13：00〜15：00／総
合福祉会館／月2500円／年齢に関係な
く書道を楽しんでみませんか／太田☎
048-466-7627（夕方可）
●和光気功経絡体操
毎週月曜日10：00〜12：00／総合福祉会
館／入会金2500円、月2500円／丹田呼吸
と共に全身の気血の流れを改善し体の全
ての細胞の若返りをめざします／安田☎
048-465-0216
●高血圧予防特別教室（体操）
12月9日（月）〜3月2日（月）毎週月曜日13：
30〜15：00／12回コース／総合福祉会館
／1回500円／初心者向け／首、肩、腹部
を中心に丹田呼吸と共に動かします／6
分間でスッキリ夢心地／高血圧予防に大
切な7つの動作の練習／安田☎048-465-
0216
●楽しく学ぶ中国語（団体名F・S）
10月3日、10月17日、10月31日各木曜日、

10：00〜12：00／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ください／
呂☎080-6657-1373（ショートメール可）
●和光市高齢者の交通手段を良くする会�
会員募集

本町地域センター／年会費500円／高齢
者が自動車免許を返納しても買い物など
の交通手段をどうするのか、循環バスやデ
マンドタクシー等も含めて幅広く勉強す
るグループです／深水☎080-3124-3710
●音楽にのって楽しく運動&ストレッチ♪
毎週月曜日（祝休）10：00〜11：30／総合福
祉会館／入会金1000円、1回500円／体力
維持やロコモ対策に!幅広い年代で楽しめ
る3B体操です／たまき☎090-5806-6681
●子連れバランスボール�
☆マカロンサークルメンバー募集

月2〜4回金曜日（変動あり）10：00〜11：00
／中央公民館・総合福祉会館／1回700円

（ボール代込み）／ママだって楽しみた
い!!音楽に合わせてバランスボールエク
ササイズでボディメイクしませんか?／
単身女性・お子様連れママ大歓迎!／柳沢

 balabo.macaron2612@gmail.com

催 し
●法の日司法書士無料法律相談
10月4日（金）10：00〜12：00／サンアゼリ
ア会議室B／司法書士の業務に関する相

談（登録手続・供託手続・訴訟手続・簡裁訴
訟代理等関係業務・成年後見業務・その
他司法書士業務全般）／埼玉司法書士会 
志木支部 伊藤☎048-424-5855
●暮らしと事業の無料相談会
10月13日（日）、14日（月）10：00〜16：00／
新座市産業フェスティバル会場 新座市
役所本庁舎前／相続・遺言・離婚／各種
許認可、会社設立等のご相談／埼玉行政
書士会朝霞支部 波澄☎048-462-2666
●憲法を守り生かす和光市民の会�講演会
10月20日（日）14：30〜16：00／中央公民
館／講師：本田宏（オール埼玉総行動副実
行委員長・外科医師）／テーマ「市民のく
らしと平和を守る」ために／田中☎048-
451-6678
●第3回�大いちょう寄席
10月22日（火）13：20〜15：30／長照寺客
殿／500円／落語と詩吟／湯川☎048-
467-8588
●健身気功の説明会
10月22日（火）中央公民館、25日（金）南公
民館／15：15〜16：45／無料／健康に最
適／2年後に世界大会が決定／今から覚
えて出ませんか?／平田、新井☎048-467-
3229
●フリーマーケットを開催します
10月27日（日）10：00〜14：00（小雨決行）／
赤池公園／模擬店も出ます／出店も募
集しています／出店料無料／和光会自治
会 実行委員長 福西☎048-201-5109

●友の会�家事・家計講習会
10月31日（木）10：00〜11：30／中央公民館
／参加費300円／住まいもお金もスッキ
リ・安心して暮らしましょう／飯島080-
1101-9975、井上☎090-2474-6998
●第21回�すずらん祭り
11月9日（土）10：30〜15：00／すずらん（志
木市下宗岡1-23-1、宮戸橋たもと）／知的・
重度障害を持った方々の日頃の活動や製
作品を見ていただき、地域の方々と楽し
い一時を過ごしたいと思います／飲食・
製作品の販売なども行います／是非ご来
場ください／すずらん☎048-470-3216
●発達障害や知的障害を持つ方の携帯
情報端末などITを使ったコミュニケー
ション支援・生活支援（応用編）

11月20日（水）10：30〜12：00／大泉障害
者支援ホーム（練馬区大泉学園町9-4-2）
／無料／講師：三宮華子／障害をお持ち
の方のご家族、福祉関係機関従事者、特
別支援学校教職員、講演会テーマに関心
のある方／定員30名／お電話かFAXでお
申し込みください／締切：11月13日（水）
／中島☎03-3978-5581、  03-3978-6836
●和光市ソフトバレーボール連盟�
秋季オープン大会

11月24日（日）9：00〜17：00／中央公民館
／1チーム2000円／女子チームのみ5名
以上でお申し込み下さい／代表者会議
11月9日（土）13：30〜中央公民館／茂木☎
090-8584-7197、冨澤☎090-5535-4874

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

《助成支援事業》 
秋の気ままカフェ&手作り作家の雑貨市
10月26日（土） 大ホール
秋の気ままカフェ 13：30開演
手作り作家の雑貨市 12：30〜16：00

SWAN童謡の会コンサート
10月27日（日）14：00開演 大ホール

（当日券 6,300円）
※ 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

《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。

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

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

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

10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

2月
ベートーヴェン生誕250年記念 
近藤嘉宏 究極のベートーヴェン 
四大ピアノソナタを弾く!
2月11日（火・祝）
14：00開演 大ホール
全席自由
一般3,000円

（友の会2,500円）
学生（小学生以上）
2,000円
発売日：
友の会／一般 10月5日（土）
※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

完 売 御 礼

オペラ彩第36回定期公演 
オペラ「ナブッコ」 稽古場見学会
11月30日（土）14：00開演 大ホール
入場無料
※ ご予約は不要です。当日直接会場へお越しくだ

さい。
※ プロデューサーによる作品解説と、稽古場面の説

明があります。

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

■ プラチナぱぱ・ままになりませんか
　市内11学童クラブで子ども達と接する
ボランティアさんを「プラチナぱぱ・まま」
と言います。今回はそのボランティアさん
の募集です。高齢者福祉センターの職員
による体操も予定しています。
日10月17日（木）10：30～11：30
場中央公民館 会議室1
対おおむね55歳から　費無料
内プラチナぱぱ・まま説明と健康体操
■第20回 さつき苑まつり
日10月26日（土）9：45～13：30
　※雨天決行・荒天中止
場 さつき苑（公共の交通機関をご利用ください）

■一般職員・学童クラブ職員募集
採用試験あり、詳細については社協HP又
はお問合せにてご確認ください。
問☎452-7111（採用担当）

内 バザー、各種模擬店、アトラクション、 
ゲームコーナー

問さつき苑（下新倉1-3-5） ☎466-3457
■ ゆめあい和光まつり会場内駐車場 
申請受付

　11月23日（祝・土）開催ゆめあい和光まつ
りの会場内駐車場利用希望申請を下記の
とおり受付します。
対市内在住の高齢者・チャレンジドの方
台数／若干数
申 10月1日（火）～11日（金）（平日9：00～

17：00）までに実行委員会へ（総合福祉
会館1階受付）

問 ゆめあい和光まつり実行委員会（事務局）

☎452-7600
■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 ①10月17日（木）13：30～14：30 

②10月28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は上記①の日

程、場所で実施します。
【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10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。


