
広沢3-1（樹林公園内） ☎462-0107
開館時間／9：00〜23：00　休館日／11月22日（金）
　　　　　総合体育館

◆サービス型プログラムスケジュールご案内
個人登録の上、トレーニング室もしくは軽スポーツ室ご利用料金でご参加頂けま
す。（65歳以上の方は無料）

No. 曜日 教室プログラム 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 14：55〜15：35

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 教室プログラム 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

▶秋の収穫祭
日11月17日（日）10：00〜13：00
内 イモ掘り、板太鼓でお囃子、昔遊び
◦ イモ掘りは11月1日（金）から先着100名

にて電話又は窓口で受付
出店／ ふかしイモ、赤飯、朝採れ野菜など

▶荒神様とえびす様
日 11月15日（金）・30日（土）：荒神様 

11月19日（火）：えびす様
▶そば打ち体験教室
日11月24日（日）9：30〜13：00
対中学生以上　定先着12名
費500円　申11月1日（金）から

問☎・ 467-7575  11月の休園日／6日・13日・20日・27日・28日・29日

新倉ふるさと民家園

◦各講座は先着順です。
▶「介護サービスを受けるには」
日11月20日（水）13：30〜15：00
申11月1日（金）9：00から電話又は窓口で
▶手打ちうどん教室 

温かい肉汁といっしょに
日11月30日（土）10：00〜15：00
費材料費1,000円
申 11月5日（火）9：00から、材料費を添え

て窓口で。（平日9：00〜17：00）

▶手工芸教室 手ぬいでの干支の子 
「ねずみ」づくり
日12月4日（水）9：30〜12：30
費材料費200円
申 11月6日（水）9：00から材料費を添えて

窓口で（平日9：00〜17：00）
▶クリスマスを彩る 

 「アロマキャンドルづくり」
日12月15日（日）10：00〜12：00
費 1組2名で1,500円（材料費） 

当日集めます。
申11月6日（火）9：00から窓口又は電話で

問☎463-7621 月〜日曜日 9：00〜21：30

南公民館

▶図書館ではじめてのおつかい
日11月3日（日）〜30日（土）の開館日
対おおむね3〜6歳（保護者同伴）
▶絵本とおはなしの会
日11月9日（土）11：15〜11：45
対幼児から小学校低学年
▶おとなの朗読会
日11月10日（日）14：00〜15：00
講  たなか やすひこ（朗読愛好家）、 

杉本 佳穂（紙芝居師）、 
神尾 敬子（声楽家）

▶あかちゃんと楽しむ絵本とわらべうた
日11月12日（火）11：00〜11：30
対6か月〜2歳
▶ひまわりお話会（小学生向け）
日11月20日（水）16：00〜16：30　
▶あかちゃんタイム（乳幼児と保護者）
日11月22日（金）11：00〜11：30
▶図書館でボードゲーム
日11月24日（日）10：00〜12：00
▶大人向け折り紙講座「お正月飾り」 予
日12月8日（日）10：00〜12：00
申11月17日（日）9：30から窓口又は電話で

☎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（4日は祝日のため開館、翌5日が休館） 

館内整理日：28日（木） 11月は下新倉分館開館3周年記念月間です !

図書館下新倉分館

問  ☎462-7890 10：00〜22：00 休館日／25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 5・12・19・

