
広沢3-1（樹林公園内） ☎462-0107
開館時間／9：00〜23：00　休館日／12月27日（金）
年末年始休館日／12月29日（日）〜1月3日（金）

総合体育館
▶第4期コース型（1〜3月）教室受講生募集
日令和2年1月〜3月　申12月1日（日）から体育館窓口で受付開始
持動きやすい服装、室内用運動靴、汗ふきタオル等
※親子コースNo.1は、親1人子1人で1組となります。
※各コースの受講料、日程、対象年齢は体育館へお問合せください。
No. 曜日 コース型教室名 時間

1

月

おやこ体操 9：40〜10：40

2 シェイプピラティス 10：15〜11：45

5 カラダ調整ヨガ 12：30〜13：30

10 ジュニアバスケットボールA 16：00〜17：00

11 ジュニアバスケットボールB 17：00〜18：00

12 ジュニアバレエ（月） 17：30〜18：30

13 バレエ（月） 18：45〜19：45

14

火

ハワイアンフラ中級（火） 11：15〜12：15

15 ハワイアンフラ初級（火） 12：30〜13：30

16 脱メタボ!健康体操（火） 13：45〜14：45

17 キッズバレエ（火） 15：45〜16：45

18 ジュニアバレエ（火） 17：00〜18：00

20 キッズラクロス 16：45〜17：45

21 bj アカデミーバスケットボールスクール 18：00〜19：30

24

水

ヨガ骨盤ケア 12：30〜13：30

25 ハワイアンフラ（水） 13：00〜14：00

26 60代から始める健康運動塾（水） 13：45〜14：45

27 ジュニア空手A 15：20〜16：20

28 ジュニア空手B 16：25〜17：25

29 ジュニア空手C 17：30〜18：30

33 キッズ体操B 15：10〜16：10

No. 曜日 コース型教室名 時間

34
水
ジュニア体操 16：20〜17：20

35 リラックスヨガ 19：15〜20：15

37

木

みるみるよくなるヨガ 9：40〜10：40

38 ヨガ 10：50〜11：50

39 背骨コンディショニングA（木） 10：00〜11：15

40 トータルボディメイキング 13：15〜14：30

41 太極拳A 13：10〜14：10

42 太極拳B 14：20〜15：20

45 バレエ（木） 19：30〜21：00

48

金

60代から始める健康運動塾（金） 13：00〜14：00

49 脱メタボ!健康体操（金） 11：30〜12：30

50 ジュニアダンスA 16：00〜17：00

51 ジュニアダンスB 17：10〜18：10

54

土

ジュニア空手初級 10：15〜11：15

56 背骨コンディショニングC 11：30〜12：45

57 ブラジリアン柔術 11：30〜12：30

58 ハワイアンフラ初級（土） 14：30〜15：30

61 ジュニアダンス初級 17：00〜18：00

62 ジュニアダンス中級 18：10〜19：10

64 書道教室（硬筆コース） 17：00〜18：00

65 書道教室（毛筆コース） 17：00〜18：00

▶たくあん漬け体験教室 予
日 ①12月1日（日） 

②12月12日（木） 
③令和2年1月11日（土） 
各回とも10：00〜12：00

対成人　定先着20名　費500円
持汚れてもいい靴、軍手、エプロン
申受付中

▶お正月飾り作り教室 予
日12月7日（土）10：00〜12：00
対 小学校5年生以上 
（保護者付添必須）
定15名　費材料費800円
講山岸 栄子
持ハサミ、ラジオペンチ（お持ちの方のみ）
申12月1日（日）9：00から電話又は窓口で

問☎・ 467-7575  12月の休園日／4日・11日・18日・25日～31日（年末休園日）

新倉ふるさと民家園

▶教育と福祉の連携事業 
「介護予防について」
日12月18日（水）13：30〜15：00 場会議室
対市内在住の概ね60歳以上の方　費無料
定先着30名　内介護予防について
持筆記用具
申12月2日（月）9：00から電話又は窓口で
▶♪クリスマス☆コンサート 

with ゴスペル&ミュージックベル
　クリスマスのひととき、迫力あるゴスペ
ルと美しい音色を奏でるミュージックベ
ルの癒しの時間をお楽しみください。
日12月23日（月）13：30〜14：30 場ロビー

対どなたでも　定先着30名　費無料
出演／ はっぴいばあど、クリスタル♪ベル 

（南公民館登録団体）
申不要。当日南公民館へお越しください。
▶子ども書初め教室
日 12月26日（木） 

①9：30〜11：30 ②13：30〜15：30
対市内在住の小学3〜6年生
定先着30名　講和光市生涯学習指導者
持 書初め用道具一式、学校支給の書初め

用半紙　お手本、書初め用下敷き、墨汁、
新聞紙10枚、雑巾

申12月3日（火）から電話又は窓口で

問☎463-7621 月～日曜日 9：00～21：30

南公民館

問  ☎462-7890 10：00～22：00 休館日／23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 3・10・17 10：30〜11：30 18

