
募 集
●造形教室
毎週木曜日16：00〜17：30／牛房コミュニテ
ィーセンター／入会金2,500円、月6,000円／
3歳（年少）〜6年生までの造形教室で、子ど
ものやりたいをのんびり伸ばします／木村

☎090-6342-7344（ショートメール可）
●リ・フラワージュ フラワーサークル
月1〜3回、日時不定期／中央公民館／無料

（当日の花材費のみ）／今月は針葉樹を使っ
たフレッシュリース、お正月飾り／詳細、ご
予約はお電話ください／榎本☎090-7816-
2013
●日本研究プログラム参加学生 

受け入れのホストファミリー募集
令和2年3月21日（土）〜7月23日（木）の125日
間／食事及び1部屋を提供できる家庭／1日
につき2,500円を大学より補助／1月6日（月）
までにメール又は電話、FAXで／東京国際大
学 国際交流課 JSP担当☎049-277-5885（9：00
〜18：00）  049-234-3824  jsp@tiu.ac.jp
●カルトナージュを楽しむ会
毎月第3火曜日9：30〜12：00／中央公民館／
材料費実費／フランス伝統工芸のカルトナ

ージュ／厚紙を使った大人の工作を楽しみ
ましょう／矢野☎090-3499-9088
●健康ヨーガの会
毎月3回火曜日10：00〜12：00／中央公民館
／月3,000円／呼吸、ポーズ、瞑想などを楽し
みながら、心身の老廃物を排出してみませ
んか!／老いも若きも初心者も!／大橋☎03-
4291-1475、三浦☎048-468-7269

催 し
●もやもやこどものかくれが
12月1日（日）13：30〜15：30／ 新 倉 北 地 域
セ ン ター ／ 小 学 生 か ら18歳 ま で の 家 族
のことでもやもやしている人／パステル
画づくり、家族の「もやもやカード」を作
って家族について思っていることを話し
てみよう／飛び入り参加歓迎／申込み先
https：//forms.gle/DLZSmcauh54M7u5n9／

 moyamoyakodomo@gmail.com
●はつらつ歌声サロン
12月10日（火）9：30〜11：30／白子コミュニテ
ィーセンター／100円／皆で歌えば安心、楽
しい!歌声喫茶でうたった歌やニューミュー
ジックをカラオケ風で歌いましょう!山川由
美子さんのリードが楽しいです／今回は会
員以外の方も参加できます／はつらつTea 
Time 三瓶☎080-3389-4819
●和光市民吹奏楽団 第28回定期演奏会
12月15日（日）開演14：00／サンアゼリア／入
場料500円／演奏曲「ノアの箱舟」「祝典行進
曲」他／指揮 室伏正隆／和光市民吹奏楽団 
広報担当☎090-9969-5171

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》
和光市民吹奏楽団 第28回定期演奏会
12月15日（日）14：00開演 大ホール

パーカッションフェスタ2019“冬”
12月27日（金）13：30開演 大ホール

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。

清水かつら記念日本歌曲歌唱コンクール 
受賞者によるcocoroほっこりコンサート
令和2年1月25日（土）11：00/13：00開演
大ホール 無料（全席自由） 当日直接会場へ
出演／ 11：30公演  わこうっこ合唱団、 

濱松孝行（第16回3位）
　　　13：00公演  志村美土里（第17回2位）、 

東邦音楽大学学生有志

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!
令和2年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
令和2年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。

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〜
令和2年1月19日（日）14：00開演 大ホール
全席指定 無料 ※要入場券

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

12月の休館日：28日（土）〜31日（火）
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

《 マチナカコンサート開催情報 》
サンアゼリアマチナカコンサート in  
駅前ステージ 
同時開催： サンタ☆フェスティバル 

〜わこサンタがやってくる〜
12月15日（日）16：00〜20：00 観覧無料
会場／和光市駅南口駅前広場
出演／ みるきいらんど音楽隊・菊地薫音、 

星野典子、from Aura ほか
※予約、申込み不要。当日直接会場へ。

サンアゼリアマチナカコンサート in 
ヨーカドー和光店 Xmasコンサート
12月18日（水） 14：00/15：30開演 観覧無料
会場／ イトーヨーカドー和光店 

2階催事スペース（和光市丸山台1-9-3）
出演／東邦音楽大学弦楽四重奏
※予約、申込み不要。当日直接会場へ。

サンアゼリアマチナカコンサート in 
ヨーカドー和光店 新春コンサート
令和2年1月9日（木） 14：00/15：30開演 観覧無料
会場／ イトーヨーカドー和光店 

2階催事スペース（和光市丸山台1-9-3）
出演／邦楽カルテット
※予約、申込み不要。当日直接会場へ。

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

■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
▶ 高齢者施設支援員（パートタイマー）
勤務地／高齢者福祉センターゆうゆう
勤務時間／ 8：30〜17：00の7.5時間 

勤務日数・勤務時間は相談可
勤務日／月〜土曜日までの内週3〜5日勤務
応募資格／普通自動車免許
◦ 大型バスのドライバーも募集 

週1〜2日勤務
▶ 学童クラブ支援員（パートタイマー）
市内11箇所のいずれかの学童にて勤務
勤務時間／ 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 
勤務日数・勤務時間は相談可

◦ 各募集に関する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
■ ボランティアカフェ ゼロからはじめる
ストリートダンス体験会（無料）

日 12月20日（金） 
①小学生の部 14：30〜15：30 
②中学生の部 15：45〜16：45

場和光市総合福祉会館3階プレイルーム1
対  ①小学3年生〜小学6年生 40名 

②中学生 40名
持上履き、飲み物、タオル

申12月17日（火）まで
■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  ①12月19日（木）13：30〜14：30 

②12月23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
 対関心がある方ならどなたでも

やってみよう、
市民参加! ■審議会等の開催（傍聴は直接会場へお越しください）

● 令和元年度 第1回 環境審議会　12月17日（火）14：00から
場市役所6階603会議室　問環境課 環境計画担当 ☎424-9118

● 第26回 子ども・子育て支援会議　12月17日（火）19：00から
場市役所6階602会議室　問保育施設課 事業管理担当 ☎424-9141

■審議会等の開催（傍聴は直接会場へお越しください） ● 第3回 総合振興計画審議会　12月19日（木）9：30から
場市役所6階602会議室　問政策課 企画調整担当 ☎424-9086

● 第2回 図書館協議会　12月19日（木）14：00から
令和元年度図書館サービス計画の評価等
場和光市図書館会議室　問図書館 ☎463-8723

市民参加推進
キャラクター「タマ」

● 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12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。