26 10：30〜11：30 18

はじめてピラティス 火 5・12・19・
26 12：00〜13：00 18

かんたんエアロ 水 6・13・20・
27 13：00〜14：00 30

ストラーラヨーガ 水 6・13・20・
27 19：30〜20：30 15

卓球 木 7・14・21・
28 13：00〜15：00 28

ズンバ 金 1・15・22・
29 10：45〜11：45 30

ストレッチヨーガ 土 2・16・30 10：15〜11：30 20

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 12・26 13：30〜15：00 15

子育てママのボディ
メイク（5歳まで） 火 12・19・26 10：30〜11：45 20

キッズテニススクール
（未就学児・500円） 水 13・27 15：20〜16：00 20

フラワー
アレンジメント 水 13・27 13：30〜15：00 12

書道一般・
ボールペン字教室 木 7・21 19：30〜20：30 15

キッズフットサル
スクール（月謝制）

月 11・18
U-6・9・12 

無料体験あり 15
金 8・15・22・

29

絵手紙 金 8・22 10：00〜12：00 10

▶《食文化講座》おせち料理「松風焼き」
日11月15日（金）10：00〜11：45
費材料費500円（当日持参）　定先着12名
保 先着4名（1歳以上未就学児）
▶囲碁入門 〜囲碁の基礎を学ぶ〜
日11月19日（火）10：00〜11：30
場会議室3　対市内在住、在勤の方
内囲碁で養える「考える力」を一緒に学ぶ
▶水墨画講座 干支 「子」を描く !
日11月21日（木）・28日（木）10：00〜12：00
定先着20名　費無料
▶きらめき学級「風邪予防の食事」

日11月22日（金）10：00〜11：30
定先着12名　費800円（当日持参）
▶おとなの漢字教室
日11月22日（金）・29日（金）10：00〜11：30
場研修室　対市内在住・在勤の方
▶利用団体講師講座 

コーラス・健康輝く発声講座
日11月28日（木）10：00〜12：00　費無料
定先着30名　対市内在住・在勤・在学の方
▶特殊詐欺から身を守る知恵と工夫
日12月17日（火）10：00〜11：30
場研修室　対市内在住、在勤の方

問☎464-1123 申要予約の講座は11月1日（金）9：00から窓口又は電話で

中央公民館

▶知って予防 ヒートショック対策
日11月12日（火）10：00〜11：30
申11月1日（金）から窓口又は電話で
▶坂下風手打ちうどん教室
日 11月24日（日）9：30〜14：00
定親子先着15組
費 大人600円、 

小学生400円、 
幼児無料

申 11月5日（火）から窓口又は電話で
▶すぐに出来る高齢者の運動と栄養
日11月26日（火）10：00〜11：30
申11月19日（火）までに窓口又は電話で
▶料理教室 『クリスマス・ディナー』

日12月3日（火）10：00〜13：00
費1人800円
保先着10名（1歳以上の未就学児）
申 11月1日（金）から窓口又は電話で
▶子育て学級
日12月6日（金）　10：00〜12：00
定先着20名　費300円
内食育の話と簡単なおやつデモ（試食有）
保先着10名（1歳以上の未就学児）
申 11月5日（火）から窓口又は電話で
▶地域の田舎まんじゅう作り教室
日12月9日（月）10：00〜13：00
費600円 保おおむね1歳以上の未就学児
申 11月5日（火）から窓口又は電話で

問☎464-5230 月〜日曜日 9：00〜21：30　申9：00から

坂下公民館

▶絵本とおはなしの会／土曜えほんタイム
日 11月2日・9日・16日・23日の各土曜日 

11：00から／2・3歳くらいから 
14：00から／4・5歳くらいから

▶あかちゃんタイム
日 11月7日（木）10：30〜11：30
▶ブックスタート事業 予
日  ①11月11日 ②11月25日 ③12月2日 

の各月曜日 
10：30〜11：00、11：30〜12：00

対  ①2019年5月生まれの子と保護者 
②2019年6月生まれの子と保護者 
③2019年7月生まれの子と保護者

持母子健康手帳、絵本を持ち帰るための袋

▶あかちゃんと楽しむ絵本とわらべうた
日 11月15日（金）※完全入れ替え制 

①10：30〜11：00 ②11：15〜11：45
▶市民図書館講座「人生100年時代の片づ

け術－迷わない！本とモノの整理のコツ」
日11月17日（日）14：00〜15：30
講 渡部 亜矢（実家片付け整理協会代表理事）
申 11月1日（金）から 

電話、メール、又は窓口で
▶市民図書館講座「読みたい心に火をつ

けろ 〜学校図書館ができること」
日11月28日（木）10：00〜12：00
講 木下 通子（学校図書館司書）
申11月13日（水）から電話又は窓口で

☎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：14日（木）・28日（木）

図書館� ※場のない場合は会議室

広報   2019年11月号12 日日時 場場所 対対象 定定員 費費用 内内容 講講師 持持ち物 保保育 主主催 共共催 協協力 申申込み 問問合せ FAX Eメール ホームページ

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。


