
募 集
●和光市長野県人会 会員募集
信州出身者の親睦団体／カラオケ（毎
月）、懇親会、バス旅行、樹林公園バーベキ
ュー等／年会費2,000円（行事参加は都度
実費）／市民まつり、市役所入口近辺に県
人会ブース開設／駒村☎048-463-6635
●新潟・越後獅子の会 会員募集
新潟県人会です／親睦会、ゴルフ大会な

ど／入会金3,000円、年会費3,000円／鈴
木 ☎048-485-3180、  048-471-2931
●フラワーアレンジメント 花サークル
毎月3回月曜日11：00〜15：00／中央公民
館／入会金2,500円／材料費3,500円〜
4,500円／フラワーアレンジメント、プリ
ザーブドフラワー、和モダン／月1回から
参加できます／見学・体験大歓迎／岡田
☎080-2010-9826
●わこう絵手紙の会
毎月第1、3水曜日13：00〜15：00／中央公
民館／入会金1,000円、1回1,000円／“へた
でいい、へたがいい”をモットーに初心者
からベテランまでワイワイとやっていま
す／桑原☎080-3401-6445

催 し
●東明禅寺 一期一会 

姉妹ヴァイオリンデュオ演奏会
11月3日（日）開場17：00、開演17：30／東明
寺内 吹上観音堂／席料3,000円（限定100
席）／東明禅寺☎048-461-1864
●大和なでしこコーラス 

5周年記念コンサート
11月15日（金）開場18：00、18：30〜20：00
／中央公民館／無料／元大和中学校PTA
コーラス／寺内☎048-201-1177
●第24回 和光セーフティフェスティバル
11月23日（土・祝）11：00〜15：00／レイン
ボーモータースクール／大人も子供も楽
しみながら安全運転を身につけよう／子
どもショー、縁日、安全クイズラリー、車
両展示／レインボーモータースクール☎
048-461-1101
●Honda秋祭り@和光ビル
11月23日（土・祝）／11：00〜17：00／本田

技研工業 和光ビル／ギネス世界記録 ®
挑戦や芸能人ライブ、キャラクターショ
ー、ミニ四駆作り体験など、大人から子供
まで楽しめるイベント多数／本田技研
工業株式会社 地域人事部 総務課☎048-
452-0200
●第9回ハートフルコンサート
11月24日（日）13：30〜15：00／中央公民館
／無料／プロの弦楽奏団によるコンサー
トです／クラッシックから童謡まで大人
も子どもも一緒に楽しみましょう／岡田
☎048-465-1284
●幕末にあった武州世直し一揆 

ほんとうのこと
12月4日（水）13：30〜15：30／総合福祉会
館／無料／和光歴史散歩会 千野☎048-
464-3736、鍵和田☎048-465-4188

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》
第27回 ベビーカーコンサート in 和光
11月14日（木） 10：50開演 小ホール
埼玉県民の日 第3回 
プロと楽しむこども音楽会
11月14日（木） 13：45開演 小ホール
和光市民オーケストラ 第27回定期演奏会
11月24日（日）14：00開演 大ホール
シネサロン・和光第41回上映会 

《空飛ぶタイヤ》
11月28日（木）14：00、19：00開演 大ホール

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。
※21日（土）のＣ席は完売しました。

1月
サンアゼリア吹奏楽フェスティバル 
第8回ニューイヤーコンサート in 和光 
〜 陸上自衛隊東部方面音楽隊が贈る 

吹奏楽の響きとともに〜
1月19日（日）14：00開演 大ホール
全席指定 無料 ※要入場券
出演／ 陸上自衛隊東部方面音楽隊、埼玉県

立和光高等学校、和光国際高等学校、
和光市立大和中学校、第二中学校、第
三中学校、和光市立北原小学校金管
バンド、和光市民吹奏楽団有志

※ 往復はがきにて、「催し物名・郵便番号・住所・氏名・電
話番号・希望人数（2名まで）」を明記の上、サンアゼリ
アへお申込みください。

※応募締切は12月6日（金）です。
※応募者多数の場合は抽選となります。
※未就学児の入場はご遠慮願います。

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）
※ 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。

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

11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
サンアゼリア国際音楽演奏会 
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
※ 未就学児の入場は 

ご遠慮願います。

3月
サンアゼリア国際音楽演奏会 
チェコ・フィル・ストリング・カルテット
3月15日（日）14：00開演 大ホール
全席指定 3,800円（友の会3,500円）
※ 未就学児の入場はご遠慮願います。

発売日／ 
友の会 発売中 
一般 11月2日（土）

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

《オペラ「ナブッコ」稽古場見学会のご案内》
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

■職員募集
▶ 障がい者施設支援員（パートタイマー）
勤務地／さつき苑
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
▶ ドライバー（アルバイト）
勤務地／高齢者福祉センターゆうゆう
勤務時間／ 原則8：00〜17：30の間の8時間
応募資格／ 大型又は中型（限定なし） 

自動車免許
勤務日／土曜日を含む週1〜2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
■ フードドライブ事業のお知らせ 
ご家庭で使い切れない食品を募集します

日  ① 11月10日（日） 
市民まつり 10：00〜15：00

　 ② 11月23日（土・祝） 
ゆめあいまつり 10：00〜15：00

場 ①社協ブース ②2階相談支援課ブース
内 常温保存可、未開封、賞味・消費期限前
（例）お米、缶詰、乾麺、レトルト食品など

◦ 生活に困っている方の支援のために寄付
して頂いた食品を備蓄しております。ご
協力お願い致します。

■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 ①11月21日（木）13：30〜14：30 

②11月25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
◦ 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11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。