はじめてピラティス 火 3・10・17 12：00〜13：00 18

かんたんエアロ 水 4・11・18・
25 13：00〜14：00 30

ストラーラヨーガ 水 4・11・18・
25 19：30〜20：30 15

卓球 木 5・12・19 13：00〜15：00 28

ズンバ 金 6・13・20・
27 10：45〜11：45 30

ストレッチヨーガ 土 7・14・21 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 10 13：30〜15：00 15

子育てママのボディ
メイク（5歳まで） 火 10・17 10：30〜11：45 20

キッズテニススクール
（未就学児・500円） 水 11 15：20〜16：00 20

フラワー
アレンジメント 水 11・25 13：30〜15：00 12

書道一般・
ボールペン字教室 木 5・19 19：30〜20：30 15

キッズフットサル
スクール（月謝制）

月 2・9・16
U-6・9・12 

無料体験あり 15
金 6・13・20・

27

絵手紙 金 13 10：00〜12：00 10

▶親子たこづくり教室
日12月22日（日）10：00〜12：00
場美術工作室　対市内在住の親子
定先着約15組
持 セロテープ、油性マジック（好きな色）、 

定規、カッター、はさみ
▶冬休み 書初め教室

日 12月25日（水） 
①9：30〜11：30 ②13：30〜15：30

場体育室　対小学3年生〜中学生
定各回先着30名
講栗原 誠（和光市生涯学習指導者）
持 書初め用道具一式、学校支給の書初め用

半紙、お手本、墨汁、新聞紙10枚位、雑巾

問☎464-1123　申12月2日（月）9：00から電話又は窓口で

中央公民館

▶坂下公民館利用者研修会 
「サークル活動と公民館の可能性」

　社会教育の基本と、公民館でサークル
活動をするとは何なのかを学びます。
日12月11日（水）10：00〜12：00
場視聴覚室　対どなたでも
定30名　費無料　持筆記用具
講 上田 幸夫（日本公民館学会会長）
申12月10日（火）までに電話又は窓口で

▶書初め教室
日 12月25日（水） 

①10：00〜11：30 ②13：30〜15：00
対市内在住の小学3〜6年生　費無料
定各回20名（申込み多数の場合抽選）
講 元坂下書道クラブ
持 習字道具一式（書初め用の筆と下敷き、

墨汁等）、書初め用半紙、お手本、新聞紙
申 12月2日（月）9：00から電話又は窓口で

問☎464-5230  月～日曜日 9：00～21：30

坂下公民館

▶【本館・分館・公民館図書室】 
図書館システムの入れ替え及び 
蔵書点検に伴う休館のお知らせ

　令和2年1月14日（火）〜23日（木）は休
館します。この間は中央公民館ロビーで新
聞の閲覧のみ可能です。
▶あかちゃんタイム
日 12月5日、1月9日の各木曜日 

10：30〜11：30
対乳幼児親子（出入り自由）
▶絵本とおはなしの会
日 12月7日・14日の各土曜日 

11時から／2・3歳くらいから 
14時から／4・5歳くらいから

◦ 21日は会議室でクリスマスおはなし会

▶小学生凧（たこ）作り講座 予
日12月15日（日）13：30〜15：30
場図書館会議室 テラス
対市内在住の小学生と保護者
定10組（申込み多数の場合抽選）
内 市ゆかりの絵本作家・凧研究家の新坂

和男氏の創作凧を作る
申 12月1日（日）〜5日（木）までにメールで
▶あかちゃんと楽しむ絵本とわらべうた
日 12月20日、1月10日の各金曜日 

10：30〜11：00、11：15〜11：45
対6ヶ月〜2歳の親子　申不要
▶Wonder Club（英語絵本の読み聞かせ）
日12月22日（日）14：00〜15：00
対どなたでも

☎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：12日（木）  年末年始： 28日（土）～1月4日（土）

図書館

▶ブックスタート 予
日12月10日（火）11：00〜11：30
対 2019年6〜7月生まれの乳幼児と保護者
持母子健康手帳、絵本を持ち帰るための袋
申電話又はメール、窓口で
▶ぶっくわーるど「キレるのはなぜ?」 予  

〜 イライラ モヤモヤは どこから来るの〜
日12月14日（土）10：30〜11：30
対小学生　定30名
講松永 節子（元市内小学校教諭）
申窓口又は電話で

▶絵本とおはなしの会
日12月14日（土）11：15〜11：45
対幼児〜小学校低学年
▶ひまわりお話会（小学生向け）
日12月18日（水）16：00〜16：30　
▶あかちゃんタイム（乳幼児と保護者）
日12月20日（金）11：00〜11：30
▶図書館クラブ「本の福袋づくり」
日12月21日（土）10：00〜12：00
対中学生・高校生
◦ 参加者にはボランティア証明書を発行

☎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　年末年始：28日（土）～1月4日（土）

図書館下新倉分館

▶ビューティーフェスティバル
日12月8日（日）12：00開場　場アリーナ　対お子様から大人まで　定なし
内ストラーラヨガ、ピラティス、ズンバのレッスン体験　費無料（お風呂の利用は有料）
持運動シューズ、運動できる服装、飲み物　申不要

広報   2019年12月号 11● 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。

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。


